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これからのまちづくり
私は、平成25年２月18日に市長に就任して以来、

市民並びに市議会の皆様の声に真
しん

摯
し

に耳を傾けながら、
合併後初めて策定した第１次総合計画などに掲げられ
た諸課題を一つ一つ着実に解決し、西東京市のまちづ
くりに全力を尽くしてまいりました。
とりわけ、平成23年の「健康都市宣言」を前進させ、

からだやこころの健康だけでなく、まち全体が健康で
あることを目指すため、平成26年７月８日には、Ｗ
ＨＯ（世界保健機関）が提唱する「健康都市連合」への加
盟を多摩地域の自治体として初めて果たしました。こ
の加盟を転機として、平成27年度には保健・福祉・
医療連携の視点から組織機構を強化しており、引き続
き、健康に対する市民の皆様の期待に応えていきたい
と考えております。
一方、平成26年３月には、丁寧な市民参加手続き

を踏まえながら、平成35年度までの10年間における
西東京市の新たなまちづくりの指針となる第２次総合
計画を策定いたしました。総合計画の基本理念である
「やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽し
む」の実現に向かって、市民の皆様と共に手を携えな
がら市政の歩みを一歩一歩、着実に力強く、前へ前へ
と推し進めてまいりたいと考えております。
さらに、本年３月には本市の人口の現状と2060年

（平成72年）までの将来展望などを踏まえ、西東京市
総合戦略を策定いたします。我が国は既に人口減少・
少子高齢社会に突入しており、本市の人口も、今後５
年程度は転入による増加傾向となるものの、その後は
緩やかな減少傾向に転じると見込んでおります。高齢
化についても既に市民の５人に１人が65歳以上と
なっておりますが、本年成人となった方々が40歳代
半ばを迎える頃には３人に１人が高齢者となる状況が
予測され、今後半世紀間を見据えた本市の将来像には
人口減少と少子高齢化を重ね合わせたトレンドが描か
れることは明らかであります。これまでに経験したこ
とのないこの難題への対応方策の一つとして、健康で
いきいきと暮らすことのできる「健康」応援都市を基軸
としたまちづくりへの道を切り開きたいと考えており
ます。
また、人口減少・少子高齢社会を見据えますと、女

性や高齢者の社会活動参画への期待が高まるものと認
識しております。就労の場として、また生きがいづくり
や活力増進にもつながるよう、女性や高齢者が活躍で
きる地域社会の構築に取り組みたいと考えております。

今後も「まちが健康」であることをキーワードとして、
まち全体の健康を市民の皆様と共に考え支え合う「健
康」応援都市を目指しながら、住み続けたいまちとし
ての価値を高め、市民満足の向上につながる市政運営
を推進する所存です。

行財政改革の取組
まちづくりを確実に進めるためには、健全な行財政

運営は不可欠であり、財政の硬直化や社会経済情勢の
変化に的確に対応し、行政サービスを確実に提供し続
けられるよう、これまで以上に行財政改革を実効性の
あるものにする必要がありました。
そのため、平成26年３月に１年前倒しで第４次行

財政改革大綱を策定するとともに、社会経済情勢の変
化に柔軟かつ機動的に対応するため、毎年度更新する
アクションプランを定めております。取組項目のうち、
出納業務など内部事務の一部の嘱託化、西東京市障害
者総合支援センターなどへの指定管理者制度の導入の
ほか、西東京市生活介護事業所の民営化といった新た
な民間活力の活用を実現するとともに、「使用料・手
数料等の適正化に関する基本方針」の改定、事務事業
評価の再構築など、行財政改革の取組を支える基本的
な考え方の見直しも行ってまいりました。今後も「選
択と集中」による適正な行政資源の配分を実現してま
いります。
また、公共施設の適正配置・有効活用については、「公

共施設の適正配置等を推進するための実行計画」や、
国からの要請に基づき、「西東京市公共施設等総合管
理計画～公共施設等マネジメント基本方針～」を策定
いたしました。これにより公共施設は「総量抑制」の方
向性を掲げ、平成25年度末時点における公共施設保
有量に対して平成45年度までに10％削減する目標値
を定めるとともに、インフラの方向性は「効果的・効
率的な維持管理」と定めたところでございます。
今後はこの方針に基づき、「公共施設の適正配置等

に関する基本計画」を改定することにより、施設ごと
の方針を示し、公共施設においても「選択と集中」を進
めていくこととなりますが、施設機能の複合化や広域
的な連携などの工夫を重ね、市民サービスの維持・向
上に努めてまいります。
個別の施設のうち、西東京市民会館、中央図書館・

田無公民館については、市民会館の耐震対応に伴い、
各館の抱える課題の解消と公共施設の総量抑制の視点

から合築複合化の方針を示し、平成27年度中の基本
プランの策定を目指しておりましたが、西東京市合築
複合化基本プラン策定懇談会からの提言を踏まえまし
て、市民の皆様の利便性の維持・向上に資する施設と
なるよう丁寧に検討を続けてまいります。
また、公共施設の適正配置における最大の積み残し

課題である二庁舎体制については、その解消に向けた
取組を時間をかけて丁寧に進めてまいりました。　　
　この２年間は、庁舎の統合整備を全市的な議論につ
なげるため、庁舎統合方針素案や案を基にして市民の
皆様への丁寧な情報提供と意見聴取に努め、これらの
取組から二庁舎体制の課題や庁舎統合の必要性につい
て理解が得られたと考えております。
そのため庁舎統合に向けた第一歩としまして、老朽

化が進む保谷庁舎を取り壊し、既存の公共施設を活用
した庁舎機能の再配置により二庁舎体制の課題の一定
程度の解消を目指す「暫定的な対応方策」を当面の方策
とし、庁舎統合については、平成45年度をめどに市中
心エリアでの統合の可能性を検討することを基本方針
とし、庁舎機能の再配置先としましては田無庁舎敷地
内に仮設庁舎を整備するなどの検討をしてまいります。

平成28年度予算の概要
本市の財政は、歳入面では、市税が全ての税目にお

いて前年度と比較して増の見込みとなった一方、前年
度をもって合併算定替が終了したことによる普通交付
税の縮減などがあり、歳出面では平成26年度をピー
クに、減少に転じた公債費が一時的に増加するほか、
障害福祉関係の給付費の伸びなどによる扶助費の増加
や、子ども・子育て支援新制度への対応といった社会
保障関係経費の増加などが見込まれており、引き続き
財政構造の硬直化が進んでいる状況にあります。
平成28年度予算編成に当たっては、このような厳

しい財政状況の認識の下、第４次行財政改革大綱に掲
げるアクションプランの着実な推進などによる財源確
保に最大限努めつつ、子育て・教育環境の充実、市民
の健康づくりの支援、災害に強く快適なまちづくり、
地域資源の活用・地域産業の活性化などの本市の重要
課題に対応することとしたところであります。結果と
して、一般会計の予算額は前年度比62億7,900万円、
8.2％減の699億9,200万円、一般会計と特別会計を
合わせた予算総額は、4.1％減の1,161億5,067万
3,000円となりました。

　2015年のノーベル物理学賞は、東京大学宇宙線研究所・所長の梶田隆章教授に授与されました。同研究
所は、西東京市誕生の直前まで西東京いこいの森公園の場所に位置していたことや、現在も多摩六都科学館
と相互協力協定を結んでいることなど、本市との関わりも深く、次代を担う子どもたちの夢と希望につなが
る大変うれしいニュースでありました。
　昨年10月に発足した第３次安倍改造内閣は、強い経済によって「成長と分配の好循環」を創り上げていく
ことを目指すとしており、さらなる経済政策により「地域経済の底上げが実感できる」、力強い回復となるこ
とを期待しているところであります。
　東京都では、東京と地方が共に栄える、真の地方創生の実現を目指す東京都総合戦略を策定いたしました。
「東京」が国際都市として発展し、日本経済の活性化への成果を残すとともに、人口減少・少子高齢社会の課
題に的確な対応を図るためには、都と市区町村の連携が今までにも増して重要になってくるものと考えてお
ります。
　一方、西東京市においては、第２次総合計画と第４次行財政改革大綱を両輪としたまちづくりが３年目を
迎えます。今後は、この２つのまちづくりの指針に加え、新たに策定する総合戦略や公共施設等総合管理計
画などの着実な推進が、本市の持続的発展につながる道筋になるものと考えております。第１回市議会定例会で施政方針を表明する丸山市長

『健康』応援都市を目指したまちづくり
　２月26日に開会した平成28年第１回西東京市議会定例会において、丸山浩一市長が表明した施政方針の概要をお知らせ
します。全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・図書館・市kでご覧になれます。
 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

平成28年度
施政方針
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平成28年３月15日号

もっと健康  もっと元気に

❖地域包括支援センターの機能強化
　認知症高齢者と介護予防などへの更なる対応のため、
地域包括支援センターの機能を強化します。
❖（仮称）在宅療養支援窓口の開設
　在宅医療と介護の連携を推進するための相談窓口と
して、（仮称）在宅療養支援窓口を新たに開設します。
❖介護支援ボランティアポイント制度の導入　
　高齢者の介護予防・生活支援、高齢者の健康増進・
生きがいづくりにもつながる介護支援ボランティアポ
イント制度を導入します。
❖認知症初期スクリーニングシステムの導入
　認知症の早期発見につながる認知症初期スクリーニ
ングシステムを導入します。
❖住宅セーフティネット制度の導入
　高齢者などの住宅困窮者の住宅確保を支援する取組
として、民間賃貸住宅を活用したセーフティネット制
度を導入します。
❖生活困窮者自立支援・住居確保給付およびひきこも
り・ニート対策事業の実施
　就労や居住面での困り事などに対応するため、社会
福祉協議会などと連携を図り、事業を進めます。
❖地域活動支援センター（知的）の設置
　知的障害者の方を対象とする地域活動支援センター
を設置します。
❖障害や障害者に対する理解の促進
　ヘルプカードやサポートバンダナ、ヘルプマークな
どの普及を通じた啓発活動を継続しつつ、障害を理由
とする差別の解消に取り組みます。
❖対話による美術鑑賞事業の推進
　対話による美術鑑賞事業を市内の小学校全校に拡大
し、実施します。
❖2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に
向けた機運の醸成
　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に
向けた機運の醸成に向けて、講演会やスポーツ体験な
どを行います。

災害に強い快適な
都市インフラ整備を進めよう

❖避難行動要支援者個別計画の作成
　自らの力で避難することが難しい方に対する支援と
して、引き続き、要支援者個別計画の作成を進めるた
め、避難支援協力者の確保などを行います。
❖災害時用特設公衆電話の設置
　災害時における避難者の連絡手段の確保のため、全
ての市立小・中学校に災害時用特設公衆電話を設置し
ます。
❖通学路への防犯カメラの設置
　平成29年度までの２カ年をかけて全ての小学校の
通学路を対象に防犯カメラを設置し、地域と一体と
なった児童の見守り体制の強化に取り組みます。
❖特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修事業の実施
　引き続き、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に
取り組みます。
❖分譲マンションへの耐震改修助成制度の導入
　分譲マンションに対する耐震改修などのための助成
制度を創設します。
❖道路ストック総点検事業の実施
　市内にある41カ所の道路橋について、３カ年かけ
て点検を行います。
❖ひばりヶ丘駅周辺のまちづくりの推進
　駅北口の道路整備工事およびエレベーター・エスカ
レーター整備を進めるとともに、駅南口の駅前広場工

事に着手し、バリアフリー化事業を行います。
❖都市計画道路の整備
　田無駅南口広場の整備については、事業認可取得に
向けた測量などを行います。また、保谷駅北口の３・
４・15号線、向台町三丁目・新町三丁目地区地区計
画関連の周辺道路整備にも引き続き取り組みます。
❖良好な景観づくり事業の推進
　ひばりヶ丘駅北口地区第２期地区のほか、西武新宿
線の立体交差事業の推進を図るため、東伏見駅周辺の
まちづくり構想の策定に取り組みます。
❖はなバスの運行
　はなバスについては、第２ルートおよび第４ルート
の見直しを行い、公共交通空白地域や公共交通不便地
域の解消および市民生活の利便性の向上を図ります。
❖雨水溢

いっ
水
すい
対策

　保谷町五丁目の雨水対策工事とともに、市内３カ所
の基本設計または実施設計を行います。
❖みどりの保全・整備
　下保谷四丁目特別緑地保全地区について、引き続き
用地取得を進めるとともに、平成27年度に用地取得
した（仮称）ひばりが丘三丁目緑道公園について、整備
事業に着手します。
❖公園の指定管理者制度の導入
　西東京いこいの森公園および周辺公園の管理運営に
ついては、指定管理者制度を導入し、市民サービスの
向上を図ります。
❖資源循環型社会の推進
　中間処理施設へのごみ搬入の減量につながる剪定枝
や生ごみの資源化事業を実施します。
❖街路灯のLED化の推進
　商店会が設置する街路灯のLED化への支援を行い、
温室効果ガスの削減並びに省エネルギー化を推進しま
す。
❖地球温暖化対策の推進
　これまでの補助内容などを見直すとともに、環境意
識の向上や環境行動へつながる取組を進めます。
❖空き家調査の実施
　今後の検討のため、特に周辺環境に影響を及ぼす空
き家などについての状況調査を実施します。

あなたと変える  いっしょに変える

❖文化財の保存・活用
　下野谷遺跡の保存・活用を推進するため、意識啓発
活動の充実や学校教育などでの活用に取り組みます。
また、地権者のご理解をいただきながら遺跡の追加指
定に取り組みます。
❖いこいーなを活用した地域振興および地域の魅力発
信事業の推進
　スマートフォン用のL

ラ イ ン

INEスタンプの普及やランド
セルカバーなどへの活用を通じて、地域の振興や郷土
愛の醸成を図ります。
❖大学との連携
　武蔵野大学、早稲田大学、東京大学（東大生態調和
農学機構）との連携・協働事業について引き続き実施
します。
❖産業振興
　「一店逸品」事業では逸品グランプリを実施するほか、
冊子・SNS・映像などのさまざまな情報発信ツールを
用いたPRに取り組みます。また、ソフトなものづく
り産業育成支援としての産業ニュース「匠NAVI」の発
行のほか、商工会や金融機関などと連携し、新規創業
希望者などに対する支援を行います。
❖女性の創業・就労支援
　女性の起業・創業のための支援として、女性の働き
方サポート事業を実施します。
❖農業振興
　認定農業者に対する支援を継続するほか、めぐみ
ちゃんメニュー事業における食べ歩きキャンペーンや
西東京マルシェなどの展開による地産地消の推進を図
ります。

❖地域コミュニティ推進事業
　自治会・町内会等活性化補助制度を継続するととも
に、２月に発足した「南部地域協力ネットワーク」に対
する支援や、西部地域における協力ネットワークの仕
組みづくりについて検討します。
❖市政モニター制度の導入
　行政運営に対する市民意向の迅速な把握などのため、
市政モニター制度を導入します。

次世代への責任をしっかり果たそう

❖待機児童対策
　新たに１園の認可保育園を開設するとともに、平成
29年度の認可保育所や小規模保育事業所などの開設
に向けた準備を進め、待機児童の解消に取り組みます。
❖ひとり親家庭の支援
　就業支援体制の充実を図るため、ひとり親家庭就業
支援専門員を配置します。また、保育所などの利用者
負担について、未婚のひとり親家庭の負担軽減を実施
します。
❖妊娠期からの切れ目のない支援事業
　妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う
ため、新たに母子保健コーディネーターを配置すると
ともに、産前産後の特に支援が必要とされる妊産婦に
対する育児支援などの訪問事業を行います。
❖サマー子ども教室事業の試行実施
　小学校高学年の児童や夏休み期間中の子どもの居場
所の確保について検討するため、小学校を活用したサ
マー子ども教室事業を１校で試行実施します。
❖スクールアドバイザーの増員配置
　いじめ防止などの対策として、いじめが起きにくい
学校づくりを進めるとともに、スクールアドバイザー
の増員配置による対応強化を図ります。
❖特別支援教室の開設に向けた準備
　東京都が進める特別支援教室の開始に向けて、６校
でのモデル実施とともに、平成29年度からの全校導
入を目指して教室内の整備工事を行います。
❖学校施設の適正配置・有効活用
　（仮称）第10中学校として準備を進めてきたひばり
が丘中学校の建て替え事業を進めるほか、ひばりが丘
団地周辺地区の通学区域における地域協議会を開催し、
検討を進めます。
❖小・中学校特別教室への空調設備の設置
　市内小・中学校の特別教室への空調設備の設置を行
います。平成28年度は中学校９校を対象に設置工事
を行います。
❖家庭の教育力向上に向けた取組
　家庭と学校、地域の連携による子どもの育ちの支援
を図るため、児童館や子育て広場での講座の開催、保
護者に向けた中学生の家庭学習に関する取組を進めま
す。
❖公共施設の適正配置・有効活用
　公共施設等総合管理計画における個別計画の策定や、
ファシリティマネジメントシステムの構築に向けた固
定資産台帳の整備を行います。
❖一般職の任期付き職員の採用
　行政の専門性を一層高めるため、新たに一般職の任
期付き職員の採用を行います。
❖証明書等発行サービスの充実
　マイナンバー制度のマイナンバーカード（個人番号
カード）を利用したコンビニエンスストアでの証明書
の交付環境を整備し、市民の利便性向上を図ります。
❖特別会計の健全化
　国民健康保険特別会計において、引き続き医療費適
正化や徴収率の向上などを図るほか、将来の広域化に
向けた準備を進めます。

平成28年度の主要な取組 ◆企画政策課n
  （p042－460－9800）
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≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階・保谷保健福祉総合センター１階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

年度末・年度初めの
市民課窓口 混雑予想
　おおむね４月11日㈪までは、窓口が
大変混み合います。
　例年、住民票の異動が多くなり窓口が
混雑しますが、今年はマイナンバーカー
ド（個人番号カード）の交付なども行われ
るため、大変な混雑が予想されます。
　特に混雑が予想される月・金曜日や祝
日明けを避けるなど、混雑の緩和にご協
力ください。
□住民票異動届の手続き期間
●市外への転出…おおむね２週間前から

● 市内への転入・市内転居…引っ越し後
２週間以内

❖出張所もご利用ください
　住民票異動・印鑑登録・証明書発行業
務は、ひばりヶ丘駅前・柳橋両出張所で
も取り扱っています。
❖来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市庁舎駐車場は有料時間貸駐車場です。
市役所で手続きをする方は１時間まで無
料ですが、混雑時に待ち時間が長くなり
超過した分は有料になります。駐車台数
にも限りがありますので、ご協力をお願
いします。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

平成28年度の国民年金保険料

　４月～平成29年３月分の国民年金保
険料は、月額１万6,260円です。納付書
は、日本年金機構から４月上旬に送付さ
れます。納付は、金融機関・郵便局・コ
ンビニエンスストアなどで行えます。ク
レジットカード振替・口座振替（共に要
申込）・ペイジーなども利用できます。
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

心身障害者（児）施設
緊急一時保護の利用登録を開始

福祉・子育て

　平成28年度の利用登録の受け付けを、
３月15日㈫から開始します。現在、「心
身障害者（児）施設緊急一時保護」の利用
登録をしている方の有効期限は、３月
31日㈭です。利用予定前までに障害福
祉課（両庁舎１階）で申請手続きをしてく
ださい。
h身体障害者手帳または愛の手帳・印鑑・
平成27年度の利用者証（お持ちの方のみ）
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

保護者助成金の支給

d市内在住で次の全てに該当する保護者
①次のいずれかに児童が入所している
● 認可外保育施設で東京都の認証を受け
ている市内外の認証保育所

● 市区町村と委託契約を結んで東京都か
ら補助金を受けている市内外の定期的
利用保育事業

②保育料を完納している
③月決めで保育利用契約を締結している
□助成額　子ども１人につき月額8,000
円
i３月16日㈬～30日㈬
● 市内の認可外保育施設に預けている方
（既に退園した方も含む）
　 …施設から配布される申請書に必要事
項を記入し、各施設に提出

● 市外の認可外保育施設に預けている方
…直接ご自宅に申請書を郵送します。
必要事項を記入し、各施設で証明を受
けて〒188－8666市役所保育課へ郵
送または持参（田無庁舎１階）

※市内の家庭的保育事業・小規模保育事

業は対象外。市外の家庭的保育事業・小
規模保育事業などに預けている方はお問
い合わせください。
◆保育課n
（p042－460－9842）

義務教育就学児医療費助成制度
～○子 医療証をお送りします～
　現在乳医療証をお持ちで、３月末日が
期限（平成21年４月２日～翌年４月１日
生まれ）の方へ、４月から使用できる子

医療証を３月下旬にお送りします。
　市では、義務教育就学児で医療保険に
加入しているお子さんに子医療証を交付
しています。医療証をお持ちでない方は
申請が必要ですので、医療証交付申請書
を下記へ提出してください。
◆子育て支援課n
（p042－460－9840）

３月20日　市ホームページ停止

くらし

　システム入れ替え作業に伴い下記の時
間帯において、市kの全ての機能が利
用できなくなります。
　なお、西東京市図書館k（http://www.
library.city.nishitokyo.lg.jp）や、議会中
継映像（https://rsvsys.city.nishitokyo.
lg.jp/web/）など、外部のページはURL
への直接アクセスでご覧になれます。必
要なページのURLを事前に控えておくな
ど、ご協力をお願いします。
a３月20日㈰午前０時～５時
※市kからのお問い合わせフォーム（市
長への手紙・各課宛てなど）も全て利用不可
◆秘書広報課n
（p042－460－9804）

市 連からの 絡 帳

平成28年度の徴収業務の
引き継ぎを開始

税・届け出・年金

　国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料・介護保険料・保育料・学童クラブ育
成料などについて、一定条件の下、担当
課より徴収業務を債権回収対策係に引き
継ぎ、徴収の強化に取り組んでいます。
　４月から新たに引き継ぎとなる方には
担当課より通知を発送し、４月以降は債
権回収対策係が一元的に滞納整理を実施
します。
　お困りの事情で滞納がある場合はその
ままにせず、まずは担当課にご相談くだ
さい。
◆納税課n（p042－460－9834）

新築住宅に対する固定資産税
（家屋）の減額措置を終了
　平成28年度から、次の住宅は家屋の
固定資産税が２分の１に減額される措置
を終了します。
①平成22年１月２日～翌年１月１日に
新築された３階建て以上の準耐火構造ま
たは耐火構造の一般住宅
②平成24年１月２日～翌年１月１日に
新築された①以外の一般住宅
③平成22年１月２日～翌年１月１日に
新築された①以外の長期優良住宅
※①の条件の長期優良住宅で申告があっ
た家屋は、平成28年度の減額措置を継
続します。
◆資産税課n
（p042－460－9830）

　平成27年度の地方税制改正により、平成28年度
から軽自動車税の税額が次のとおり変わります。
□原動機付自転車、軽二輪および小型特殊自動車な
どの軽自動車税
平成28年度課税から、全車両に新税率が適用され
ます。

ア電気自動車・天然ガス自動車（平成21年排ガス規制からNOx10％低減）
イ  乗用： 平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ

平成32年度燃費基準＋20％達成車
　  貨物： 平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ

平成27年度燃費基準＋35％達成車
　  ※揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る

ウ乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準達成車
　  貨物： 平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ

平成27年度燃費基準＋15％達成車
　  ※揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
エ  電気自動車、天然ガス・メタノール・混合メタノール電力併用の軽自動車および被けん

引車は対象外

区分 新税額 旧税額

原動機付自転車

50cc以下 2,000円 1,000円
50cc超90cc以下 2,000円 1,200円
90cc超125cc以下 2,400円 1,600円
三輪以上で50cc以下 3,700円 2,500円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,000円 1,600円
そのほか 5,900円 4,700円

軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円 2,400円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円 4,000円

車種区分
平成27年３月31日以前に
初めて車両番号の指定を
受けた車両

「軽課」
平成27年４月１日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両で

「重課」
初めて車両番号の指定を
受けてから13年を経過し
た車両　エ下記アに該当（75％軽減） 下記イに該当（50％軽減） 下記ウに該当（25％軽減） 下記アイウいずれにも該

当せず
三輪 3,100円 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円 4,600円
四輪乗用自家用 7,200円 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円 12,900円
　 〃 　 営業用 5,500円 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円 8,200円
四輪貨物自家用 4,000円 1,300円 2,500円 3,800円 5,000円 6,000円
　 〃 　 営業用 3,000円 1,000円 1,900円 2,900円 3,800円 4,500円

□三輪・四輪の軽自動車税
軽自動車税は４月１日の所有者に課税されるため、平成28年度は平成27年４月１
日以降の新車登録が新税額の適用を受けます。また、初めて車両番号の指定を受け
てから13年を経過した車両は、重課の税額となります（平成28年度に重課の対象
となる車両は自動車検査証の「初年度検査年月」が平成14年12月以前のものです）。

平成27年４月１日～翌年３月31日に初めて車両番号の指定を受けた三輪および四
輪の軽自動車（新車に限る）で、下記アイウの基準を満たす車両には、平成28年度
に限り、グリーン化特例（軽課税率）が適用されます。

◆市民税課n（p042－460－9826）

　既に所有していないなどの場合は、３
月末日までに下記取扱窓口で廃車手続き
をしてください。
◇125㏄以下のバイク・小型特殊自動車
…市民税課（田無庁舎４階・p042－
460－9826）
◇125㏄を超えるバイク…多摩自動車検
査登録事務所（p050－5540－2033）
◇軽四輪自動車…軽自動車検査協会多摩
支所（p050－3816－3104）

平成28年度から軽自動車税の税額が変わります
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　２月19日に、寄附、土地の貸与など
により市政へご協力いただいた方々に感
謝状を贈呈しました。
✿AIU損害保険㈱ 西東京支店 様
✿大西 隆 様
✿鈴木 一成 様
✿東京大学原子核研究所OB会 様
他 匿名希望 １人
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

感謝状を贈呈しました

数の速報値が総務省より公表されました。
調査へのご協力ありがとうございました。
※平成28年10月公表予定の確報値とは、
相違する場合があります。
□平成27年 国勢調査速報値（西東京市）

人口（人） 世帯数（世帯）
調
査
年

平成22年 19万6,511 8万7,457
平成27年 19万9,823 8万9,676

増減数 3,312 2,219
増減率（％） 1.69 2.54

◆総務法規課n
（p042－460－9810）

３月２日の選挙人名簿登録者数
（定時登録）が確定

選挙

□登録者数　男性７万8,562人、女性８
万3,798人、計16万2,360人
前回定時登録者数との比較…男性14人
減、女性25人増、計11人増
□定時登録の要件
①日本国民　②平成８年３月２日以前に
出生　③３月１日現在、引き続き３カ月
以上本市に居住している（他市区町村か
ら転入した場合は、平成27年12月１日
までに本市の住民基本台帳に記載）
□在外選挙人名簿登録者数
男性109人、女性113人、計222人
□在外選挙人名簿登録の要件
①既に当該名簿に登録されていない
②登録申請時に満20歳以上　③日本国
民　④当該名簿の登録申請に関し、その
者の住所を管轄する領事官の管轄区域内
に引き続き３カ月以上住所がある
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

自転車駐車場の月額利用料助成

くらし

　市内に住所があり、通勤・通学などの
ために（公財）自転車駐車場整備センター
が管理・運営している自転車駐車場を月
決めで利用する自転車利用者のうち、次
のいずれかに該当する方には、月額利用
料の全部または一部を助成します。
□対象と助成額
①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けている方…
全額
②生活保護受給世帯の方…全額
③市の児童育成手当受給世帯の方（障害
手当のみを受けている方を除く）…800
円
④60歳以上で、住民税が非課税の方…
800円
⑤学校・専修学校など、各種学校に在学
する方…200～500円
※⑤は、自転車駐車場により助成（割引）
額が異なります。
※田無駅北口第１・２および田無駅南口
自転車駐車場を利用する場合は、２階以
上での契約となります。
i道路管理課（保谷庁舎５階）・市民相
談室（田無庁舎２階）へ
※⑤に該当する方は、利用希望の自転車
駐車場管理室で手続きをしてください。
◆道路管理課o
（p042－438－4057）

平成27年国勢調査　
人口および世帯数速報結果
　平成27年10月１日現在で実施された
「平成27年国勢調査」の人口および世帯

■文化芸術振興推進委員会
a３月28日㈪午後５時30分～８時
b防災センター
c施策・事業推進および「対話によ
る美術鑑賞」体験会
e５人
◆文化振興課o（p042－438－4040）

傍　聴 審議会など

事案名　（仮称）西東京市総合戦略（中間のまとめ）
◆企画政策課n（p042－460－9800）

【公表日】２月25日　【意見募集期間】平成27年11月27日～12月28日　【意見件数】８件（４人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

今後の少子高齢化を考えると「健康応援
都市」を推進することは理解できるが、
戦略の基軸としているのに基本目標の中
では施策の１つとなっていて、全体が分
かりづらい。また、戦略の基軸に、急に「健
康・医療」と出てきているが、その前段
の課題認識の部分に健康・医療が必要と
なる裏付けを書いた方がよい。 （2件）

戦略の基軸については、市の特徴や課題
を踏まえ、市民生活のあらゆる局面で最
高の状態（まちそのものが健康）を達成す
るという考えで「健康応援都市の構築」と
しましたが、ご指摘を踏まえ、構成など
の検討も含めて修正します。

国は、総合戦略は総花的ではなく、エッ
ジの利いた、思い切った事業をする自治
体に補助金を出すと言っている。西東京
市も総合計画から一歩踏み込んだ内容に
なることを期待する。 （１件）

今後、戦略を策定する過程において、ご
意見を踏まえ検討します。

女性の起業、産業の振興、子育て支援など、
とても大事なことだと思う。民間の活用、
横串をさす他業種連携、協働の更なる推
進が戦略推進のための共通の視点に書い
てあるとよい。 （１件）

ご指摘の点については、「推進における
共通視点」の中で検討します。

人口ビジョンの中で、市内の就学前児童
人口が多いことが指摘されている。これ
は市民税を主な税収源とする自治体とし
てはとても強みである。就学前児童を育
てる世帯が市内にとどまり、安心して就
労できる環境、その児童が成長した後も、
さらに住み続けたいと感じる環境を整備
することが今何よりも優先すべき課題と
考える。次世代を担う層を手厚く支援す
ることこそが、少子高齢化に対する最も
効果的な対策と考える。 （１件）

戦略の基軸にも挙げていますが、「市民
が自分たちのまちに対して満足するこ
と」が重要と考えており、市民満足の向
上を図り、住み続けたいまちとなるよう
努力していきます。また、「１－１次の
世代の結婚・出産・子育ての応援」の施
策を推進することで、少子高齢化へも対
応します。

具体的な事業について、現時点で想定さ
れる事業案だけでも書いてほしい。そう
すれば、戦略のイメージを描きやすく、
市民としても意見を言いやすい。 （１件）

今回の中間のまとめでは、戦略の考え方
や基本目標体系などを示したうえで、事
業を検討する際の、上位となる施策の方
向性についてご意見をいただいています。
具体的な事業案は検討中ですが、戦略の
イメージを描きやすいとのご意見につい
ては、今後の参考とさせていただきます。

事案名　第３期子ども読書活動推進計画 ◆中央図書館（p042－465－0823）
【公表日】３月15日㈫　【意見募集期間】１月15日～２月12日　【意見件数】３件（２人）

お寄せいただいた意見 検討結果
用語説明が資料編として最後にまとめら
れているが、文中に盛り込めないか。
 （１件）

ご意見を受け、用語解説をページごとに
掲載します。

小学校中・高学年の授業の中で読書を大
切に考えてもらえるとよい。 （１件）

学習指導要領に基づき、工夫を重ねなが
ら読書の習慣化を促していきます。

大人たちが子どもの読書の楽しみを深く
理解できるように促す工夫をしてほしい。
 （１件）

基本方針（４）のように、子どもの読書に
ついて大人への啓発と支援を行います。

事案名　耐震改修促進計画（案） ◆都市計画課o（p042－438－4051）
【公表日】３月15日㈫　【意見募集期間】１月21日～２月22日　【意見件数】０件（０人）
ご意見はありませんでした。

事案名　西東京市文化財保存・活用計画（素案）
◆社会教育課o（p042－438－4079）

【公表日】３月15日㈫　【意見募集期間】１月15日～２月12日　【意見件数】５件（１人）
お寄せいただいた意見 検討結果

市民意識調査の結果、郷土資料室の認知
度が低い。この対策について計画の中で
記載したほうがよい。 （１件）

本計画では、郷土資料室での企画事業の
充実や既存および新たな情報媒体による
周知、他課の事業と組み合わせた事業の
実施などにより、郷土資料室の周知を図
るとともに、活用を推進していくことと
しています。

小・中学生の意識調査の結果、下野谷遺
跡や郷土資料室の認知度が低い。この理
由を分析するべきである。また、郷土資
料室を社会科見学などで活用し郷土意識
などの教育を行っていくべきではないか。
 （１件）

現在、郷土資料室は小学校（一部）の社会
科見学に活用されていますが、調査の結
果から、今後の取り組みの必要性が示さ
れています。本計画に基づき、授業での
下野谷遺跡・郷土資料室の活用のさらな
る推進や子ども向け副読本の作成など、
文化財を活用し、郷土意識などの醸成に
取り組みます。

郷土の文化財を守り継承していくために
次世代への教育と伝承が必要と考える。
そのために、各文化財や郷土資料室へ行
きやすい環境整備も重要ではないか。
 （１件）

郷土資料室への来訪を促す環境整備とし
て今年度、西原総合教育施設近辺に誘導
看板を設置しました。今後は市kやアプ
リなどを活用し、利用者が訪問しやすい
交通情報なども発信していきます。

市内には国史跡指定となった下野谷遺跡
の他に遺跡が14カ所あるが、その重要
度はどれほどか。 （１件）

14カ所の遺跡では、発掘調査などによ
り土器や石器が見つかっており、いずれ
も本市の歴史を理解するという点で重要
な遺跡と捉えています。

市内の遺跡は、市の指定文化財等として
市のホームページなどで公表していない
が、今後どのように周知していくのか。
 （１件）

現在、市指定文化財については、市k「楽
しむ」の中に掲載をしており、下野谷遺
跡に関しては、市kに関連情報を掲載す
るほか、市図書館kに関連資料などを紹
介しています。今後、そのほかの遺跡に
ついての情報提供も検討していきます。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え
方をまとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kをご覧ください。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え

寄せられた意見の概要や市の検討結果を
お知らせします

パブリック
コメント
検討結果

寝たばこは絶対にやめましょう
　死者を出した住宅火災のうち最も多
い出火原因はたばこです。寝たばこ・
火の不始末・喫煙時の火種の落下によ
るものが大半を占めており、喫煙後に
適切に処理することで火災の発生を防
ぐことができます。
❖たばこによる火災を防ぐポイント
□布団やベッドの上で喫煙しない
寝る前や泥酔状態での喫煙により出火
するケースが多く見られます。
□シーツや掛け布団カバーは防炎品を
燃えにくい防炎品を活用することで、

たばこの火種がシーツや掛け布団に落
ちたときの被害を軽減できます。
□灰皿に吸い殻をためない
吸い殻でいっぱいの灰皿に火種の残っ
たたばこを捨てると発火のおそれがあ
ります。定期的に捨てましょう。
□吸い殻を捨てるときは水をかける
火が完全に消えていることを確認して
から捨てましょう。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

　情報発信の更なる充実を図るため、
市kの全面的なリニューアルを行い
ます（３月28日㈪予定）。
　詳細は、次号でお知らせします。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

市ホームページを
リニューアル！
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「西東京市健康事業ガイド（平成28年度版）」を市報４月１日号と同時配布します。　◆健康課

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

今月の薬湯
～ヨモギの湯～

　腰痛・痔の痛みなどに効果があるとい
われています。
a４月３日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場組合
（庚申湯p042－465－0261）

シニア対象パソコン教室（４月）

①パソコンの始め方と入力（無料）
a７日㈭午後１時～４時
②パソコン入門講座（全４回）
a１・８・15・22日㈮の午前
③ワード初級講座（全４回）
a５・12・19・26日㈫の午前
④エクセル初級講座（全４回）
a５・12・19・26日㈫の午後
⑤パソコンの楽しい活用講座（月４回）
a１・８・15・22日㈮の午後
cインターネット・メールなど

※⑤の詳細は資料をご請求ください。
□共通事項
a�午前：９時30分～正午

午後：１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込多数の場合は抽選）
g②～④8,000円　⑤各回2,000円
i①～④は３月25日㈮、⑤は各10日前
までに、往復はがきに希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を明記
しjへ
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0021東伏見６－１－36・
p042－425－6611）

閉じこもり予防講座 「はつらつサロン」
でボランティアを始めませんか

a３月24日㈭午後１時30分～３時45分
b田無総合福祉センター
c求められるボランティア、介護予防
プログラム体験、活動者体験談
d・e高齢者のためのボランティア活
動に興味のある方・15人（申込多数の場
合は抽選し前日までに連絡）
i３月22日㈫午後５時までに、電話・
ファクスで住所・電話番号を添えてjへ
j社会福祉協議会

（p042－438－3777・l042－438－3772）

西東京消防少年団員募集

d・e市内在住の平成28年度新小学３
年生・若干名
□活動
a・b原則、月１回日曜日午前８時30
分～正午・主に西東京消防署
g月会費300円、夏季キャンプ費用
6,000円（参加者のみ）
j西東京消防少年団事務局（西東京消防
署内・p042－421－0119 内線322）

税理士による個別無料税務相談会

　相続税・贈与税・所得税などの相談に
税理士がお答えします（毎月開催。複雑
な相談はご遠慮ください）。
a４月６日・13日、５月11日・18日、
６月１日・８日・15日の水曜日
午前10時～午後４時
※７月以降はお問い合わせください。
i事前にjのkから

b・j東京税理士会東村山支部
（p042－394－7038）

■専門相談（予約制）
□予約開始　３月17日㈭午前８時30分（★印は、３月３日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

３月22日㈫・23日㈬、４月１日㈮・７日㈭ 午前９時～正午
※４月７日㈭は、人権・身の上相談を兼ねる

o
３月24日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
４月５日㈫・６日㈬・12日㈫ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★4月  7日㈭

午前９時～正午
o ★3月24日㈭

交通事故相談
n 　4月13日㈬

午後１時30分～４時
o ★3月23日㈬

税務相談
n 　3月25日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　4月  1日㈮

不動産相談
n 　4月  7日㈭

o 　4月14日㈭

登記相談
n 　4月14日㈭

o 　4月21日㈭

表示登記相談
n 　4月14日㈭

o 　4月21日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　4月11日㈪

行政相談 n 　4月15日㈮

相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★4月  6日㈬

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

　４月１日㈮から第２ルートと第４ルートの運行ルートを見直します。今回
の見直しに伴い、次のルートの時刻表が変更となります。
● 第２ルート「ひばりヶ丘駅～東伏見駅北口」「住吉・泉町循環」（現在の第５
ルート）

● 第４北ルート「田無駅～多摩六都科学館～花小金井駅」
● 第４南ルート「田無駅～芝久保運動場」「田無駅～芝久保運動場～花小金井
駅」

※主なバス停を抜粋して掲載しています。このほかのバス停の時刻表は、下
記の公共施設やはなバスの車内（一定期間のみ）で配布するほか、市kでもご
覧になれます。
□配布場所　市役所両庁舎・出張所・図書館・公民館・福祉会館
※第１・３ルートは、時刻表・ルートともに変更なし
◆都市計画課o（p042－438－4050）

はなバス ルート見直しに伴う
時刻表の変更

第２ルート
26．東伏見駅北口
ひばりヶ丘駅行

全日
６
７
８ 15 35
９ 35
10 15
11 15
12 15 30
13 15
14 15
15 10
16 36
17 20
18 25 40
19 25
20 15
21
■は、西東京市役
所保谷庁舎止まり

14．西東京市役所保谷庁舎
東伏見駅北口行 ひばりヶ丘駅行

全日 全日
６ ６ 58
７ ７ 28
８ 13 ８ 25 45 53
９ 13 ９ 28 45
10 53 10 25 33
11 58 11 08 25 38
12 13 48 12 18 40
13 48 13 13 25 38
14 48 14 13 25
15 15 00 20 33
16 08 16 00 33 46
17 03 17 30 38
18 03 27 58 18 23 50
19 53 19 23 35 43
20 20 13 25 43
21 23 21 03 43

１．ひばりヶ丘駅
住吉・泉町循環 東伏見駅北口行

全日 全日
６ 45 ６
７ 15 ７
８ 40 ８ 00
９ 15 ９ 00 45
10 20 10 40 55
11 25 11 45
12 05 12 35
13 00 13 35
14 00 14 35
15 20 15 55
16 20 16 50
17 25 17 05 50
18 10 18 45
19 10 19 40
20 00 30 50 20
21 30 21 10
■は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まり（７．住吉会館ルピナス～
13．三軒家には停車しません）

７．芝久保運動場
花小金井駅行 田無駅行
全日 全日

７ ７ ２ 29 44 58
８ 40 ８ 13 28 56
９ 40 ９ 10 26 56
10 42 10 10 26 56
11 40 11 10 26 56
12 40 12 10 26 56
13 40 13 10 26 56
14 40 14 10 26 56
15 40 15 10 26 56
16 40 16 10 26 56
17 40 17 10 26 56
18 40 18 10 26 56
19 40 19 10 26 56
20 42 20 10 26
21 21 １

15．花小金井駅
田無駅行
全日

６ 50
７ 32
８ 58
９ 58
10 58
11 58
12 58
13 58
14 58
15 58
16 58
17 58
18 58
19 58
20

１．田無駅
芝久保運動場・花小金井駅行

全日
７ 16 43 58
８ 13 28 43
９ 13 28 43
10 13 30 43
11 13 28 43
12 13 28 43
13 13 28 43
14 13 28 43
15 13 28 43
16 13 28 43
17 13 28 43
18 13 28 43
19 13 28 43
20 13 30 48
21 18

第４北ルート 第４南ルート
１．田無駅
花小金井駅行
全日

７ 28 53
８ 23 50
９ 18 48
10 18 48
11 18 48
12 18 48
13 18 48
14 18 48
15 18 48
16 18 48
17 18 48
18 18 48
19 18 48
20 18 50
21

11．多摩六都科学館
花小金井駅行 田無駅行
全日 全日

７ 40 ７ ６ 31
８ ５ 35 ８ １ 26 56
９ ２ 30 ９ 26 56
10 ０ 30 10 21 51
11 ０ 30 11 21 51
12 ０ 30 12 21 51
13 ０ 30 13 21 51
14 ０ 30 14 21 51
15 ０ 30 15 21 51
16 ０ 30 16 21 51
17 ０ 30 17 21 51
18 ０ 30 18 21 51
19 ０ 30 19 21 51
20 ０ 30 20 21
21 ２ 21

15．花小金井駅
田無駅行
全日

７ ０ 25 55
８ 20 50
９ 20 50
10 15 45
11 15 45
12 15 45
13 15 45
14 15 45
15 15 45
16 15 45
17 15 45
18 15 45
19 15 45
20 15
21

■は、迂回運行のため、西原町４丁目（田無ファミリーランド）
には停車しません。

■は、花小金井駅行
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「ファミリー学級」申し込み
①参加希望コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥病院などの母親学級受講（予定）の有無
⑦パパの参加予定日　（例）両日、２日目のみ

はがき・Eメール記入例
【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

一般
事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

休日診療
医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください）

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 １時～ ４時
午後 ５時～ ９時

20日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

酒枝医院
北原町２－１－38
p042－461－4944 休日診療所

中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行っていま
せん。
※受付時間は、各診療終
了時間の30分前まで

21日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

池田クリニック
柳沢２－３－13　
柳沢二丁目アパート110号
p042－465－3331

27日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

平井内科小児科
田無町４－17－18　
ドミール田無１階
p042－463－4147

　※健康保険証、診察代をお持ちください。

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）

受付
時間 午前10時～午後４時

20日
ウエダ歯科
柳沢２－３－13－105
p042－466－5454

浅野第三歯科診療所
芝久保町２－19－12
p042－468－8714

21日
なつデンタルクリニック
新町４－６－７　１階
p0422－50－0588

野口歯科医院
西原町４－３－49
p042－467－3955

27日
三浦歯科医院
ひばりが丘北４－５－17
p042－422－1870

a３月28日㈪、４月11日㈪・25日㈪
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（１歳３カ月までで希望す
る方はお問い合わせください）

１歳児お誕生相談会
a３月22日㈫、４月12日㈫・26日㈫
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（２歳６カ月までで希望する方はお
問い合わせください）

２歳児すくすく相談会
a�３月16日㈬・23日㈬、

４月13日㈬・27日㈬
※指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（４歳未満で希望する
方はお問い合わせください）

３歳児健康診査

　生後５カ月になる前のお子さんに
日時を指定した通知を送付します。
b保谷保健福祉総合センター
d生後１歳になる前日までで、まだ
BCG接種を受けていないお子さん

BCG予防接種
a・b３月29日㈫受付：午前９時30分
～11時・田無総合福祉センター
４月18日㈪受付：午前９時30分～11時・
保谷保健福祉総合センター
d乳幼児と保護者

育児相談
（身体計測と育児に関する相談）　当日

a・b３月29日㈫ ・田無総合福祉センター
４月18日㈪ ・保谷保健福祉総合センター
１回目：午前10時～10時40分
２回目：午前10時50分～11時30分
d７～８カ月ぐらいの乳児と保護者（各回先着15組）

子育て講座
（離乳食と歯が生えてくる頃の話） 当日

a３月24日㈭、４月７日㈭・21日㈭
・28日㈭
受付：午後０時10分～１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知

3～4カ月児健康診査

子ども ◆健康課o（p042－438－4037） 当日…申込不要・当日、直接会場へ　※転入などの方は事前にご連絡ください。

方はお問い合わせください）

サンテ　ミニ講座
「悪玉コレステロールを下げる７つのコツ」

４月18日㈪午後１時から１時間程度／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／10人程度（申込順） ４月14日㈭までに電話予約

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【下肢の筋力・バランス能力の向上に効果がある健康体操】　
※初めての方にお勧めです。

３月25日㈮午前10時～11時30分／
田無総合福祉センター 市内在住で立位がとれる方／

各20人（申込順）

前日までに電話予約
※10人以上で出張講座も実施します
（平日の午前９時～午後５時、会場は
ご用意ください）。

４月12日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

栄養相談
【管理栄養士による相談】

４月18日㈪午後２時30分～４時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／各３人程度（申込順）

４月14日㈭までに電話予約
４月27日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター ４月22日㈮までに電話予約

ボディケア講座～肩こり予防～
【理学療法士による、肩こり予防に関する話と自宅でできる体
操】

４月６日㈬午前10時～11時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人（申込順） 前日までに電話予約

リハビリ窓口相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについて理学療法士
による相談】

４月６日㈬午後２時15分～３時15分・
４月21日㈭午前11時15分～午後０時15分／
保谷保健福祉総合センター

リハビリに関する相談を希望する方
および関係者／
各２人程度（申込順）

前日までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
～初めてパパ・ママになる方のための教室～
【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんを迎える準備、パパとママの
役割など】

第２コース：４月22日㈮、５月14日㈯
午前９時30分～午後０時45分／
保谷保健福祉総合センター

市内在住の初めて父親・母親になる
方（妊婦のみの参加も可）／22組
◇対象出産予定日の目安
７月31日～９月22日

はがきまたはＥメール（記入例参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）
３月24日㈭～４月３日㈰

　輸血用血液の確保が厳しい状況が続い
ています。西東京市献血推進協議会によ
る献血を実施しますので、市民の皆さん
のご協力をお願いします。
a３月23日㈬午前10時～11時30分・
午後１時～４時

b田無庁舎
１階ロビー
d16～64歳　※60～64歳の間に献血
のご協力実績がある方は、69歳まで献
血できます。
◆健康課o（p042－438－4021）

献血のご協力をお願いします  電話相談
母と子の健康相談室（小児救急相談）
平日　午後５時～10時
土・日曜日、祝日、年末年始　午前９時～午後５時

東京都
p03－5285－8898
または＃8000

東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
毎日24時間

東京都
p03－5272－0303

救急相談センター（救急車を呼ぶか迷ったら）
毎日24時間

東京消防庁
＃7119または
p042－521－2323

 ごみの出し方 ワンポイント
❖引っ越しの際のごみ出しは計画的に
　３～４月は転勤などによる引っ越し
が多くなる時期です。引っ越しで大量
のごみが出た場合、一度にたくさん出
されますと回収できないことがありま
す。「ごみ・資源物収集カレンダー」を
確認し、計画的に分別して出しましょう。
❖水銀血圧計は不燃ごみではありません
　中間処理施設の柳泉園組合で適正な
処理・処分ができないため、市では収
集できません。不燃ごみなどに混入す
ると水銀汚染が発生する可能性があり、
ほかの廃棄物の処理・処分に重大な影
響が出ます。水銀血圧計を廃棄したい
場合は、下記へお問い合わせください。
❖細かい分別にご協力をお願いします
　平成27年度プラスチック製容器包
装類の品質評価が実施されました。容
器包装比率の評価は97.32％で、汚れ

た物の混入が非常に少ないと評価され
ました。しかし、危険品であるプラス
チック製カミソリ（ひげそり）やボタン
電池が３年連続で混入していたため容
器包装リサイクル協会から注意を受け
ました。危険物などは絶対混入しない
ようお願いします。
□プラスチック製容器包装類に混入し
ないでください
● 柄がプラスチック製で刃が金属のカ
ミソリ（ひげそり）・電池類などの有
害危険物…透明・半透明の袋に入れ
て不燃ごみの横へ（不燃ごみ回収日
に）

● ライター…透明・半透明の袋に入れ
て資源回収カゴの横へ（びん・缶・
ペットボトル回収日に）

◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

市の木「けやき」
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※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

総合型地域スポーツクラブ
「にしはらスポーツクラブ」会員・教室参加者募集

　NPO法人西東京市体育協会の加盟団体では、スポーツ教室を開催しています。
参加資格・内容など詳細は、各団体（連絡先）へお問い合わせください。
jNPO法人西東京市体育協会事務局（p042－425－7055）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

g年会費　大人3,600円（80歳以上半
額）・中学生以下1,500円　家族5,000
円（３人まで）
b・i・jにしはらスポーツクラブ
（西原総合教育施設内・p042－467

－9919・l042－467－9921）　
※月曜日休館
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

平成28年度前期（４～９月）
スポーツ教室

種目 日時 場所 参加費 連絡先

剣道 第１・３・５日曜日
午前９時～正午

スポーツ
センター 無料 小菅

p042－467－1529

柔道 第１～４日曜日
午前９時～11時 武道場 無料 山本

p090－8706－4844

水泳 第１木・金曜日
午前10時～正午

スポーツ
センター １回900円 吉岡

p042－423－3654

ソフトテニス
第２・４土曜日
午後１時～３時

東町テニス
コート １回300円 大金

p042－425－6875第３土曜日
午後１時～３時 ひばりアム

卓球 第１・３水曜日
午前９時～正午

スポーツ
センター

１回500円
（半年
6,000円）

東野
p042－468－0597

バドミントン 第２・３・４水曜日
午後７時～８時30分 総合体育館

１回500円
（中学生以
下300円）

宗形
p080－3427－5622

バスケット
ボール

第１木曜日・第３土
曜日午後６時～９時

スポーツ
センター １回100円 瓜生

p080－5064－4908

アーチェリー
第１・２土曜日
午前９時30分～
11時30分

武道場 月1,600円 妹尾
p042－421－1291

躰道

第１・２水曜日
午後６時～７時30分
（小・中学生）
午後７時～９時
（一般健康武道）

きらっと 体験２回
まで無料

菅野
p042－421－7075

少林寺拳法 第１・２・３水曜日
午後６時～９時

スポーツ
センター 無料 岡村

p042－422－1215

硬式テニス

第３土曜日
午前９時～11時 東町テニス

コート １回300円 島川
p042－465－7714

第４火曜日
午後１時～３時
第４土曜日
午前９時～11時

芝久保
第二運動場

太極拳 第３・４日曜日
午前９時～正午 武道場

月2,500円
（体験２回
まで無料）

弓田
p042－423－3621

ダンス
スポーツ

第１日曜日
午後３時～６時

スポーツ
センター １回500円 蛯谷

p090－9150－9907
ターゲット
バードゴルフ

第１土曜日・第３火
曜日正午～午後３時 ひばりアム 無料 大西

p042－461－9084

空手道
（初心者）

第３・４水曜日
午後６時～８時45分 武道場

無料
（別途スポー

ツ保険代
1,850円）

村上
p080－5174－3412

グラウンド
ゴルフ

第１・３金曜日
正午～午後３時 ひばりアム 無料 西潟

p042－461－7058
※種目により日程変更などがありますので、各団体へご確認ください。

□各教室
教室名 日時 対象 募集人数 参加費

バドミントン

金曜日（初級）
１クール（７回）
午前９時30分～11時30分 高校生

以上

25人
１クール　

　会員：4,200円
非会員：5,600円

木曜日（中級）　
１クール（５回）　
午前９時30分～11時30分

25人
１クール

　会員：3,000円
非会員：4,000円

日曜日（月４回）
①（中級）午後６時～
７時20分
②（上級）午後７時20分～
８時40分

①（中学
生以上）
②（高校
生以上）
※①②と
も経験者

各
20人

　会員：3,200円
非会員：4,000円

ヨガ 毎週木曜日
午前10時～11時30分

高校生
以上

20人
　会員：１回500円
非会員：１回700円

ソフトバレー
ボール

水曜日(月３回）
午後６時30分～８時30分 20人

健康麻雀 第２・４木曜日
午後１時～４時 16人

グラウンド
ゴルフ

第１・３木曜日
午後０時30分～３時 高校生

以上
20人 　会員：１回100円

非会員：１回300円ターゲット
バードゴルフ

第２・４火曜日
午後０時30分～３時 20人

テニス　
（初級）

火～土曜日
①午前９時～10時20分
②午前10時30分～
11時50分
各日２クラス

高校生
以上

各
クラス
８人

各クール６～７回
　会員：1,000円×回数
非会員：1,500円×回数

テニス　
（中級）

土曜日
午後０時30分～１時50分 ８人

ミニバスケッ
トボール

土曜日（月４回） 
午後３時～５時30分

小学
３～６年

生
20人 月2,000円

小学生
バドミントン

土曜日（月４回） 
午前９時30分～11時30分

小学
４～６年

生
20人 月2,000円

キッズチア
日曜日（月４回）
午前９時～午後０時20分
３クラス

４歳児～
中学生 20人 月3,000円

ステージ
ダンス

日曜日（月４回）
午後１時～３時

幼児～
大人 20人 月2,000円

フラダンス 金曜日(月３～４回)
午後７時～８時30分

高校生
以上 10人 月2,000円

□新規教室
教室名 日時 対象 募集人数 参加費

空手(初心者） 水曜日（月４回）　
午後３時30分～５時

幼児～
小学
６年生

10人 月 2,000円

　平成27年12月23日～27日に行
われた第24回全国小学生バドミン
トン選手権大会に、たなし MAX Jr．
所属の野口翔平選手・小原輝選手ペ
アが出場し、「男子ダブルス６年生
以下」の種目で優勝しました（同大会
３連覇）。
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

市内の情報を
お届けします

身近なお知らせ編

市内の情報を
お届けします

身近なお知らせ編

大好きです

西東京

たなし MAX Jr. 野口・小原
ペア全国小学生バドミントン
選手権大会３連覇 ！

野口選手（左）
小原選手（右）

≪西東京消防署からのお知らせ≫　してますか？ 家具類の転倒・落下・移動防止対策　早めの対策で安全・安心な住まいづくりをしましょう。

「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
個人情報が含まれているため、
削除してあります。
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西東京市図書館開館40周年記念

縁
ゆかり

講演会第４弾および作品展

３月27日㈰ 
作品展：午前10時～午後１時40分
講演会：午後２時～４時（１時40分開場）
田無公民館　※当日、直接会場へ

　記念誌『縁
ゆかり

～西東京市ゆかりの文化
人を紹介～』の表紙絵と題字の作家に
よる講演会と作品展です。
□講演会
e50人（先着順）
※午後１時から整理券配布
f小出蒐さん(切り絵作家)
広瀬舟雲さん（書家）
◆中央図書館（p042－465－0823）

ボタニカルアート講座・入門編

３月27日㈰  午前９時30分～午後
２時30分（昼休憩あり）
エコプラザ西東京
　市内に生息する植物をじっくり観察
し、スケッチと水彩着色で作品を作り
ます。
d・e市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方・15人（申込順）
h鉛筆２本（Hと３H）・面相丸筆２本
（中と小サイズ）・透明水彩絵の具12
色・定規15㎝程度・ねり消しゴム・
昼食（※植物のモチーフは会場で用意）

i３月19日㈯から、電話・ファクス・
Eメールで住所・氏名・年齢・電話番
号を添えてjへ
jエコプラザ西東
京（p042－421
－8585・l042
－421－8586・m
ecoplaza@city.
nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前
９時～午後５時
◆環境保全課
（p042－438－4042）

男女平等推進について
語り合いませんか
４月９日㈯  午前10時～正午
住吉会館ルピナス
　男女平等参画推進のために、平成
27年度もさまざまな事業を行ってき
ました。男女平等推進センターが市民
の身近な活動拠点となるよう、皆さん
から自由な意見をいただく「つどい」を
開催します。関心のある方はぜひご参
加ください。
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
i３月15日㈫午前９時から電話また
はEメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）
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人口と世帯
総人口 19万8,861人
（35減）
平成28年３月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万8,861人（35減） 人口／3,524人
男 ／ 9万7,177人（14減） 男 ／1,715人
女 ／10万1,684人（21減） 女 ／1,809人
世帯／  9万3,459 （30増） 世帯／1,991

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

多摩六都科学館ナビ

　あなたの好奇心をくすぐるワンダー
ビュート！「なんてすてき!?」「なんと
不思議!?」を体験して、小さな世界に
隠された共通点を探してみよう！
※WonderbeautとはWonder（不思
議）とBeauty（すてき）を合わせた造語
です。
aパート１：３月19日㈯～４月10日㈰
　パート２：４月29日㈷～５月８日㈰
g入館料（大人500円、４歳～高校生
200円）

j多摩六都科学館
（p042－469－6100）
※会期中の休館日　４月８日㈮

春の特別企画展
「Wonderbeaut!　～ひきつけあい  踊りつづける  小さな世界～」

キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

a３月26日㈯午前11時～正午
b中央図書館　※当日、直接会場へ
c「せかいでいちばんきれいなこえ」、
「なににみえる」ほか

d３歳児以上（３歳児未満は保護者同伴）
□公演　おはなしaア ク アqua
◆中央図書館（p042－465－0823）

春のうきうきるんるん
紙芝居・おはなしスペシャル！

はるやすみ！スペシャルおはなし会
a３月31日㈭午後３時30分～４時30分
b芝久保図書館　※当日、直接会場へ
c大型絵本「ねずみのでんしゃ」、紙芝

居「ごろん」ほか

d３歳児以上（３歳児未満は保護者同伴）
◆柳沢図書館（p042－464－8240）

　本市の登録手話通訳者を養成します。
b障害者総合支援センターフレンドリー
d・e市内在住・在勤で、初級：手
話未経験者・30人、中級：初級また
は同等級修了者・25人、上級：中級
または同等級修了者・25人、登録試
験対策講座：手話講習会通訳養成クラ
スまたは同等クラス修了者で12月３
日㈯の手話通訳統一試験を受験できる

方・15人
i３月16日㈬～23日㈬に、ファクス
またはEメールでjへ
j西東京市登録手話通訳者の会（田
中l042－438－2275・mnishitokyo
shi.shuwakou@gmail.com・p090
－6545－7828　※午後５時～９時）
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  平成28年度 手話講習会  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

初級（全30回） ４月７日からの木曜日  午後７時～９時
中級（全30回） ４月12日からの火曜日  午前10時～正午
上級（全35回） ４月13日からの水曜日  午前10時～正午
登録試験対策講座（全25回） ４月14日からの木曜日  午前10時～正午

　未曽有の大災害となった東日本大震
災から今年で５年の節目を迎えました。
災害はいつ起こるか分かりません。こ
れまでの災害から得た知識や教訓を生
かし、日頃から備えに取り組みましょ
う。災害時には、一人一人が自分の身
は自分で守る「自助」と、周りの人と助
け合う「共助」の精神が重要です。いま
一度、災害に対する意識を見つめ直し
ましょう。
□自助　地震などに備えて、家具転倒
防止器具やガラス飛散防止フィルム、
感震ブレーカーなどを設置しましょう。
災害備蓄食糧の賞味期限は５年のもの
が多く、東日本大震災を契機に購入し
たものはもうすぐ期限を迎えます。こ
の機会に確認しましょう。
□共助　災害時に避難施設となる市内
の小・中学校では、地域の方々を中心
とした「避難所運営協議会」が立ち上
がっています。協議会では、市民によ
る避難施設の開設・運営がスムーズに
できるようマニュアルを作成していま
す。協議会が開催する訓練に参加して、
知識と経験を身に付けましょう。
□公助　市の被害想定に基づいて物資
の備蓄を進めているほか、さまざまな
団体・組織と災害協定を結び、協力体
制を構築しています。災害時に複数の
手段で情報を入手できるような体制づ
くりも進めています。

●防災行政無線…市内75カ所に設置
されたスピーカーから災害や避難に関
する情報を放送します。放送内容を電
話で確認できる「自動電話応答サービ
ス（p042－438－4103）」も整備し
ています。
●安全・安心いーなメール…登録した
Eメールアドレスに、気象警報や防災
情報などを配信します。

●いこいーな西東京ナビ（スマート
フォン向けアプリ）…避難施設や市内
のAED設置場所などの情報が確認で
きます。

●市k・ツイッター・フェイスブック…
最新の情報を随時更新してお伝えします。
●FM西東京（84.2MHz）・J：COM…
本市の災害状況をお知らせします。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

◀メール登録用画面 

▲ダウンロードは
　こちらから（市k）

3.11東日本大震災から５年
災害への備えを見直しましょう

　昨年５月から運行してきた「西東京
市いこいーなトレイン」が３月で運行
を終了します。運行終了を記念し、西
東京市内から西武球場前駅まで運行し
ます。いこいーなトレインの最後の勇
姿をぜひ見に来てください！
　当日は西武プリンスドームで開催さ
れる「SEIBU100年ごはんフェス！」に
西東京市からも出展します。最後のい

j西武鉄道お客様センター
（p04－2996－2888）
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

バイバイ！

さよなら、いこいーなトレイン３月21日㉁

こいーなトレインに乗って出かけてみ
ませんか。

□運行時間と主な停車駅
３月21日㉁

西武池袋線 西武新宿線
保谷 12:10 東伏見 12:01
ひばりヶ丘 12:16 西武柳沢 12:03

　　 田無 12:06
所沢 12:28 所沢 12:22
西武球場前 12:39 西武球場前 12:33
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