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❖代理人による手続きには委任状を
　代理人による届け出や証明書の請求に
は、委任者本人の自筆で、次の事項を記
載した委任状が必要です。
●代理人の住所・氏名・生年月日　●委
任事項　●委任する日　●委任者本人の
住所・署名・押印（印鑑登録の場合は登
録する印鑑を押印）
※代理人の本人確認も行っています。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

住民基本台帳の閲覧の利用状況

　住民基本台帳法に基づき、平成27年度
の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
● 国または地方公共団体（法第11条第１
項による閲覧）…16件

● 個人または法人（法第11条の２第１項
による閲覧）…40件
　詳細は、市kまたは情報公開コーナー
（両庁舎１階）でご覧ください。
◆市民課n（p042－460－9820）

国民年金保険料は
クレジットカード納付もできます
　クレジットカード納付を希望する方は
年金事務所へ申込が必要です（郵送可）。
申請用紙は保険年金課（田無庁舎２階）・
市民課（保谷庁舎１階）で配布しています。
□納付方法　毎月納付・６カ月前納・１
年前納から選択できます（各前納割引額
は納付書の場合と同じ）。
□申込期限　
● 毎月納付…随時受付。申込時期により
引き落とし開始時期が異なりますの
で、jへお問い合わせください。

●６カ月前納（10月分から）…８月末日
● １年前納（平成29年４月分から）…平成
29年２月末日
※過去の月分を納めるときや、一部免除
承認期間はクレジットカード納付が利用
できません。
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

臨時福祉給付金および年金生活者等支
援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金
受給者対象）の申請受付は９月１日から

福祉・くらし

　支給対象と思われる方に９月上旬に届

くように申請書を発送します。
※詳細は、市報９月１日号に掲載予定
◆臨時福祉給付金担当
（p042－497－4976）

ペットを飼っている方へ朗報！
ペットの無料相談
　西東京市獣医師会と提携して、ペット
の無料相談を実施しています。ペットの
ほか、動物に関する質問は何でも受け付
けますので、ぜひご利用ください（担当
獣医師は毎月異なります）。
a第３金曜日午後１時30分～２時30分
b田無庁舎２階・保谷庁舎１階ロビー
※当日、直接会場へ
◆環境保全課（p042－438－4042）

西東京市長選挙

選挙

　平成29年２月17日任期満了に伴う西
東京市長選挙を２月５日に執行します。
　私たちが住むまちの代表を選ぶ大切な
選挙です。新しく有権者となった18歳
の方をはじめ、皆さんの思いを貴重な一
票に託してください。
□投票日　平成29年２月５日㈰午前７
時～午後８時
※立候補予定者説明会などについては、
今後随時お知らせします。
□政治活動用ポスターの掲示禁止
公職選挙法により、市長選挙に立候補を
予定している方の個人の政治活動用ポス
ターは、任期満了の６カ月前の日（平成
28年８月17日）～選挙期日の間の掲示
が禁止されます。
※８月17日以降、引き続き掲示されて
いる個人ポスターは、同法の規定により
撤去の対象となります。
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

行財政改革推進委員

募集

c第４次行財政改革大綱や公共施設の
適正配置、行政評価に関する助言・提言
□資格・人数　市内在住・在勤・在学の
18歳以上の方・３人
※ほかの付属機関等委員との兼任不可
□任期　11月から２年間
□会議数　年７回程度（平日昼間）

□謝礼　１回につき１万800円
□選考　小論文（２種類）　①「西東京市
の行財政改革」について、テーマを１つ
設定（800～1,200字）　②自己PR（字数
制限なし。行政への市民参加やボラン
ティアなどの実績・経験・資格など）
□募集要項　市kで配布
i９月30日㈮（必着）までに、小論文に住
所・氏名・年齢・職業・電話番号を明記
し、〒188－8666市役所企画政策課へ
郵送・Eメールまたは持参（田無庁舎３階）
◆企画政策課n（p042－460－9800・
mkikaku@city.nishitokyo.lg.jp）

農業振興計画推進委員

c市の農業振興計画や課題などについ
ての提言
□資格・人数　市内在住・在勤・在学で
18歳以上の方・３人
※ほかの付属機関委員などの兼任不可
□任期　９月29日㈭から２年間
□会議数　年２～４回程度
□謝礼　１回につき2,000円
□募集要領　市k・情報公開コーナー
（両庁舎１階）で配布
i８月31日㈬（消印有効）までに、「都市
農業について思うこと」をテーマとする
小論文（400字以内）に、住所・氏名・生
年月日・性別・職業・電話番号を明記し、
〒202－8555市役所産業振興課へ郵送
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

おはなし会ボランティア

c図書館のおはなし会での子どもへの
絵本の読み聞かせなど

□面接試験
a９月９日㈮午後１時～４時
b中央図書館
□養成講座（全３回）
a10月６・13・20日㈭午後２時～４時
（最終日は４時30分まで）
b谷戸図書館
d次の全てに該当する方
●市内在住の20歳以上
● 当講座を全日受講し、11月から継続
的に活動できる

●子どもへの読み聞かせ経験がある
i８月16日㈫～26日㈮に、申込書を下
記窓口へ直接提出
◆中央図書館
（p042－465－0823）

市 連からの 絡 帳

戸籍関係証明書の交付休止

届け出・年金な
ど

　戸籍システム機器の入替に伴い、下記
の土曜日窓口での戸籍関係証明書の発行
を休止します。ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。
a９月17日㈯午前９時～午後０時30分
b保谷庁舎１階
□休止する証明
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）および戸
籍個人事項証明書（戸籍抄本）、除籍・改製
原戸籍の謄本および抄本、戸籍の附票、不
在籍証明書、不在住証明書、身分証明書
◆市民課n
（p042－460－9820）

来庁者の本人確認にご協力ください

　市民課では、個人情報を保護し住民記
録の管理を適正に行うため、出張所を含
む窓口での各種手続きの際に、来庁者の
本人確認を実施しています。
　運転免許証・パスポート・マイナンバー
カード（個人番号カード）など、官公署発行
の顔写真付き証明書であれば１点、健康
保険証や年金手帳などであれば２点以上
の本人確認できるものをご持参ください。

情報公開制度とは
　市が保有する公文書を市民の皆さんか
らの求めに応じて公開し、市政の透明性
を確保するための制度です。

個人情報保護制度とは
　市が保有する個人情報を適正に管理し、
利用するための方法などを定め、市民の
個人情報に関する権利を守るための制度
です。

開示請求をするには
□公開の対象となる文書　市が現に保有
している文書で、公文書として組織的に
用いられているもの

市の情報公開制度・個人情報保護制度の概要をお知らせし、平成27年度の運用状況を報告します。

情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度

□文書の公開を求めることができる方
●  情報公開制度による開示請求…市内在
住・在勤の方や市の事業に利害関係を
有する方など（それ以外の方でも、任意
的開示の申し出可）

● 個人情報保護制度による開示請求…原
則、市が保有する個人情報の本人のみ

□開示請求の方法　情報公開コーナー（両
庁舎１階）にある公文書開示請求書また
は自己情報（開示・訂正・削除・中止）請
求書を提出してください。
※市kからもダウンロード可
□開示・不開示の決定　請求があった日
の翌日から14日以内（30日を限度に延
長する場合などあり）に開示するかどう

かを決定し、書面でお知らせします。
□救済の手続き　決定に不服があるとき
は、一定期間内であれば審査請求をする
ことができます（任意的開示の申し出を
除く）。この審査請求は、内容によって
西東京市個人情報保護・情報公開審査会
に諮問されます。市では審査会の答申を
尊重して、再度開示・不開示を決定しま
す。また、決定について処分取消の訴え
を提起することもできます。
◆総務法規課n（p042－460－9811）

ご存じですか

市で発行する資料をご覧になれます。

情報公開コーナー（両庁舎１階）

□情報公開制度の運用状況
公文書開示請
求などの件数

※所管部署が
複数に及ぶな
ど、１件の請
求に複数の決
定をする場合
があります。

合計 51件
【内訳】
全部開示決定 32件
一部開示決定 12件
不開示決定 4件
取り下げ 3件
異議申立て 0件

❖平成27年度の実施状況

□個人情報保護制度の運用状況

自己情報開示
請求件数

合計 5,227件
【内訳】
承諾（全部開示） 5,193件
不承諾（不開示） 18件
一部承諾（一部開示） 13件
取り下げ 3件
却下など 0件
異議申立て 0件

自己情報訂正な
どの請求件数 合計 0件

　作業により、下記サービスへの接
続が不安定になることがあります。
ご不便をお掛けしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
a８月26日㈮午前８時～午後８時
※作業状況により前後する場合あり
❖市kからのお問い合わせ
　送信時にエラーとなる場合があり
ますので、送信前に入力内容の保存
やコピーをお勧めします。送信エ
ラーが表示された場合は、恐れ入り
ますが再度送信してください。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）
❖公共施設予約管理システム 全般
　操作中にエラーが表示された場合
は、再度初めから操作してください。
◆情報推進課n（p042－460－9806）
❖図書館k全般
◆中央図書館（p042－465－0823）

ネットワークメンテナンス作業


