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平成29年３月15日号

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

４月の薬湯 〜ヨモギの湯〜

□効能　腰痛、痔の痛みなど

a４月２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）

西東京都市計画道路３・４・13号線
事業概要および測量説明会

　当該道路の栄町２丁目交差点〜都県境
約190ｍを事業化するための説明会です。
a３月27日㈪午後７時〜８時30分
b栄小学校（車での来場はご遠慮ください）
j東京都北多摩南部建設事務所工事第
一課（p042－330－1837）

交通安全講習会

　春の交通安全運動（４月６日〜15日）
に先立ち開催します。
a・b ● ３月28日㈫・保谷こもれびホー
ル　 ● ３月29日㈬・西東京市民会館
※午後７時〜８時。当日、直接会場へ
j西東京市交通安全協会
（清水p042－461－2210）

平成29年度 
地域福祉活動助成団体募集

d地域福祉活動を行っている（始める）
施設・グループ・団体など

□助成期間　６月１日〜平成30年３月31日
□助成額　上限15万円（１団体１事業まで）
i４月３日㈪〜21日㈮午後５時（必着）
に、申請書（jのk・窓口で配布）をj
へ郵送または持参
※詳細はお問い合わせください。
j社会福祉協議会
（保谷東分庁舎・p042－438－3771）

柳泉園グランドパーク
室内プール無料開放

　改修工事が完了し４月１日からリニュー
アルオープンします。これを記念して室
内プールを無料開放します。
a４月１日㈯・２日㈰午前10時〜午後
９時（受付：８時30分まで）
h水泳帽
※混雑状況により入場制限あり
※３歳未満は入場不可。小学３年生未満
は保護者同伴
j柳泉園グランドパーク
（p042－473－3121）

シルバー人材センター 
活動紹介パネル展

a３月21日㈫〜23日㈭午前９時30分
〜午後４時30分
b田無庁舎２階展示コーナー
c活動紹介（高齢者の社会貢献・生きが
いづくりなど）、入会・受注相談など

jシルバー人材センター
（p042－425－6611）

みんなのパソコン教室（４月）

①無料体験 ６日㈭午後１時〜４時
②パソコン入門（全４回） ７〜28日の㈮午前
③ワード初級（全４回） ４〜25日の㈫午前
④エクセル初級（全４回） ４〜25日の㈫午後
⑤活用講座（月４回） ７〜28日の㈮午後
※⑤の詳細は資料をご請求ください。
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②〜④8,000円　⑤各回2,000円
i開始日１週間前までに、往復はがき
で講座名・受講日・住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
b・jシルバー人材センター（〒202－0021
東伏見６－１－36・p042－425－6611）

　市では庁舎統合に向けた取組を進め
ています。平成28年12月には、庁舎
統合に向けた第一歩として暫定的な対
応方策を当面の方策とする「庁舎統合
方針」を決定し、１月15日号でお知ら
せしました。
　市民の皆さんに庁舎統合への関心を
高めていただくとともに、全市的な議
論につなげるための情報提供として、
庁舎統合方針の内容を連載しています。
❖庁舎統合に向けた課題
□統合庁舎の位置　
市民意向や市全体の配置バランスを考
慮することが重要であることから、市
中心エリアにおける統合の可能性につ
いて検討します。
庁舎用地としては、現時点で想定して
いる庁舎規模から、約１万5,000㎡の
敷地が必要と試算しており、今後の公
共施設の適正配置・有効活用の取組の
中で、市有地の創出または用地取得の
ための財源確保に努めます。なお、市
中心エリアにおける統合の可能性に
よっては、田無または保谷庁舎敷地で
の統合についても検討します。
□統合庁舎の規模・機能　
現時点における庁舎規模は約２万㎡を
想定しており、今後、庁舎機能や新た
に求められる機能などについて検討す

る基本構想などの段階において、改め
て試算を行う必要があります。
庁舎統合にあたっては、機能の集約化
による効率化と、分散化による利便性
の向上のバランスにも配慮する必要が
あります。
□庁舎整備基金　
平成45年度までに予定している庁舎統
合を確実かつ円滑に実行するためにも、
財政需要も見極めながら可能な限り積
極的に基金に積み立てるとともに、具体
的な庁舎整備基金の充当事業や、地方
債などの活用可能な財源を見極めつつ、
積立計画について検討していきます。
□市民サービス　
本市においても少子高齢化が進み、地
域包括ケアシステムの構築といった大
きな課題がある中、子育て支援を含む
福祉分野における相談・申請といった
窓口サービスについては、より細やか
な対応の観点を含めて検討していく必
要があります。
　庁舎統合に向けては、引き続き市の
検討状況などを情報提供するとともに、
市民の皆さんのご意見を踏まえ、検討
を進めてまいります。
※庁舎統合に関する情報は、市kで
もご覧になれます。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

シリーズ 庁舎統合方針 ④

□屋外会場（雨天中止）
実施日 実施時間 会場

４月11日㈫
午前９〜10時 下保谷ポンプ場（下保谷２－６－15）
午前11時〜正午 消防団第12分団 広場（柳沢２－７－４）
午後２〜３時 文理台公園 南側入口

12日㈬
午前９〜10時 西原総合教育施設
午前11時〜午後０時30分 西東京いこいの森公園 駐車場
午後２〜３時 市役所田無庁舎 市民広場

※雨天中止は、各会場とも開始時刻15分前に決定します。車での来場はご遠慮ください。

□動物病院会場
a４月１日㈯〜30日㈰　※診療時間・臨時休診などは、事前に電話でご確認ください。

病院名 住所 電話番号 休診
赤ひげ動物病院 下保谷３－７－１ 042－424－4649 ㈭・㈷／第３㈬
あづま動物病院 泉町３－３－３ 042－438－2361 ㈬・㈷／㈰の午後
エルザ動物
小鳥の病院 南町６－７－１ 042－464－8299 ㈬・㈰・㈷の午後

（㈰・㈷の午前は要予約）
ケン動物病院 保谷町３－９－５ 042－463－0606 ㈭・㈷
酒井獣医科病院 東町５－８－20 042－423－1455 ㈰・㈷／㈯の午後
桜井動物病院 保谷町１－11－20 042－461－6858 ㈰・㈷
中川動物病院 新町５－16－29 0422－53－5866 なし
野村動物病院 南町４－11－10 042－460－7667 ㈷／㈰の午後
ひとみ動物病院 田無町５－４－11　１階 042－452－7460 ㈬
ひばりヶ丘
動物病院 谷戸町３－22－12 042－422－4111 ㈰・㈷／㈯の午後
ひらの動物病院 富士町４－１－８　１階 042－452－3084 ㈭／㈷の午後
松川動物病院 芝久保町３－19－54 042－463－4537 ㈰・㈷
本橋動物病院 栄町２－９－27 042－421－5449 ㈰・㈷
もりと動物病院 北原町２－８－12 042－461－1610 ㈫／㈰・㈷の午後
いそべ動物病院 東久留米市中央町４－８－10 042－471－0031 ㈪／㈯・㈰・㈷の午後
かざま動物病院 東久留米市中央町２－６－50 042－453－8111 ㈬
くるめ動物病院 東久留米市八幡町３－３－12 042－477－3443 なし
田中動物病院 東久留米市東本町４－９ 042－474－0533 ㈭／㈰・㈷の午後
山村獣医科 東久留米市中央町１－３－１ 042－471－6306 ㈬／㈰・㈷の午後
藤本愛玩動物病院 小平市花小金井南町３－24－８ 042－464－0987 ㈰・㈷／㈯の午後
まこと動物病院 小平市花小金井６－26－20 042－461－8876 ㈭／㈰・㈷の午後

　生後91日以上の飼い犬は、年に１回、
狂犬病予防注射を受けることが義務付け
られています。
　下表のとおり、狂犬病予防集合注射を
屋外会場と動物病院会場で実施します。
※集合注射実施期間中は、各会場で注射
済票の交付も行います。
g3,650円（注射3,100円＋注射済票550円）
※お釣りのないようご協力ください。
□飼い犬の登録を済ませている方
郵送された注射済票交付申請書（オレン
ジ色の用紙）の裏面（問診票）に必要事項
を明記し、会場へお持ちください。

□未登録の方（生後91
日以上の飼い犬）
屋外会場で新規登録手
続きをしてください。
g3,000円（登録手数料）
□屋外会場と動物病院会場以外の病院で
狂犬病予防注射を接種した方
注射済票の交付を受けてください。
b環境保全課（エコプラザ西東京）・市民
課（田無庁舎２階・保谷庁舎１階）・出張所
g550円（交付手数料）
h病院発行の狂犬病予防注射済証明書
◆環境保全課（p042－438－4042）

狂犬病予防集合注射

■専門相談（申込制）　※１枠30分（人権・身の上相談は１時間）
□申込開始　３月17日㈮午前８時30分（★印は、３月３日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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㈬・28日㈫、４月６日㈭・７日㈮ 午前９時〜正午
※４月６日は人権・身の上相談を兼ねる

o
３月23日㈭、４月４日㈫・５日㈬ 午後１時30分〜４時30分
※３月23日㈭は午前９時〜正午で人権・身の上相談を兼ねる

人権・身の上相談 n ★４月 ６日㈭ 午前９時〜正午
o ★３月23日㈭

交通事故相談 n 　４月12日㈬ 午後１時30分〜４時
o ★３月22日㈬

税務相談 n 　３月24日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　４月14日㈮

不動産相談 n 　４月20日㈭
o 　４月13日㈭

登記相談 n 　４月13日㈭
o 　４月20日㈭

表示登記相談 n 　４月13日㈭
o 　４月20日㈭

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n 　４月10日㈪

行政相談 n 　４月21日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★４月 ５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


