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平成28年10月１日号

臨時福祉給付金、年金受給者向け（d障害・遺族基礎年金受給者）の申請は12月28日まで　◆臨時福祉給付金窓口（p042－497－4976）

油・断・快適！下水道
～下水道に油を流さないで～
　キッチンから流れた油は、下水道管の
つまりや悪臭のほか、川や海の汚濁の原
因となります。鍋や食器に付いた油汚れ
は、洗う前に拭き取りましょう。
◆下水道課o
（p042－438－4060）

立候補予定者説明会

選挙

a11月15日㈫午後２時
b保谷庁舎４階
d平成29年２月５日執行の西東京市長
選挙に立候補を予定している方
h認め印
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

納税通知書送付用封筒への広告掲載

事業者

　地域経済の活性化と市の財源確保を目
的に、平成29年度に使用する個人市・
都民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税の納税通知書送付用封筒に広告の
掲載を希望する事業者を募集します。
□使用期間　平成29年４月～翌年３月
□印刷枚数　12万5,000枚
□募集期間　10月３日㈪～11月４日㈮
※掲載料・掲載基準など詳細は、募集要
項・市kをご覧ください。
◆市民税課n
（p042－460－9826）

認可保育園合同 保育士就職説明会

その他

　市内の民営認可保育園が合同で保育士
の就職説明会を開催します。保育士とし
て市内での就職をお考えの方は、人事担
当や現役保育士と話せるチャンスです。
a10月29日㈯午前10時～午後４時
b田無庁舎２階
j市立みどり保育園
（p042－462－6261）
◆保育課n（p042－460－9842）

寄附
　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿つかこンち 様（3.11シンサイカルタ）
◆管財課n
（p042－460－9812）

ご存じですか 
福祉サービス第三者評価を
　福祉サービスの利用者が自分に合った
サービスを選択する際の目安となる情報
提供を行うことや、サービス提供事業者
のサービス向上への取組を支援すること
を目的とし、市kなどで福祉サービス
第三者評価の普及・啓発を進めています。
□福祉サービス第三者評価とは
事業者でも利用者でもない第三者の評価
機関が、客観的に福祉サービスの内容や
質などを評価し、その結果を公表します。
□市内公立・民間施設も評価を受けてい
ます
介護保険連絡協議会などを通じ、事業者
に第三者評価受審を促進しています。評
価の結果は、福ナビkで閲覧できます。
□受審費補助金を交付
市内に事業所があり、東京都が定める福
祉サービスを提供する事業者に対し、第
三者評価を受審する費用の一部を補助し
ます。補助金を活用し第三者評価を実施
する場合は、市の認定が必要になります
ので、下記へご連絡ください。
□認定ステッカー
第三者評価を受審した事業者には、認定
ステッカーが交付されます。ステッカー
は事業所の入り口や自動車などに掲示し
ていますので、参考にしてください。
◆生活福祉課o
（p042－438－4024）

柳泉園組合プール棟など改修工事

くらし

　柳泉園組合では、建物・設備などの老
朽化に伴い改修工事を実施します。期間
中はプール棟施設が利用できません。ご
理解・ご協力をお願いします。
□期間　10月１日～平成29年３月31日
□休業施設　 ● 室内プール　 ● 会議室　
● トレーニング室　 ● 学童野球場　 ● 軽
食堂
※浴場施設・一般野球場・テニスコート
は利用可
j柳泉園グランドパーク事務局
（p042－473－3121）
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

■中原小学校建替協議会
a10月６日㈭午前10時
b保谷庁舎３階
c・e基本プラン案ほか・10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

■介護保険運営協議会
a10月13日㈭午後１時
b田無庁舎３階
c・eアンケート調査など・５人
◆高齢者支援課o
（p042－438－4030）

■保健福祉審議会
a10月13日㈭午後７時

傍　聴 審議会など

b田無庁舎３階
c・e保健福祉施策（高齢福祉および地域
福祉分野）に関する諮問事項など・５人
◆生活福祉課o（p042－438－4024）

■行財政改革推進委員会
a10月18日㈫午前９時
b田無庁舎３階
c・e平成28年度事務事業評価・５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）

■使用料等審議会
a10月19日㈬午後３時
b田無庁舎３階
c・e文化施設使用料・５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）

庁舎の統合整備に関するパネル展示

　市民の生命と財産を保護し、災害に
強いまちづくりを推進します。
□木造住宅の耐震改修工事や耐震シェ
ルター等設置に関するパネル展示・各
種助成制度の紹介
a・b ● 10月17日㈪・18日㈫・田無
庁舎２階展示コーナー　 ● 10月19日
㈬・20日㈭・保谷庁舎１階ロビー
※いずれも午前９時～午後５時
※当日、直接会場へ
□建築士による木造住宅耐震診断・耐
震改修無料相談会（申込順）
a・b ● 10月15日㈯午前９時～11時

30分・保谷庁舎１階　 ● 10月17日㈪
午後１時30分～４時・田無庁舎地下
１階　 ● 10月19日㈬午前９時～11時
30分・保谷庁舎別棟
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年６月１日以前の建築
i10月12日㈬までに電話で下記へ
□マンション管理士・建築士による分譲
マンション耐震化無料相談会（申込順）
a10月15日㈯午後１時～５時
b保谷庁舎１階
d分譲マンションの管理組合など

i10月７日㈮までに電話で下記へ
◆都市計画課o（p042－438－4051）

耐震フェア

　市では、姉妹都市・友好都市（福島
県南会津郡下郷町、山梨県北杜市、
千葉県勝浦市）との交流を深めていた
だけるよう、宿泊料金の一部を助成
しています。
※北杜市は、須玉町の指定宿泊施設のみ

□助成金額（１泊当たり）
● 大人（13歳以上）…旅館1,500円、
民宿・そのほか1,200円
● 小人（３～12歳）…旅館1,200円、
民宿・そのほか1,000円
□利用方法
①「契約宿泊施設一覧」から、希望の施
設へ直接予約申込
※一覧は、文化振興課（保谷庁舎３階）、
田無庁舎２階・保谷庁舎１階ロビー、
出張所、市kで配布

②予約後、文化振興課窓口で契約保養
施設利用券を申請（電話による申請不可）
h本人確認書類（運転免許証など）
③宿泊当日に、利用券を宿泊施設にご
提出ください。
※家族やグループで利用の場合も、市
内に住民登録がある方に限る
※利用限度は、年間１人２泊まで

jイベントについて…
● 下郷町商工観光係
（p0241－69－1144）
● 北杜市観光協会
（p0551－47－4747）
● 勝浦市観光商工課
（p0470－73－6641）
◆宿泊助成について…文化振興課o
（p042－438－4040）

□平成28年度　姉妹都市・友好都市イベントカレンダー
開催日 行事名 都市

　　　　10月  2日㈰ 須玉甲斐源氏祭り 北杜市須玉町
   　　　11月  5日㈯ かつうら魅力市 勝浦市
　　　  11月20日㈰ 農産品・りんご収穫祭り 北杜市須玉町
平成29年2月11日㈷・12日㈰ 大内宿雪まつり 下郷町
　　　　 2月18日㈯ なかやま「雪月火」 下郷町
　　　　 2月24日㈮～3月5日㈰ かつうらビッグひな祭り 勝浦市
　　　　　2月25日㈯ 湯野上温泉火祭り 下郷町

姉妹都市・友好都市に泊まろう！

〈お詫びと訂正〉
　市報９月15日号の２面の記事に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。

「住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入居支援・居
住継続支援制度」中の「❖住宅探しのお手伝い」
のd
　  （誤）どなたでも
　  （正）❖保証委託契約のあっせんと同様

　暫定的な対応方策とは、喫緊の課題である保谷庁舎の老朽化などへの早期
対応として、財政面・安全面から保谷庁舎を取り壊すこととし、耐用年数の
残る田無庁舎を有効活用する視点から、保谷庁舎機能を田無庁舎および保谷
庁舎敷地周辺に再配置する方策であり、平成45年度をめどに、庁舎の統合
整備を目指しています。また、二庁舎体制による「財政負担」や「市民サービス」、

「業務効率」などの課題を一定程度解消することが可能な方策です。

　庁舎の統合整備に向けては、喫緊の
課題である保谷庁舎の老朽化などへの
対応を図るとともに、二庁舎体制の課
題の一定程度の解消を目指し、庁舎統
合に踏み出すための第一歩として、田
無庁舎市民広場に仮設庁舎を整備する

「暫定的な対応方策」を検討しています。
　これまでも市民の皆さんへの情報提
供と意見聴取に努めてきましたが、検
討状況などをパネルにまとめ展示し、
引き続き、市民の皆さんへの情報提供
と意見聴取を実施します。ご都合の良

い会場に、ぜひお越しください。
a�･b ● 10月14日 ㈮ 午 後 ２ 時 ～ ８

時・保谷駅前図書館
●  10月15日㈯午前10時～午後４時・西

東京いこいの森公園パークセンター
●  10月16日㈰午前10時～午後４時・

アスタビル２階センターコート
※当日、直接会場へ
c庁舎の統合整備に関するパネル展
示・アンケートの実施
※内容についてのご質問は、市職員が
随時対応します。

◆企画政策課n（p042－460－9800）


