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平成28年４月15日号

事案名　地域防災計画修正（素案） ◆危機管理室o（p042－438－4010）
【公表日】３月25日　【募集期間】平成27年12月16日～翌年１月15日　【意見件数】21件（１人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果
災害対策本部の組織は、市の
組織改正に連動して変更すべ
きでなく、平時の組織割と緊
急時の組織割の考え方は分け
て考えるべきである。 （１件）

指揮命令系統が適切に機能し、相互の連携により即
応するよう見直しており、今後さらに訓練などを通
じて実効性の向上を図ります。

罹
り
災
さい
証明書の発行体制につい

て、担当部署だけで人員を確
保できるのか。 （１件）

罹
り
災
さい
証明書の発行は、被災者生活再建の第一歩であ

ることから、被害認定調査の段階より他部署からの
応援や、他県などからの応援職員派遣の要請など、
適時適切な要員確保に努めます。

特別警報発表時、迅速に市民
周知するため市職員の宿直体
制を明示してほしい。 （１件）

特別警報発表時は、Jアラートで受信した気象庁か
らの情報を自動起動により防災行政無線でお知らせ
します。このほか「安全・安心いーなメール」や、こ
れと自動連携する市k・フェイスブック・ツイッ
ターなどでお知らせします。市職員の配備態勢につ
いては風水害編第２章第１節で示しています。

減災目標としている10年以内
の達成について、いつから10
年以内なのか具体的に記述す
べきである。 （１件）

具体的な記述を追加します。

風水害対策の一環として、市
民自身が判断して持っていけ
るように、土のうステーショ
ンの設置を検討してはどうか。
 （１件）

土のうステーションについては、現在の土のう配置
と運用の状況を踏まえ、費用面や普段からの適正管
理、ステーションからの運搬方法、自助・共助の観
点など、さまざまな視点から調査研究を行います。

　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

泉小・住吉小の統合に伴う
投票所の変更
　泉小学校（泉町３丁目）と住吉小学校の
統合に伴い、今まで泉小学校が投票所だっ
た方は住吉会館ルピナスへ変更になります。
　これによる投票区の変更はありません。
　投票所が変更となる住所に昨年末以前
からお住まいの方には別途、投票所変更
のお知らせを送付する予定です。
　選挙の際には、市報・市k・投票所
入場整理券などで投票所をお確かめのう
えお越しください。

スーパー

ドラッグストア

泉町４

住吉町６

住吉町１

旧泉小学校

住吉会館
ルピナス

福祉会館入口

◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

エコプラザ西東京事務嘱託員

募集

c環境講座などエコプラザ西東京主催事
業の企画・運営および施設の運営管理
□資格・人数　次の全てに該当する方・１人
●環境・ごみ問題に関心がある
●パソコンの基本的な操作ができる
● 土・日曜日、祝日、不規則勤務が可能
□期間　６月１日～平成29年３月31日
（更新あり）
□時間　午前８時30分～午後５時30分
の間で１日６時間・週５日以内
□報酬　時給1,340円
□選考　書類・面接（５月16日㈪予定）
□申込期限　４月28日㈭（必着）
□募集要項　４月15日㈮から下記窓口で
配布　※市kからもダウンロード可
◆環境保全課（エコプラザ西東京内・
p042－438－4042）

地域福祉計画　
策定・普及推進委員会の市民委員
c地域福祉の総合的・計画的推進に向
けた改善点などの検討
□資格・人数　市内在住・在勤・在学の
18歳以上の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　５月から２年間
□会議数　年３回程度（平日夜間）
□謝礼　出席１回につき2,000円
□選考方法　作文「地域福祉を推進する
上で、自らが実践できることについて」
（800字程度）
□提出期限　５月９日㈪（必着）
□募集要領　市k・情報公開コーナー（両
庁舎１階）で公開
※詳細は、募集要領をご覧ください。
◆生活福祉課o（p042－438－4024）

公園市民懇談会委員

c公園実態調査や公園配置計画について
□資格・人数　市内在住の18歳以上の
方・２人
□任期　５月から２年間
□会議数　平日昼間５回程度（平成29年
度は未定）
□謝礼　出席１回につき2,000円
i４月25日㈪（必着）までに、「公園にお
ける市民協働」をテーマとした作文（800
字程度）に、住所・氏名・生年月日・職業・
電話番号を明記し、〒202－8555市役
所みどり公園課へ郵送または持参（保谷
庁舎４階）
※選考後、結果を送付。結果の公表およ
び作文の返却はしません。
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

障害者スポーツ支援事業参加者

a第３土曜日午前９時30分～11時30分
bスポーツセンター
c障害者スポーツ指導員や補助員と一
緒にスポーツレクリエーション活動

d自立歩行が可能な障害者の方で、市
内在住または市内の障害者作業所などに
通所している方
i・jNPO法人ウーノの会
（p042－424－7775・l042－439
－4487）
♦障害福祉課o
（p042－438－4033）

（仮称）西東京市在宅療養支援窓口
業務委託事業者

事業者募集

c在宅医療と介護の連携を支援
i４月15日㈮～22日㈮
午前９時～午後４時
※詳細は、市kをご覧ください。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

認定農業者の申請

　市農業振興計画に基づき、市内で農業
を営んでいる方を市や関係機関が支援し
ます。現在50人の方が、市の農業の担
い手の中核として営農されています。
□認定を受けるには
経営改善の方向や経営規模の拡大に関す
る目標・生産方式・経営管理の合理化な
どについてまとめた５年間の｢農業経営
改善計画｣を作成して市に申請し、市の
審査後、認定を受けることができます。
□認定農業者になると
次のような支援が受けられます。
●低金利の融資　
●経営改善に必要な研修への参加　
●経営相談　
●農業者年金保険料の助成　
●市補助金の限度額の上乗せ　
●認定農業者経営改善支援補助金の助成など

□説明会
a５月17日㈫午後６時30分
b保谷庁舎別棟
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

計画を策定しました

市政

　情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
でご覧になれます。
❖文化財保存・活用計画
　平成28～35年度の８年間において、
「縄文から未来につなぐ文化財　守りは
ぐくむ、ふるさと西東京市」を理念とし、
歴史文化の息づくまちで一人一人が輝き、
まちの魅力を広く発信することで未来を
創る子どもたちのために貴重な文化財を
継承し ていくことを目標として策定しま
した。
◆社会教育課o
（p042－438－4079）
❖第３期子ども読書活動推進計画
　教育委員会では子どもたちが自主的に
読書活動を行うことができる環境整備を
推進するために策定しました。
◆中央図書館
（p042－465－0823）

18歳から投票できるようになります

選挙

　公職選挙法等の一部を改正する法律の
施行により、満18歳以上満20歳未満の
方も選挙で投票できるようになります。
　18歳以上の方の投票は、６月19日の
後に初めてその期日を公示される国政選
挙から行われ、その後の東京都や西東京
市の選挙でも順次行われます。
　対象年齢の方は有権者としての自覚を
持ち、ぜひ投票に行きましょう。
□注意
●  18歳以上20歳未満の方が悪質な選挙
違反に関わってしまった場合、成人同様
に刑事裁判を受ける可能性があります。

● 高等学校などで同じ学年であっても、
誕生日を迎えていない18歳未満の方
は選挙運動が禁止されます。
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

窓口 主な相談内容・対象者 場所・問い合わせ

障害福祉課o

●障害支援区分の認定
●障害福祉サービス
●障害者手帳
●障害者手当
●障害者の医療費助成

保谷庁舎１階
（サービス支援係
 p042－438－4034）
（手当助成係
 p042－438－4035）

障害福祉課n
●障害者手帳
●障害者手当
●障害者の医療費助成

田無庁舎１階
（p042－464－1311（代）・
内線1561・1562）

相談支援センター・
えぽっく

d障害者（児）、その家族または支
援者など

障害の種別（身体・知的・精神・
発達など）不問

障害者総合支援センター１階
（p042－452－0075）

障害者就労支援センター・
一歩

障害者雇用
（障害の種別不問）

障害者総合支援センター１階
（p042－452－0095）

地域活動支援センター・
ハーモニー

d精神障害者保健福祉手帳など
の交付を受けている方（登録制）

障害者総合支援センター２階
（p042－452－2773）

こどもの発達センター
ひいらぎ

成長や発達に心配のある就学前
の子ども

住吉会館ルピナス１階
（p042－422－9897）

東京都多摩小平保健所
●難病、重度心身障害者（児）
●精神保健（こころ）
●  エイズ、性感染症、そのほか
感染症

小平市花小金井1－31－24
（p042－450－3111）

障害相談窓口をご利用ください


