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3㎞（1周）スタート！

10㎞・3㎞ゴール！

10㎞（3周）スタート！
1㎞スタート&ゴール！

バード
サンクチュアリ
（雑木林）

正面口

西口

つつじ山広場

ゆりの木広場

弓道場
小金井市
総合体育館

いこいの広場

たてもの
園前広場

江戸東京
たてもの園

桜の園

桜の園

蒸気機関車展示場

宿根草園

こどもの広場

小金井公園

スタート

ゴール

ソリゲレンデソリゲレンデ

コース

市役所代表番号 p042－464－1311（平日午前８時30分〜午後５時）
発行／西東京市
編集／企画部秘書広報課 〒188－8666 東京都西東京市南町5－6－13
配布／シルバー人材センター p042－425－6611（不配のお問い合せなど）

詳細はホームページで
市ホームページ	http://www.city.nishitokyo.lg.jp/
携帯電話から	 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/mobile/

開催間近！

〈開会式〉午前７時45分　〈スタート〉８時30分
a12月23日㈷　b都立小金井公園

リレーマラソン西東京市
※ランナーの募集は終了しました

皆さんの“健康”と“世代を超えた市民交流”に！ 襷
たすき

をわたしてつながろう！

大会当日は、魅力ある
特産品販売ブースが出店！
お楽しみに！みんな応援に来てね！！

※前日までに中止を決定した場合は、jのkでお知らせします。
j上記参照

ロードレース大会西東京市
第18回

参加者募集！ 毎年恒例のロードレース大会です。 障害の有無・市内外を問わず参加できます。
たくさんのご応募をお待ちしています。

3km
コース

午前10時45分
スタート

気軽にチャレンジ！

対象：中学生以上 

〈開会式〉 午前8時30分 総合体育館
※前日までに中止を決定した場合は、jのkでお知らせします。

a2月11日㈷
b田無市民公園と
　その周辺

雨天決行
積雪中止

□大会要項・申込書 配布場所
●jまたは市k　 ● スポーツ振興課（保谷庁舎３階）
● スポーツセンター  ● きらっと  ● 総合体育館

□参加費 ※中止の場合も返金しません。
● 一般・壮年2,000円　●高校生1,000円
● 中学生以下・親子（１組）500円

前回参加した
ランナーの感想

家の前を通るコースなので知り合
いの方の応援もあって頑張れまし
た。来年も頑張ります！

（30代 男性）

10km
コース 午前9時スタート

日頃の成果を試してみよう！

対象：高校生以上1km
コース

午前11時45分
スタート

親子で元気に楽しく！！

対象：小学生 & 親子(小学生と保護者)

気候が良く走りやすかったです。去年は３㎞、
その前は10㎞を走りました。若い方にはま
だまだ負けていられないです！ 来年も走り
たいです！　　　　　　　　  （40代 男性）

前回参加したランナーの感想

各
種
目
の
１
～
３
位
は

メ
ダ
ル
と
賞
状
が

も
ら
え
る
よ
！

□申込方法 ※必ず大会要項をご覧ください 12月１日㈮～15日㈮に
申込書をＥメールに添付または持参（要返信はがき62円）、
または往復はがきで住所・氏名・生年月日・年齢・性別・電話
番号・種目番号（①～⑬）・持ちタイム（分かる方のみキロ・分・
秒）・所属または学校名（該当者のみ）・保護者の署名・承認印

（中学生以下）を明記し郵送（当日の参加受付なし）

※種目⑬は、親子両方の氏名を記入　
※参加費は、当選通知到着後、jへ持参・郵便振替・ 
　現金書留で郵送（参加費未納者は参加不可）　
※各定員になり次第、受付終了
※期間外の申込は無効　

jへ

地
元
を

  

走
ろ
う
！

i・j p042－425－7055
〒202－0013中町１－５－１スポーツセンター内
mnishitokyotaikyo@atbb.ne.jp
※午前９時〜午後４時　㈯・㈰・㈷・第１㈫・年末年始を除く

NPO法人 西東京市体育協会

◆スポーツ振興課op042－438－4081

No.305
平成25年（2013）

5 1
No.421
平成29年（2017）

12 1

エフエム放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！ この面の内容は、12月１日㈮・５日㈫・14日㈭の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

主な内容
パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト � �3
粗 大 ご み 収 集 の 申 込 � �3
西 東 京 市 の 財 政 状 況 � �4・5
第４次行財政改革大綱 � �6
平成28年度総合計画事業 � �6

※種目によりコースが異なります。
コース紹介 目標・目的に合わせて3コース！

「いこいーな」
ⓒシンエイ／西東京市

①一般男子 ②一般女子 ③壮年男子 ④壮年女子10㎞
3㎞ ⑤一般男子 ⑥一般女子 ⑦中学生男子 ⑧中学生女子 ⑨壮年男子 ⑩壮年女子□種目　※一般：高校生以上　壮年：50歳以上

1㎞ ⑪小学生男子 ⑫小学生女子 ⑬親子（小学生と保護者）

全ランナーの
タイムを

正確に計測します！

自
転
車
歩
行
者
道
を

走
る
と
気
持
ち
い
い
ね
！
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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

証明書コンビニ交付サービス停止

届け出・税・年金な
ど

　東京都の庁舎電気設備点検に伴い、マ
イナンバーカードを利用した証明書コン
ビニ交付サービスが下記の日程で停止し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
※停止日程は変更になる場合があります
ので、最新の情報は市kをご覧ください。
a・b12月23日㈷・市内外の全店舗
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a12月９日㈯・10日㈰午前９時～午後
４時
bいずれも田無庁舎のみ

●市税…納税課（４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（２階）
c市税・国民健康保険料の納付および
相談、納付書の再発行など

◆納税課np042－460－9832
◆保険年金課np042－460－9824

オール東京滞納STOP強化月間

　東京都と市区町村で
は、安定した税収確保
と納税義務の公平性確
保を目指して、12月を
「オール東京滞納STOP
強化月間」と位置づけ、広報や催告によ
る納税推進、差し押さえ・タイヤロック・
捜索などの滞納処分など、多様な徴収対
策に取り組みます。
　皆さんに納めていただいている貴重な
税金は、福祉・教育・都市整備など、多
様な市民サービスを提供するための重要
な財源となっています。市政を支える財
源の安定確保と、市民の皆さんの安心・
便利な納税のため、全力で環境づくりに
取り組んでいます。納期内納付と滞納の
抑制にご協力をよろしくお願いします。
◆納税課np042－460－9832

家屋を取り壊したとき

　家屋を取り壊したときは、資産税課（田
無庁舎４階）へご連絡ください。
　表題登記がなされている建物を取り壊

した場合は、不動産登記法により、所管
の法務局に滅失の登記をしてください。
j登記について…東京法務局田無出張所
　p042－461－1130
◆資産税課np042－460－9830

認定長期優良住宅の
固定資産税を減額
　次の要件を満たす住宅に係る固定資産
税を一定期間、２分の１減額します（都
市計画税を除く）。
□要件　●「長期優良住宅の普及の促進
に関する法律」に規定する認定長期優良
住宅　●平成29年１月２日～翌年１月１
日に新築された住宅　●居住部分の床面
積が50㎡（一戸建て以外の貸家住宅は40
㎡）以上280㎡以下で当該家屋の２分の１
以上　●平成30年１月31日までに、資
産税課（田無庁舎４階）に必要書類を提出
□減額範囲　居住部分の床面積120㎡まで

□減額期間
住宅の種類 減額期間

３階建て以上の準耐火
構造および耐火構造

新たに課税される
年度から７年間

上記以外 同じく５年間
□必要書類　●認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額適用申告書　●長期優
良住宅の普及の促進に関する法律施行規
則第６・９・13条に規定する通知書の
写し（認定長期優良住宅であることを証
する通知書の写し）
i市職員が家屋調査に訪問した際に、
認定長期優良住宅であることをお伝えく
ださい。手続き方法をご説明します。
◆認定長期優良住宅について…
　建築指導課op042－438－4017
◆認定長期優良住宅の新築家屋への減額に
ついて…資産税課np042－460－9830

国民年金の任意加入

□高齢任意加入　年金額を満額に近づけ
たい、受給資格期間が足りない方など、
60歳以降でも保険料を納付できます。
d国内に住む60歳以上65歳未満の方
□特例高齢任意加入　70歳までに受給
資格期間（10年）を確保できる方は保険
料を納付できます。
d国内に住む60歳以上70歳未満の方
※任意加入中に付加年金保険料を65歳
まで納付することもできます（月額400
円。国民年金基金加入者は不可）。
i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）へ
h�●口座振替…通帳・届出印・年金手帳など
● �クレジットカード払い…クレジット
カード・認め印・年金手帳など

j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411
◆保険年金課n
　p042－460－9825

平成30年度　社会教育団体・青少年
健全育成団体の認定申請
❖団体に認定されると
● �社会教育団体…市内スポーツ施設の使
用料の２分の１を減額

●�青少年健全育成団体…向台運動場・市
民公園グラウンド・芝久保運動場・健
康広場の使用料を免除

❖条件
□各団体共通　●規約・会則があり、独
立した経理・監査の機能が確立されてい
る　●団体の実績が客観的に認められる
●政治・宗教・営利を主たる活動目的と
しない　●団体の本拠が市内にある
□社会教育団体　●市内で社会教育活動
を行っている　●構成員の60％以上が
市内在住・在勤・在学者　
□青少年健全育成団体　●青少年の健全
な育成のために中学生以下の児童・生徒
を中心として構成されており、その
90％以上が市内在住者　●指導者に対
する謝礼・報酬などの支出がない
❖提出書類　●会則　●会員名簿
●�平成29年度事業報告書（申請時までの
実績でも可）・決算書（決算見込書でも可）

●平成30年度事業計画書・予算書
※決算書（決算見込書）には、会計担当者
の署名・押印（朱印）が必要
❖申請書の配布　スポーツ振興課（保谷
庁舎３階）・スポーツセンター・総合体
育館・きらっと・市k
i１月４日㈭～14日㈰に、申請書と上
記提出書類を申請書配布場所へ持参
※９日㈫は休館日のため、スポーツセン
ター・総合体育館・きらっとは受付不可
※15日以降はスポーツ振興課でのみ受付
※14日までに申請し認定を受けた団体
には、２月１日㈭から申請した窓口で認
定通知書を交付します。
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

一時保育利用登録更新

子育て・福祉

　平成30年度も一時保育の継続を希望
する方は、更新手続きが必要です。
※手続きを行わないと４月１日以降の予
約・利用ができません。
□受付期間　１月４日㈭～19日㈮
□手続きが必要な方　12月28日㈭まで
に登録した方（１月４日以降に登録する
方は手続き不要）
□提出書類　●一時保育利用登録申請書

市 連からの 絡 帳 ●児童連絡票　●食事アンケート　●食
物アレルギー生活管理指導表（食物アレ
ルギーのある児童のみ）
□配布・提出場所　一時保育実施保育�
園・保育課（田無庁舎１階）
※受付期間後は保育課でのみ受付
※更新登録証は現在使用中の同じ番号に
なります。更新した方はそのままお使い
ください。登録証を紛失した方は下記へ
ご連絡ください。
◆保育課np042－460－9842

受験生チャレンジ支援貸付事業

　学習塾などの受講料、受験料を無利子
で貸し付けることで、一定所得以下の世
帯の子どもの支援を行います。入学した
場合は、申請により返済が免除されます。
□受講料貸付限度額
中学３年生・高校３年生など…20万円
□受験料貸付限度額
中学３年生など…２万7,400円
高校３年生など…８万円
d市内在住世帯の生計中心者
※貸付には条件があります。詳細はjへ
お問い合わせください。
j社会福祉協議会p042－422－2010
◆生活福祉課op042－438－4022

介護給付費通知を11月下旬に発送

　介護保険制度に対する理解の推進およ
び事業の健全な運営のため、介護サービ
スの利用者に、介護給付費通知として
サービスの利用実績をお知らせします。
d９月に介護（予防）サービスを利用した方
◆高齢者支援課o
　p042－438－4030

障害福祉課窓口に手話通訳者配置

　各庁舎での手続き・相談などで、ぜひ
ご利用ください。
□12月・１月の配置日

日程 場所
12月13日㈬ 保谷庁舎

15日㈮ 田無庁舎
１月10日㈬ 保谷庁舎
19日㈮ 田無庁舎

※いずれも午後１時～５時
※配置日以外にも手話
通訳者の派遣を行って
います。詳細は、お問
い合わせください。
◆障害福祉課op042－438－4034
　l042－423－4321

12月は、固定資産税・都市計画税
第３期の納期です。

納付には、便利な口座振替を
◆納税課np042－460－9831

東京都施行型 都民住宅 入居者募集
　都民住宅は中堅所得者向けの賃貸住
宅で、仲介手数料・礼金・更新料が不
要です。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　80戸（抽選）
※このほか、抽選募集以外の住宅もj
のkで募集しています。
d ●都内在住　●自ら居住するため
の住宅を必要としている　●所得が定
められた基準に該当するなど

※詳細は募集案内でご確認ください。

□案内配布
a12月４日㈪～12日㈫の平日
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・出張所
※都庁・市区町村窓口・jでも配布
※申込書などは、jのkからもダウ
ンロード可（案内配布期間中のみ）
i12月15日㈮（必着）までにjへ郵送
j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センターp03－3498－8894
◆住宅課op042－438－4052

a１月８日㈷
b保谷こもれびホール成 人 式

d平成９年４月２日～翌年４月１日
に生まれ、本市に住民登録がある方
※案内状は12月上旬に発送予定です。
お手元に届かない場合は、右記へご連
絡ください。
※市外在住で参加希望の方は、12月
19日㈫までに右記へご連絡ください。
案内状を発送します。
※式典は２回に分けて行います。案内
状の回に不都合がある場合は、希望す

る回に直接ご参加ください。
※庁舎敷地内での飲酒、酒類の持ち込
み、飲酒者の入場は不可
※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課op042－438－4079

第１回
□受付　午前９時30分
□アトラクション　10時
□式典　10時15分
□対象　田無第二・ひばりが丘・田無
第三・青嵐・明保中学校の学区域在住者

第２回
□受付　午前11時30分
□アトラクション　正午
□式典　午後０時15分
□対象　田無第一・保谷・柳沢・田無
第四中学校の学区域在住者
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≪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



凡例4

平成29年12月１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

会計名 予算現額
歳入 歳出

収入支出差引額
収入済額 収入率 支出済額 執行率

一 般 会 計 733億2,341万円 706億2,938万円 96.3% 689億5,965万円 94.0% 16億6,973万円

特 別 会 計 459億3,080万円 455億5,058万円 99.2% 446億8,444万円 97.3% 8億6,614万円

国 民 健 康 保 険 227億2,279万円 227億2,130万円 100.0% 222億3,742万円 97.9% 4億8,388万円

下 水 道 事 業 30億   923万円 29億8,446万円 99.2% 29億3,995万円 97.7% 4,450万円

駐 車 場 事 業 1億5,755万円 1億5,650万円 99.3% 1億4,062万円 89.3% 1,588万円

介 護 保 険 157億   778万円 153億5,013万円 97.7% 150億5,664万円 95.9% 2億9,349万円

後 期 高 齢 者 医 療 43億3,346万円 43億3,819万円 100.1% 43億　981万円 99.5% 2,839万円

合　　　　計 1,192億5,420万円 1,161億7,996万円 97.4% 1,136億4,409万円 95.3% 25億3,587万円

西東京市の財政状況をお知らせします
平成28年度　  　決算状況　

　歳入・歳出決算額ともに過去最高となった前年度から
大幅減となりました。
　平成28年度の一般会計と各特別会計を合わせた全会計
の決算額は、右記のとおりです。
　一般会計の決算において、歳入は、景気の回復基調に
より市税が過去最高額となったものの、普通建設事業費
の大幅な減に伴う市債借入額の減のほか、地方交付税や
税連動交付金の減などにより、前年度から減となりました。
　歳出は、扶助費や人件費が増となったものの、積立金
の減や普通建設事業費が大幅に減となったことなどから、
前年度から減となりました。

平成28年度各会計の決算状況

一般会計の歳入歳出決算の状況

※歳入・歳出の（　）内の数値は、「市民１人当たり」の金額です。
　（平成29年３月31日現在の人口（20万98人）より算出）

歳　入
706億2,938万円
市民１人当たり

（35万2,974円）

市税
315億5,387万円

（15万7,692円）44.7％

市民税などの納めて
いただいた税金

その他の
自主財源
39億9,504万円

（1万9,965円）5.7％

国庫支出金　
119億2,752万円

（5万9,608円）16.9％

都支出金
86億2,200万円

（4万3,089円）12.2％

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
30億569万円

（1万5,021円）4.3％

使い方が定められている東京都
からの補助金や負担金

市債
39億6,929万円

（1万9,837円）
 5.6％

その他の
依存財源
47億8,223万円

（2万3,899円）
 6.8％

45.7％
323億673万円

（16万1,455円）
国や都などの基準や意思決
定に従い収入される財源

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

保育料などの使用料やごみ収集手
数料などの手数料、寄附金など

都市計画街路など建
設事業などのための
借入金

依存財源

54.3％
383億2,265万円

（19万1,519円）

自主財源

使い方が定められてい
ない国からの交付金

平成29年度上半期　予算執行状況

　平成29年度当初予算は、全会計合わせ
て1,166億9,827万円でしたが、９月まで
の補正予算を加味すると1,196億7,368万
円となりました。
　下半期も適正な予算の執行に努めます。

（平成29年９月30日現在の人口（20万817人）より算出）

会計名 当初予算額 補正予算額 計
歳入 歳出

収入済額 収入率 支出済額 執行率
一 般 会 計 702億2,900万円 20億9,309万円 723億2,209万円 319億   507万円 44.1% 279億   566万円 38.6%
特 別 会 計 464億6,927万円 8億8,232万円 473億5,159万円 196億5,975万円 41.5% 179億6,883万円 37.9%

国 民 健 康 保 険 227億2,222万円 4億8,391万円 232億   613万円 93億8,813万円 40.5% 90億2,531万円 38.9%
下 水 道 事 業 29億   314万円 4,450万円 29億4,764万円 12億3,604万円 41.9% 8億4,299万円 28.6%
駐 車 場 事 業 1億3,104万円 1,588万円 1億4,692万円 7,530万円 51.3% 3,997万円 27.2%
介 護 保 険 163億2,036万円 2億9,361万円 166億1,397万円 70億8,258万円 42.6% 66億3,921万円 40.0%
後 期 高 齢 者 医 療 43億9,251万円 4,442万円 44億3,693万円 18億7,771万円 42.3% 14億2,133万円 32.0%
合　　　　計 1166億9,827万円 29億7,541万円 1196億7,368万円 515億6,482万円 43.1% 458億7,449万円 38.3%

各会計の予算執行状況
（平成29年９月30日現在）

市民１人当たりの予算額
（一般会計）36万139円

市債の状況 財産の状況

※市債は、学校や公園などの公共施設を整備
するための資金を国や都などから長期的に
借り入れたものです。一時的な財政負担を
軽くし、将来利用する市民の皆さんにも負
担していただくようになっています。

※「市民１人当たり」は、平成29年９月30日
現在の人口（20万817人）を用いて計算し
ています。

区分 現在高 備考
土地 75万3,284㎡
建物 32万1,759㎡

無体財産権 ６件 商標権
出資による権利など  1億2,762万円 団体への出資金など

物品 839点 購入価格50万円以上の備品
債権 0円 生活つなぎ資金貸付金
基金 78億1,355万円 財政調整基金など全17基金

（平成29年９月30日現在）

合　計
608億3,642万円

市民1人当たり
（30万2,945円）

一般会計
529億6,267万円

下水道事業特別会計
78億7,375万円

歳　出
689億5,965万円
市民１人当たり

（34万4,629円）

〈民生費〉
社会福祉費
146億6,398万円

（7万3,284円）
21.3%

高齢者や障害者への
福祉サービスやその
他の福祉のために

行政運営やコミュ
ニティの推進など
のために

〈民生費〉
児童福祉費
134億360万円

（6万6,985円）
19.4%〈民生費〉

生活保護費
76億9,982万円

（3万8,480円）
11.2%

生活保護のために
357億6,741万円

（17万8,749円）
51.9％

52億9,131万円
（2万6,444円）
7.7%

63億8,893万円
（3万1,929円）
　9.3%

福祉サービスの
提供のために

子どもの福祉の
ために

教育やスポーツ
の充実のために

工
事
中

民生費

土木費

総務費

道路や公園などを
整備するために

47億4,627万円
（2万3,720円）
 6.9%

ごみ収集や健康の
ために

64億8,482万円
（3万2,408円）
9.4%

公債費

61億7,154万円
（3万843円）
8.9%

さんすう

教育費

借入金の返済の
ために

衛生費

議会運営や農商工業
の発展、防災対策など
のために

41億 937万円
（2万537円）
   6.0%

その他

　市税が過去最高額となったものの、市債の減などにより、
前年度より減となりました。歳入 　教育費が大幅に減少したものの、民生費が引き続き増加し、

公債費が一時的に増加しました。歳出

（平成29年９月30日現在）

繰入金
27億7,374万円

（1万3,862円）3.9％

基金（市の貯金）から繰り
入れたお金
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Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は、市kをご覧ください。　◆秘書広報課n

　市の財政がどうなっているのか、皆さんに納めていただいた市税などがどのように使われたのかを知っていただくために、毎年６月と12月に財政状況を公表しています。
　平成28年度決算の詳細は、市kの『決算の概要』および『財政白書』をご覧ください。
※各表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計額が総合計額と一致しない場合があります。	 ◆財政課np042－460－9802

平成28年度決算と平成29年度上半期予算執行の状況

平成28年度　  　決算状況　
市債の状況

　市債の平成28年度末現在高は、一般会計は、前年度末から20億2,872万円減とな
りました。特別会計は、前年度末から７億4,484万円減となり、市全体では前年度末
から27億7,356万円減の637億5,035万円となりました。これは、臨時財政対策債
の元金償還額の増などにより、一般会計、特別会計ともに借入額が元金償還額を下回っ
たためです。
　今後は、一般会計では平成30年度に、総合計画（実施計画）に基づく事業のうち、（仮
称）第10中学校整備事業・中原小学校校舎等建替事業・小学校特別教室空調設備整備
事業などを実施する見込みのため、一時的に増加する予定です。
　なお、元利償還金などの負担が市の財政規模に対して適正かどうかを把握するため
の指標である公債費比率は6.3％、実質公債費比率は△0.2％となっており、いずれ
も適正な水準を保っています。

　一般会計、特別会計ともに借入額が元金償還額を
下回ったため、市全体の市債現在高が減少しました。

会計名 平成27年度末
現在高(A)

平成28年度
借入額(B)

平成28年度
元金償還額(C)

 平成28年度末現在高
（A）＋（B）−（C）

一 般 会 計 574億6,711万円 39億6,929万円 59億9,801万円 554億3,839万円

下水道事業特別会計 90億4,231万円 3億4,140万円 10億7,175万円 83億1,196万円

駐車場事業特別会計 1,449万円 0円 1,449万円 0円 

合　　　計 665億2,391万円 43億1,069万円 70億8,426万円 637億5,035万円

年度末市債現在高の推移（全会計）
億円

H24 H25 H26 H27 H28

一般会計 特別会計

0

100

200

300

400

500

600

700

800
（平成29年５月31日現在）

570 560 544 575 554

113 104 99 91 83

（平成29年５月31日現在）

　平成28年度末（平成29年３月31日現在）の基金は、前年度より６億223万円減の
90億3,045万円となりました。
　年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金は、前年度より2,876万円減の
40億3,821万円となりました。
　特定目的基金は使い道が定められている基金であり、平成28年度においてもお
のおのの目的に応じて積み立てや取り崩しを行いましたが、特にまちづくり整備基
金や地域福祉基金を多く取り崩したこともあり、特定目的基金全体の平成28年度
末現在高は、前年度より５億7,349万円減の45億4,322万円となりました。

　財政調整基金・特定目的基金ともに減少しました。

H24 H25 H26 H27 H28

億円

0

20

40

60

80

100
120

53 51 52 51

40 42 42 41

44 4 4 4

40

45

財政調整基金 特定目的基金 定額運用基金

（平成29年３月31日現在）

基金の状況

　経常収支比率は、財政構造の弾力性を示す指標です。この比率が低いほど市が自由
に使うことができる財源が多く、新たな市民ニーズに対応する余力があるといえます。
　経常収支比率は、前年度に５年ぶりに改善しましたが再び悪化に転じました。これは、
物件費や扶助費の減があったものの、補助費等や繰出金が増となった一方で、市税や
臨時財政対策債の増を、普通交付税や地方消費税交付金の減が上回ったことによります。

　前年度に比べて3.3ポイント悪化となり、
再び財政の硬直化が進みました。

※(　)内は、都内26市平均を示しており、東京都市町村普通会計決算の概要（東京都総務局）による
加重平均値を用いています。

%

75

80

85

90

95

100.0

H28H27H26H25Ｈ24

91.8
94.4

96.1

92.5
95.8

（88.2）
（91.2）（91.7） （91.0） （90.7）

西東京市 都内26市平均

経常収支比率の推移

　平成28年度国民健康保険特別会計の決算額は、歳入が227億2,130万円、歳出
が222億3,742万円となり、差し引き４億8,388万円で、形式上は黒字となりました。
しかし、国民健康保険特別会計は毎年、財源不足を一般会計からの財政支援によっ
て補

ほ
填
てん

している赤字財政で、平成28年度は18億1,000万円の支援を受けており、
かなり厳しい財政運営を強いられているのが現状です。

　共同事業交付金（52億5,728万円…23.1％）、国庫支出金（43億1,148万円…
19.0％）、国民健康保険料（42億5,391万円…18.7％）、前期高齢者交付金（41億
6,831万円…18.3％）、一般会計繰入金（28億1,230万円…12.4％）が主な財源で、
全体の91.5％を占めています。なお、一般会計繰入金の中には、赤字補填として
の財政支援分が含まれています。

　一般会計繰入金には、「法定内繰入金」と「法定外繰入金」があります。法定内繰入
金は、法で定められた保険料軽減に伴う不足財源の補填分、出産育児一時金および
運営に必要な事務的経費に充てるもので、平成28年度は10億230万円です。
　一方、法定外繰入金は、保険料の抑制などにより不足した財源を補填するために

充てるもので、平成28年度は、27年度に比べて6,000万円減の18億1,000万円と
なり、１世帯当たり1万9,000円の負担となっています。

　保険給付費（127億4,442万円…57.3％）、共同事業拠出金（51億4,440万円…
23.1％）、後期高齢者支援金等（26億996万円…11.7％）で、全体の92.1％を占め
ています。
　医療費総額は、一般被保険者・退職被保険者を合わせ152億5,985万円で、うち
保険者負担分は、111億1,162万円となっています。

　一般被保険者の加入者数は年平均4万6,939人、医療費総額は148億6,904万円、
１人当たりの医療費は年間31万7,000円、退職被保険者の加入者数は989人、医
療費総額は3億9,081万円、1人当たりの医療費は年間39万5,000円となっています。

　本市の国民健康保険事業は、医療給付費などの歳出に対応する財源の確保が難し
くなってきており、引き続き厳しい財政状況となっています。
　加入者の皆さんご自身が健康管理に努めていただくとともに、保険料の納付にご
協力をお願いします。

国民健康保険事業の現況 ◆保険年金課np042－460－9821

決算の状況

歳入

一般会計繰入金の状況

歳出

加入者の医療費状況
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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

第４次行財政改革大綱の実施状況

□第４次行財政改革大綱の財政効果額
アクションプランの実施体系 平成28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 10億8,484万２千円
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 ８億6,019万円 事務事業評価による事業の見直し／予算編成業務改革（経常経費の抑制）

受益者負担の適正化 １億6,890万８千円 検診などサービスの効果的な運用と利用者負担の適正化／利用者負担（保育料）の見直し／学童クラ
ブ育成料の見直し／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 5,574万４千円 国民健康保険特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制
下水道事業特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制

Ⅱ選択と集中による適正な行政資源の配分 6,051万８千円
行政運営内部の固定的な経費の削減 3,164万７千円 人件費の抑制（時間外勤務の縮減）／投開票事務の見直し／街路灯のLED化の推進

補助金、負担金などの適正化と財政支援団体の見直し 2,587万７千円 補助金・負担金、市単独事業の見直し／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（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 299万４千円 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 520万円
民間活力の活用促進 520万円 指定管理者制度の効果的運用（障害者総合支援センターフレンドリー、西東京いこいの森公園など）

Ⅳ安定的な自主財源の確保 ２億5,804万２千円
徴収体制の強化、徴収率の向上につながる取組の推進 ２億4,039万円 徴収率の向上（市税・国民健康保険料・介護保険料・保育料）
市有財産の有効活用による歳入の確保 712万４千円 未利用市有地などの処分・有効活用（北町六丁目市有地、ポンプ車、共用車）
新たな歳入項目の創出 1,052万８千円 公共施設財産貸付料収入の検討／有料広告掲載の検討／寄附金制度などの検討

その他 9,110万２千円 各種事務機器類の再リース
合計 14億9,970万４千円

　第４次行財政改革大綱は、平成26～35年度の10年間を計画期間として、行財政運営の自立性・持続性を確立し、必要とされるサービスを確実に提供できる体制を目指して
取り組んでいます。第４次行財政改革大綱の実施体系と、平成28年度における財政効果の概要は下表のとおりです。� ◆企画政策課np042－460－9800

　第２次総合計画は、平成26年度から10年間の計画期間を設け、市の目指すべき将来像を描き、まちづくりをさらに一歩前へ進めるために策定したものです。平成28年度の
実施計画ベースの決算額は約94億800万円でした。平成28年度における総合計画事業の主な実施状況は次のとおりです。� ◆企画政策課np042－460－9800

地域コミュニティ推進事業の 
充実

自治会・町内会などが実施する事業など
への補助を行うとともに、南部地域協力
ネットワークの設立に併せて、地域活動
団体や地域住民が連携協力して行う活動
を支援するための「地域協力ネットワー
ク補助金」を創設しました。

事業費   388万円

個人番号の開始に 
向けた取組

証明書等発行サービスの利便性向上のた
め、12月から全国のコンビニエンスス
トアにおけるマイナンバーカードによる
証明書の交付を開始しました。

事業費   1,753万円

みんなでつくるまちづくり

下保谷四丁目 
特別緑地保全事業の実施

市内に残る貴重な緑の資源である屋敷林
の保全のため、下保谷四丁目特別緑地保
全事業の取組を進めました。

事業費   ３億6,857万円

地球温暖化対策事業の 
実施

一般家庭や集合住宅における地球温暖化
対策を推進するため、「省エネルギー設
備設置助成制度」を創設しました。

事業費   461万円

環境にやさしいまちづくり

福祉会館施設の 
改修

耐震診断の結果を受け、老朽化したひば
りが丘福祉会館の耐震補強工事を実施し
ました。

事業費   5,841万円

保健・福祉・医療連携体制の 
充実

在宅療養後方支援病床確保事業を実施す
るとともに、在宅医療と介護の連携を支
援するため、在宅療養連携支援センター
「にしのわ」を開設しました。

事業費   1,711万円

笑顔で暮らすまちづくり
商店街活性化推進事業の 

充実
商店会が実施する企画提案型イベントな
どに対する支援に加え、商店会が所有す
る街路灯のLED化の促進に向けて、「特
定施策推進型商店街事業補助金」を創設
しました。

事業費   4,151万円

起業・創業支援の 
充実

創業支援ネットワークと連携した特定創
業支援事業を推進し、特定創業に対する
資金融資制度を創設するとともに、新た
に女性の働き方サポート推進事業を開始
しました。

事業費   1,076万円

活力と魅力あるまちづくり

待機児童対策の 
推進

小規模保育事業２施設の開設とともに、
私立認可保育園４園、小規模保育事業７
施設、事業所内保育事業１施設の平成
30年度開設に向けた準備を行いました。

事業費   ６億579万円

小・中学校校舎等 
建替事業の実施

中原小学校の建替に向けた「中原小学校
建替基本プラン」の検討や基本設計など
を実施しました。また、（仮称）第10中
学校の建設に向けた基本・実施設計およ
び校舎の外構整備工事を実施しました。

事業費   １億2,942万円

小・中学校校舎等 
大規模改造事業などの実施

小学校の児童数増加に伴う校舎増築のた
めの実施設計や老朽化した校舎の改修工
事を実施しました。また、中学校の特別
教室に空調設備を設置するための実施設
計を行いました。

事業費   ２億6,296万円

文化財の保存・ 
活用事業の充実

国指定史跡である下野谷遺跡の用地購入
やシンポジウムの開催などを実施すると
ともに、下野谷遺跡保存活用計画の策定
に向けた検討を行いました。

事業費   5,362万円

創造性の育つまちづくり ひばりヶ丘駅周辺 
まちづくりの推進

都市計画道路３・４・21号線の整備工事
を進めるとともに、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
フリー化事業や南口駅前広場のバリアフ
リー化工事を行いました。

事業費   16億2,978万円
はなバスの 

運行
民間路線バスとの競合や運行利用状況な
どの課題解消に向けて、運行ルートの見
直しを行い、第５ルートを第２ルートに
接続させて一部区間を廃止するとともに、
西武新宿線の北側を運行する第４北ルー
トを新設しました。

事業費   １億2,993万円

雨水溢
いっ

水
すい

対策事業の 
推進

道路冠水地域の改善のため、保谷町五丁
目の雨水対策工事を実施するとともに、
市内３カ所の基本設計や実施設計などを
実施しました。

事業費   １億7,916万円

民間建築物の耐震化の 
促進

特定緊急輸送道路沿道建物の耐震化を推
進したほか、新たに分譲マンションに対
する耐震改修工事などへの助成制度を創
設しました。

事業費   2,096万円

安全で快適に暮らすまちづくり

平成28年度　総合計画事業の実施状況
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Ｊ:ＣＯＭチャンネル（11Ch）のデータ放送で、西東京市の「市からのお知らせ」がご覧になれます。

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□特別相談（要申込）
中小企業診断士などが個別に、創業・経
営全般の悩みなどの相談に対応
※年内：27日㈬まで。１月10日㈬から

□西東京創業カフェ
a12月８日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業支援マネージャーのサポートに
よるグループディスカッション
e10人（申込順）
□創業資金融資あっせん制度事前診断
申込時には、当センターの経営診断を受
けて創業計画書を作成する必要がありま
す。詳細は、お問い合わせください。
i・j西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

市民公開講座

c・a
●虚血性心疾患とその治療・12月７日㈭

クリスマスコンサート

a12月８日㈮午後６時30分
cゴスペル演奏
b・j薫風会山田病院
　p042－461－0005

サラリーマンのための
確定申告休日無料相談会

a１月20日㈯・21日㈰午前10時～午
後４時
cサラリーマンを対象とした確定申告
相談（医療費控除・住宅ローン控除など）
※時間に制限がありますので、複雑な相
談は別途有償で税理士にご依頼ください。
ijのkから（事前予約制）
b・j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

●自分の頭痛を知ろう！・14日㈭
※いずれも午前10時～11時
b佐々総合病院（j広報室）
　p042－461－1535

市民公開講座

a12月16日㈯午後２時～３時
cドキドキ・ハァハァ　…不整脈…　
その時脈が飛んだ
e60人（先着順）
b西東京中央総合病院（j総務課）
　p042－464－1511

講演と医療福祉相談会

a１月13日㈯講演：午後２時～３時30分
相談会：３時30分～４時30分
b障害者総合支援センターフレンドリー
c医師の講演「人生90年時代の選択」・
病院の相談員による医療福祉相談会
e70人（申込順）
i・j田無病院p042－461－5385

予備自衛官補（一般・技能）募集

d ●一般…18歳以上34歳未満
●�技術…18歳以上で保有する技能に応
じ53歳以上55歳未満
□試験日程　４月15日前後（予定）
i12月下旬～４月上旬
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

TAMA市民塾　塾生募集

□開講期間　６カ月コース（４～９月）
b多摩交流センター
c｢色紙ではじめる日本画｣など全11講座
g3,000～6,000円
□申込期限　１月18日㈭（消印有効）
※詳細は、jのkをご覧ください。
jTAMA市民塾p042－335－0111

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ ※iマークがないものは、当日、直接会場へ

■専門相談（申込制）　※１枠30分
□申込開始　12月５日㈫午前８時30分（★印は、11月20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np042－460－9805
� 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談
n 12月14日㈭・15日㈮・21日㈭午前９時～正午

o 12月12日㈫・13日㈬・19日㈫・20日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　�１月�４日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　12月28日㈭

交通事故相談
n ★12月13日㈬

午後１時30分～４時
o 　12月27日㈬

税務相談
n 　12月�８日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　12月15日㈮

不動産相談
n ★12月21日㈭

o ★12月14日㈭

登記相談
n ★12月14日㈭

o ★12月21日㈭

表示登記相談
n ★12月14日㈭

o ★12月21日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★12月11日㈪

行政相談 n ★12月15日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　�１月12日㈮

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

無料市民相談
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
p042－438－4077

【電話相談】平日午前９時～午後５時
p042－425－4972

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【電話相談】午前９時～午後５時
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－438－4077

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
p042－439－0081

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無庁舎１階）
子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
●平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
●㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午／
　田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活保護相談
平日午前８時30分～午後５時

生活福祉課
（両庁舎１階）

生活福祉課
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談
op042－438－4023

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 相談支援

センター
（フレンドリー）

相談支援センター
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午
外国人相談 平日午前10時～午後４時／

多文化共生センター（イングビル）
多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
p042－425－4040

住宅増改築
相談

第１㈮午後１時30分～４時／奇数月：保谷庁舎
１階ロビー、偶数月：田無庁舎２階ロビー

住宅課o
p042－438－4052

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３㈮午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
p042－438－4042

確定申告の変更点
　平成29年分の確定申告から、医療
費控除を受ける際に領収書の提出の代
わりに「医療費控除の明細書」の添付が
必要となりました。明細書作成の際は、
①医療を受けた人　②病院・薬局ご
とに医療費を合計して記載します。
　明細書および申告書は国税庁kの
確定申告書等作成コーナーで作成でき
ます。
※医療費控除の領収書は自宅で５年間
保存し、税務署から求められたときは
提示または提出しなければなりません。
※平成29～31年分の確定申告は、領
収書の添付または提示によることもで
きます。
　詳細は、国税庁kをご覧ください。

申告書作成会場の開設
□開設日　２月16日㈮
　申告書の作成・相談が必要な方は、
開設日以降にご来署ください。
※開設初日は大変混み合います。
※混雑時には早めに受付を締め切るこ
とがありますので、午後４時までにお
越しください。
※申告書には、昨年に引き続きマイナ
ンバーの記載が必要です（提出時に番
号確認と身元確認を行います。便利な
マイナンバーカードの取得手続きはお
早めに！）
b・j東村山税務署
　p042－394－6811
※音声案内に従い２番を選択

西東京市動画チャンネル（YouTube）
　動画投稿サイト「YouTube」に市の公
式チャンネルを開設しています。
　市政情報やイベント情報などを発信
し、市内外の方々に市の魅力をお伝えし
ます。ぜひご覧ください。 ◆秘書広報課np042－460－9804

西東京市動画チャンネル で 検索

旬の情報を発信！市公式SNS（フェイスブック）
❖フェイスブック（Facebook）
　市内のイベントや市政情報� �
（取組など）、パブリックコメン� �
ト、選挙情報などを主に配信� �
しています。

□フェイスブックページ名　
西東京市 で 検索

※「安全・安心いーなメール」と連動し、
防災情報もリアルタイムに届きます。
◆秘書広報課np042－460－9804



凡例8

平成29年12月１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

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

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
離乳食講習会
【離乳食のすすめ方、デモンストレーション、試食、歯科の話】

１月16日㈫午後１時15分～３時
田無総合福祉センター

市内在住の６～８カ月の乳児と
保護者（第１子優先）／25組

はがき・Eメール（記入例B）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（消印有効）：12月15日㈮

◆教育支援課op042－438－4074
ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語訓練士による相談】

12月６日㈬午後１時30分～５時
教育支援課（保谷庁舎４階）

５～12歳ぐらい
10人（１人15分程度）

12月１日㈮～５日㈫
午前９時～午後５時に電話予約

子ども

サンテ　ミニ栄養講座　
「悪玉コレステロールを下げる７つのコツ」

12月15日㈮午後１時～２時10分
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／10人程度 12月12日㈫までに電話

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【運動不足の解消や足腰の筋力アップに効果的な
体操】　
※初めての方にお勧めです。

12月12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
※７人以上で出張講座も実施（平日の午前９
時～午後５時、会場はご用意ください）12月15日㈮午前10時～11時30分

田無総合福祉センター

栄養･食生活相談
【生活習慣病予防の食事や健康づくりのための食
生活について管理栄養士による相談】

12月15日㈮午後２時30分～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

12月12日㈫までに電話

12月20日㈬午前９時～正午
田無総合福祉センター 12月15日㈮までに電話

女性のボディケア講座　腹筋・骨盤まわり編 
保育あり（先着順）

12月21日㈭午前10時～11時
保谷保健福祉総合センター

市内在住で20～64歳の女性（産後６カ月以
上経過している方）／20人 前日までに電話

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10コース：１月12日㈮・１月27日㈯
午前９時30分～午後０時30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：平成30年４・５月

はがき・Ｅメール（記入例A）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）：12月15日㈮～26日㈫

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

３日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
p042－464－1511
※小児科は午後５時まで

整形外科高橋クリニック
南町５－３－12
p042－461－8822

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

10日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

平井内科小児科
田無町４－17－18　
ドミール田無１階
p042－463－4147

　※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

３日
山口歯科医院
田無町４－９－10
p042－462－4721

10日
押見歯科診療室
谷戸町３－26－１並木ビル２階
p042－421－6480

■特定（一般）健康診査 受診期間終了間近
　健康状態を確認する良い機会です。未
受診の方はぜひ受診してください。
□健診期間　12月20日㈬まで

※受診券を紛失した方は再発行しますの
で、下記へご連絡ください。
※大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス
検診も12月20日㈬まで

i12月13日㈬まで

※詳細は市kまたは健康事業ガイドを
ご覧ください。
◆健康課op042－438－4021

■妊婦健康診査受診票のご利用を
　母子健康手帳と同時交付している妊婦
健診受診票（14回分）を妊婦健診時に使
用すると、費用の一部が助成されます。
　助産院・都外医療機関など、都内指定
医療機関以外で受診した場合は、この受
診券が使えないため、出産後１年以内に
還付の手続きをしてください。
　詳細は、受診票交付時のお知らせ・市k
をご覧ください。
◆健康課op042－438－4021

■１～３歳児お口の健康支援室
　歯磨きが上手にできない、歯医者で口
が開けられず診察が難しい、食事を上手
に食べられないなどの子どもを対象とし
た、お口の健康に関する相談室です。

c歯科健診、歯科保健指導、歯磨き練習、
栄養・育児相談
i電話・往復はがきで随時（記入例C）
※相談日を明記し返送します。ご都合が
つかない場合はご連絡ください。
◆健康課op042－438－4037

■１歳６カ月児医科・歯科健康診査
　小児科・内科、歯科の各指定医療機関
で受診してください。
c医科…身体計測、小児科・内科健診、
個別相談
歯科…歯科健診、歯磨き相談
d１歳６カ月～２歳の誕生日の前日。
１歳６カ月前ごろに個別通知します。
※詳細は個別通知をご覧ください。転入
などの方は、ご連絡ください。
◆健康課op042－438－4037

■赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）
　助産師・保健師が訪問し、赤ちゃんの
体重測定、発育や発達状況の確認、授乳
相談、お母さんの体調などの相談に応じ
ます。
i母と子の保健ファイル（母子健康手帳交
付時に配布）に同封の赤ちゃん訪問はが
き（出生通知票）を郵送または
電話で下記へ
◆健康課o
　p042－438－4037

※対象者の年齢は平成30年３月31日時点健 康 ガ イ ド

「離乳食講習会」申込
①希望日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥第○子
⑦電話番号

Bはがき・Eメール記入例
【はがき宛先】
〒202－8555市役所健康課

※往復はがきの返信用には、
住所・氏名を記入

「お口の健康支援室」申込
C往復はがき

①住所
②	保護者と子どもの氏名・生年
月日
③電話番号
④申込理由

「ファミリー学級」申込
Aはがき・Eメール

①第10コース
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

12月１日は 世界エイズデー
❖東京都エイズ予防月間普及啓発イベント
a12月４日㈪午後７時～９時
bコンファレンススクエア　エムプ
ラス（千代田区丸の内２－５－２）
c講演「HIV陽性者とともに働くため
に～ウイルス性肝炎の経験から～」、
最新のエイズ医療
i東京都福祉保健局kをご覧ください。
❖HIV検査
　都のエイズ感染検査は無料・匿名で
受けられます。詳細は、東京都福祉保

健局kまたは下記検査実施機関へ
□検査実施機関
多摩小平保健所（小平市花小金井１－
31－24・p042－450－3111）
※そのほか、都内各保健所でも検査可
❖エイズについて知りたいときは
東京都HIV／エイズ電話相談
　p03－3292－9090
　平日：午前９時～午後９時
　㈯・㈰・㈷：午後２時～５時
◆健康課op042－438－4037

　毎年12～３月は路面凍結や積雪に
よる転倒事故が多くなります。
□事故防止ポイント
● 	靴は滑りにくいものを選び、ゆっく
り歩きましょう。

●自転車などの利用は控えましょう。

●	外出時は、いつもより	 	
も少し早めに自宅を出発するなど、
余裕を持って行動しましょう。
j西東京消防署p042－421－0119
◆危機管理室op042－438－4010

路面凍結や積雪時の事故防止　 

 電 話 相 談
医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
12月 ５日 糖尿病内科　12日 産婦人科　19日 眼科

p042－438－１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分　
12月１・８・15・22日　※29日㈮を除く

p042－466－2033

※専門の医師が相談に応じます。

　※26日㈫を除く
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からだと心の健康相談（保健師による電話相談）　a平日午前９時～正午・午後１時～４時　◆健康課op042－438－4087

伝言板
み ん な の

※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。

v

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

◦�おはなしおばさんのおはなし会　� �
３日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　７・21日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会　� �
17日㈰午前11時／３歳児から

◦�おはなし会　�７・14・28日㈭午後３時
30分／３歳児から

◦�クリスマス会　21日㈭午後３時

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 保谷駅前

◦�ちいさなおはなしひろば　８・22日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　� �
８・22日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　� �
２・16日㈯午後３時30分／５歳児～小
学３年生

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

◦�ちびっこおはなし会　� �
13日㈬午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　�７・14・21・28日㈭午後
４時／３歳児から

◦�かにむかしのおはなし会　� �
10日㈰午前11時

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

◦�ちびっこおはなし会　６・20日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
13・27日㈬午後３時30分／３歳児から

◦�クリスマスおはなし会　� �
20日㈬午後３時30分／３歳児から

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 12月
乳幼児～小学生を対象としたおはなし会
など、いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは
各図書館へ

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢

◦�ちいさなおはなしひろば　１・８日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者
◦�わくわくドキドキ紙芝居　� �
９日㈯午前11時
◦�おはなしひろば　６・13・27日㈬午後
３時30分／３歳児から

◦�クリスマスおはなしひろば　� �
20日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

◦�ちいさなおはなしひろば　�１・８・22日
㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
９日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
６日㈬午後４時／３歳児から

◦�クリスマスおはなしひろば　� �
20日㈬午後４時～５時／３歳児から

　いつもとは違う１時間のスペシャルです。

児童館・児童センターとの共催行事
◦�はじめてのページ　� �
７日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　20日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪・29日㈮～１月３日㈬

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、15日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、23日㈷休館

キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳（2・3面）も

ご覧ください。 ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と預かる方（サポート会員）
同士の相互援助活動です。ファミリー会
員に登録希望の方は出席してください。
a・b午前10時～正午
●12月７日㈭・田無総合福祉センター
●16日㈯・防災センター
e各20人　※保育あり：各10人（申込順）

h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）
１枚・認め印・82円切手１枚（会員証郵
送用）・ボールペン
i各回前日の午後５時までに電話でjへ
jファミリー・サポート・センター事務局
　p042－438－4121
◆子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

赤ちゃん集まれ～♪

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者が気軽に楽しめるつ
どいを行っています。ぜひご参加くだ
さい。
a午前10時～11時30分
d８カ月までの乳児と
保護者、妊婦
※センター以外でも市内各所で開催
（詳細は、市kをご覧ください）
◆保育課np042－460－9842

□赤ちゃんのつどい日程（12・１月）
会場（同保育園内） 日程
センターすみよし 12月25日㈪、１月31日㈬

センターけやき 12月22日㈮、１月26日㈮

センターやぎさわ 12月18日㈪、１月17日㈬

センターなかまち 12月15日㈮、１月23日㈫

センターひがし 12月�４日㈪、１月�９日㈫

クリスマス工作　親子でいっしょにスノードーム作り！
a12月23日㈷午後１時～３時
bエコプラザ西東京
d市内在住・在学の小学生と保護者
e12組（申込順）
g親子１組1,000円（500円／１人）
h高さ10㎝前後の空き瓶（ふた付）・２
～３㎝のおもちゃ・タオル（水漏れ確認
用）・ビーズ・持ち帰り用袋
i12月２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

第17回 小学生ドッジボール大会 ５・６年生

a ●２月10日㈯（男子の部）　
　 ●２月11日㈷（女子の部）
午前９時～午後５時
bスポーツセンター
d市内在住･在学の小学５・６年生12～
23人で構成されたチーム
※試合人数12人
※ほかに成人の監督・手伝い（記録・タ
イマー）各１人
i１月12日㈮（必着）までに、各小学校・
スポーツ振興課（保谷庁舎３階）・市k
で配布する参加申込書・メンバー表を、
〒202－8555市役所スポーツ振興課
「ドッジボール大会」係へ郵送・ファクス・
持参
※ファクス申込時は、要送達確認
※必ず実施要項をご確認ください。

※審判・実技指導の派遣は、各小学校２
回（１回２時間まで）を上限に受け付けます。
□組み合わせ抽選会
a１月26日㈮午後６時30分
bスポーツセンター
◆スポーツ振興課op042－438－
4081・l042－438－2021

「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。



「西東京市からのお知らせ」
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❷午後8時〜8時15分㈪〜㈮

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保谷庁舎凡例

No.305
平成25年（2013）

5 1
音声版「声の広報」も作成しています

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きに
なれます。 詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー
4545へお問い合わせください。

No.421
平成29年（2017）

12 1

ピアカウンセリング
①12月12日㈫ ● 午前９時15分～
10時　 ● 10時30分～11時15分
②12月13日㈬ 10時～11時30分
※時間は相談に応じて調整します。
障害者総合支援センターフレンドリー
　親や障害者としての相談員の実体験
を基に、同じ立場から相談を受けます。
d・e①就学前～中学生の障害児の保護
者・各回１人　②中途失聴・難聴者１人
i電話・ファクスで下記へ
◆相談支援センターp042－452－
0075・l042－452－0076

 隅田川七福神ウオーキング
江戸と東京　隅田の風を感じながら

１月６日㈯ 午前７時30分 ※小雨決行
集合：田無駅北口ペデストリアンデッキ

□コース　鐘ヶ淵駅→多聞寺→白鬚神社
→向島百花園→長命寺→弘福寺→三囲神
社→スカイツリー駅（約4.5㎞）
d市内在住・在勤・在学の小学生以
上（小学生は保護者同伴）
e100人（申込順）
g610円（交通費片道）　※別途入園料
h雨具・タオル・飲み物など

i12月12日㈫（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏

ふり
名
がな

・年齢・
性別・電話番号を〒202－8555市役
所スポーツ振興課「隅田川七福神ウ
オーキング」係へ
◆スポーツ振興課op042－438－4081

4081

上級救命講習
1月14日㈰ 
午前９時30分～午後5時30分
スポーツセンター
　西東京消防署・（公財）東京防災救急
協会指導員による講習会です。

c心肺蘇生法・傷病者管理・外傷の
応急手当て・搬送法など

※講習修了者には、技能認定証（３年
間有効）を交付
d市内在住・在勤・在学の中学生以上
※初めて応急手当てを学ぶ方も可
e40人（申込順）
g2,600円（教材費）
i12月１日㈮から、スポーツセン
ター・きらっと・総合体育館で配布す
る申込用紙に教材費を添えて各館へ
□上級救命再講習も同時受付
a・b１月８日㈷・きらっと
d上級救命講習受講日から３年以内
に再度受講する方
jスポーツセンターp042－425－0505
◆スポーツ振興課op042－438－4081

地域活動・スタート説明会
１月21日㈰ 
午前10時30分～午後0時20分
アスタセンターコート
　地域活動に興味があるけれど、どう
すればよいか分からない方や活動に参
加する機会がなかった方に、地域活動
に触れるきっかけをつかんでいただく
ための説明会です。NPOや市民活動団
体の日頃の成果を発表するイベント

「NPO市民フェスティバル」で参加団体
の活動発表を見て、地域活動参加の一
歩を踏み出してみませんか。
d市内在住・在勤・在学の方
e20人（申込順）
i1月10日㈬までに、電話・ファクス・
Eメールで件名「地域活動・スタート説
明会」・住所・氏

ふり
名
がな

・電話番号をjへ
j市民協働推進センター
　p042－497－6950
　l042－497－6951
　m yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp
◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

イベント NEWS

Ａトレーニングマシンを使って
　 筋力アップ講座（全12回）
　マシンの使い方・設定などを一人一人
の状態に合わせて指導する運動講座です。
b�・a①住吉老人福祉センター・12月

20日～３月14日の㈬ 午後２時～３時
30分（１月３日を除く）

② 下保谷福祉会館・１月９日～３月27
日の㈫ 午前10時～11時30分

③ 新町福祉会・１月12日～３月30日の㈮ 
午後2時～3時30分

Bシニアヨガ講座（全12回）
　呼吸と動作に意識を向けるヨガ。自宅
でも実践できる方法を学びます。
　いすに座って行うので、体力に自信の
ない方でも参加できます。
b�・a①住吉老人福祉センター・１月９日

～３月27日の㈫ 午後２時～３時30分
② 新町福祉会館・１月11日～３月29日

の㈭ 午前10時～11時30分

C 水中らくらく運動講座（全8回）
　水中での浮力を利用し関節に負担をか
けることなく全身運動ができ、リラック
ス・リフレッシュできる講座です。
a１月12日～３月２日の㈮午後２時～３時
bルネサンス東伏見（東伏見３－４－１
東伏見STEP22）

◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

シニア世代向け情報
※市からの連絡帳（２・３面）も

ご覧ください。

天体観望会「ごちゃごちゃ星（すばる）を見よう！」
　関西の一部では、プレアデス星団（す
ばる）のことを「ごちゃごちゃ星」と呼
んでいるそうです。
　どうしてそんな名前で呼ばれている
のか望遠鏡で確認してみてください。
a12月23日㈷午後6時30分～８時
d小学生以上（小学生は保護者同伴）
※西東京市ほか圏域市民優先
e50人（申込多数は抽選し当選者のみ通知）
i12月11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
b・j多 摩 六 都 科
学館〒188－0014
芝 久 保 町5－10－
64・p042－469
－6100
※休館日：12月４・
11・18日㈪、28日
㈭～1月3日㈬

ASPJ星景写真展「星の風景」
　星と景色が調和した星景写真は、空
間と時間の流れを同時に感じることの
できる幻想的な作品です。心象風景の
ように美しい写真の数々をお楽しみく
ださい（全59点を３期に分けて展示）。

a第１期　12月12日㈫～27日㈬
　第２期　１月4日㈭～21日㈰
　第３期　１月26日㈮～２月12日㉁
g入館券500円（子ども200円）
□共催　日本星景写真協会（ASPJ）

　クリスマスが近づいてプレゼント
に迷う季節になりました。イギリス
のロイヤル・ソサエティという科学
学会では、毎年クリスマスシーズン
に「クリスマスレクチャー」という子
ども向けの科学講座を行っています。
著名な科学者が講師を務め、さまざ
まな演示実験も交えながら子どもた
ちに科学の面白さを伝える「科学の
プレゼント」で、1825年から現在
まで（第二次世界大戦中を除き）ずっ
と開催されてきました。中でも電磁
誘導や電気分解の法則を発見したこ
とで有名なマイケル・ファラデーは

教育にも熱心で、1827～1860年
の間に19回も講師を務め、そのう
ちの１回の様子は「ロウソクの科学」
という本になって残されています。
　多摩六都科学館でも「クリスマス
レクチャー」と題して、宝石をジュエ
リーとしての美しさと鉱物としての
科学的性質それぞれの視点から知る
教室を行います。ぜひ頭と心に残る
プレゼントを楽しみに来てください。
※12月17日 ㈰
実施。要申込。
詳細は科学館k
をご覧ください。

科学のプレゼントロクト・サイエンス・コラム�

市内在住65歳以上対象  各種講座　

多摩六都科学館ナビ

　交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、年末期
における交通事故防止および渋滞の防止を図ります。
 ◆道路管理課op042－438－4055

TOKYO交通安全キャンペーン
12月１日㈮～７日㈭

 重点１  子どもと高齢者の安全な通行
の確保と交通事故防止
●  飛び出しや路上遊戯の危険性の周知
●  ルールを守る（信号無視や横断禁止

場所での横断などをしない）
●  体調の優れない時は運転を控えるな

ど、常に安全運転に心掛ける
 ※運転免許証を自主返納し運転経歴証
明書の交付を受けると、さまざまな特
典が受けられます（警視庁k参照）。

 重点２  自転車の交通事故防止
　自転車は「車両」です。
●  交通ルールを守る
●  ヘルメットを着用する
　 ※「東京都自転車の安全で適正な利

用の促進に関する条例」では、全て
の自転車利用者にヘルメット着用の
努力規定を設けています。

 重点３  二輪車の交通事故防止
●  ヘルメットやプロテクターを着用する
●  体を露出しないよう長袖・長ズボン

を着用する
●  速度の出し過ぎに注意し、交差点で

は安全確認をする

 重点４  飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。
●  自転車の飲酒運転も禁止
●  運転する人に酒を勧める、飲酒して

いる人に車を貸す、飲酒運転の車に
同乗するなどの行為も絶対禁止

 重点５  違法駐車対策の推進
●  交通渋滞や交通事故につながる違法

駐車は絶対禁止
●  短時間の駐車でも必ずパーキング

メーターや駐車場を利用をする

シニアルーム

□共通　　
eAB各15人・C20人　
※申込多数は抽選
g１回150円
iA12月11日㈪・BC12月15日㈮（消
印有効）までに、はがきで住所・氏

ふり
名
がな

・
年齢・電話番号・希望会場番号（ABのみ）
を〒202－8555市役所高齢者支援課

「各講座名」係へ　


