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No.422
平成29年（2017）

1215
人口と世帯
総人口 20万980人

（－11）
平成29年12月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口 ／20万980人 （－11） 人口 ／4,279人
男 ／ 9万8,159人（  －4） 男 ／2,185人
女 ／10万2,821人（  －7） 女 ／2,094人

世帯 ／  9万5,853 （  －3） 世帯 ／2,605

　12月18日㈪〜１月15日㈪は、窓口
の混雑が予想されます。混雑の緩和に
ご協力をお願いします。
□特に混雑が予想される日
● �12月22日㈮・25日㈪、１月４日㈭
●�㈪・㈮、祝日明け
※詳しい混雑予想カレンダーは市k
をご覧ください。
□届出期間など

● �市外への転出は、おおむね２週間�

前から、転入・転居は引っ越し後２
週間以内に届け出てください。

●�住民票の異動・印鑑登録・証明発行
業務は、出張所でも行っています。
□来庁の際は公共交通機関のご利用を
市庁舎駐車場は有料です。市役所で手
続きをする方は１時間まで無料ですが、
混雑時に待ち時間が長くなり超過した
分は有料になります。駐車台数にも限り
がありますので、ご協力をお願いします。

市民課窓口混雑予想

◆市民課np042－460－9820　op042－438－4020

施設名 休みの期間

庁
舎
な
ど

田無庁舎・保谷庁舎

12月29日㈮〜
１月�３日㈬　

保谷保健福祉総合セン
ター・防災センター
出張所
エコプラザ西東京
住吉会館ルピナス
消費者センター分館
多文化共生センター
東伏見ふれあいプラザ

市民協働推進センター 12月28日㈭〜
１月�３日㈬　

市
民
交
流
施
設

下宿地区会館 12月27日㈬〜
１月�３日㈬　

谷戸地区会館 12月27日㈬〜
１月�４日㈭　

南町・緑町・
芝久保地区会館

12月28日㈭〜
１月�４日㈭　

向台地区会館 12月29日㈮〜
１月�４日㈭　

芝久保第二・谷戸第二・
田無町・北原・上向台
地区会館

12月29日㈮〜
１月�３日㈬　

市民集会所
東伏見コミュニティ
センター 12月29日㈮〜

１月�５日㈮　
ふれあいセンター

ス
ポ
ー
ツ
施
設

スポーツセンター 12月29日㈮〜
１月�１日㈷　

総合体育館・きらっと・
武道場・運動場・
テニスコート

12月29日㈮〜
１月�３日㈬　

施設名 休みの期間

文
化
・
教
育
施
設
な
ど

公民館

12月29日㈮〜
１月�３日㈬　

図書館　※１
コール田無
保谷こもれびホール
※はなみずきを含む
西東京市民会館
児童館・児童センター

アスタ市民ホール��※２ 12月27日㈬〜
１月�８日㈪　

郷土資料室 12月28日㈭〜
１月�４日㈭　

福
祉
関
係
施
設

障害者総合支援センター
フレンドリー

12月29日㈮〜
１月�３日㈬　

保谷障害者福祉センター
田無総合福祉センター
(老人福祉センターを
含む)
住吉老人福祉センター
（住吉会館内）　※3
新町・富士町・ひばり
が丘・下保谷福祉会館
※3
�老人憩いの家おあしす

※１�休館期間中は、インターネットからの
予約はできません。資料検索や利用状況の
確認は通常通り行えます。
※２�会場の都合により、例年よりも休みの
期間が長くなります。
※３�お風呂は12月29日㈮〜１月４日㈭の
間、利用できません。

□いま一度ご注意を
● �年末は火気を使用する機会が多くな
り、火災の危険性が増大するので、
火気の取り扱いには十分に注意する

●�外出時・就寝前は、火の元を点検する
●�家の周りに紙類など燃えやすい物を
置いていないか確認する

◆危機管理室op042－438－4010

　西東京市消防団は、12の分団が緊急時に対応できるように配備されています。
　12月29日㈮・30日㈯午後８時〜午前０時の間、各分団担当地域を消防ポンプ
車で警戒および巡回広報を行います。車両が警鐘を鳴らしながら巡回しますので、
ご理解とご協力をお願いします。

  歳末特別警戒 〜消したはず 決めつけないで もう一度〜

救急事故の防止

　年末は、犯罪の増加が懸念されます。気を引き締めて地域の防犯に
努め、良い新年を迎えましょう。
□ひったくり対策
● �歩き…人通りのある明るい道を通行
し、かばんは建物側に持つ

●�自転車…前かごにひったくり防止ネッ
トなどを装着する

□振り込め詐欺対策
親族や市の職員を装って電話をしてき
ます。お金の要求や還付などの話が出
たら、詐欺を疑いましょう。
j田無警察署p042－467－0110

年末地域安全運動 実施中

多摩六都科学館ナビ
かんたん工作　ピッチングマシーンをつくろう！

　モーターでローラーを回転させて球を飛ばして遊ぼう。

a12月23日㈷〜27日㈬、１月４日㈭
〜８日㈪●午前10時30分〜11時30分
●午後０時30分〜１時30分　
d小学生（３年生以下は保護者同伴）
e各回24人（先着順）
※当日午前９時30分から参加券を配布
f㈱MANOI企画
g材料費1,600円＋入館券500円
（４歳〜高校生200円）

❖同日開催　冬の特別イベント
　ロクトロボットパーク
　見て！動かして！楽しいホビーロ
ボットが集合するよ。冬休みはロクト
でとことんロボットにハマろう！
※当日、直接会場へ（要入館券）
□協力　岡本正行さん（㈱MANOI企画）
b・j多摩六都科学館p042－469－6100
休館日：12月18日㈪、28日㈭〜１月
３日㈬

年 末 年 始 の ご 案 内

市内の情報をお届けします
スポーツ応援編（トランポリン） 文化財が語る西東京市の物語

大好きです

西東京
ふるさと
 発見！
�

　縄文時代が終わり、稲作がなりわい
の中心になる弥生時代以降、市域での
人々の活動の痕跡はわずかしか見つ
かっておらず、初期集落の出現は鎌倉
〜室町時代ごろと考えられています。
　集落の形成に大きな役割を担ったの
は「水」です。石神井川・白子川の河川
のほかに市域には「地

ち

下
か

水
すい

堆
たい

」（宙
ちゅう

水
すい

）と
呼ばれる、ポケット状にたまっている
地下水が存在しており、そこでは浅い
深度で井戸を掘ることができます。
　水との関わりの強さは、かつての
村々の鎮

ちん

守
じゅ

とされる神社の本殿や拝殿
に水に関する意匠を用いたものが多い

ことにも表れています。田無神社本殿
に描かれている水をめぐる孝行息子の
物語や天神社拝殿の壁に描かれている
波や龍の意匠はその一つです。

◆社会教育課op042－438－4079

　谷戸第二小学校卒業の棟朝銀河選手（エ
アリアルドリーム）が海外で行われた大会
で優秀な成績を収めました。大会結果は下
表のとおりです。皆さんの熱い応援をよろ
しくお願いします。
◆スポーツ振興課op042－438－4081

②水と集落祝！ 優勝＆上位入賞

田無神社本殿に施された彫刻（撮影：西濱�剛）

世界大会で好成績を収めた棟朝選手
大会名 開催期間 種目（男子） 結果

2017ロシア選手権 ９月13日〜17日
シンクロナイズド 優勝

団体 ２位
個人 ３位

2017ワールドカップ（ポルトガル・ローレ大会） ９月27日〜30日 シンクロナイズド ２位

第32回世界トランポリン競技選手権大会
（ブルガリア） 11月９日〜12日

団体 ３位
シンクロナイズド ６位

安全・安心 年 年末 始

12月29日㈮〜１月３日㈬は、住民票等自動交付機・コンビニ交付が休止します

　東京消防庁管内では、12月・１月の救急出場件数が一年で最も多くなります。
❖救急事故件数を増加させないために
□風邪やインフルエンザを予防する
●外出時はマスクを着用する
●外出後は手洗い・うがいをする
□飲酒事故を防ぐ
● �自分の適量を知り、その日の体調を
考慮して飲酒する

●短時間で多量の飲酒をしない
●飲酒の無理強いは絶対にしない
□餅などによる事故を防ぐ
● �餅は食べやすい大きさに切る
●�乳幼児や高齢者との食事では、食事
する様子を見るなど注意を払う
j西東京消防署p042－421－0119


