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平成29年12月１日号

≪西東京消防署からのお知らせ≫　してますか？ 家具類の転倒・落下・移動防止対策　早めの対策で安心・安全な住まいづくりをしましょう。

■文化芸術振興推進委員会
a12月４日㈪午後７時
b保谷庁舎別棟
c・e文化芸術振興計画ほか・５人
◆文化振興課op042－438－4040

■国民健康保険運営協議会
a12月20日㈬午後７時
b田無庁舎４階
c・e平成30年度 国民健康保険料
のあり方など・５人
◆保険年金課np042－460－9821

■子ども子育て審議会
a12月20日㈬午後７時
b田無庁舎５階
c・e公立保育園のあり方ほか・８人
◆子育て支援課op042－460－9841

傍　聴 審議会など

中等度難聴児補聴器購入費助成
　身体障害者手帳の交付対象とならない
中等度難聴児に対して、早期の補聴器装
用による言語の習得や生活能力・コミュ
ニケーション能力などの向上のため、補
聴器の購入費用の一部を助成します。
d次の全てに該当する方（所得要件あり）
● 市内に住所がある18歳未満の児童
●  身体障害者手帳（聴覚障害）交付の対象

となる聴力ではない
●  両耳の平均聴力がおおむね30dB以上で、

補聴器装用により、言語の習得など一
定の効果が期待できると医師が判断

□助成額　補聴器の購入費用と助成基準
価格（１台13万7,000円・耐用年数５年）
のうち少ない額の９割（生活保護世帯・
住民税非課税世帯は10割）
※修理代は助成対象外

補聴器の種類 助成基準価格に
含まれるもの

高度／重度難聴用
ポケット型／耳かけ型

補
聴
器
本
体（
電
池
を
含
む
）

イヤモールド耳あな型 
（レディメイド）
耳あな型 

（オーダーメイド）
骨導式ポケット型 骨導レシーバー

ヘッドバンド
骨導式眼鏡型 平面レンズ
i購入前に、申請書に医師意見書・見
積書を添付して下記へ
※詳細は、下記へお問い合わせください。
◆障害福祉課o
　p042－438－4034

わが家の耐震診断をしよう

くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断をし、
指導・助言などをします。
a・b12月16日㈯午前９時30分～午後
０時30分・保谷庁舎１階

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
e８人（申込順）　
※１人40分程度
i12月13日㈬までに
電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆住宅課op042－438－4052

生垣設置補助制度

　緑豊かな「うるおい」と「やすらぎ」のあ
るまちづくりを推進するため、道路に接
する部分の生垣設置費用を補助します。
生垣は、ブロック塀などの倒壊による災
害の発生を防ぐとともに、道行く人たち
の目を楽しませてくれます。
□生垣設置費用の補助金
30mを上限に１mにつき１万円まで

□生垣に改造する場合の既存ブロック塀
などの撤去費用の補助金
30mを上限に１mにつき6,000円まで

※詳細は、お問い合わせください。
◆みどり公園課
　p042－438－4045

防犯活動経費の一部を補助

　市内で防犯活動を行う団体に対して、
活動経費の一部を補助します。
d市に防犯活動団体として登録をして
いる団体
□補助金額　防犯資器材購入など補助対
象経費の２分の１以内で１団体20万円まで

※申請多数は、補助金額を減額調整する
場合あり
□申請期間　12月４日㈪～15日㈮
団体登録や補助金申請手続きの詳細は、
お問い合わせください。
◆危機管理室o
　p042－438－4010

市職員募集（平成30年４月１日付）

募集・その他

□試験区分　保育士Ⅰ類
□試験案内　12月１日㈮から職員課（田
無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案内・
市kで配布
i12月１日㈮～25日㈪（必着）に郵送　
※詳細は、試験案内を必ずご覧ください。
◆職員課n
　p042－460－9813

学童クラブ指導嘱託員（30年度採用）

□人数　４人程度
□試験　12月17日㈰・個別面接
□募集案内　児童青少年課（田無庁舎１
階）・市kで配布
i ● 郵送：12月７日㈭（消印有効）まで

● 持参：12月８日㈮まで

※詳細は、募集案内をご覧ください。
◆児童青少年課n
　p042－460－9843

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。
✿�㈱ワークマン西東京住吉店 様（半袖T

シャツ50枚）
◆管財課np042－460－9812

a12月３日㈰午前９時ごろ～正午
bエコプラザ西東京　
※環境保護のため徒歩・自転車での来場に
ご協力ください。
※当日、地元産の野菜の販売、茶わんのリ
サイクル、猫の里親探し・
譲渡会があります。
◆ごみ減量推進課
　p042－438－4043

資源物の無料持込回収りさいくる市
プラスチック

製品
バケツ・ポリタンク・
プランター・
かご・ごみ箱など

陶磁器食器
※ごみ資源化
市民会議主催

茶わん・皿・小鉢・湯飲み
※ガラス・花瓶・土鍋・自
作品は回収不可

都市鉱山から
つくる！
みんなの
メダル

プロジェクト
※

携帯・スマホ、電子辞書・
カーナビ、デジカメ・ビデ
オカメラ、携帯音楽（CD・
MD含む）プレーヤー、携
帯ゲーム機、ACアダプター
などのコード類

※メダルプロジェクトは、ごみ減量推進課
窓口でも随時受付

事案名　東伏見駅周辺地区まちづくり構想（案）
 ◆都市計画課op042－438－4050

策定趣旨
東京都が実施する西武新宿線の連続立体交差事業を見据え、東伏見駅周
辺をもっと住みやすく、いつまでも住み続けたいまちとしていくため、
踏切が除却された後のまちの将来を考えた構想案を取りまとめました。

閲覧方法 12月18日㈪から情報公開コーナー（両庁舎）・市k
対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 12月18日㈪～１月18日㈭（必着）

提出方法 ①持参（保谷庁舎５階）　②郵送（〒202－8555市役所都市計画課）　
③ファクス（l042－438－2022）　④市kから

パネル展
a ● 12月17日㈰午後１時～５時　 ● 19日㈫午後４時～７時　
● 20日㈬正午～３時　 ● 22日㈮午後４時～７時
b東伏見ふれあいプラザ

検討結果の公表 ２月（予定）

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を
求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。
※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

市民の皆さんの意見をお寄せください
パブリック
コメント

市民説明会・パネル展

事案名　第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画
 ◆障害福祉課op042－438－4033

策定趣旨
障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、
ライフステージを通して切れ目のない支援と共生社会の実現を目指し、
サービスの見込量およびその確保のための方策を定めるもの（平成30～
32年度）です。

閲覧方法 12月11日㈪から、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 12月11日㈪～１月10日㈬（必着）

提出方法
①持参(保谷庁舎１階）
②郵送（〒202－8555市役所障害福祉課）
③ファクス（l042－423－4321）　④市kから

説明会 12月15日㈮ ● 午前10時・田無総合福祉センター 
● 午後 ６時・保谷障害者支援センター　

検討結果の公表 ２月（予定）

事案名　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第７期）
 ◆高齢者支援課op042－438－4028

策定趣旨
市の高齢者保健福祉の考え方や施策の方向性などを具体化するための上
記計画（第７期）（平成30～32年度）」を策定するにあたり、計画素案を取
りまとめました。

閲覧方法 12月18日㈪から、情報公開コーナー（両庁舎１階）・老人福祉センター・
福祉会館・市k

対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体
提出期間 12月18日㈪～１月18日㈭（必着）

提出方法
①持参(保谷保健福祉総合センター１階）
②郵送（〒202－8555市役所高齢者支援課）
③ファクス（l042－438－2827）　④市kから

説明会
● 12月15日㈮午後２時～３時・田無総合福祉センター
● 15日㈮午後７時～８時・田無庁舎５階
● 17日㈰午後１時30分～３時・防災センター

検討結果の公表 ３月（予定）

　年末年始は粗大ごみの申込が多く、電話がつながりにくくなる
ことがありますので、ファクスやEメールをご利用ください。

◆ごみ減量推進課p042－438－4043

i粗大ごみ受付センター　
p042－421－5411・l042－421－5415・muketuke@nishitokyo-sodai.jp

区域 年内収集の申込最終日 年始申込開始日
市内全域 12月22日㈮ １月４日㈭

※12月22日㈮申込分までは年内に収集。それ以降は１月４日㈭から収集・受付を開始

□し尿の収集
区域 年末（最終日） 年始（開始日）

市内全域 12月28日㈭ １月４日㈭
□ふれあい収集

区域 年末（最終日） 年始（開始日）
市内全域 12月29日㈮ １月４日㈭

※収集日により異なります。

粗大ごみ収集の申込ほ
か


