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平成29年度予算が成立しました！
　平成29年度予算は、引き続き厳しい財政状況の中でも、待機児童
対策の充実、市民の健康づくりの推進、教育環境の充実など、これ
からのまちづくりに対応していくための予算として編成しました。
※各予算額は原則として表示単位未満を四捨五入していますので、
合計と一致しない場合もあります。
� ◆財政課np042－460－9802

　一般会計� 702億2,900万円
　��（前年度比�２億3,700万円・0.3％増）

　特別会計� 464億6,927万円
　（前年度比�３億1,060万円・0.7％増）

　合　　計� 1,166億9,827万円　�（前年度比�５億4,760万円・0.5％増）
一 般 会 計

歳入・歳出の（　）内は「市民1人当たり」の金額です。
※「市民1人当たり」の金額は、平成29年3月1日現在の
西東京市の人口(19万9,627人)で計算しています。

平成26年度からご負担いただく税が増えています。その内容と増えた分の使い道は次のとおりです。
【個人市民税均等割】
�増えた分：納税者１人当たり年額500円
	 （平成26～35年度）
	 ⇒平成29年度歳入予算のうち
	 　4,948万円	
�使 い 道：	被災者生活再建支援システムの導入、災害時緊急物資の充

実・防災備蓄倉庫の整備などの防災・災害対策のために

【地方消費税交付金】
�増えた分：	消費税５％→８％になった	

ことによる地方への交付金
	 	⇒平成29年度歳入予算のうち
	 　		18億8,100万円	
�使 い 道：	待機児童対策や介護保険などの	

社会保障のために

民生費消防費

区分 平成29年度予算額 増減率
特別会計 464億6,927万円 0.7%
　国民健康保険特別会計 227億2,222万円 △0.9%
　下水道事業特別会計 29億 314万円 △13.8%
　駐車場事業特別会計 1億3,104万円 △0.8%
　介護保険特別会計 163億2,036万円 5.4%
　後期高齢者医療特別会計 43億9,251万円 3.5%

２面の
「総合計画事業」の

紹介で、
さらに市の取組が
分かります！

より詳しい内容は、
情報公開コーナー・
市kにある

『平成29年	予算の概要』　
をご覧ください。

特 別 会 計

平成29年度は、本市が目指す「健康」応援都市の実現に向けた実行予算として、
関連する各種事業の充実のほか、待機児童解消に向けた取組などをはじめとする、
本市の重要課題に積極的に取り組む予算となっています。一方で、本市の財政は大
変厳しい状況にあり、多様化する市民ニーズに対応するため、第４次行財政改革大
綱アクションプランの推進などにより財源を確保する中で、予算編成を行いました。
一覧でお示ししている主要な事業をはじめ、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
活性化などの事業に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。

新年度予算について

西東京市長
丸山　浩一

総務費

●	第２次総合計画後期基本計画の策定に伴い（仮称）若
者サミットを開催

●	庁舎統合方針に基づく仮庁舎基本設計等の実施
●	泉小学校跡地の活用
●	特殊詐欺被害防止対策の充実

民生費

●	地域医療福祉拠点モデル事業の検討
●	障害者（児）スポーツ支援事業の拡充
●	親子で学べる場づくりの実施
●	認可外保育施設保護者助成の充実
●	私立幼稚園預かり保育の充実（教育費分もあり）

衛生費

●	骨髄移植ドナー支援事業の実施
●	みどりの散策マップを活用した事業（土木費分もあり）
●	水銀含有製品の回収事業の実施
●	ごみ収集業務最適化に向けた取組の推進

商工費
●	女性の働き方サポート推進事業の実施
●	創業サポート施設開設支援の推進
●	まち歩き観光の推進

工
事
中

土木費

●	ひばりヶ丘駅北口バリアフリー化事業の実施
●	空き家対策の拡充
●	ひばりヶ丘駅北口地区に新たな自転車駐車場用地を
取得

消防費

●	耐震性防火貯水槽の整備（ひばりヶ丘駅北口・南口駅
前広場内）

●	災害時被災者生活再建支援システムの導入
●	市立小・中学校への避難者用非常用飲料水の配備

さんすう

教育費

●	特別支援教室の小学校全校試行開設
●	中学校通級指導学級の開設に向けた施設整備
●	学力向上対策事業の実施
●	「夢・未来講演会」の実施
●	私立幼稚園の特別支援教育に対する支援

目玉事業はコレだ！平成29年度の

歳　入
702億2,900万円
市民１人当たり
35万1,801円

歳　出
702億2,900万円
市民1人当たり
35万1,801円

市税
314億7,359万円
（15万7,662円）�44.8％

市民税などの納めて
いただいた税金

繰入金
28億143万円
（1万4,033円）
4.0％

その他の
自主財源
31億2,566万円
（1万5,657円）
4.5％

基金（市の貯金）から
繰り入れたお金

保育料、施設の使用料、
ごみ収集手数料など

国庫支出金　
113億5,382万円
（5万6,875円）�16.2％

都支出金
88億4,813万円
（4万4,323円）�12.6％

使い方が定められている
国からの補助金や負担金

地方交付税�
30億6,600万円
（1万5,359円）�4.4％
使い方が定められてい
ない国からの交付金

使い方が定められている東京都
からの補助金や負担金

その他の
依存財源　
47億4,799万円
（2万3,784円）
6.8％
その他の使い方が定め
られていない国や東京
都からの交付金など

市の権限で
収入できる財源

374億67万円
（18万7,353円）��
53.3％

自主財源市債
48億1,240万円
（2万4,107円）�
6.9％

学校整備や都市計画
街路など建設事業な
どのための借入金

328億2,833万円
（16万4,448円）��46.7％
国や都などの基準や意思決
定に従い収入される財源

依存財源

〈民生費〉
児童福祉費
149億5,519万円
（7万4,916円）
21.3％

〈民生費〉
生活保護費
76億5,403万円
（3万8,342円）
10.9％
生活保護のために 374億7,985万円

（18万7,749円）
53.4％

49億299万円
（2万4,561円）
7.0％

福祉サービスの
提供のために

子どもの福祉の
ために

ごみ収集や健康の
ために

民生費

衛生費

〈民生費〉
社会福祉費
148億7,063万円
（7万4,492円）
21.2％

高齢者や障害者への
福祉サービスやその
ほかの福祉のために

行政運営やコミュ
ニティの推進など
のために

59億9,199万円
（3万16円）
8.5％

67億95万円
（3万3,567円）
9.5％

49億1,059万円
（2万4,599円）
7.0％

25億852万円
（1万2,566円）
3.6％

67億6,961万円
（3万3,911円）
���9.6％

工
事
中

９億6,452万円
（4,832円）
1.4％

土木費
消防費

公債費

総務費
その他

さんすう

道路や公園などを
整備するために

防災対策などの
ために

借入金の返済
のために

議会運営や、農商工業
の発展などのために

教育やスポーツの
充実のために

教育費



凡例2

平成29年４月15日号

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

笑顔で暮らすまちづくり
事業名 事業費 事業概要

保健・福祉・医療
連携体制の充実 2,390万円

在宅療養者の入院先となる後方支援病床の確保事業を推
進するとともに、医療・介護の連携を支援するための相
談窓口の充実に取り組みます。また、東京大学高齢社会総
合研究機構と連携協力し、フレイル予防事業を推進します。

健康づくりの推進 76万円 市内の企業や団体と連携した健康応援団の取組や、健康
チャレンジへの取組などの推進を図ります。

3

総合計画に掲げられたまちづくりの
６つの方向に沿って紹介します平成29年度 総合計画事業の主な取組

◆企画政策課np042－460－9800

□第４次行財政改革大綱に基づく取組による財政効果（平成29年度予算反映分）
アクションプランの実施体系 平成29年度効果 主な取組項目

Ⅰ 経営の発想に基づいた将来への備え １億6,669万８千円
評価･検証に基づく効果的・効率的な行財政運営と予算編成手法の充実 １億1,136万４千円 事務事業評価の効果的運用、予算編成業務改革（経常経費の抑制）
公共施設などの量的・質的適正化および維持管理コストの適正化 ０
受益者負担の適正化 26万８千円 市民農園の負担金の見直し、新たな付加価値の創造

特別会計の健全化 5,506万６千円 国民健康保険特別会計の健全化（一般会計からの法定外繰入の抑制）
下水道事業特別会計の健全化（一般会計からの法定外繰入の抑制）

Ⅱ 選択と集中による適正な行政資源の配分 3,929万１千円
行政運営内部の固定的な経費の削減 ０

補助金・負担金などの適正化と財政支援団体の見直し 3,897万４千円 財政支援団体の見直し（商工会）、一部事務組合などの負担金の見直し（昭和病院企業団）、
一部事務組合などの負担金の見直し（柳泉園組合）

行政評価などによる重点施策、事業の見極めと資源の重点配分 31万７千円 施策評価の効果的運用
Ⅲ 効果的なサービス提供の仕組みづくり ０
地域の多様な活動主体との連携と協働によるサービスの提供

０
民間活力の活用促進
市の役割の高度化に対応した組織力の強化
成果を重視した組織運営体制の整備と人材育成の充実

Ⅳ 安定的な自主財源の確保 ３億7,924万０千円
徴収体制の強化、徴収率の向上につながる取組の推進 ０
市有財産の有効活用による歳入の確保 ３億6,185万６千円 未利用市有地などの処分・有効活用
新たな歳入項目の創出 1,738万４千円 公共施設財産貸付料収入の検討、寄付金制度などの検討

その他 9,267万８千円
9,267万８千円 各種事務機器類の再リース

合計 ６億7,790万７千円

みんなでつくるまちづくり
事業名 事業費 事業概要

地域コミュニティ
推進事業の充実 615万円

南部地域協力ネットワークの取組を支援するとともに、
２つ目の地域となる西部地域協力ネットワークの設立に
向けた取組を行います。

庁舎統合に向けた
取組 2,911万円

暫定的な対応方策の実現に向けて、仮庁舎整備基本設計
などを行います。また、庁舎統合に向けては、全市的な
議論につなげる取組を検討・実施します。

1

創造性の育つまちづくり
事業名 事業費 事業概要

待機児童対策の
推進

４億9,219
万円

待機児童解消に向け、新たに認可保育所２園、小規模保
育事業所２施設を開設するとともに、認可保育所１園の定
員拡大を行います。

学童クラブ施設の
適正配置の検討 1,326万円 田無小学校校舎に（仮称）田無第三学童クラブ開設に向け

た対応を行います。

小学校校舎等建替
事業の実施 3,442万円

平成28年10月に策定した中原小学校建替基本プランに
基づき、中原小学校の建替に向けた実施設計などを行い
ます。

小・中学校校舎等
大規模改造事業の
実施

４億4,197
万円

老朽化した校舎や体育館などの改修を進めるための設計
を実施するとともに、小学校特別教室への空調設備の設
置に向けた実施設計や児童数の増加に対応するための田
無小学校の増築工事を行います。また、保谷中学校の校
庭などを地域開放するため、夜間照明設備の設置に向け
た実施設計を行います。

通級学級の運営 7,125万円
平成30年度の本格実施に向けて、全小学校に特別支援
教室を試行開設します。また、明保中学校に通級指導学
級を開設するための施設設備工事を実施します。

地域ぐるみの安全
体制づくりの推進 1,542万円

小学校７校の通学路に防犯カメラの設置などを行います。
また、登下校時におけるパトロールなどを実施するため
に必要な用品等の購入費を学校に対し配当することで、
子どもの見守り体制の強化を図ります。

文化財の保存・
活用事業の充実 9,312万円

文化財を確実に保存し未来につなげるため、下野谷遺跡
保存活用計画を策定するとともに、用地取得や保存管理、
活用に向けた各種事業を展開します。

2

環境にやさしいまちづくり
事業名 事業費 事業概要

下保谷四丁目特別緑
地保全事業の実施

３億8,145
万円

市内に残る貴重な緑の資源である下保谷四丁目特別緑地
保全地区について、引き続き保全事業に取り組みます。

4

安全で快適に暮らすまちづくり
事業名 事業費 事業概要

良好な景観整備の
推進 2,022万円

適正な土地利用の誘導に向け、東伏見駅周辺のまちづく
り構想や、泉小学校跡地周辺の住環境等に配慮した地区
計画の策定等に取り組みます。

ひばりヶ丘駅周辺
まちづくりの推進

７億3,632
万円

都市計画道路３・４・21号線整備工事を進めるとともに、
平成29年度から２カ年をかけて、駅北口のエレベー
ター・エスカレーター整備によるバリアフリー化事業を
実施します。

西東京都市計画道
路３・４・24号線
（田無駅南口広場）
の整備

4,510万円 田無駅南口広場の事業認可取得に向けて、土地鑑定や物
件等調査を行います。

西東京都市計画道
路３・４・15号線
の整備

１億2,771
万円

保谷駅北口周辺の道路街築工事や電線共同溝工事などを
行います。

向台町三丁目・
新町三丁目地区
地区計画関連
周辺道路の整備

２億798
万円

向台町三丁目・新町三丁目地区周辺道路の用地取得や電
線共同溝・雨水管工事などを行います。

駅周辺の自転車駐
車場の整備・検討

３億863
万円

利用者の利便性の向上や自転車駐車場の安定的な運営を
図るため、ひばりヶ丘駅北口地区に第１自転車駐車場に
代わる新たな自転車駐車場を整備するための用地取得を
行います。

雨水溢
いっ
水
すい
対策事業

の推進
２億9,195

万円
新町五丁目など３カ所の雨水対策工事を実施するととも
に、翌年度以降の対策に向けて市内４カ所の基本設計お
よび実施設計を行います。

民間建築物の
耐震化の促進

２億7,458
万円

特定緊急輸送道路沿道建物の耐震化や、木造戸建て住宅・
分譲マンションに対する耐震改修などへの助成に取り組
むほか、新たに「緊急耐震重点区域」を定め、補助金の拡
充を行います。

5

活力と魅力あるまちづくり
事業名 事業費 事業概要

一店逸品事業の推進 546万円 引き続き、商工会と連携した一店逸品事業に取り組みます。
商店街活性化
推進事業の充実 4,984万円 商店街が実施するイベントなどを支援するとともに、商

店街が所有する街路灯のLED化への補助を行います。

起業・創業支援の
充実 1,254万円

チャレンジショップ事業や創業スクール等を実施すると
ともに、創業資金融資あっせん制度などの活用による支
援を行います。

6

事業名 事業費 事業概要
計画的な公園施設
配置・機能の整備
に向けた取組

470万円 平成28年度に実施した公園実態調査の結果を踏まえ、
公園配置計画を策定します。

環境美化に向けた
取組の推進 745万円

駅前の環境美化や喫煙マナーの推進を図るとともに、ひ
ばりヶ丘駅南口周辺について路上喫煙防止地区を設置し
ます。
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平成29年４月15日号

からだと心の健康相談（保健師による電話相談）平日午前９時〜正午・午後１時〜４時　◆健康課op042－438－4087

ひとり親家庭の父母対象
就職と生活安定のための給付金を支給

子育て・福祉

❖自立支援教育訓練給付金
d児童扶養手当の受給者などで、介護
職員初任者研修・ケアマネージャー・福
祉住環境コーディネーター・パソコン講
座・医療事務資格などの厚生労働大臣指
定教育訓練講座を受講する方
□給付額　受講に要した費用（入学料お
よび授業料）の100分の60に相当する額

（4,001円〜20万円）を受講後に支給
❖高等職業訓練促進給付金など

d児童扶養手当の受給者などで、看護
師・介護福祉士・保育士・理学療法士・
作業療法士・保健師などの資格（修業年
限１年以上）の取得が見込まれる方
□給付額（給付期間は上限３年間）
● 市民税非課税…10万円
● 課税…７万500円
※いずれも事前の相談などが必要です。
詳細は、お問い合わせください。
◆子育て支援課np042－460－9840

臨時福祉給付金（経済対策分）受付中

　支給対象と思われる方へ３月上旬に申
請書を送付しました（支給額１万5,000円）。
□申請期限　６月30日㈮（消印有効）
◆臨時福祉給付金窓口
　p042－497－4976

通所時の移動支援の利用

　平成29年度から、通所時にも移動支
援事業の利用ができるようになりました。
□通所先　「障害者総合支援法」による就
労継続支援（A・B型）、就労移行支援、自
立訓練（生活・機能）、生活介護の事業所
※詳細は、市kをご覧ください。
◆障害福祉課op042－438－4034

「暮らしの便利帳」全戸配布中！

くらし

　市のサービスや手続き、
公共施設の案内など、毎
日の生活に役立つ情報を
掲 載 し た「平 成29・30
年版 西東京市暮らしの
便利帳」を、４月30日㈰
までに全戸配布します。この日を過ぎて
も届かない場合や、２世帯住宅でもう１
冊必要な場合は、５月19日㈮までにご
連絡ください。
　今回初の巻末付録、「旬の食材カレン
ダー」もぜひご活用ください！
□電子書籍版　パソコンやス
マホなどでインターネットか
ら全ページご覧になれます。

「西東京市 わが街事典」で検索
◆秘書広報課np042－460－9804

東日本大震災による避難者への水道
料金・下水道料金の減免期間の延長
　下記のとおり、減免期間を延長します。
既に減免中の方は再申請不要です。
d都営水道の給水区域（水道）・市内（下
水道）の居住者のうち、 ● 東日本大震災
により居住困難となった被災者　 ● 福島
第一・第二原子力発電所周辺の避難指示
地域からの避難者（親族宅などへ入居し
ている方は当該住宅の給水契約者）
□延長期間　平成30年３月31日まで

を受けている方は、自宅などで郵便等に
よる不在者投票ができます。ご希望の方
で、まだ証明書の交付を受けていない方
は、選挙管理委員会に申請してください。

区分 障害などの程度

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、
移動機能

１級または
２級

心臓、腎臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸

１級または
３級

免疫、肝臓 １〜３級

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹 特別項症〜
第２項症

心臓、腎臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓

特別項症〜
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護５

□郵便等投票の代理記載制度
郵便等投票ができる方のうち、次の表の
いずれかに該当し、自ら投票の記載をす
ることができない方は、あらかじめ選挙
管理委員会に届け出た方に代理記載をし
てもらうことができます。

区分 障害などの程度
身体障害者手帳 上肢、

視覚
１級

戦傷病者手帳 特別項症〜第２項症

◆選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

西東京市職員採用説明会

募集

　市では、マイナビ合同会社説明会にて
職員採用説明会を開催します。詳細は５
月１日以降、市kをご覧ください。
a５月９日㈫午後４時
b立川グランドホテル
◆職員課np042－460－9813

福祉サービス指導等事務嘱託員
（７月採用）
□資格・人数　介護支援専門員の資格を
有し、介護保険法第23条に基づく実地
指導ができる方・１人
□期間　７月１日〜平成30年３月31日
□勤務時間　１日６時間・週３日
□報酬　日額１万800円
□選考方法　面接（５月20日㈯）
□募集要項　５月８日㈪まで、職員課（田
無庁舎５階）・生活福祉課（保谷庁舎１
階）・市kで配布
◆生活福祉課op042－438－4024

夏季休業中の学力向上対策事業
（中学３年生を対象）の委託事業者

事業者募集

i４月17日㈪〜５月２日㈫
※詳細は、市kをご覧ください。
◆教育指導課op042－438－4075

市 連からの 絡 帳

上場株式等の配当所得等における
課税方式の明確化

税・保険・年金

　平成29年度の税制改正により上場株式
等の配当所得等は、所得税と住民税で異
なる課税方式を選択できることが明確化
されました。詳細はお問い合わせください。
◆市民税課np042－460－9827・9828

軽自動車税納税通知書を発送

　平成29年度の軽自動車税納税通知書
は５月１日㈪に発送予定です。
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者
に対して課税されます。４月２日以降に
廃車や譲渡した場合でも旧所有者に課税
されます。その場合の月割りによる払い
戻しはありません。
　三輪・四輪の軽自動車税のグリーン化
特例（軽課税率）が延長されました。詳細
は、納税通知書・市kをご覧になるか
お問い合わせください。
□障害者手帳をお持ちの方などへの減免
一定の要件の下に軽自動車税を減免しま
す。納期限日までに申請が必要です。詳
細は、お問い合わせください。
◆市民税課np042－460－9826

国民健康保険から職場の
健康保険になった方は手続きを
　国民健康保険の加入者が職場の健康保
険（社会保険）に加入したときは、国民健
康保険の脱退（止める）手続きが必要です

（自動的には切り替わりません。会社な
ども手続きはしません）。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課

（保谷庁舎１階）・出張所
※郵送可（詳細は市kまたは下記へ）
h ● 職場の健康保険証（コピー可）　 ● 国
民健康保険証　 ● マイナンバーカード（個
人番号カード）または通知カード
※通知カードの場合は本人確認書類（免
許証・パスポート・在留カードなど顔写
真付きのもの。顔写真がない場合は年金
手帳・診察券などを２点以上）
□手続きできる方　本人または同一世帯
員（別世帯の場合は委任状が必要）
□手続き期間　社会保険加入から14日
以内（14日を過ぎても手続きはできます
が、保険料には２年間の時効があります。
２年以上遅れた場合、保険料が減額でき
なくなることがあります）
◆保険年金課np042－460－9822

年金事務所での相談・手続きは
電話で予約を
　年金事務所では、年金の請求や年金を
既に受け取っている方の相談・手続きの
予約ができます。
i基礎年金番号が分かるものを準備し、
希望日の１カ月前〜前日に電話
□予約先　
● ねんきんダイヤルp0570－05－1165
　※IP電話からはp03－6700－1165
● 武蔵野年金事務所（予約専用）
　p0422－56－2445
a平日午前８時30分〜午後５時15分
※㈪は７時まで、第２㈯は９時30分〜４時
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

i全国避難者情報システムの登録者へは
都から避難先に申請書を郵送（都のあっせ
ん住宅（都営住宅など）入居者は申請不要）
j東京都水道局多摩お客さまセンター
　p0570－091－101
◆下水道課op042－438－4058

旧泉小学校グラウンド一時開放は
８月30日まで

　校舎解体工事が９月から始まることに
伴い、８月30日をもって一時開放を終
了します。８月30日まではこれまでど
おり利用できます。
a㈬㈯㈰㈷午前９時〜午後５時30分
i当日、受付で住所・氏名などを記入（団
体は利用不可）
◆管財課np042－460－9812

東伏見コミュニティセンターの
管理者を指定
　市民交流施設のうち、地域型交流施設
では、指定管理者制度を導入し、地域住
民による運営を行っています。このたび、
期間満了に伴い４月１日〜平成32年３
月31日の管理者が指定されました。
□指定管理者　東伏見コミュニティセン
ター管理運営協議会
◆文化振興課op042－438－4040

保谷こもれびホール
指定管理者候補の選定結果
　保谷こもれびホールの指定管理者候補
を公募・選定した結果をお知らせします。
詳細は、市kで公開しています。
□指定管理者候補　JNS共同事業体
□指定期間　平成30年４月１日〜平成
35年３月31日（５年間） 
※現指定管理者から変更なし
◆文化振興課op042－438－4040

柳泉園組合 水銀濃度測定結果

　法律では排出規制基準が定められてい
ないため、当組合では廃棄物焼却施設の
排出ガス中の水銀濃度の自己規制値を
0.05mg/㎥Nと定め測定しています。
11〜１月の分析計測結果（各月の１時間
平均値の最高値）は、１〜３号炉いずれ
も0.00 mg/㎥Nでした。
j柳泉園組合p042－470－1545
◆ごみ減量推進課p042－438－4043

障害がある方などの郵便等投票

選挙

　７月２日㈰は、東京都議会議員選挙の
投票日です。
□郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保
険被保険者証をお持ちで、次の表のいず
れかに該当し「郵便等投票証明書」の交付

〈お詫びと訂正〉
　４月１日号４面の「行政機構図」において、ごみ
減量推進課の配置場所に誤りがありました。正
しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。

（正）エコプラザ西東京２階

a４月25日㈫午後２時
b防災センター
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課op042－438－4070

傍　聴 教育委員会

■社会教育委員の会議
a４月17日㈪午後２時
b保谷東分庁舎
c・e調査活動・５人
◆社会教育課op042－438－4079

■人にやさしいまちづくり推進協議会
a４月25日㈫午後２時
b保谷庁舎１階
c・e大規模開発事業・５人
◆都市計画課op042－438－4051

■個人情報保護審議会
a４月27日㈭午前10時
b田無庁舎３階
c・e個人情報保護制度ほか・５人
◆総務法規課np042－460－9811

傍　聴 審議会など
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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

障害相談窓口をご利用ください
　障害のある方やご家族で、分からないこと・心配事などがある方はお気軽に相
談窓口をご利用ください。

窓口 主な相談内容・対象者 所在地・電話

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
内線1561・1562

相談支援センター・
えぽっく

障害の種別（身体・知的・精神・
発達など）に関わらない相談

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 企業就職（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

地域活動支援センター・
ブルーム 知的障害 田無総合福祉センター２階

p042－452－3085
保谷障害者福祉センター 身体障害、高次脳機能障害 p042－463－9861
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
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）
●感染症（エイズ・性感染症など）

小平市花小金井１－31－24
p042－450－3111

　メッセージ入りベンチを寄附して
いただく「寄附ベンチ事業」では、結
婚や出産記念など、残したいメッ
セージをベンチに刻み込めます。
d個人または団体（営利目的などの
寄附は不可）
※詳細は、お問合わせください。
◆みどり公園課p042－438－4045

市内公園にあなたの
メッセージ入りベンチを

設置しませんか

中小企業事業資金融資あっせん
c中小企業者および農業経営者への
事業資金の融資あっせん
□要件　同一事業を市内で１年以上継
続して営業している個人または法人

創業資金融資あっせん制度
①創業資金融資あっせん
c市内で新たに創業することで中小
企業者に該当する方や、創業から１年
未満の市内中小企業者への創業資金の
融資あっせん
②特定創業
c創業支援計画に位置付ける本市の
「特定創業支援事業」により支援を受け、
証明書を取得した方への従来の創業資
金よりも利率などが優遇された融資
あっせん

□要件　事前に西東京創業支援・経営
革新相談センターにおいて経営診断を
受けて創業計画書を作成済み
●新たに創業する場合
・�個人（①のみ市内在住者）は事業所を、
法人は本店または支店などを市内に
設立する
・�事業開始に必要な資格や許認可など
を債務保証が得られる前に取得

●創業から１年未満の場合
　�個人（①のみ市内在住者）は事業所が、
法人は本店または支店などが市内に
ある

□申込書類　市k・産業振興課（保谷
庁舎３階）・取扱金融機関で配布
※詳細は、申込書類をご覧ください。
i平成30年３月30日までに、提出書
類を産業振興課（保谷庁舎３階）へ持参
◆産業振興課op042－438－4041

中小企業事業資金融資あっせん制度

資金区分 運転資金 設備資金／運転・設備併用
融資限度額 700万円 1,000万円
償還方法 元金均等月賦償還

償還期間
５年以内(据置６カ月以内） ７年以内(据置６カ月以内）

※特定創業は据置12カ月以内
融資利率 年1.975％
利子補給率 年0.995％　※特定創業は年1.395％
借受者負担率 年0.980％　※特定創業は年0.580％

　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）
との交流を深めてもらえるよう、宿泊料金の
一部を助成しています（北杜市は、須玉町・
清里地区の指定宿泊施設のみ）。
□助成額（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契約宿泊施設一覧より、ご希
望の施設に直接予約申込
※一覧は、市k・文化振興課（保谷庁舎３階）・

田無庁舎２階ロビー・出張所で配布
②予約後、文化振興課窓口で契約保養施設利
用券を申請（電話申請不可）
h運転免許証など本人確認ができるもの（認
め印不要）
③宿泊当日、利用券を宿泊施設に提出
□年間利用限度　１人当たり２泊
※家族やグループで利用の場合も、助成対象
は市内に住民登録のある方のみ

j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
◆文化振興課op042－438－4040

□イベントスケジュール（上半期）
開催日 イベント 都市

５月13日㈯（予定）増富温泉火祭り 北杜市
７月�２日㈰ 大内宿半夏まつり 下郷町
７月15日㈯〜
８月20日㈰（予定）海水浴場開設 勝浦市

７月16日㈰ 三倉山山開き 下郷町
７月22日㈯ 鵜原大名行列 勝浦市
７月29日㈯・
��　�30日㈰ 下郷ふるさと祭り 下郷町

７月31日㈪ 増富温泉湯まつり 北杜市

８月12日㈯ かつうら若潮まつり
花火大会

勝浦市８月13日㈰ 興津湾灯籠流し
９月15日㈮〜
������18日㈪（予定）勝浦大漁まつり

※詳細は、各都市のjへお問い合わせください。

姉妹都市・友好都市に泊まろう！

国重伝建�大内宿（下郷町）

守谷海水浴場（勝浦市）

日本百名山�瑞牆山（北杜市）

国民健康保険加入者向け 温泉センター割引利用券を配布
　国民健康保険に加入している方に、j
と契約した温泉センターの割引券を配
布します。
□利用期間　平成30年３月31日まで

※年末年始などの休館日は直接施設に
ご確認ください。
□配布場所　保険年金課（田無庁舎２
階）・市民課（保谷庁舎１階）・出張所
❖温泉センター
●檜原温泉センター「数馬の湯」／
　檜原村2430・p042－598－6789
　定休日：㈪（祝日の場合は翌日）
●�奥多摩温泉「もえぎの湯」／奥多摩町

氷川119－１・p0428－82－7770
　定休日：㈪（祝日の場合は翌日）
●�秋川渓谷「瀬音の湯」／あきる野市乙
津565・p042－595－2614
　�定休日：３・６・９・12月の各第２㈬
●�生涯青春の湯｢つるつる温泉｣／日の
出町大久野4718・p042－597－
1126
　定休日：第３㈫（祝日の場合は翌日）
j東京都国民健康保険団体連合会
　p03－6238－0150
◆保険年金課n
　p042－460－9821

事案名　西東京市国民保護計画修正（素案）
◆危機管理室op042－438－4010

【公表日】３月28日　【募集期間】12月１日〜28日　【意見件数】７件（１人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

「第２章　国民に関する基本指針」におい
て、「基本的人権の尊重」とあるが、市は
市民保護などが可能なのか。� （１件）

本計画に基づき市民保護を実施します。

武力攻撃に対し、避難場所はあるのか。
避難はどのように実施するのか。�（１件）

避難場所は、西東京市地域防災計画で指
定されている避難施設・広場などを指定
しています。避難方法は、本計画第３編
第５章第２のとおり実施します。

市の事務において、生活基盤の確保、武
力攻撃災害の復旧に関する措置をあげて
いるが、どのようにするのか。� （１件）

生活基盤の確保は本計画第３編第11章、
武力攻撃災害の復旧は本計画第４編によ
りそれぞれ実施します。

　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でご覧になれます。

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

監査委員の選任

　３月30日に開催された平成
29年第１回市議会定例会で、
橋
はし

本
もと

�勇
いさむ
さん（71歳、中央区月島

１丁目在住）が監査委員として
同意され、４月１日付で選任（再
任）されました。任期は４年です。
◆監査委員事務局n
　p042－460－9870

　市内で農業を営む方を市や関係機関
が支援します。現在51人の方が農業の
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
５年間の｢農業経営改善計画｣を作成し
て申請後、市の審査を経て決定します。
□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

認定農業者の申請



5

平成29年４月15日号

≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　◆秘書広報課

一般
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

◆健康課op042－438－4037

a�４月24日㈪、５月15日㈪・29日㈪
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
a４月25日㈫、５月９日㈫・23日㈫
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�４月26日㈬、	
５月10日㈬・24日㈬
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・b４月28日㈮受付：午前９時30分
～11時・保谷保健福祉総合センター
５月31日㈬受付：午前９時30分～11時・
田無総合福祉センター
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・b４月28日㈮・保谷保健福祉総合センター
５月31日㈬・田無総合福祉センター
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

a�４月20日㈭・27日㈭、	
５月11日㈭・25日㈭
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op042－438－4037� 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。

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。

５月９日㈫午前10時～11時30分
保谷保健福祉総合センター

市内在住で立位がとれる方／各20人
前日までに電話予約
※７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）。５月26日㈮午前10時～11時30分

田無総合福祉センター

栄養相談
【管理栄養士による相談】

５月19日㈮午後１時～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
５月16日㈫までに電話予約

５月24日㈬午前９時～９時45分
田無総合福祉センター ５月19日㈮までに電話予約

ボディケア講座〜腰痛予防〜
【理学療法士による、腰痛予防に関する話と自宅
でできる体操】

５月10日㈬午後１時～２時
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人 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】

５月10日㈬午後２時15分～３時15分・
18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 前日までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
〜初めて父親・母親になる方のための教室〜
【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんのいる生活、父
親の役割・育児参加方法など】

第２コース：５月12日㈮・27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）
30組

対象出産予定月
８月・９月

はがき・Ｅメール
（記入例参照）
m fami-boshi＠city.
nishitokyo.lg.jp

申込期間（消印有効）
４月28日㈮まで

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

16日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

永田外科胃腸内科
南町４－12－６
p042－465－8530

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

23日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

ひばりヶ丘北口駅前クリニック
ひばりが丘北３－３－30　
エクレールひばり１階
p042－439－4976

29日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後５時まで

p042－465－0700

大野医院
柳沢１－４－26
p042－461－8702

30日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

田村医院
田無町７－３－17
p042－461－8441

　※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

16日
畑中歯科医院
東町５－９－３　シャトー本多A号
p042－423－8249

23日
神田歯科医院
緑町３－５－30
p042－466－3234

29日
ウエダ歯科
柳沢２－３－13－105
p042－466－5454

川島歯科クリニック
ひばりが丘北４－４－16　
ラークヒルズ壱番館104
p042－421－5490

30日
佐野歯科医院
富士町４－19－11川本ビル２階
p042－468－7648

しげる歯科
向台町５－１－１
p042－467－1107

記入例
【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「ファミリー学級」申込
①希望のコース番号
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日・年齢
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥パパの参加予定日　（例）両日・２日目のみ

はがき・Eメール

第１回健康セミナー

　ご自身の体力を再確認し、今後の健
康・体力づくり、そして生活習慣を見
直しませんか。
a５月１日㈪午後１時～２時30分
bきらっと
c体力測定と測定結果を基に体づく
りのアドバイス
d50歳以上の普段運動をしない方・

体力に自信のない方
e30人（申込順）
i４月17日㈪から、直接または電話で
スポーツセンター・総合体育館・きらっ
との窓口へ
jきらっとp042－451－0555
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

■「西東京市健康事業ガイド（平成29年度版）」を配布
　４月１日号と同時配布しました。特定健診・がん検診などの年間予定や、健康に関
する教室などのご案内を掲載しています。皆さんの健康づくりにぜひご活用ください。

■締切間近�乳がん・子宮頸
けい
がん検診申込

　乳がん検診は各医療機関の受入人数に
限りがありますので、ご希望の医療機関
がある場合は、ぜひ今回お申し込みくだ
さい。子宮頸がん検診もこの時期の申込
がお勧めです。

■成人歯科健診の申込受付開始
d18歳以上の方
※30・35・40・45・50・55・60・
65・70・75歳の方（平成30年３月31
日時点）は申込不要（５月中旬に受診券を
送付予定）

□申込期限　４月21日㈮（消印有効）
iはがき・窓口・電子申請（市kから）　※いずれも詳細は、健康事業ガイド（29年度版）・
市kをご覧ください。	 ◆健康課op042－438－4021

健 康 ガ イ ド

■地域活動栄養士会
　食のボランティアとして地域の健康づくりを一緒に推進しませんか。
a月３回程度　午前10時～正午
b田無総合福祉センター
c男性料理グループの講師・定例会・
研修会など

d市内在住で栄養士・管理栄養士の資
格を有する65歳ぐらいまでの方
i随時、電話で受付
◆健康課op042－438－4037

「体力測定をして自分の体力を知ろう」
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■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　４月19日㈬午前８時30分（★印は、４月５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
４月25日㈫、26日㈬、５月９日㈫午前９時～正午
※５月９日㈫は人権・身の上相談を兼ねる

o
５月２日㈫、９日㈫午後１時30分～４時30分
※４月27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 ★５月	９日㈫
午前９時～正午

o ★４月27日㈭

交通事故相談 n 　５月10日㈬
午後１時30分～４時

o ★４月26日㈬

税務相談
n 　４月28日㈮

午後１時30分～４時30分

o
　　	４月21日㈮、
　５月19日㈮

不動産相談 n 　５月18日㈭
o 　５月11日㈭

登記相談 n 　５月11日㈭
o 　５月18日㈭

表示登記相談 n 　５月11日㈭
o 　５月18日㈭

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o 　５月	８日㈪

行政相談 o 　５月25日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★５月12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

多摩六都科学館ナビ

a５月13日㈯午後５時10分～６時40分
d小学３年生以上
e180人
f真鍋	真さん

（国立科学博物館）
g入館料	大人500円
※高校生以下の参加者は入館料無料

i５月１日㈪（必着）までに、jのkから

またははがきでイベント名・住所・氏
ふり

名
がな

・年齢（学年）・電話番号をjへ
j多摩六都科学館p042－469－6100・
〒188－0014芝久保町５－10－64
※月曜日休館

　大型映像「大英自然史博物館」で登場する古生物たちについて、学術的に分かっ
てきたことや今後の課題を徹底解説。この番組では紹介しきれなかった収蔵庫に
眠るコレクションの中から、国立科学博物館で開催中の「大英自然史博物館展」で
紹介されている標本など、分かりやすくご紹介します。

ロクトサイエンスレクチャー  マナベ博士の最新恐竜学

障害者水泳教室
毎月第４㈯	午後２時～３時30分
（７・８月を除く）
スポーツセンター

　水の抵抗や浮力を感じながら、体力
維持・向上を楽しく目指します。
d高校生以上で、市内在住・在学また
は市内の障害者作業所などに通所して
いる障害のある方
※参加条件など詳細はjへ
e20人（申込多数の場合は抽選）
i４月19日㈬までにjへ
jMTNT共同事業体p042－425－
0505・l042－425－0606
◆障害福祉課op042－438－4033

子ども読書の日 
記念春のおはなし会
４月23日㈰	午前11時
谷戸図書館　※当日、直接会場へ

d３歳以上（３歳未満は保護者同伴に
て可）
c絵本の読み聞かせ・紙芝居の実演など

◆谷戸図書館p042－421－4545

「ざつがみばっぐ」をつくろう ！
４月28日㈮	午後１時30分～４時
エコプラザ西東京
d市内在住・在勤・在学の中学生以上
e18人（申込多数の場合は抽選）
h赤ボールペン・新聞紙２枚（自前の
新聞紙を使用する場合）
i4月17日㈪午前９時～21日㈮に電
話で下記へ
◆ごみ減量推進課p042－438－4043

〜GW特別企画〜
Fun☆スポーツフェスタ
５月７日㈰	午前10時～午後４時30分
きらっと
　子どもから大人まで楽しめる「ダブ
ルダッチ」や障害の有無に関係なく、
みんなで楽しめる「ボッチャ」など、い
ろいろなスポーツを体験しよう！！	
c①ボッチャ体験教室：午前10時～
正午　②ダブルダッチ体験会＆パ
フォーマンス：午後１時30分～２時
45分　③スラックライン・ボッチャ・
スポーツ車いす体験など：午後１時30
分～４時30分
h室内シューズ
□受付（当日）　①９時30分　②・③随時
※詳細はスポナビkをご覧ください。
jきらっとp042－451－0555
◆スポーツ振興課o p042－438－4081

エコ笑い！タオルを使って
健康になろう！
５月14日㈰	午後１時～２時30分
エコプラザ西東京

c�●お笑い芸人兼ストレッチインス
トラクター（ボウリングシャツ）に
よるエコ笑い漫才ライブ

●	不用になったタオルで初心者でもで
きる簡単なアロマストレッチ
d市内在住・在勤・在学の立位可能な
18歳以上の方（６歳以上小学生以下は
保護者同伴）
※子どもは漫才ライブ鑑賞のみ参加可
e大人15人・子ども10人（申込順）
h不用になったタオル（長め）・飲み物・
汗拭きタオル・ヨガマット（あれば）・
動きやすい服装
i４月18日㈫午前９時から電話・ファ
クス・Eメールで、住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京p042－421－
8585・l042－ 421－ 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課p042－438－4042

介護支援ボランティア
ポイント制度登録説明会
５月16日㈫	富士町福祉会館
　　18日㈭	田無総合福祉センター
　　23日㈫	新町福祉会館
午後２時～３時30分
　市内在住の60歳以上の方が、登録
後に指定された活動に参加するとポイ
ントがたまり、翌年度に換金できる制
度です（上限6,000円）。
h免許証または保険証・認め印
i各説明会前日までに、電話・ファク
ス・Eメールで住所・氏名・電話番号・
生年月日をjへ
j西東京市地域サポート「りんく」
p042－497－4163・l042－497
－4164・m seikatsu@n-csw.or.jp
◆高齢者支援課op042－438－4029

詩吟教室

第１・３㈮	
午後１時～３時（５月19日開始）
老人福祉センター

　４月１日号７面「各種教室	参加者募
集」の記事において、掲載漏れがあり
ました。条件・申込方法など詳細は、
前号をご覧ください。
□申込期間　４月17日㈪～21日㈮
j社会福祉協議会p042－438－3773
◆高齢者支援課op042－438－4029

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

家内労働委託状況届は４月30日まで

　家内労働者へ仕事（内職など）を委託し
ている事業主の方は、毎年４月１日現在
の家内労働者数などについて「委託状況
届」を労働基準監督署に提出することが
義務付けられています。４月30日まで
に忘れずに提出してください。
j東京労働局労働基準部賃金課
　p03－3512－1614

農と食の体験塾「大豆編」 塾生募集

　東大生態調和農学機構（旧東大農場）で
大豆を栽培し、講義を通して「生態調和
型農業」「東京在来大豆」「多様な市民が集
える場としての農のあり方」などについ
て考えます。
a・c５月30日㈫の初回オリエンテー
ションおよび平日10回程度の農作業・
講義（予定）
b東大生態調和農学機構（旧東大農場）
d18歳以上で全日参加できる方（農作業
経験不問）
e30人（申込多数の場合は抽選）

g3,000円
i５月20日㈯（必着）までに、jのkから

またははがきで「農と食の体験塾」・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・Eメール
アドレスをjへ
j多摩六都科学館p042－469－6100・
〒188－0014芝久保町５－10－64

みんなのパソコン教室(５月)

①無料体験	２日㈫午後１時～４時
②パソコン入門（全４回）11㈭・12～26
日の㈮午前
③ワード初級（全４回）９～30日の㈫午前
④エクセル初級（全４回）９～30日の㈫午後
⑤活用講座（月４回）	11㈭・12～26日
㈮の午後（インターネット・デジカメなど）
※⑤は詳細資料をご請求ください。
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p042－425
－6611・〒202－0021東伏見６－１－36

西東京市消防団新体制
　４月１日に団長・副団長、12個分団の正副分団長が任命されました。佐藤消防
団長を中心に、地域防災のリーダーとして市民の生命と財産を守るため、火災や
水害の災害出場に加え、多種多様な訓練、地域警戒や警護などを行っていきます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。	◆危機管理室op042－438－4010
【西東京市消防団（敬称略）】
□本部　◇団長　佐藤	満雄　◇副団長　柏木	勝、原	智仁、保谷	和治
□分団（◎分団長、○副分団長）
　第１	◎肥沼	徳太					○井口	伸一
　第２	◎秋元	宏道					○土方	功
　第３	◎濱野	人行					○大賀	邦雄
　第４	◎鵜野	純一					○三原	大介
　第５	◎冨田	信頼					○並木	一也
　第６	◎海老澤	文彦		○櫻井	篤史

　第	７	◎澤畠	和雄				○野口	祐樹
　第	８	◎加藤	広実				○本橋	誉士
　第	９	◎髙橋	智宏				○髙田	敏夫
　第10	◎都築	栄							○大澤	明敏
　第11	◎秋本	一道				○鈴木	一秋
　第12	◎原山	慎一				○鈴木	勝也
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□年会費会員（年会費＋会員料金）
大人（高校生以上）3,600円、子ども（幼児〜中学生）1,800円、家族4,800円（５人まで）
□エキスパート会員（全通常プログラム参加費が無料）
登録料1,500円（初回のみ）と年会費（大人１万8,000円・子ども１万2,000円）
□WASEDA＆ココスポ東伏見「しゃきしゃき教室プレミアム」今年度より導入開始！
〜運動と栄養で筋力・能力アップ！〜
※詳細はjへお問い合わせください。
i・jココスポ東伏見（東伏見ふれあいプラザ内）p042－452－3446
※月曜日・年末年始休館（月曜日が祝日の場合は祝日明けが休館）
◆スポーツ振興課op042－438－4081

通常プログラム 日時 対象 会員料金（１回）
トータルフィットネス 月４回㈪正午 大人 500円

親子リトミック 月４回
㈫

午前９時20分 ２歳児と保護者
親子600円

午前10時20分 ３歳児と保護者
セルフケア 月１回㈫午後１時30分 大人 300円
キッズベリーダンス 毎週㈬午後３時30分 年少児〜小学生 500円
ヒップホップダンス 毎週㈬午後４時40分 年中児〜小学生 500円
フラダンス 月４回㈭午前10時30分 大人 500円
健康体操 毎週㈭午後１時30分 大人 100円
ヨガ 毎週㈮午前10時 大人 500円
親子３B体操 月３回㈮午前11時10分 ２・３歳児と保護者 親子600円
わくわくバスケ 毎週㈮午後７時 小学３年生〜中学生 200円（会員のみ）

スポンジテニス 毎週㈮午後７時 小学生以上 大人600円
（子ども半額）

バトンポンポン 月２回㈯午後１時 年中児〜中学生 400円

空手道教室 月４回㈯午後３時 年中児以上 大人・親子600円 
子ども・70歳以上半額

パントマイム 月２回㈰午前10時30分 年中児以上 500円
障害者スポーツ 月１回㈰または㈷ 知的・身体障害児・者 100円
※特別プログラム：KKバスケ塾・女子サッカー・フィジカルクラス・キッズチア
※時間など変更する場合あり。毎月のスケジュール表（jで配布）でご確認ください。

総合型地域スポーツクラブ

「ココスポ東伏見」会員・教室参加者募集

　認知症サポーターとは、認知症を正し
く理解し、地域で生活している認知症の
方や家族を見守り、自分でできる範囲で
支援する方のことです。認知症とは何か、
基本的なところから学んでみませんか。
a・b右表参照
※いずれも午後２時〜３時30分
d市内在住・在勤で、当講座を受講し
たことのない方
※詳細は、随時市報でお知らせします。
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

日程 場所
 ５月27日㈯ 谷戸公民館

 ７月 １日㈯ 柳沢公民館

 ８月 ５日㈯ 西原総合教育施設

 ９月16日㈯ 田無公民館

10月21日㈯ 防災センター

12月 ２日㈯ 田無総合福祉センター

 １月27日㈯ 住吉会館ルピナス

 ３月 ３日㈯ 保谷駅前公民館

認知症サポーター養成講座 年間予定 おうち起業家のための
ブランディングスクール
　「ハンサムMama」では、子育てしなが
ら理想の働き方を実現するため、創業や
就労のセミナーを段階別に行っていま
す。ブランディングスクールでは、小さく

始めて大きく育てる自宅での起業につ
いて学びます。家庭を大切にし、リスク
を最小限にしながらも、利益を上げ、事
業を継続するための基礎力を養います。

a午前10時〜正午　g1,500円（３回分） 別途保育料：子ども１人１回300円
iハンサム・ママ専用kから　◆産業振興課op042－438－4041

全３回連続セミナー（※単発受講不可。有料保育サービスあり）
回 日程 内容 場所
１ ５月 ９日㈫ 小さく始めて大きく育てる　『起業の種』の見つけ方 防災センター
２ 16日㈫ お客さんに「ほしい！」と思わせる　商品の作り方 保谷庁舎４階
３ 23日㈫ 始める前に作ろう！　お客さんが集まる仕組み 防災センター

女性の働き方サポート推進事業「ハンサムMamaプロジェクト」

外国人のためのリレー専門家相談会
通訳ボランティア募集

　文化・習慣の違いなどからさまざま
な問題に直面する外国人住民がいます。
　この相談会は、都内約20カ所を１年
かけてリレーするもので、本市は８月
26日㈯に実施予定です。当日、弁護
士などの専門家との間に立って通訳を
してくださる方を募集します（総合防
災訓練での通訳協力などもご案内しま
すので、可能な範囲でご協力ください）。
d市内在住・在勤・在学で、各種専門
家との通訳ができ、研修会と相談会に
参加できる方（国籍・言語不問）
i５月８日㈪までに、はがき・Eメー
ルで、件名「29通訳ボランティア」・住
所・氏名・電話番号とファクスの有無・
Eメールアドレス・通訳ができる言語を、
〒202－8555市役所文化振興課へ
◆文化振興課op042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

「留学生ホームビジット」
受け入れ家庭 募集

　周辺地域に住む留学生が皆さんのご
家庭に半日お邪魔します。日本での暮
らしなどについて、彼らと交流して異
文化を身近に感じてみませんか。
□説明会
a５月13日㈯・14日㈰のいずれか午
前11時〜正午
b田無庁舎２階　※当日、直接会場へ
d説明会に参加可能で、家族構成が２
人以上の家庭（参加できない場合は事
前にjへ）
□ホームビジット当日
a・b６月18日㈰・イングビル
留学生と対面…午前11時
各家庭滞在…午後５時ごろまで

i・j多文化共生センターp042－
461－0381・mhomevisit@nimic.jp
◆文化振興課o
　p042－438－4040

「第17回消費生活展」
実行委員募集

　くらしに関わるさまざまなテーマを
取り上げる「消費生活展」は、市民の皆
さんにより組織された実行委員会が、
企画・準備・運営などを行います。実
行委員としてご参加くださる方は、下
記にご出席ください。
□第１回実行委員会
a５月９日㈫午前10時〜正午
b消費者センター分館　
※当日、直接会場へ
※第１回会議に出席できず、実行委員
会への参加を希望する方はお問い合わ
せください（実行委員会は毎月第２火
曜日に開催）。
◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

第17回 西東京市民文化祭
参加者募集および実行委員会総会・部会

　今年の市民文化祭は10月21日㈯〜
11月15日㈬に開催する予定です。
　参加団体の代表者などによる実行委
員会を組織し、企画運営しますので、参
加希望団体は、必ず下記の総会当日に
会場でお申し込みください。その後の
総会・部会への参加も必須となります。
□総会・部会
a・b５月20日㈯・西東京市民会館
参加申込：午後１時〜１時50分
総会：午後２時〜３時
第１回各部会：総会終了後〜午後４時
d個人…市内在住・在勤・在学の方
団体…市内で活動しており、会員の半
数以上が市内在住・在勤・在学　
◆文化振興課op042－438－4040

※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。

伝言板
みんなの

春 新しいことを始めよう！

　「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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415
人口と世帯
総人口 20万98人

（＋471）
平成29年４月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口 ／20万     98人（＋471） 人口 ／3,976人
男 ／ 9万7,627人（＋165） 男 ／1,993人
女 ／10万2,471人（＋306） 女 ／1,983人

世帯 ／  9万5,145 （＋549） 世帯 ／2,336

地 域 の 見 守 り 活 動 ・ 子 ど も の 安 全 対 策

　平成29年３月31日、西東京市の人口が20万人を超
えました。これを記念してセレモニーを開催します。
a４月27日㈭午後１時　b田無庁舎２階ロビー
◆企画政策課np042－460－9800

市では、地域の皆さんにご協力いただきながら、住み続けたいまちを目指してさまざまな活動に取り組み、犯罪の未然防止を図っています。
今回、市の主な取組や気軽にできる防犯活動をご紹介します。市民の皆さんも地域防犯の担い手として、安全・安心なまちづくりにご協力ください。

　犯罪者の目に地域の防犯力を見せることは、犯罪の機会を与
えないことにつながります。ぜひ皆さんもご協力ください。
●目立つ色のベストを着用したり、大きな声で登下校中の児童
などに声掛けをしたりすることで、周囲に防犯活動をしている
ことを知らせる　●挨

あい

拶
さつ

運動や見守り活動の際に、立つ場所や
人数を工夫して、どの方向からでも見えるようにする　●犬の
散歩やジョギング、花壇の水やりなど、日常の行動に防犯（見守り活動や挨拶運
動など）をプラスする（誰でも簡単に継続した防犯活動ができます）

　市内で防犯活動を行う登録団体に対して、防犯活動経費（防犯資器材等購入�
費など）の２分の１を交付しています（各団体上限20万円）。
d構成員の８割以上が市内在住で、役員および会則・規約などを定めている５
人以上の団体

◆教育企画課op042－438－4070・4071

◆危機管理室op042－438－4010

青色防犯パトロール
　子どもに対する声掛け事案や犯罪被
害の防止に向けて、平日午後１時15
分～５時15分の間、市立小学校周辺
を中心に市内全域をパトロールしてい
ます。青色回転灯を装備し白黒に塗装
された車両で注意喚起を行うことで、
地域の皆さん
だけでなく犯
罪者の目にも
留まりやすく
しています。

地域合同パトロール
　毎年、春のゴールデンウイークと秋
の全国地域安全運動期間中に、田無警
察署や防犯活動協力団体の皆さんと一
緒に市内の一斉パトロールを実施して
います。市内各所で一斉に行うことで
防犯意識を一層高めるとともに、犯罪
を企てている者
に対して地域の
防犯意識の高さ
を示すことがで
きます。

防犯活動の推進
　保護者や地域の方による登下校時の
パトロールなどの実施に必要な用品の
購入費を学校に対し配当しています。
　事業を開始した平成26年度から毎
年新たに３校ずつ指定校を増やし、平
成28年度は市立小学校18校のうち９
校が事業を行いました。
□主な取組例
● �ランドセル装着用
の反射材付きキー
ホルダーを作成。
該当校の児童であ
る目印にもなり、
見守り時に声掛け
しやすいよう地域

の方々にも周知
●�保護者などが見守り活動を実施して
いることが一目で分かるよう、校名入
りのビブスを作成し登下校時に活用

通学路合同安全点検
　市立小学校では、教員・保護者など
の学校関係者、警察署、道路管理者、
教育委員会事務局職員で通学路の合同
点検をしており、その中で抽出された
危険箇所について、具体的な対策を協
議し状況に応じた安全対策を順次実施
しています。
　また、学校や警察署による児童への
交通安全指導や、地域の方々のご協力
による見守りや声掛けを通じて、通学
路における安全確保に努めています。

　児童の安全確保と地域の見守り活動の補完を目的として、保護者や地域の
皆さんと連携し、平成29年度中に全市立小学校通学路へ防犯カメラを設置
します（１校当たり５台）。
　平成28年度は11校（田無・保谷第一・保谷第二・谷戸・碧山・栄・谷戸
第二・東・柳沢・住吉・けやき）の通学路に設置しました。今年度は７校（保
谷・東伏見・中原・向台・芝久保・上向台・本町）の通学路に設置予定です。
　防犯カメラは24時間稼働するため、小学校児童の安全確保だけでなく、
地域の防犯にも役立てていきます。

　　周知看板　　
　防犯効果を高める
ため、防犯カメラの
存在を周知する看板
を、カメラ１台に対
し３枚程度掲出して
います。

安全・安心なまちを目指して

ランドセル用キーホルダー

すぐにできる「見せる防犯活動」

防犯活動団体にご登録を 〜活動経費の一部を補助します〜
　今から4,000～5,000年前の縄文時代のムラの跡が下野谷遺跡公園（東伏見）の
地下に保存されています。平成27年に国史跡に指定された下野谷遺跡について、
たくさんの方に知っていただけるよう、新しい取組が始まります。
� ◆社会教育課op042－438－4079
❖VR（バーチャルリアリティ）運用開始！
　縄文時代のしたのやムラの様子を再現したア
プリ「VR下野谷縄文ミュージアム」がついに完成
しました。クイズや解説、３DCG（立体画像）
の出土土器を360度から見ることもできます。
□アプリダウンロード（無料）
市kからダウンロードページへ進めます（Google�
Play・App�Storeにて、４月24日㈪からダウン
ロード開始。通信費は自己負担）。
❖地元商店がモチーフ商品を考案！
　東伏見・西武柳沢駅周辺商店が、下野谷遺跡の公式キャラ
クター・したのやムラの「しーた」と「のーや」や縄文モチーフ
の商品を作りました。お店のこだわりが詰まった商品になっ
ています。各店舗へぜひお立ち寄りください。

※在庫など詳細は、各店舗へお問い合わせください。
❖毎年好評　縄文のムラで春風と遊ぼう！
a５月21日㈰午前10時～午後３時　
b下野谷遺跡公園�※雨天中止
cしーた・のーやの絵を描いたたこ揚げ体験や下野谷
遺跡のVR体験ができるタブレット貸出・解説など

※先着30人に、好きな絵が描けるたこをプレゼント

下野谷遺跡を知ろう！楽しもう！

アプリ内の「縄文バーチャル探索」は下
野谷遺跡公園で見ることができます。

のーやしーた
ⓒT&K／西東京市

商品 店名 住所 電話番号
木のスマホスピーカー
(組立キット)

Nishitokyo
CRAFT�BASE 富士町４－５－15 042－461－4943

しーたパン・のーやパン パンステージ�マイ 富士町３－４－12 042－450－5031
「しーた・のーや」
コインケース

手創りかばん工房
クラクフ 保谷町３－10－16 042－461－0752

したのや遺跡マドレーヌ Biscuitta 保谷町３－26－19 042－452－1616
したのやクッキー 石窯パン工房ウーノ 柳沢６－４－３－105 042－452－6565

　営業所以外の場所での契約であれば
クーリングオフや取消が可能な場合もあ
りますが、弁護士相談でも「このケース
では相手事業者と連絡が取れない以上、
解約・返金交渉は難しい」とのことでした。
　売れないと諦めていた土地を「周辺で
新幹線や高速道路の建設計画がある」「老
人ホームや災害被災者受け入れ施設の土
地を探している」など巧みなトークで売
却を勧誘するケースが多いようです。
　被害に遭わないためには、所有してい
る土地の自治体や宅地建物取引業協会な
どで、実際の価値や周辺の土地の状況に
ついて調べることも有効です。
　土地を売る準備と称し、整地・測量・
広告料を請求する業者もいます。詳細は
下記へお問い合わせください。
◆消費者センターop042－425－4040

　数十年前に購入した地方の山林
の処分に困っていたところ、「太

陽光発電に利用するため、あなたの土地
を高く買いたがっている人がいる」との
文書が届き、連絡をして訪問を受けた。
「当社が高額で買い取って転売する。そ
の売却に掛かる税金対策のため、別の土
地と交換する形にした方がよい」と勧めら
れ、契約書を交わし100万円を支払った。
その後、業者と連絡が取れなくなった。

　この事例は値上がりの見込みが
ない山林や原野などを、値上がり

するかのように偽って販売する「原野商
法」の二次被害と思われます。
　契約書を確認すると、土地を「売る」契
約ではなく、新たな原野を「買う」契約を
させられていました。

原野商法の二次被害に注意！

消費生活相談

人口20万人突破 !祝

小学校通学路に防犯カメラを設置
◆教育企画課op042－438－4070
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