
d在住の小学４年生〜高校生年代で、
オリエンテーションに保護者同伴で参
加できる方
e70人（昨年参加していない方優先）
g１万5,000円（往復バス代・食費など含む）
※市内児童館の職員が同行します。
i詳細を市k・児童館で配布するチラ
シでご確認のうえ、上記申込期間内に
往復はがきで旅行企画・実施担当旅行
会社へ 
j田無柳沢児童センター
　p042－464－3844

申込期間：６月１日㈮～13日㈬

第18回 児童館キャンプ 
参加者募集

　市内の児童館では野外での体験活動も行っています。
　夏休みには市内児童館合同で宿泊キャンプを実施します。野外料理に
テント体験。子どもたちの発想と協力する力で活動が広がるキャンプです。
　また、子どもの参加者だけでなくそれを支える大人の指導スタッフも
募集します。夏の思い出を児童館キャンプで作りませんか。▲

児童青少年課np042－460－9843

□オリエンテーション（親子説明会）
a８月１日㈬午前10時（予定）
bきらっとa８月７日㈫～９日㈭ ２泊３日

bみずがき山リーゼンヒュッテ
　（山梨県北杜市須玉町）

c子どもたちとの野外炊飯・宿泊など（若干の謝礼あり）
d・e18歳（高校生を除く）以上で心身ともに健康な方・若干名
□事前打ち合わせ会
a６月29日㈮午後７時
b田無庁舎１階
i市販の履歴書（写真貼付）を市内の児童館に提出

　オリエンテーションとキャンプの中で子どもたちの活動を
補佐しつつ、職員と共にキャンプの楽しさを伝えてくださる
方を募集します。

子どもたちとの関わりや自然で遊ぶ
ことの大切さを改めて感じました。

指導員募集子どもたちの活動を
一緒にサポート
しませんか？

　「みずがき山リーゼンヒュッテ」がある山梨県北杜市と西東京市は、
友好都市として地域間交流を行っています。

 友好都市
「北杜市」

（須玉町）

ャ ！プンキップホ テップス
いきる・つながる・みつける！

いきる！

つながる！

みつける！

アルミホイルと
牛乳パックで

ホットサンド作り

空き缶を使って
炊飯するよ！

みんなで
協力しあって

テントをたてたよ！

きれいな川で
水晶探し

水晶を
 発見したよ！

友達の輪を
炎を囲んで
広げよう！

「もしも」の時に
役立つ料理

一緒に達成！広がる絆！！

いっぱいの体験で
自分新発見！

過去の
児童館キャンプ
の様子は
こちらから!

ⓒシンエイ／西東京市
いこいーな

●発行／西東京市　●編集／秘書広報課
●配布／シルバー人材センター
 p042－425－6611（不配のお問い合わせなど）

詳細はホームページで

主 な 内 容

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む  p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）

市役所
代　表

FM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、６月４日㈪・６日㈬・８日㈮の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

【２面】 市民税・都民税納税通知書の送付　【５面】 予算執行状況をお知らせします　【10面】 浸水に備えよう！対策強化月間
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家屋調査（新築・増築・改築分）に
ご協力を

税・年金・届け出

　対象期間中に新築・増改築などをし
た家屋は、平成31年度から固定資産
税・都市計画税の課税対象となります。
これに伴い、市では税額の基となる家
屋の評価額を算出するため、家屋調査
を行っています。
d１月２日～平成31年１月１日の期
間中に新築・増改築などをした家屋
□調査内容　市職員が対象家屋を訪問
し、家屋の内装・外装（屋根・外壁・
天井など）および住宅設備（風呂・トイ
レなど）を調査します。
□調査日時　家屋の所有者に事前に書
面でお知らせし、都合の良い日時に伺
います。書面が届きましたらご連絡く
ださい。▲

資産税課np042－460－9830

市税納付を口座振替に
～夜間・休日 期間限定窓口を開設～

　ペイジー口座振替受付サービスは、
金融機関のキャッシュカードを専用端
末に通すことで口座振替を申し込める
サービスです。
　市・都民税（普通徴収）の平成30年
度納税通知書発送に伴い、ペイジー口
座振替登録のため、夜間と休日に期間
限定窓口を開設します。この機会に便
利な口座振替登録をしてみませんか。
今回のご登録で、平成30年度第１期
からの口座振替に間に合います。
d市・都民税（普通徴収）、固定資産税・

都市計画税、軽自動車税、国民健康保
険料
□利用可能な金融機関
● �銀行…みずほ・三菱UFJ・三井住友・
りそな・きらぼし・ゆうちょ

●�信用金庫…東京三協・西京・西武・
東京・多摩

●そのほか…中央労働金庫
a ●６月11日㈪～15日㈮午後８時まで

●６月16日㈯午前９時～午後３時
b納税課（田無庁舎４階）
hキャッシュカード（暗証番号）・申
請者の本人確認書類・平成30年度の
納税通知書
※法人カード・代理人（家族）カードな
ど、一部取り扱いできないカードあり▲

納税課np042－460－9831

４月分（６月支払い分）からの年金額
　４月分からの年金額は、６月上旬に
日本年金機構から送られる年金額改定
通知書（はがき）でご確認ください。
※端数処理のため、数円の増減が生じ
る月があります。
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411▲

保険年金課np042－460－9825

国民健康保険被保険者証（保険証）
を受け取られていない方へ
　平成29年10月１日から有効の保険
証を、昨年８月下旬から世帯主宛てに
簡易書留でお送りしました。有効期限
が平成29年９月30日の保険証をお持
ちの方で新しい保険証を受け取られて
いない方は、本人確認書類（免許証・
パスポート・旧保険証など）・認め印を
持参し、保険年金課（田無庁舎２階）で
受け取りください。
　なお、田無庁舎までお越しになれな
い場合は、下記までご連絡ください。▲

保険年金課np042－460－9822

生活つなぎ資金貸付
福祉

　急を要する事情で一時的に金銭的に

お困りの方へ貸付を行います（上限２
万円）。
※貸付には条件があります。詳細はお
問い合わせください。▲

生活福祉課op042－438－4022

障害福祉課窓口に手話通訳者配置
　両庁舎での手続き・相談などで必要
な場合にご利用ください。
□手話通訳者配置日　午後１時～５時

保谷庁舎
毎月第１㈬

田無庁舎
毎月第３㈮

６月６日 ６月15日
７月４日 ７月20日

　上記日程で通訳をご利用の方は、障
害福祉課（両庁舎１階）窓口にお越しく
ださい。
※配置日以外にも手話通訳者を派遣し
ます。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課o�p042－438－4034�
l042－438－4321

児童手当・児童育成手当の
現況届をお忘れなく！

子育て・教育

　６月１日現在、児童手当・児童育成
手当（育成手当・障害手当）を受給して
いる方に、各現況届の用紙を送付しま
すので、７月２日㈪までに必ずご提出
ください。
□ 提出方法　●子育て支援課（田無庁
舎１階）へ持参（郵送可）

●�市民課（保谷庁舎１階）、出張所に設
置してある専用の回収ポストへ投

とう

函
かん

● �電子申請「ぴったりサービスk」（児
童手当現況届のみ）
※記入漏れや添付書類漏れにご注意く
ださい。▲

子育て支援課np042－460－9840

中学校教科用図書（道徳）の
見本本の展示
　今年度、新たに中学校の教科書「特
別の教科　道徳」を採択するため、見
本本を展示します。

□期間　６月２日㈯～28日㈭
b・a
①中央図書館・柳沢図書館・ひばりが
丘図書館
㈫～㈮：午前10時～午後８時
㈯㈰：午前10時～午後６時
※㈪・第３㈮は休館
②保谷庁舎情報公開コーナー
午前８時30分～午後５時
※㈯㈰を除く▲
教育指導課op042－438－4075

自治会・町内会等活性化補助金
説明会および懇談会開催

くらし

　市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合が行う地域福祉の促進や地
域づくりに役立つ活動に対する補助金
について説明します。併せて、団体同
士が交流する懇談会を行います。
a・b６月16日㈯①午前10時～正
午・田無庁舎
②午後２時～４時・保谷庁舎
d市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合
i６月11日㈪までに、ファクス・メー
ルで団体名・参加者氏

ふり

名
がな

・電話番号を
下記へ▲

協働コミュニティ課op042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

廃棄物処理手数料の減免申請
　減免対象者がいる世帯の指定収集袋
（ごみ袋）の配布申請を６月７日㈭より
受け付けます。
　詳細は５月15日号・市kをご覧く
ださい。▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

雨水浸透施設などの
助成制度のご利用を
　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するための取組の一つとして、宅地
内に雨水浸透施設（屋根に降った雨を

連 絡 帳
市からの

　平成30年度市・都民税が課税となり、納付方法
が普通徴収（納付書または口座振替による個人での
納付）の方と公的年金からの特別徴収（引き落とし）
の方を対象に、納税通知書を送付します。
　納税通知書には、平成29年中の所得および各種
控除の内容や、それを基に計算した市・都民税の税
額が記載されています。なお、金融機関などの窓口
で納めていただく方には、納付書が同封されていま
す。納付書は、１枚ずつ期別ごとに分かれています
ので、納期限をよく確認して納付してください。
　詳細は、納税通知書に掲載している説明や同封さ
れているお知らせをご覧ください。
※非課税の方への送付はありません。
※徴収方法が給与からの特別徴収（引き落とし）と
なっている方には、特別徴収税額の決定通知書（納
税義務者用）を勤務先へ送付しています。
❖納税通知書の送付日
●65歳未満（４月１日現在）の方…６月４日㈪
●65歳以上（４月１日現在）の方…６月12日㈫
❖市・都民税が給与から特別徴収となっていても納
税通知書が届く方
　勤務先へ送付した特別徴収税額の決定通知書（納
税義務者用）は、給与からの特別徴収分の税額の内
容を記載しているものです。
　給与から特別徴収をしている勤務先以外からの収

入（公的年金などの雑所得、事業所得、そのほかの勤
務先からの給与収入など）があった方は、徴収方法が
特別徴収と普通徴収の両方になる場合があります。
この場合には、給与からの特別徴収の方でもご自宅
に納税通知書が届きますので、内容をご確認ください。
❖納付について
　今回送付する納税通知書（口座振替の方を除く）に
同封する納付書の納付場所や支払方法などの詳細は、
納税通知書６ページをご覧ください。なお、コンビ
ニで納付が可能なのは納付書１枚当たりの税額が
30万円以下のものです。
❖課税・非課税証明書の発行
　平成30年度（29年中の所得）の証明書の発行…６
月４日㈪から

※市・都民税の納付方法が、全て給与からの特別徴
収の場合、下記交付窓口においては５月15日㈫か
ら発行しています。
□交付窓口　市民税課（田無庁舎４階）・市民課（保
谷庁舎１階総合窓口）・各出張所
□コンビニでの証明書の発行　
利用者用電子証明書の暗証番号を登録しているマイ
ナンバーカードをお持ちの方は、コンビニの多機能
端末（マルチコピー機）で証明書を取得できます。
□証明書を発行できる方　
①市・都民税申告書または確定申告書を提出した方

②給与や公的年金などの支払先から支払報告書など
の提出があった方　
③①と②に該当する方の扶養親族として申告書な
どに氏名の記載がある在住の方です。
※①～③に該当しない方は、申告を受け付けてから
証明書の発行までに１カ月ほどかかる場合がありま
す。既に申告書を提出している場合でも、提出時期
によっては、同様の期間を要する場合があります。
市・都民税の申告は、市民税課（田無庁舎４階）で受
け付けています（郵送可）。
❖平成30年度に非課税となる方
● �平成30年１月１日現在、生活保護法による生活
扶助を受けている方

●�平成29年分の合計所得金額が125万円以下の障
害者・寡婦・寡夫・未成年者（平成10年１月３日
以降生まれ）の方

●平成29年分の合計所得金額が下表以下
□市・都民税非課税限度額

扶養人数※ 合計所得金額
０人（本人のみ） ��35万円

１人 ��91万円
２人 126万円

３人以上 １人増ごとに35万円加算
※扶養人数…控除対象配偶者と扶養親族（年少扶養親族
を含む）を合計した人数

市民税・都民税（住民税）納税通知書の送付 ▲

市民税課np042－460－9827・9828

６月は、市・都民税
普通徴収第１期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831
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≪申込時の注意≫ ● Ｅメール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（124円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

■社会教育委員の会議
a６月18日㈪午後２時
b保谷庁舎１階
c・e放課後子供教室事業・５人▲

社会教育課o
　p042－438－4079

■図書館計画策定懇談会
a６月19日㈫午後３時～５時
b中央図書館
c・e計画素案の検討ほか・３人▲

中央図書館
　p042－465－0823

審議会など傍 聴

i６月29日㈮までに、市販の履歴書
（写真貼付）に必要事項を記入し、保育
課（田無庁舎１階）へ持参▲

保育課np042－460－9842

市民協働推進センターゆめこらぼ
運営委員会委員
　当センターでは、多くの方から意見
をいただきながら運営するために運営
委員会を設置しています。このたび市
民委員を募集します。
□資格・人数　在住・在勤・在学の方・
１人
□任期　７月１日～平成31年３月31日
□委員会開催日時　毎月１回
□謝礼　2,000円（出席１回につき）
i６月13日㈬までに、作文「市民活動
や協働を進めるためのゆめこらぼの役
割」（600～800字程度）に、住所・氏

ふり

名
がな

・生年月日・性別・職業・電話番号
を、jの福祉活動推進課へ郵送また
は持参
※㈯㈰㈷を除く
j社会福祉協議会〒202－0013中町
１－６－８保谷東分庁舎・p042－
438－3771▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

介護保険認定調査嘱託員
□資格　介護支援専門員
□人数　１人
□雇用期間　７月１日㈰～平成31年
３月31日㈰（更新あり）
□勤務日・場所　週４日　午前８時
30分～午後５時・保谷保健福祉総合
センターおよび田無庁舎
□試験日　６月16日㈯
□選考方法　書類選考・面接試験
□要項配布　６月１日㈮から高齢者支
援課（両庁舎１階）で配布
□受付　６月１日㈮～８日㈮（㈯・㈰は
除く）・保谷庁舎高齢者支援課（保谷保
健福祉総合センター）
□報酬　月額19万7,820円▲

高齢者支援課o
　p042－438－4032

道路や河川に流さず地下に浸透させる
施設）などを設置する際の設置費用の
一部（15万円）などを助成しています。
d市内にある個人が所有の住宅
□実施期間　平成31年２月末まで（予定）
※詳細はお問い合わせください。▲

下水道課op042－438－4059

浸透ますの設置例

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、指導・助言などをします。
a・b６月16日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎１階　※１人
40分程度
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５月31日以前の建築
e８人（申込順）
i６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

空き家セミナー 個別相談会

ウチも予備軍！？　大切な我が
家を空き家にしないために
a・e６月30日㈯
●�セミナー：午後２時～３時40分・
50人（申込順）（１時30分受付）

●�個別相談会：午後３時50分～５時
20分・12組（申込順）　※１組30分
b保谷駅前公民館
i６月29日㈮までに下記へ▲

住宅課op042－438－4052

自転車駐車場のご利用を
　自転車・原付バイクは、手軽で便利
な交通手段です。しかし、「ちょっと
だけ」という安易な気持ちで歩道や道
路に置くと、高齢者・障害のある方な
どの歩道利用者や自動車・緊急車両の
通行の妨げになるばかりでなく、災害・

東京都介護支援専門員
❖実務研修受講試験
□試験日　10月14日㈰
□受験要項　５月31日㈭～６月29日㈮
に、高齢者支援課（田無庁舎１階・保谷
保健福祉総合センター１階）、出張所、
都庁で配布
※郵送希望者は250円分の切手を貼っ
た「角２サイズ」の返信用封筒を同封し、
東京都福祉保健財団（〒163－0719
新宿区西新宿２－７－１小田急第一生
命ビル19階）へ▲

高齢者支援課o
　p042－438－4032

寄附
その他

　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。
�渡邉�和義�様（図鑑３冊）
�㈱ワークマン西東京住吉店�様
　（手袋・帽子各50個）
��読売センター田無�様、読売センター
田無第一�様、読売センター保谷東
町�様、読売センター田無南部�様
　（新聞　市内小中学校各２部）▲

管財課np042－460－9812
�㈱武蔵野テーブル様（金員）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

緊急時の活動の妨げにもなります。
　通勤・通学・買い物などで自転車な
どを駐車するときは、利用者一人一人
が責任を持って自転車駐車場を利用し
ましょう（原付バイクは、場所により
制限あり）。
　市では「西東京市自転車等の放置防
止に関する条例」により、市内の各駅
周辺を｢自転車等放置禁止区域｣に指定
しており、放置自転車・原付バイクは
撤去し、保管所に移送します。
□撤去保管料　自転車は2,000円、原
付バイクは3,000円を徴収▲

道路管理課o
　p042－438－4057

在外選挙人名簿への登録申請
選挙

　国外にいても日本の国政選挙に限り
投票を行うことができるのが在外選挙
制度です。６月１日からこの制度を利
用するための申請に、新たな方法が加
わりました。
　これまでは、国外転出後に現地の日
本大使館などでの申請でしたが、これ
に加え、市の選挙人名簿の登録者につ
いては、国外への転出届を出した後出
国するまでの間に、選挙管理委員会へ
申請できるようになりました。
　申請方法など詳細はお問い合わせく
ださい。▲

選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

市立保育園の夏季補助職員
募集

□資格・人数　18歳以上（高校生を除
く）・10人程度　※下記期間中休まず
勤務できる方優先
□勤務日時　７月23日㈪～８月31日
㈮の平日午前８時30分～午後５時
※既に旅行などの計画がある場合は履
歴書に記入してください。
□賃金（時給）　1,060円（保育士有資
格者）、990円（保育士無資格）

　利用者証明用電子証明書が搭載され
ているマイナンバーカードをお持ちの
場合は、コンビニ交付に対応したマル
チコピー機で、窓口よりも100円安く
証明書が取得できます。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号
（数字４桁）の入力が必要です。
□利用場所
全国のセブン-イレブン・ファミリーマー
ト・ローソン・サークルKサンクスなど

※詳細は市kをご覧ください。
※マルチコピー機を設置していない店
舗ではご利用いただけませんのでご注
意ください。設置状況については各店
舗にお問い合わせください。
□利用時間
午前６時30分～午後11時�㈯・㈰・㈷も
利用可（12月29日～翌年１月３日お
よびメンテナンス時を除く）

■マイナンバーカードの申請は市民課
窓口でも受け付けます
　申請者ご本人が必要書類をお持ちに
なり窓口で申請したカードは、本人限
定受取郵便でご自宅へ発送します。
a�・b ●平日午前９時～11時30分・
午後１時～４時30分・市民課窓口

●�㈯午後２時～４時30分：第１・保谷、
第２・田無
h�●通知カード（マイナンバーが記載
された緑色の紙製のカード）および
個人番号カード交付申請書

●�顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝。最近６
カ月以内に撮影。正面・無帽・無背
景）

●本人確認書類（下記のうち２点以上）
　�官公署発行の顔写真付きのもの（運
転免許証・パスポートなど）、氏名に
加え生年月日または住所が記載され
たもの（健康保険証・年金手帳・預
金通帳・社員証・学生証など）

●住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※不足書類があった場合、窓口で申請
が受けられません。カードはご自宅で
はなく、窓口での受け取りになります。
※詳細は、市kまたは右記へ

▲

西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845
■証明書コンビニ交付サービス停止の
お知らせ
　市・都民税課税（非課税）証明書の発
行年度切り替え作業に伴い、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時で停止しま
す。ご理解とご協力をお願いします。
　なお、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。
a６月３日㈰　午後６時～11時
□店舗　市内外の全ての店舗
□証明書　市・都民税課税（非課税）証
明書

▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

便利でお得！ 証明書コンビニ交付サービスをご利用ください

□取得できる証明書・発行手数料
用途により無料となる証明書は、市役所窓口のみの取り扱いです。

証明書の種類 手数料 備考

住民票の写し 200円
本人および同一世帯員のもの（除住民票、改製
原住民票を除く。マイナンバーと住民票コード
は記載されません）

印鑑登録証明書 印鑑登録されている本人のもの
戸籍の全部事項（謄本）証明書・
個人事項（抄本）証明書 350円 本人および本人と同一戸籍に記載のある方のも

の（除籍、改製原戸籍を除く）※1
戸籍の附票の写し

200円

本人および本人と同一戸籍に記載のある方のも
の（除籍、改製原戸籍を除く）※1

市・都民税課税（非課税）
証明書

現年度分の本人のもの（確定申告書または市・
都民税の申告書を提出された方や、公的年金受
給者、勤務先からの給与支払報告書が提出され
ている給与所得者の方などが発行可能です）

※１　�戸籍証明・附票は原則として住所・本籍が西東京市の方に限りますが、一部対応
可能な場合もありますので、本籍地が西東京市以外の方については、本籍地の市
区町村にご確認ください。なお、ご利用時間、手数料は上記とは異なる場合があ
ります。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

公的個人認証キャラクター
マイキーくん
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　高齢化の進展による介護給付費の増
加、介護保険制度改正への対応、国の
介護報酬改定などを踏まえ、第７期介護
保険事業計画の中で平成30年度から32
年度の第１号被保険者の介護保険料を
新たに算定しましたのでお知らせします。

財源構成
　介護保険事業費の財源は、第１号被
保険者の保険料のほか、第２号被保険
者の保険料（介護給付費交付金）、国、都、
市の負担金により構成されます。第７
期では、第１号被保険者の負担割合は
23.0％に、第２号被保険者の負担割
合は27.0％に変更されました。

介護保険の給付費の見込み
　介護保険のサービスは、ホームヘル
プサービス（訪問介護）やデイサービス

（通所介護）などの在宅の方へのサービ
ス（居宅サービス費・地域密着型サー
ビス費）と、特別養護老人ホームなど
の施設に入所されている方へのサービ
スで主に構成されています。第７期で
は、高齢化の進展などに伴い、３年間
の給付費総額を約510億円と見込んで
います。

第１号被保険者介護保険料
　第１号被保険者（65歳以上の方）の
介護保険料は、介護サービスの利用に
係る介護給付費や地域支援事業費など
に必要な費用のうち、23％をご負担
いただくことになります。
①保険料段階は、基準額に対する保険
料の負担割合および第９段階以上の多
段階設定について各自治体の実情に応
じて決定されます。第７期では、引き
続き第６期と同様の所得段階に設定し
ました。
②介護給付費準備基金については、高
齢化の進展による介護認定者数、利用
者数の増加を踏まえ、必要最低限の部
分を除き、可能な限りの繰入を行い介
護保険料の上昇抑制を行いました。
　上記の基本的考え方をもとに、算出
した結果、第７期（平成30年度から32
年度）保険料基準月額は、6,373円と
なりました。この基準月額をもとに所
得段階ごとの保険料額が決まりました。

納入通知書の送付
　平成30年度介護保険料納入通知書
は、７月中旬の送付を予定しています。

第１号被保険者の介護保険料を改定します ▲

高齢者支援課op042－438－4031

□第７期　介護保険料

段階 対象者 保険料
率

保険料
月額 年額

第１段階
※①～③のい
ずれかに該当
する方

①生活保護を受給している方

0.43 2,741円 32,800円
世
帯
全
員
が
　
　

住
民
税
非
課
税
で

②老齢福祉年金を受給している方

本人の課税対象
となる前年の年
金収入と合計所
得金額の合計が

③80万円
　以下の方

第２段階
120万円以下で、
第１段階に該当
しない方

0.64 4,079円 48,900円

第３段階 第１・第２段階の
いずれにも該当しない方 0.67 4,270円 51,200円

第４段階
世帯の誰かに住民税が
課税され、本人は住民
税非課税で、本人の課
税対象となる前年の年
金収入額と合計所得金
額の合計が

80万円
以下の方 0.88 5,609円 67,300円

第５段階 80万円より
高い方 1.00 6,373円

（基準月額） 76,400円

第６段階

本
人
が
住
民
税
課
税
で
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

120万円未満の方 1.15 7,329円 87,900円

第７段階 120万円以上200万円未満の方 1.25 7,967円 95,600円

第８段階 200万円以上300万円未満の方 1.50 9,560円 114,700円

第９段階 300万円以上400万円未満の方 1.65 10,516円 126,100円

第10段階 400万円以上500万円未満の方 1.75 11,153円 133,800円

第11段階 500万円以上600万円未満の方 1.80 11,472円 137,600円

第12段階 600万円以上700万円未満の方 1.85 11,791円 141,400円

第13段階 700万円以上800万円未満の方 1.90 12,109円 145,300円

第14段階 800万円以上900万円未満の方 1.95 12,428円 149,100円

第15段階 900万円以上1,000万円未満の方 2.00 12,746円 152,900円

第16段階 1,000万円以上2,000万円未満の方 2.20 14,021円 168,200円

第17段階 2,000万円以上の方 2.30 14,658円 175,800円

※介護保険料は、毎年４月１日を基準日として賦課します。平成30年度の介護保険料
は前年（平成29年１月１日～12月31日）の合計所得金額で算定します。
※５月以降に65歳になる方や転入者の保険料額は、月割りで算定します。
※合計所得金額とは、繰越損失控除前の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額
の合計額です。（平成30年度からは短期・長期譲渡所得については特別控除の金額を差
し引いた額）
※第１～第５段階の合計所得金額は年金収入に係る所得金額を差し引いた額となります。
※保険料額は年額で決定するため、月額は目安であり、実際の徴収額とは異なります。

□介護保険の財源と給付費の内訳

※準備基金取り崩しにより、給付費の増と保険料の増は異なります。　
※上記の公費負担割合は、施設サービス費、地域支援事業費では若干異なります。

第１号被保険者
（65歳以上）

23.0％

保険料公費

７期＝6,373円12.0% 増（※）
市

12.5％

【財源】

東京都
12.5％

国
25.0％

第２号被保険者
（40～ 64歳）
27.0％

居宅サービス費
51.9％
（約265億円）

居宅+密着費
15.1％増地域密着型サービス費

11.2％（約57億円）

施設サービス費
26.4％
（約135億円）
6.1％増

その他
（高額サービス費等）
5.7％（約29億円）
32.7％増

地域支援事業費
4.8％（約25億円）｠
地域支援事業費
4.8％（約25億円）｠
18.0％増18.0％増

７期＝約510億円 13.5%増【給付費】

子どもの事故を防止しよう
　東京消防庁管内では、日常生活にお
ける５歳以下の子ども（乳幼児）の救急
搬送人員が多くなっています。乳幼児
は危険を察知することや危険を回避す
ることが不得手です。
❖こんな事故が起きています！
□自宅の浴槽での「おぼれ」
お風呂や水遊びをさせている時は、目
を離さないようにしましょう。
□やけど（みそ汁・お茶・熱湯）
やけどのおそれのあるものは、子ども

の手の届くところに置かず、特に電気
ケトルの転倒に注意しましょう。子ど
もを抱いたままの調理や、熱い物の飲
食はしないようにしましょう。
□窓やベランダから「落ちる」
エアコンの室外機、植木鉢を置く場所
にも注意しましょう。ベランダの出入
り口の窓には、二重に鍵をかけましょ
う。
□ものがつまるなど

窒息は放置すれば死に至る重大な事故

につながり、灯油・ボタン電池など、
誤って飲み込むと大変危険です。食べ
物は、年齢に応じた大きさにし、また、
食べさせる時は、飲み込むまで見届け
ましょう。
　子どもは日々成長し、行動範囲が広
がっていきます。家族など周囲の人が
事前に対策をとることで、重大な事故
から子どもを守りましょう。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010

窓際やベランダには
上れるようなものは
置かないで！

泉小学校跡地周辺計画（地区計画）に伴う公園整備
　平成29年１月に「泉小学校跡地活用
方針」が決定しました。この方針の内容
を踏まえつつ、地域の特性に応じた将
来像の実現に向けて、小学校の跡地を
中心とした地域において、地区計画（建
築物の建て方のルールなど）を定め、平成
31年度末に公園を整備する予定です。

❖公園施設の方針概要
□ボール遊び機能
子どもから高齢者までが共に集える憩
いの場として、ボール遊びスペースを
有した公園を整備します。
□防災機能

公園施設では、泉小学校が担ってきた
災害拠点としての役割を引き継ぐとと
もに、災害時に必要となる設備などを
整備します。
このほか、泉小学校の歴史を保存する
ために、公園施設内にメモリアルを設
置します。
□基本・実施設計

「どんな設備があったらいいか」「こん
な遊具がほしい」「四季折々の花を見る
ことができる」など、地域の方のニー
ズに合った親しまれる公園整備のため、
市民の皆さんのご意見をお聞かせくだ
さい。

□市民懇談会　
a６月24日㈰午後２時～４時
bエコプラザ西東京　※当日、直接
会場へ
d在住・在勤・在学の方
c（予定）
①６月24日　基本イメージの検討につ
いて…市から提示する案について、ご
意見・要望を集約
②７月29日　基本設計（素案）について
…①を受けて更新した案についてご確
認、ご意見をいただき、概要を固める
③９月上旬　基本設計（案）の確認…②
を受けて更新した案をご報告し、最終

案を確認
※いただいた意見などを設計に反映さ
せるための市民懇談会（全３回）▲

みどり公園課p042－438－4045
  地区計画区域図

泉町四丁目

泉小学校跡地

保
谷
志
木
線

泉
町
二
丁
目

公共公益施設
地区

住宅
地区沿道

地区
公園地区

地区計画区域
泉小学校跡地

住宅
地区

皆さんのご意見をお寄せください
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≪西東京消防署からのお知らせ≫　「今すぐやろう！防災訓練」　尊い生命と財産を自助・共助で守りましょう。

予算執行状況をお知らせします平成29年度
下半期の

市民の皆さんに市の財政運営について知っていただくために、平成29年10月～翌年３月の予算執行状況をお知らせします。
※使用数値は、平成30年３月31日現在のものです。出納整理期間後に確定する決算数値と異なる場合があります。　

▲

財政課np042－460－9802

市有財産
区分 現在高 備考

土地 75万6,384㎡
建物 31万8,237㎡
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 826点 購入価格50万円以上の備品
債権 64万円 生活つなぎ資金貸付金
基金 77億5,792万円 財政調整基金など全17基金

基金の内訳
基金名 現在高

土地開発基金 4億3,059万円
財政調整基金 32億5,777万円
罹

り

災
さ い救助基金 945万円

職員退職手当基金 1億4,245万円
奨学金基金 1億     18万円
スポーツ振興基金 1億   120万円
駐車場基金 1億8,020万円
国民健康保険事業運営基金 2億     21万円
国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金 1,541万円
介護保険高額介護サービス費等貸付基金 303万円
介護給付費準備基金 6億8,063万円
振興基金 2,017万円
まちづくり整備基金 14億   190万円
地域福祉基金 2億5,349万円
みどり基金 4億8,613万円
文化芸術振興基金 1億   804万円
庁舎整備基金 3億6,709万円

計 77億5,792万円

用語解説

　年度末までに収入または支
出すべきことが確定したもの
の、未収入または未払いと
なっているものについて、そ
の収入または支出を行うため
の整理期間が設けられていま
す。会計年度終了後の４月１
日から５月31日までのその
整理期間の
ことを、出
納整理期間
といいます。

出納整理期間

　一般会計は、市の予算の中心
となる基本的・一般的な会計です。
　特別会計は、特定の事業を行
う場合や、特定の歳入をもって
特定の歳出に充て、一般会計と
は区分して経理する必要がある
場合に設置される会計です。

一般会計と特別会計

　一会計年度における、一切の
収入を歳入といい、一切の支出
を歳出といいます。

歳入と歳出

財産の状況（平成30年３月31日現在）

各会計予算の執行状況（平成30年３月31日現在）

会計名 予算現額
歳入 歳出

収入済額 収入率
（％） 支出済額 執行率

（％）
一般会計 764億7,171万円 666億6,063万円 87.2 640億8,329万円 83.8 

特
別
会
計

国民健康保険 225億2,249万円 210億9,628万円 93.7 202億1,575万円 89.8 

下 水 道 事 業 26億4,684万円 22億5,318万円 85.1 21億9,872万円 83.1 

駐 車 場 事 業 1億4,692万円 1億3,948万円 94.9 1億1,253万円 76.6 

介 護 保 険 164億4,623万円 157億8,934万円 96.0 147億8,962万円 89.9 

後期高齢者医療 44億2,426万円 43億2,095万円 97.7 40億8,922万円 92.4 

計 1,226億5,846万円 1,102億5,986万円 89.9 1,054億8,913万円 86.0 

　平成29年度一般会計当初予算額は702億2,900万円でしたが、
最終予算額は764億7,171万円となり、当初から62億4,271万円
増となりました。歳入歳出予算の執行状況と財産や市債の主な項目
については、次のとおりです。
　平成29年度決算は、出納整理期間後に決算額が
確定してからあらためて詳しくお知らせします。

※各表は、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。

市債の現在高（平成30年３月31日現在）

※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30年３月31日現在の西東京市の人口（20
万1,292人）を用いて計算しています。

下水道事業
特別会計

74億473万円
市民１人当たり

3万6,786円

一般会計
514億2,619万円
市民１人当たり
25万5,481円

合計
588億3,092万円
市民１人当たり
29万2,267円

平成29年度一般会計予算の執行状況（平成30年３月31日現在）
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予算現額

凡例

収入済額

…下半期

…上半期

市税 国庫支出金 都支出金 地方交付税 繰入金 市債 その他

予算現額 314億8,240万円 118億7,911万円 90億9,102万円 30億5,381万円 33億3,679万円 84億2,657万円 92億   201万円

収入済額 315億   347万円 111億6,483万円 85億4,690万円 30億3,050万円 21億1,035万円 15億5,282万円 87億5,178万円

（うち上半期）176億7,301万円 50億3,730万円 21億2,706万円 20億   241万円 0円 0円 50億6,530万円

（うち下半期）138億3,046万円 61億2,753万円 64億1,984万円 10億2,809万円 21億1,035万円 15億5,282万円 36億8,648万円

収入率 100.1% 94.0% 94.0% 99.2% 63.2% 18.4% 95.1%

歳入

（億円）
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予算現額

凡例

支出済額

…下半期

…上半期

民生費 公債費 教育費 総務費 衛生費 土木費 その他

予算現額 378億2,960万円 59億6,794万円 113億2,453万円 69億5,885万円 48億8,310万円 50億1,255万円 44億9,514万円

支出済額 350億1,641万円 56億8,835万円 56億   632万円 50億9,016万円 43億3,710万円 40億7,709万円 42億6,786万円

（うち上半期）158億   578万円 23億8,337万円 23億2,894万円 23億5,432万円 19億4,700万円 15億4,942万円 15億3,683万円

（うち下半期）192億1,063万円 33億   498万円 32億7,738万円 27億3,584万円 23億9,010万円 25億2,767万円 27億3,103万円

執行率 92.6% 95.3% 49.5% 73.1% 88.8% 81.3% 94.9%

歳出
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お役立ちガイド※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ

無料市民相談

ボラフェス2018
みんなでひろげよう！つながりの輪

a６月３日㈰午前11時～午後３時
※雨天決行
b田無総合福祉センター
※当日、直接会場へ
c市内で活動しているボランティア
団体の活動紹介やステージ発表など

j西東京ボランティア・市民活動セ
ンターp042－466－3070（kあり）

起業者の店舗家賃を
補助します

　商店街の活性化を目的に、空き店舗
を活用した新規起業者を支援する「チャ
レンジショップ事業」を実施します。
c月額家賃の50％以内（１件当たりの
月額５万円まで・最大12カ月）

□対象・条件　 ● 小売業・サービス業・
ものづくり業・コミュニティビジネス
などでこれから独立開業を目指してい
る、または平成29年９月１日以降に
新規に開業している　 ● 事業者自身が
直接事業を行う　● 事業に必要な資格・
認可などを取得済（取得見込）　 ● 市内
の契約可能な空き店舗を、事業者自身
が選定し契約できる　 ● 西東京創業支
援・経営革新相談センターで経営指導
を受けて事業計画書を作成し提出など

※詳細はjへお問い合わせください。
i８月31日㈮(消印有効)までに、j
で配布している申込書および必要書類
を郵送または持参
j西東京商工会
● 田無事務所〒188－0012南町5－6
－18イングビル・p042－461－4573
● 保谷事務所〒202－0005住吉町6
－1－5・p042－424－3600

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
営全般の相談に乗ります。
□西東京創業カフェ
a６月８日㈮午前10時～11時30分
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）
□夢への第一歩！
　事業計画書作成セミナー
a７月５日㈭午前10時～正午
c今年度開催のビジネスプランコン
テストに向けた事業計画書作成のポイ
ントなど

e30人（申込順）
bいずれもイングビル
□創業資金融資あっせん制度事前診断
制度のご利用には、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

社会貢献型後見人を目指すための
後見支援員募集（９月１日採用）

d在住で20歳以上の方
e２人程度
□勤務　週１日平日４時間程度
※3カ月目から月１・２回２～３時間
程度
□報酬　時給1,120円
□説明会　※申込者は原則参加
a７月11日㈬午後２時
b保谷庁舎別棟
i６月29日㈮までにjへ
j社会福祉協議会p042－438－3776

■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

■専門相談（申込制） ※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　６月５日㈫午前８時30分（★印は、５月18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 ６月14日㈭・15日㈮午前９時～正午

o ６月12日㈫・13日㈬・19日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ７月 ５日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o ６月28日㈭

交通事故相談
n ★６月13日㈬

午後１時30分～４時
o ６月27日㈬

税務相談
n ６月 ８日㈮

午後１時30分～４時30分

o ６月22日㈮

不動産相談
n ★６月21日㈭

o ★６月14日㈭

登記相談
n ★６月14日㈭

o ★６月21日㈭

表示登記相談
n ★６月14日㈭

o ★６月21日㈭
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n ★６月11日㈪

行政相談 n ★６月15日㈮
相続・遺言・
成年後見等手続相談 o ７月13日㈮

蚊の発生防止強化月間
　東京都では、蚊の発生が本格化
する６月を「蚊の発生防止強化月
間」としています。
　デング熱は、３日～７日の潜伏
期間をおいて突如高熱がでます。
最初は気付かないことが多く、そ
の後、頭痛・顔面紅潮・結膜充血
を伴い、発熱が２日～７日続きます。
有効なワクチンはなく、治療は、
発症してからの痛みや発熱を抑え
る対症療法が中心です。

対処法

● 不要な水たまり（植木鉢の受け皿・
空き缶・古タイヤ・じょうろなど）を
なくす
● 草むらや藪

やぶ
は定期的に手入れをする

● 長袖の着用や虫除け剤を利用し、
刺されないようにする▲

環境保全課p042－438－4042

■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o
p042－438－4023

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

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
が必要ありません。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　83戸（抽選）
※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。

□募集案内
６月４日㈪～12日㈫の平日に、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で配布
※申込書などは、案内配布期間中の
み下記公社kからもダウンロード可
i６月14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
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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

子
ど
も

▲

教育支援課op042－438－4074
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

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】

６月11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）

６月１日㈮～６日㈬
午前９時～午後５時に電話

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
小川歯科
南町２－２－７
p042－461－9301

10日
松本歯科医院
保谷町３－３－23
p042－467－9339

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
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

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
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

吉川小児科医院
泉町３－１－６
p042－421－5253

休日診療 　※健康保険証・診察代をお持ちください。

一
　
　
般

▲

健康課op042－438－4037
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

６月12日㈫午後１時30分～３時30分
田無総合福祉センター 在住の方／２人 ６月８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

６月21日㈭午前10時～11時
保谷保健福祉総合センター

在住で18～64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

美姿勢エクササイズ
【呼吸と姿勢のチェック、体幹トレーニング】
保育あり

６月22日㈮午前10時～正午
田無総合福祉センター

在住で18～64歳の方／20人
※初回の方優先

電話・メール（記入例A）
m seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：６月19日㈫

マタニティクッキング
【バランスのよい食事をみんなで楽しく作って、
おいしく食べましょう】

７月20日㈮午前10時30分～午後０時
30分
田無総合福祉センター

在住の妊婦／20人程度
電話・はがき・メール（記入例B）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：６月15日㈮

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４コース：７月６日㈮・21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

在住で初めて父親・母親になる方
（妊婦のみの参加も可）／30組
対象出産予定月：10・11月

はがき・メール（記入例C）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）：６月８日㈮～22日㈮

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
６月 ５日 産婦人科　　12日 精神科・心療内科
　　19日 耳鼻咽喉科　26日 消化器内科

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　

p042－466－2033

※専門医が相談に応じます。

　有効期限満了後も引き続き助成を
受けるためには更新手続きが必要で
す。有効期限満了の１カ月前を目安
に区市町村の窓口で手続きをしてく
ださい。更新手続きを行わない場合、
資格喪失となり、再度の認定は受け
られなくなります。また、医療機関
や薬局などを受診する際は、「○都医

療券」と一緒に、「自己負担限度額管
理票（もも色）」を忘れずに窓口に提
示してください。詳細はjのkを
ご覧ください。
j東京都福祉保険局
　p03－5320－4491▲

健康課op042－438－4021

気管支ぜん息の○都医療券（もも色）を
お持ちの方へ ～大気汚染医療費助成制度～

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「マタニティクッキング」申込
①７月20日
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤出産予定日
⑥電話番号

Bはがき・メール
「ファミリー学級」申込
①第４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

Cはがき・メール
「喉頭がん検診」申込
①氏名（ふりがな）
②性別
③住所
④生年月日
⑤電話番号

Dはがき
「美姿勢エクササイズ」申込
①６月22日
②氏名
③生年月日
④住所
⑤電話番号
⑥保育希望の場合、
　子どもの氏名・生年月日

Aメール

■喉頭がん検診 ６月１日より一次受付
□検診期間　８月１日㈬～11月30日㈮
d40歳以上で特にたばこを吸う方
g自己負担600円
i６月22日㈮（消印有効）までに、●は
がき（記入例D）　●窓口（保谷保健福
祉総合センター４階健康課・田無庁舎
２階保険年金課）　●市kから

※７月下旬以降、随時受診券を発送

※検診期間中は、11月16日㈮（消印
有効）まで随時申込受付▲
健康課op042－438－4021

■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）
※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

■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、住所・保護
者氏名・子どもの氏名と生年月日・電
話番号・申込理由を〒202－8555市
役所健康課「お口の健康支援室」係へ
※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

健康 イガ ド

健
ひ
康
ろば

□HIVとは　人の体を細菌やウイルスといった病原体から守るのに重要な細
胞（Tリンパ球やマクロファージなど）に感染するウイルスのことです。感染力
は弱いため日常の社会生活では感染せず、多くは性行為により感染します。
HIVに感染し、免疫力が低下することで、さまざまな病気を発症するとエイ
ズと診断されます。

HIV検査※・相談は、無料・匿名・予約不要 ※エイズの原因となるヒト免疫不全
ウイルスの感染の有無を調べる検査

６月１日～７日  HIV検査普及週間

□早期発見が重要　服薬によりウイ
ルスの増殖を抑え、エイズの発症を
防ぐことで、健康なときとほぼ変わ
らない生活を送ることができます。
この機会に検査を受けてみませんか。
□HIV／エイズの電話相談
東京都エイズ電話相談
　p03－3292－9090
　平日：午前９時～午後９時
　㈯・㈰・㈷：午後２時～５時
□検査施設
●多摩小平保健所
　p042－450－3111

　小平市花小金井１－31－24
　	毎週㈫午後１時30分～３時（直接
来所）

●	多摩地域検査・相談室
　立川市羽衣町２－63
●検査に関する問い合わせ
　p090－2537－2906
　	（平日および㈯の午前９時30分～
午後５時）

●予約専用
　p080－2022－3667
　（平日午前10時～午後４時）▲

健康課op042－438－4037
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日本語ボランティア入門講座公開講座
難民問題を知る・考える
６月16日㈯ 午後２時～４時
田無庁舎２階

　地域に暮らす外国人住民の日本語学
習を支援する日本語ボランティア入門
講座を開講しています。その中の１講
座を公開講座として実施し、難民の方
の日本での暮らしや、日本での難民の
受け入れについて学びます。
e15人（申込順）
f鶴木由美子さん（認定NPO法人難民支
援協会）
i６月11日㈪までに、メールで件名

「６/16公開講座」・住所・氏名・電話
番号・メールアドレスを下記へ▲

文化振興課op042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

先輩ママに話してみませんか？
教えて！ペアレントメンター

（座談会）

６月18日㈪ 
午前10時～11時30分
住吉会館ルピナス

c発達障害のある子を育てた親（ペア
レントメンター）に相談したり経験談
を聞くことができます。
d幼児・小学生のお子さんの親
i６月15日㈮までに電話で下記へ
※当日参加も可▲

障害福祉課op042－438－4034

男女共同参画週間事業と講演会
①６月22日㈮～29日㈮　
②　　28日㈭ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　平成30年度のキャッチフレーズは
「走り出せ、性別のハードルを超えて、
今」になりました。本市でも、週間事
業を開催します。
c①パネル展示（男女共同参画川柳）
②講演会「女性の生きにくさを考える
～母娘関係、産後のしんどさ、母がキ
レちゃう、その他いろいろ考えます～」
f田房永子さん（漫画家）
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上未就学児15人（申込順）
i６月１日㈮午前９時から、電話・メー
ルで件名「男女共同参画講演会」・住所・
氏名・電話番号・保育の有無を下記へ▲

男女平等推進センターp042－439－
0075・mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

武道体験会
６月24日㈰ 
午後１時～５時（受付：０時30分）
スポーツセンター　
※当日、直接会場へ

　日本伝統の武道を体験しませんか？
　初心者大歓迎です。
□種目　剣道・柔道・弓道・空手・躰
道・少林寺拳法・太極拳・なぎなた
d在住・在勤・在学の小学生以上
※種目によっては幼児も可
h上履き・飲み物・タオル
※詳細は、jのkへ
jNPO法人西東京市体育協会
　p042－425－7055▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

環境に優しいエコ素材
クラフトバンドでかごを編もう！
６月25日㈪ 午前10時～正午
エコプラザ西東京

　再生紙を使ったクラフトバンドで、
すてきなかごを編みましょう。
d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e20人（申込順）
g500円（材料費）
h木工用ボンド（速乾性）、はさみ、定
規（15～30㎝）またはメジャー、洗濯ば
さみ５個、ぬれ布巾（ボンド拭き取り用）
i６月６日㈬午前９時から、電話・
ファクス・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

※実際の色と異なる場合があります

絵本の読み聞かせ講座（全２回）

６月29日㈮、７月６日㈮ 
午前10時～正午
谷戸図書館

d両日参加できる在住の方で、次の
いずれかに該当する方
●  現在小学校・保育園・図書館などで

絵本の読み聞かせを行っている（始
めて１年以内の方）・行う予定がある

●  小学校・保育園での読み聞かせに関
心がある
c絵本の選び方・読み聞かせの実演
e20人（現在読み聞かせを行っている
方・行う予定のある方を優先し、申込
者全員に６月19～21日ごろ結果を電
話で通知）
i６月５日㈫～14日㈭午前10時～午
後６時に下記へ直接または電話▲

谷戸図書館p042－421－4545

西東京市民文化祭展示の部
個人参加者募集 事前説明会
７月５日㈭ 午前９時30分
柳沢公民館

　今までに制作した絵画、写真、手工
芸品などの作品を展示しませんか？
※事前説明会へは作品の持参不要
● 最終打ち合わせ：９月下旬（予定）
●  展示：10月27日㈯～29日㈪・柳沢

公民館
●  作品搬入：26日㈮・搬出：29日㈪
d在住・在勤・在学で、上記日程全
てに参加できる方
□点数　お１人１～３作品展示予定
i６月28日㈭（消印有効）までに、住所・
氏名・年齢・電話番号・メールアドレス
を〒202－8555市役所文化振興課へ郵
送・ファクス・メール・持参（保谷庁舎３階）▲

文化振興課op042－438－4040・
l042－438－2021・mbunka@
city.nishitokyo.lg.jp

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS 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。

　学童クラブは、就労・病気などで昼
間家庭にいない保護者に代わり、生活
指導などを行います。今回は通年の募
集とは別に夏休み中だけの期間限定募
集です。
※保護者が就労しておらず、求職活動
中の場合は申請不可
□入会期間　７月23日㈪～８月31日㈮
d小学１～４年生（障害児は６年生まで）
□申請用紙　６月１日㈮より市k・児
童青少年課（田無庁舎１階）・市民課（保
谷庁舎１階）・児童館・学童クラブで配布
i６月４日㈪～22日㈮に、必要書類
を児童青少年課へ持参
※６月21日㈭・22日㈮は午後８時まで

※児童青少年課以外での申請は不可

※施設の利用状況および申請状況によ
り、希望の学童クラブにならない場合
や入会できない場合があります。
※現在、入会申請し待機中の方も、別
途入会申請手続きが必要です。
※詳細は入会案内・市kをご覧くだ
さい。▲

児童青少年課np042－460－9843

夏休み期間限定 学童クラブ入会者募集

おいしいお菓子作り

　　　　赤ちゃん集まれ～♪

▲

保育課np042－460－9842

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者の方が気軽に楽しめ
る集いを行っています。ぜひご参加く
ださい！
　センター・児童館・
公 民 館 な ど、 市 内
14カ所で開催して
います。詳細は、セ
ンターkをご覧ください。
a午前10時～11時30分
※１ ７月のみ午後３時30分～４時30分
※２ ７月のみ午後１時45分～３時
d８カ月までの乳児と保護者、妊婦

□赤ちゃんのつどい日程（６・７月）
会場（同保育園内） 日程

センターすみよし ６月25日㈪
７月13日㈮

センターけやき ６月22日㈮
７月20日㈮

センターやぎさわ ６月18日㈪
７月 ９日㈪

センターなかまち
※１

６月12日㈫
６月26日㈫
７月26日㈭

センターひがし
※２

６月 ４日㈪
７月 ２日㈪

　西東京市体育協会では東京都体育
協会の支援を受けて、シニア（60歳
以上）とジュニア（高校生以下）を対
象とした事業を行っています。

※詳細はjへお問い合わせください。
jNPO法人西東京市体育協会p042
－425－7055・l042－439－3395▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

シニアスポーツ振興事業・
ジュニア育成地域推進事業

□シニアスポーツ振興事業
種目 日時 場所 問い合わせ

ソフトボール
親睦大会

８月５日・12日㈰
午前９時

市民公園
グラウンドほか

吉田p090－2630－0622

ティーボール大会 11月24日㈯午前９時 ひばりアム 小川p042－465－1226

卓球練習会 ９月８・22・29日㈯
午前９時 総合体育館 体育協会事務局

バドミントン
交流会 １月27日㈰午前９時 総合体育館 佐藤p042－469－9166

バレーボール大会 11月３日㈷午前９時 スポーツセンター 望月p042－427－3456
ダンスパーティー

（ダンス講習と
ミニコンペ）

７月16日㈷、
11月11日㈰
午前９時

きらっと 蛯谷p090－9150－9907

ターゲット
バードゴルフ
講習会

９月20・27日㈭
正午 ひばりアム 大西p042－461－9084

グラウンド
ゴルフ大会

10月18日㈭
午前９時 向台運動場 体育協会事務局

バドミントン・
トリプルス講習

８月４日㈯
正午 きらっと 姉松p042－463－6334

ソフトボール
SC大会

９月19日㈬
午前９時

市民公園
グラウンド 吉田p090－2630－0622

□ジュニア育成地域推進事業（教室）
種目 日時 場所 問い合わせ

小・中学生
ソフトボール

８月２日㈭・３日㈮
午前９時

市民公園
グラウンド 吉田p090－2630－0622

陸上競技 ８月５日㈰・11日㈷・
12・26日㈰午前９時

市内中学校
グラウンドほか

保谷p042－421－1873

中学生
バドミントン

７月26日㈭・27日㈮、
８月２日㈭・３日㈮
午前９時

総合体育館 佐藤p042－469－9166

バレーボール ７月22日㈰、
10月14日㈰午前９時

総合体育館・
スポーツセンター 望月p042－427－3456

なぎなた ６月17日㈰午前10時 田無小学校 鈴木p042－422－6969
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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。

※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。

cパネル展示やステージパフォー
マンスなどで、NPO等市民活動団
体の活動を紹介するNPO市民フェ
スティバルの企画・運営
※経験・年齢・性別など不問
□第１回実行委員会
a６月28日㈭午後４時～５時
e20人
i６月27日㈬までに、電話・ファ

クス・メールで、住所・氏
ふり

名
がな

・電話
番号をjの「同実行委員」係へ
b・j市民協働推進センター
　p042－497－6950
　l042－497－6951
　�myumecollabo@ktd.biglobe.
ne.jp▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

実行委員募集 第10回
NPO市民フェスティバル

◦ 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　� �
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦�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

◦�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　� �
毎週㈭午後４時／３歳児から

◦�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

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  

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  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦�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　� �
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦�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・20日㈬午後４時／３歳児から

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・11・18・25日㈪
※�中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、15
日㈮休館

休館日

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  

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  

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。

ようこそ としょかんへ 6月

d市内で活動する「朗読」「語り」な
どで、期間中に発表予定の団体
a11月22日㈭～25日㈰
i６月30日㈯午後５時までに、j
の窓口へ来館（申込多数は調整）

※詳細はjで配布の応募要項をご覧
ください。
j西東京市民会館
　p042－463－5381▲

文化振興課op042－438－4040

　　　　朗読フェスティバル
in西東京市民会館ファイナル 参加団体募集
第９回

　   危険物安全週間 ６月３日㈰～９日㈯
　ガソリンや灯油だけではなく、消
毒用アルコールや接着剤なども危険
物に含まれます。これらは身の回り
で幅広く使用されていますが、取り
扱い方法を誤ると大きな事故につな
がります。
❖取扱注意事項
□セルフ式ガソリンスタンド
● �給油前に静電気除去シートにタッ
チする

●�給油ノズルは奥まで差し込み、レ

バーをしっかり握って給油する
●�給油口の外に吹きこぼれることが
あるので、つぎ足し給油はしない

□消毒用アルコール
● �消毒用アルコールを取り扱う場所
では火気の使用はやめ、常に整理
整頓する

●�消毒用アルコールの容器を乱暴に取
り扱わない（落とす衝撃を与えるなど）
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010

!

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集
a７月１日㈰午前９時～正午
b田無庁舎市民広場　※雨天中止
□出店資格　成人で在住の個人・団
体（業としている方を除く）
□募集区画数　65区画（１区画約
3.5㎡）
※出店場所の選択は不可
i６月11日㈪（消印有効）までに、

往復はがきで参加者全員の氏
ふり

名
がな

・代
表者の住所・年齢・電話番号、出店
物（衣類・雑貨など）を〒202－0011
泉町３－12－35ごみ減量推進課へ
※１世帯１通。申込多数は抽選
※飲食物・動植物の販売は不可▲
ごみ減量推進課
　p042－438－4043

  ごみの出し方 ワンポイント
■プラスチック容器包装類の分別に
ご協力ください
　プラスチック容器包装類について
は二重袋にすると中身が見えず連絡
シールを貼付して収集しない場合が
あります。二重袋にする場合は透明
な袋で中身が見えるようにしてくだ
さい。
□プラスチック製品は不燃ごみへ
食料品容器、バケツやプラスチック
製のハンガーなどのプラスチック製
品は不燃ごみです。

□電池の混入にご注意ください
プラスチック容器包装類の処理施設
で、市のプラスチック容器包装類の
中にリチウム電池が混入していて、
破砕機から火が出たとの報告があり
ました。電池は有害ごみになります。
□分別・出し方の確認方法
ごみ・資源物収集カレンダー、ごみ
分別アプリ、日本容器包装リサイク
ル協会の配信動画をご参照ください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

ハクビシンによる被害
　平成29年度は96件の目撃および
相談が市に寄せられました。鳥獣保
護法により一般市民による捕獲は許
可されていません。引き続き目撃情
報を募集しています。また、捕獲器

の貸し出し
を行ってお
ります。詳
細はお問い合わせください▲

環境保全課p042－438－4042

「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。



天体観望会
太陽系一巨大な惑星、しましま木星を見よう！

大人のバイオカフェ
世界でひとつだけの花～先端技術で創りだされるステキな新品種

ナビ多摩六都科学館

49 「はやぶさ2」、小惑星「リュウグウ」到着へ

　宇宙探査の歴史に残る瞬間が、間
もなくやってきます。
　2014年末に打ち上げられた小惑
星探査機「はやぶさ２」が、３年半の
宇宙の旅を経て目的地の小惑星
「リュウグウ」へ到着し（６月21日㈭
～７月５日㈭の予定）、まだ誰も見
たことがない「リュウグウ」の姿が明
らかになるのです。
　小惑星は数百m～数㎞程度の小さ
な天体で、地球などの惑星はこのよ
うな天体がたくさん集まって作られ
たと考えられています。「リュウグウ」
には生物の材料でもある有機物の存

在も期待されており、「はやぶさ２」
の探査から地球の生命の起源に迫る
ことができるかもしれません。
　探査機が見せてくれる未知の天体
の姿は、いつも私たちに大きな驚き
と感動を与えてくれます。その瞬間
まであと少し。「はやぶさ２」が届け
てくれる「リュウグウ」の姿を楽しみ
に待ちましょう。

浸水に備えよう！
6月は浸水対策強化月間

　市では毎年、原爆犠牲者を慰霊し、
平和への決意を新たにする平和記念
式典に市民を派遣しています。
　被爆地である広島を訪れ、戦争と
は何か、平和の意義とは何かについ
て考えてみませんか。

a8月5日㈰～6日㈪（1泊2日）
□コース
５日：東京駅集合～広島駅～平和記
念資料館～ホテル
６日：式典参加～市内見学～東京駅
解散
□交通手段　新幹線　東京－広島
d在住・在勤・在学の小学生以上
（小学生は保護者同伴）
e８人（申込多数は抽選）
g２万5,700円（小学生と保護者の
場合は２人で３万6,000円）
i６月29日㈮（必着）までに、往復
はがき・メールで住所・氏名・年齢・

性別・電話番号・勤務先または学校
名（在勤・在学の方）を〒202－
8555市役所協働コミュニティ課
「広島平和の旅」係へ
□事前学習会
平和の旅をより充実したものにする
ため、事前学習会を行います。
a７月25日㈬午前10時
b田無庁舎１階
□広島平和の旅報告会
平和の旅で学んだこと、感じたこと
などを夏休み平和映画会の当日に報
告します。
a８月25日㈯午後２時
b西東京市民会館
※参加確定後に取り消しをすると、
取消料が発生する場合があります。
詳細は下記へお問い合わせください。▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046・
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

□共通　i６月11日㈪までに、は
がき・jのkから「イベント名」・
開催日・氏

ふり
名
がな
・年齢（学年）・郵便番

号・住所・電話番号をjへ
※当選者のみに参加券を送付

j・b多摩六都科学館〒188－0014
芝久保町5－10－64・p042－469
－6100
休館日：月曜日

　青いバラ・カーネーションは、自
然には生まれることのなかった花で
す。青い花の遺伝子情報を利用して、
本来自然では生まれない青い花を創
り出した品種改良の技術についてお
話しします。
a6月24日㈰午後２時～3時30分
d・e中学生以上・24人（申込多数

は抽選）
※参加者以外の入室不可
f佐々木克友さん（国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構）
g大人500円（入館券）
※参加の中学生・高校生は入館無料
□共催　NPO法人くらしとバイオ
プラザ21

　太陽系一大きな惑星・木星のしま
模様やガリレオ衛星・月のクレー
ターなど望遠鏡を使って観察します。
　小平・東村山・清瀬・東久留米・
西東京市の方が優先で参加できます。
a６月23日㈯午後７時～８時30分

d小学生以上
（小学生は保
護者と参加）
e50人（申込
多数は抽選）

広島平和の旅
平和記念式典と

原爆ドームなどを見学

原爆ドーム

　台風や集中豪雨による被害は毎年発生しています。
梅雨は雨も多くなり、７月以降は台風も発生するので、
事前に備えることで被害を減らしましょう。

　日頃から自宅の電話を留守電に設定したり、自動通話録音機能が
付いた電話機を設置するなどの対策をとりましょう。

❖手口紹介
●警察官や大手百貨店などを装って
「あなたのキャッシュカード（口座）
が犯罪に使われています。確認のた
め暗証番号を教えてください」
●市の職員などを装って「還付金の
手続きが必要です。すぐＡＴＭで操
作してください」
❖「メールけいしちょう」
　警視庁では、振り込め詐欺の予兆電
話発生状況や犯罪発生情報、防犯情報
などをメールでお知らせしています。

　警視庁管内の
警察署単位で受
信地域を選択で
きますので、離
れて居住してい
る家族の居住地
域の情報も受信
することができます。
※詳細は警視庁k・田無警察署に問
い合わせください
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理室op042－438－4010

❖�平成29年中の振り込め詐欺被害
��（田無警察署管内）
・認知件数75件（前年比+27件）
・被害総額約１億3,600万円（+約460万円）

自動通話録音機

明日は我が身？

特殊詐欺かもしれません！
その電話、

Ⓒライブ ⒸHAYABUSA2製作委員会

j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010▲

下水道課op042－438－4059

□事前の備え
●側溝や集水ま
すは掃除して水
はけをよくして
おく…詰まって
いると、道路の
水を除去する機
能を果たせず、
水が流れない原因となり、浸水被害
が発生する可能性があります。
●非常用品の確認…災害時に備えて、
避難に必要な懐中電灯などの非常用
品を身近に準備しておきましょう。

●避難場所の確認…学校などの避難
場所として指定されている施設、ま
たその施設までの避難経路を確認し
て、万が一に備えましょう。普段か
ら家族で連絡手段についても話し
合っておきましょう。

□台風などが発生したら
テレビやラジオ、インターネットを
活用し、気象情報や警報を確認しま
しょう。東京都が公開している「東
京アメッシュk」では、降雨情報を
確認できます。

掃除されている集水ます

a・b６月23日㈯午前９時
30分～午後１時・きらっと
d・e卓球経験のある小学
生以上・80人（申込順）
f近藤欽司さん

チームを世界選手権で３度
の銅メダル獲得、北京オリ
ンピックでは４位に導いた。

hラケット・室内履き・
飲み物
i６月1日㈮～15日㈮まで
に、電話またはjの窓口へ
jきらっと
　p042－451－0555▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

元全日本ナショナルチーム女子監督
近藤欽司さんによる卓球教室

市内の防犯・防災情報をお届けする
「安全・安心いーなメール」配信中
※登録無料（通信料は利用者負担）

広報10

「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰　❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

「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。

音声版「声の広報」も
作成しています

平成30年（2018年）６月1日号


