
a15日㈯・16日㈰午前10時～午後４時30分
b１階オープンスペース
c喫茶・軽食、雑貨、生花販売
■ワークステーションウーノ（15日のみ）
　手作り焼き菓子、パン
■NPO法人 ラマーミトゥルの会（15日のみ）
　紅茶、焼き菓子
■にじいろステップ（16日のみ）
　サンマのつみれ汁、手作り小物

■のぶの台所（16日のみ）
　パン、焼き菓子、小物雑貨
■どろんこ作業所
　鉢花、手作り陶器・小物・アクセサリー
■１ROOM CAFEいろえんぴつ
　飲み物、ミニワッフル、手作り小物
■マライアン
　焼きビーフン、マンゴージュース 
■パープルリボン・プロジェクトをすすめる会
　手作り小物、雑貨

カフェ・販売コーナー

a・b16日㈰午後２時～４時・４階
f大崎麻子さん（国際協力・ジェン
ダー専門家・関西学院大学客員教授）

（国連開発計画に入局し、女子教育、
政治参加の促進などを手掛けた。
現在はフリーとして、幅広く活動中）

世界が目指すジェンダー
平等社会：日本は？

手話通訳あり保育あり講演会

■障がい者とそれを支えるひとたち
　 
a15日㈯午前10時～正午
b・e２階研修室・50人
f根本尚之さん （西東京市障がい者福祉をす
すめる会会長）
 
■カイロ式！歪

ゆ が

みの原因とその整え方
　 
a15日㈯午前10時～正午
b・e２階会議室・10人
f玉井かなこさん（美腰カイロプラクター）

 
■写真家菊池和子のスライド・トーク
　 震災を生きる人々ー福島芸能の灯

消さず
　 
a15日㈯午後２時～４時
b・e２階研修室・50人
f菊池和子さん（写真家）

■『きのう何食べた』的生活＠西東京
　〜ボクとカレとお父さんの暮らし〜 
a15日㈯午後２時～４時
b・e２階会議室・20人
fRyuyaさん（レインボーコミュニティ西東京
スタッフ）
 
■ 食の安全を考える　『その食品
　子どもに食べさせて大丈夫？』
　 
a16日㈰午前10時～正午
b・e２階研修室・50人
f八田純人さん（農民連食品分析センター所長）
 
■ チベット伝統音楽とダンス、
　文化に触れるひととき
　※子ども連れ可
a16日㈰午前10時～正午
b・e４階大広間・50人
fテンジン・クンサンさん（チベット伝統音楽
アーティスト）

保育あり

保育あり

保育あり

保育あり

保育あり

講　座

終活 何でも相談会 a15日㈯・16日㈰午前10時～午後４時30分　b２階交流ホール

体験会
■自分でできる予防医学・自力整体 
a15日㈯午前10時～正午
b・e４階大広間・40人（申込順）
f森崎文子さん（自力整体ナビゲーター）
iNPO法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村
　p042－425－0788
 
■パパのはじめてのバルーンアート講座
　※子ども連れ可　 
a15日㈯午後２時～４時
b・e３階機能訓練室・20人（申込順）
fこたぱぱさん（バルーンアーティスト）
i西東京市パパクラブ
　p田崎090－9144－3328
 
■オリジナルのゲームを作ろう！　
　未経験でも出来るプログラミング 
a15日㈯午前10時～正午
b・e３階機能訓練室・10人（申込順）
f木村清子さん（シニア情報生活アドバイザー）
g500円（テキスト代）
■簡単で楽しい動画を作ろう！ 
　初心者向けタブレット講座
a16日㈰午前10時～正午
b・e３階機能訓練室・10人（申込順）
f中村記子さん（マイクロソフトトレーナー）
g500円（テキスト代）
□共通　iNPO法人セプロスp・l042－425－6090
　mceproce＠kch.biglobe.ne.jp

要申込

要申込

要申込

要申込

パリテとはフランス語で“平等な”という意味です。

一人ひとりの人権が尊重される社会へ

□パネル展示・作品展示
a２月10日㈪〜21日㈮　※11日㈷除く
□イベント開催
a2月15日㈯・16日㈰ 
　午前10時〜午後4時30分
□オープニングセレモニー
　手話グループ翼（コーラス）
a２月15日㈯午前９時15分

３・４階 老人福祉センター

２階 のどか広場
子ども相談室ほっとルーム

１階
子ども家庭支援センターのどか
男女平等推進センター
こどもの発達センターひいらぎ

地域社会の活動拠点として、世代間交流を目的とした施設

b 住吉会館ルピナス

　　　  の表記のあるイベ
ントの申込は、１月15日
㈬から各申込先へ
※表記のないものは当日、
直接会場へ

要申込 　　　　  は、一時保育が利用できます（要予約・申込順）。
□申込期間　１月15日㈬～29日㈬
imkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp▲

同実行員会・男女平等推進センターパリテ（住吉会館ルピナス内）
　p042－439－0075・l042－422－5375

保育あり

※イメージです

No . 
詳細はホームページで

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

２月以降順次、一部窓口が移転します。詳細なスケジュール（10面）をご参照のうえ、各記事をご覧ください。

男女平等推進センター

パリテまつり
男女平等について、いろいろな視点から知って触れることができるイベントです。

●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
 p042－428－0787（不配のお問い合わせなど）

472
令和２年（2020年）１月15日号

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、１月15日㈬・26日㈰・31日㈮の①午後０時45分　②午後８時（㈰除く）から放送予定です。
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西東京市
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

動産インターネット公売
税・年金

　市では、市税や保険料などの滞納者
が所有する財産について、差し押さえ
などの滞納処分を行っています。今回、
市が差し押さえた動産をヤフー官公庁
オークションで公売（売却）します。公売
による売却代金は、滞納となっている
市税などに充当されます。
□参加申込　１月21日㈫午後11時まで

□入札期間　１月27日㈪午後１時～
29日㈬午後11時
※公売財産および手続きの詳細や公売
実施の最新情報は市kをご覧ください。▲

納税課np042－460－9834

老齢年金を受けていた方に 源泉徴収票が
日本年金機構から送付されます
　源泉徴収票は確定申告や、源泉徴収
された所得税の還付の手続きなどで必
要です。未着・紛失時はjへご連絡
ください。
d平成31年１月～令和元年12月まで
に老齢（退職）を支給事由とする公的年
金を受けていた方
※例年、１月下旬に送付（障害年金・遺
族年金は非課税のため、送付されません）
j ●ねんきんダイヤル

　p0570－05－1165　
　※050から始まる電話からは
　p03－6700－1165
●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

東京都後期高齢者医療制度の被保険者へ 
医療費等通知書を発送
　ご自身の健康と医療について認識を
深めていただくとともに、医療費の適正
化を目的として医療費等通知書を１月下
旬にお送りします。通知書には、診療年
月・医療機関等の名称・医療費の総額（自
己負担分＋保険者負担分）、医療費等
（自己負担分）を記載する予定です。
d平成30年９月～令和元年８月の12
カ月間に医療費の総額（自己負担分＋
保険者負担分）が５万円を超える月が
ある方
※全ての被保険者に送付するものでは
ありません。
□注意　
確定申告（医療費控除）の際に医療費等
通知書を添付することで、平成31年
１月～令和元年８月までの診療等につ
いては、「医療費控除の明細書」への記
載を省略することができます。ただし、
令和元年９月～令和元年12月までの
診療等については、翌年度の発送とな
りますので、申告が必要な場合はお持
ちの領収書に基づいて別途「医療費控
除の明細書」を作成して申告書に添付
していただく必要があります（この場
合、医療費の領収書は、確定申告期限
から５年間保存する必要があります）。
j東京都後期高齢者医療広域連合お問
い合わせセンターp0570－086－519▲

保険年金課np042－460－9823

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

心身障害者（児）施設
緊急一時保護の利用登録開始
　令和２年度の利用登録の受付を、１
月15日㈬から開始します。現在、利
用登録をしている方の有効期限は、３
月31日です。利用予定前に申請手続
きをしてください。
b障害福祉課（保谷庁舎１階）
※２月25日㈫から田無庁舎１階でも可
h身体障害者手帳または愛の手帳・
認め印・令和元年度の利用者証（使用
する予定のない方）▲

障害福祉課op042－438－4033

学校施設使用団体登録の更新
教育

　市立学校施設を使用するには、年度
ごとに団体登録が必要です。令和２年
度も使用する場合は手続きをしてくだ
さい（利用申込時の申請可）。
a２月３日㈪から随時
b社会教育課（保谷庁舎３階）
※学校施設開放運営協議会に加入して
いる団体は、各協議会で手続きをします。▲

社会教育課o
　p042－438－4079

防犯活動経費の一部補助
くらし

　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市に防犯活動団体登録をしている
団体
□補助金額　防犯資器材の購入など２
分の１以内で１団体20万円まで

※申請多数は、補助金を減額調整する
場合あり

□申請期間　２月３日㈪～14日㈮
※詳細はお問い合わせください。▲

危機管理室o
　p042－438－4010

自治会などが所有する街路灯に
補助金を交付
　１月24日㈮までに、道路管理課（保
谷庁舎５階）にある申請書に、街路灯配
置図・電気料金領収書（平成31年４月
分～令和元年12月分）の写しを添えて、
提出してください。既に補助金を受け
ている団体には申請書を送付します。▲
道路管理課op042－438－4055

消費者団体登録・更新
　消費生活に関する消費者の自主的な
学習活動を市内で行っている団体が「消
費者団体」登録をすると、消費者セン
ター分館のグループ活動室を利用日の
２カ月前の１日から予約することがで
きます（登録団体以外は１カ月前から）。
現在登録している場合も更新の手続き
が必要です。
　詳細は、市k・下記窓口で配布し
ている案内をご覧ください。▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

空き家の管理にお困りの方へ
　相続した空き家の譲渡所得を3,000
万円まで控除する特例措置が延長・拡
充されました（空き家の発生を抑制す
るための特例措置）。
□延長期間　１月１日～令和５年12
月31日までの４年間
□拡充対象　特例の対象となる相続し
た家屋については、被相続人が相続の
開始直前に居住していたことが必要で
したが、老人ホームなどに入居してい
た場合も対象になりました。
　市ではこの特例措置を利用するため
に必要な書類のうち、「被相続人居住
用家屋等確認書」を発行しています。▲

住宅課op042－438－4052

令和２年度予算要求の概要を作成
市政

　市では現在、令和２年度予算の編成

連 絡 帳
市からの

分譲マンション
❖耐震アドバイザーの派遣
c ●耐震診断・改修に係る区分所有者
間の合意形成　●耐震診断・改修の必
要性や改修に至るまでの取り組み方法
d分譲マンションの管理組合など

□派遣回数　同一の分譲マンションに
対して１回２人、計３回まで

❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　市内の耐火建築物および
準耐火建築物の３階建て以上で、昭和
56年５月31日以前に建築されたもの

□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖補強設計費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基準
に適合して補強設計を行うもの
□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基準
に適合して耐震改修など（建替え・除却
を含む）を行うもの
□助成額　費用の23％（1,500万円）まで

※緊急耐震重点区域の場合、１戸当た
り30万円を加算

木造住宅
❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　現に居住している、昭和
56年５月31日以前に建築されたもの
□助成額　費用の２分の１（６万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　分譲マンションの「耐震
改修等」に同じ
□助成額　①改修…費用の２分の１
（90万円）まで
②建替え・除却…費用の３分の１（30
万円）まで
※別途、所得税の特別控除制度があり
ますので、お問い合わせください。

❖耐震シェルター等設置費用の助成
d65歳以上または身体障害者手帳（１
～４級）をお持ちの方がいる世帯
□対象住宅　木造住宅の「耐震診断」に
同じ
□助成額　費用の10分の９（30万円）まで

ブロック塀等
❖耐震診断・改修・建替えおよび除却
の助成
□対象ブロック塀等　市内各小学校が
定める通学路に面し倒壊の危険性があ
ると判断されたもの
□期間　令和元年10月１日～令和３
年３月31日
□助成額　費用の３分の２（８万円／
m）まで

耐震診断・改修など

　市では、災害に強いまちづくりを推進するため、分譲マンション・木造住宅およ
びブロック塀等の耐震診断・耐震改修などの費用の一部を助成します（要事前申請）。

災害に強いまちづくり

緊急耐震重点区域
　市内全域に拡充します。

普及啓発
　対象住宅全戸に対し、耐震化の必要
性・助成制度等のご案内をダイレクト
メールにより送付します。

□期間　令和元年８月１日～令和８年
３月31日
□対象住宅　昭和56年５月31日以前
に建築された住宅

助成金の拡充
　木造住宅および分譲マンションの耐

震改修等費用の助成額を拡充します。
□期間　平成31年４月１日～令和８年
３月31日

※分譲マンションは、令和３年３月
31日までに耐震改修等工事に着手す
る必要があります。

普及啓発および助成金拡充
　新たに重点的に耐震化を推進する区域を「緊急耐震重点区域」として定め、普
及啓発および助成金の拡充を実施します。

□共通事項
●助成金額は1,000円未満を切り捨て
●�助成金の交付は、同一の住宅に対し
て各１回を限度とし、いずれも完了
後に交付（改修またはシェルター等
設置はどちらか１回）

※そのほか助成条件がありますので、
必ず事前にお問い合わせください。申
請前に着工などをした場合は、助成で
きませんのでご注意ください。
※助成金については、各年度の予算の
範囲内となります。

▲

住宅課op042－438－4052

図書館・全館休館のお知らせ
　システムの入れ替えのため、２
月17日㈪～29日㈯の間全館休館
します。また、２月16日㈰午後
６時～３月１日㈰午前10時は、
図書館kが閲覧できません。ご
理解とご協力をお願いします。
※ひばりが丘図書館の「講座室」は
使用できます（午前10時～午後６
時・２月17日㈪・25日㈫を除く）。▲

中央図書館p042－465－0823



3令和2年（2020年）1月15日号 広報

２月以降順次、一部窓口が移転します。詳細なスケジュール（10面）をご参照のうえ、各記事をご覧ください。

作業を進めています。各課からの予算
要求を取りまとめた「令和２年度予算
要求の概要」は、財政課（田無庁舎３階）、
情報公開コーナー（田無庁舎５階・保
谷庁舎１階）で配布しています。
※市kでご覧になれます。▲

財政課np042－460－9802

　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。５～10
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0.00mg/㎥Nでした。
j柳泉園組合p042－470－1545▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

柳泉園組合 
水銀濃度測定結果

パブリック
コメント 皆さんのご意見をお寄せください

※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。

事案名　�西東京市子育ち・子育てワイワイプラン（後期計画）素案�
　�

▲

子育て支援課np042－460－9841

策定趣旨
西東京市子育ち・子育てワイワイプランについて、計画期間である
平成27～令和６年度のうち、令和２年度からの後期５年間について
見直し作業を進めており、今年度中の策定を予定しています。

閲覧方法 １月15日㈬から、情報公開コーナー・市k
対象 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 １月15日㈬～２月14日㈮（必着）

提出方法 ①持参（田無庁舎１階）　②郵送（〒188－8666市役所子育て支援課）
③ファクス（l042－466－9666）　④市kから

説明会 a・b１月18日㈯①午前10時～11時・防災センター
②午後３時～４時・イングビル

検討結果の公表 ３月（予定）

■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　１月20日㈪午前８時30分（★印は、１月６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 １月28日㈫・31日㈮、２月７日㈮・13日㈭午前９時～正午

o
１月29日㈬、２月４日㈫・５日㈬・12日㈬午後１時30分～
４時30分

人権・身の上相談 n ★２月�６日㈭ 午前９時～正午
※１枠１時間o ★１月23日㈭

交通事故相談 n 　２月12日㈬ 午後１時30分～４時
o ★１月22日㈬

税務相談 n 　２月14日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　２月�７日㈮

不動産相談 n 　２月20日㈭
o 　２月13日㈭

登記相談 n 　２月13日㈭
o 　２月20日㈭

表示登記相談 n 　２月13日㈭
o 　２月20日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　２月10日㈪

行政相談 n 　２月21日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★２月�５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

��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
ご注意ください
プラスチック容器包装類の中にリチ
ウムイオン電池が混入されると、破
砕機の圧力で発火し、火災に発展す
るおそれがあります。また、刃物（包
丁）の混入の報告もありました。
上記２品目と注射針などは、中間処
理施設に持ち込まれると搬入を拒否
されることがあります。
□出し方にご注意ください
ペットボトルとプラスチック容器包
装類はリサイクルの方法が異なるた

めそれぞれ別の車が収集しています。
ペットボトルが入ったカゴの上にプ
ラスチック容器包装類の袋を置くと
取り残しされる場合もありますので、
ペットボトルの入ったカゴの脇にプ
ラスチック容器包装類をお出しくだ
さい。▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

　住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入
居支援・居住継続支援制度をご活用
ください。
❖住宅探しのお手伝い
c市と協定を結んだ不動産関係団
体の担当者が住宅を探す手伝いなど

d本市の住民基本台帳に記載され、
収入があり、次のいずれかに該当す
る方
●高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）
●�障害者世帯（身体障害者手帳４級
以上・愛の手帳３度以上・精神障
害者保健福祉手帳２級以上の所持
者がいる世帯）

●�ひとり親世帯（18歳未満の子と父
または母いずれかのみの世帯）
❖保証委託契約のあっせん
c住宅を借りる際に保証人が見つ
からない場合のあっせん
d「住宅探しのお手伝い」に同じ
❖各種費用の助成
①保証委託料…市と協定を結んだ
不動産関係団体を通して保証会社と
保証委託契約を締結した場合、新規

契約時と初回更新時の保証委託料の
一部を助成
②少額短期保険料…本制度を活用
した賃貸借契約にあたり少額短期保
険に加入した場合、２年間保険料の
一部を助成
③初期費用…本制度を活用し、賃貸
借契約の締結予定の方で、初期費用
の準備ができずに困っている方へ初
期費用の一部を助成
□助成額　①委託料の２分の１（２
万円まで）
②保険料の２分の１（月々1,500円まで）
③初期費用の一部（14万円まで）
d市内に２年以上居住し、市が定
める所得基準内にある方で、
①保証会社と保証委託契約を締結
した方
②少額短期保険に加入した方
③自らの都合ではなく賃貸人から
の立ち退き要求を受けている方
※そのほか詳細な条件がありますの
で、事前にお問い合わせください。▲

住宅課op042－438－4052

民間賃貸住宅への入居や居住継続にお困りの方へ

　泉小学校跡地に開園予定の公園の
名称を地域の方々のご意見や皆さん
の人気投票の結果をもとに決定しま
した。
　公園内には、ボール遊び広場や多
目的広場（芝生広場）が整備されます。
　開園時期については、後日お知ら
せします。▲

みどり公園課p042－438－4045

　  　「泉小わくわく公園」に決定３月完成予定

a１月21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

教育委員会傍 聴

■国民保護協議会
a１月17日㈮午後３時30分
b防災センター
c・e令和元年度国民保護訓練・５人▲

危機管理室op042－438－4010

■国民健康保険運営協議会
a１月20日㈪午後７時
b田無庁舎４階
c・e令和２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

■男女平等推進センター企画運営委員会
a１月20日㈪午後７時
b住吉会館ルピナス
c・e男女平等参画推進事業ほか・３人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

■社会教育委員の会議
a１月24日㈮午後３時
b保谷庁舎４階
c・e地域協働活動・５人▲

社会教育課op042－438－4079

■個人情報保護審議会
a１月27日㈪午前10時
b田無庁舎４階
c・e個人情報保護制度ほか・５人▲

総務法規課np042－460－9811

審議会など傍 聴
■廃棄物減量等推進審議会
a１月27日㈪午後２時
bエコプラザ西東京
c・e市の廃棄物行政・５人▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

■環境審議会
a１月28日㈫午後６時
b田無庁舎３階
c・e西東京市第２次環境基本計画
後期計画・５人▲

環境保全課p042－438－4042

■介護保険運営協議会
a１月30日㈭午後７時
b田無庁舎３階
c・eアンケート調査結果・５人▲

高齢者支援課op042－438－4030

■総合教育会議
a１月31日㈮午前10時
b田無庁舎４階
c・e教育に関する協議・調整など・10人▲

企画政策課np042－460－9800

■居住支援協議会準備会
a１月31日㈮午前10時
b田無庁舎５階
c・e居住支援に関すること・５人▲

住宅課op042－438－4052
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

市民税・都民税の申告
□申告が必要な方
①令和２年１月１日現在、西東京市内
に住所があり、以下に該当する方
●�令和元年（平成31年）中に所得が
あった方

●�所得がない場合でも国民健康保険・
後期高齢者医療保険に加入している方
②令和２年１月１日現在、西東京市外
に住所があり、西東京市内に事務所・
事業所・家屋敷などがある方
③給与所得者で次に該当する方
●�勤務先から西東京市に給与支払報告
書の提出がなかった方

●�地代・家賃・原稿料・年金など、給
与所得以外の収入があった方
※給与所得者または公的年金の所得の
みの方で、勤務先などから市へ支払報
告書の提出があった方でも、扶養親族
や生命保険料などの控除が支払報告書
の内容から変更になる場合は申告が必
要です。
※所得税の確定申告書を税務署に提出
される方は、市・都民税の申告は不要。
□申告用紙の郵送と配布　申告書は、
１月24日㈮に次の方へ発送予定です。
●�昨年、市・都民税の申告書を提出し
た方

●�昨年、西東京市に転入し、かつ国民
健康保険に加入した方
※市・都民税の申告が必要な方で、申
告書が届かなかった方には、次の場所
で配布します。

場所 日程

田無庁舎
４階市民税課 　２月�３日㈪

～14日㈮

２階申告会場 　２月17日㈪
～３月16日㈪

保谷庁舎
総合窓口前 　２月３日㈪

～２月７日㈮

１階臨時窓口 　２月10日㈪
～３月�９日㈪

防災センター 　３月10日㈫
～16日㈪

柳橋・ひばりヶ丘駅前
出張所

　２月�３日㈪
～３月16日㈪

※㈯・㈰・㈷を除く　※所得税の確定申告
書も上表のとおり配布（確定申告書のダ
ウンロードや作成は、国税庁k「確定申
告書等作成コーナー」からも可）しますが、
税務署からの配布数に限りがあり、数日
で配布を終了する場合があります。

所得がなかった方も申告を
　令和元年（平成31年）中に所得のな
かった方も申告をすることにより、非
課税証明書の発行（都営住宅の収入報
告、シルバーパス申請などに必要）、
国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の算定、老齢福祉年金
など各種年金の支給、国民健康保険被
保険者証・後期高齢者医療被保険者証
などの負担区分を確定する基礎資料に
なりますので、申告書表面の該当箇所
および申告書裏面の「所得（収入）のな
かった方」欄にご記入の上、提出して
ください。

申告の際に必要となるもの
①申告書・認め印・筆記用具・計算機
②マイナンバー制度導入に伴う本人
確認書類（番号確認および身元確認）
※詳細は、４面の「申告書へマイナン
バーの記載が必要です」をご覧ください。
③令和元年（平成31年）中の収入額が
分かる書類（源泉徴収票など）
④下記の控除を受ける場合
A�国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料（保険年金課）、介護保険料（高
齢者支援課）…令和元年（平成31年）
中に支払った金額を計算してあれば、
領収書などの控除証明書の添付不要
（金額が不明の場合は、各担当課で
確認できます）
B�国民年金保険料・生命保険料・地震
保険料・寄附金控除…令和元年（平
成31年）中に支払った金額が分かる
控除証明書などの添付が必要
⑤医療費控除の申告（平成31年１月１日
～令和元年12月31日までに支払われた
ものが対象）には、平成30年度より領収
書の提出の代わりに「医療費控除の明細
書」を作成し添付が必要です（平成30年
度より領収書の添付は不要となりました
が、領収書はご自身で５年間保存する必
要があります）。
　作成する際は、医療を受けた人、病
院・薬局ごとに医療費を合計して記載
してください。
　また、平成30年度より新たにセルフ
メディケーション税制（医療費控除の
特例）が開始されました。詳細は市k
をご覧ください（従来の医療費控除制
度とセルフメディケーション税制のど
ちらを適用するかは、申告者本人が選
択しいずれかの適用）。
⑥障害者手帳または認定書（障害のあ
る方）　
⑦申告者名義の銀行などの口座番号
が分かるもの（所得税還付申告の方）
※昨年確定申告をされた方は、その控
えをお持ちください。
※申告書に添付する源泉徴収票などの
書類の写しが必要な方は、あらかじめ
コピーを取ってください。
□申告についての注意
● �申告期間を過ぎてから申告した場合、
課税決定が遅れ、課税・非課税証明
書の発行時期が遅れます。普通徴収
（個人納付）の場合は、納期限が過ぎ
ると通常４回ある納期が減り、１回分
の納税額が多くなりますので、期間
中に申告してください。

●�住民税における上場株式等に係る配
当所得等について、所得税と異なる
課税方式を選択する場合は、市・都
民税特別徴収税額の決定通知書また
は納税通知書が送達される前までに
市・都民税の申告が必要となります。
また、選択した方式により所得金額
が増えることで国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険料な

どに影響する場合があります。
●�配偶者やそのほかの親族の年金から
差し引かれた介護保険料・後期高齢
者医療保険料は、その方が支払った
ものとなり、申告者の社会保険料控
除の対象とすることはできません。
　ただし、国民健康保険料・後期高
齢者医療保険料は、口座振替による
支払いを選択できますので、その選
択をして申告者の口座から振替によ
り支払われた場合は、申告者の社会
保険料控除に含められます。

●�住宅ローン控除を受ける初年度は、
必ず税務署への確定申告が必要とな
ります。田無庁舎・保谷庁舎の申告
会場での相談をお受けすることはで
きません。

市でご相談・お預かりできる
所得税の確定申告書
□簡易な申告の方　給与所得者の還付
申告や公的年金（個人年金所得含む）の
申告など

□提出のみの方　税額の計算まで内容
が全て記入済みの申告書

市でご相談できない
所得税の確定申告
　下記の①～⑨に該当する方は、税務
署にご相談ください。
①配当所得などの申告　②青色申告　
③収支内訳書が未作成の事業所得（営
業・農業など）の申告および不動産所得
の申告　④分離課税となるもの（土地・
建物および株式などの売却による譲渡
所得の申告）　⑤住宅ローン控除の申
告（初年度および住宅ローン控除申告
書が未作成のもの）　⑥相続または贈
与などに係る生命（損害）保険契約など
に基づく年金所得の申告　⑦国外居
住親族に係る扶養控除や市外居住の方
の申告　⑧過年分や亡くなった方の申
告（平成30年分以前の申告、準確定申

告）　⑨そのほか特殊な申告（例：仮想
通貨・雑損控除・災害減免・外国税額
控除の申告など）
※ご相談の必要がなく申告書の提出の
みの場合は、お預かりできます。

公的年金等の受給者の
確定申告不要制度
　１年間（１月１日～12月31日）の公
的年金などの収入金額が400万円以下
で、そのほかの所得金額が20万円以
下の方は、所得税の確定申告をする必
要はありません。
　ただし、所得税の還付を受ける方や
平成28年分以降の外国で支払われる
年金など所得税の源泉徴収の対象とな
らない年金を受給している方は、所得
税の確定申告が必要です。
　また、所得税の確定申告が不要でも、
市・都民税の算定で「公的年金等の源
泉徴収票」に記載のある控除内容を変
更・追加する場合は、市・都民税の申
告が必要です（税務署に確定申告書を
提出の場合は市・都民税の申告は不要）。

申告書へマイナンバーの
記載が必要です
　市・都民税の申告には、マイナンバー
の記載が必要です。それに伴い、本人
確認（番号確認と身元確認）が必要とな
ります（窓口提示または写しの添付）。
□確認書類　①マイナンバーカードのみ
②通知カード・公的機関が発行した顔写
真付きの身分証明書（運転免許証・パス
ポート・住基カードなど）　③マイナンバー
が記載された住民票（写しでも可）・公的
機関が発行した顔写真付きの身分証明書
（運転免許証・パスポート・住基カードなど）
※顔写真付きのものがない場合は、保
険証・年金手帳など公的機関が発行し
た証明書２点が必要です。
※郵送の場合は写しを同封

▲

市民税課np042－460－9827・9828２月17日㈪～３月16日㈪申告期間

１月31日㈮～
２月７日㈮に
開設する出張窓口
もご利用ください

来月から　  の申告が始まります税
市民税・都民税の申告は市役所へ
（令和２年度）

　市・都民税（住民税の申告）は市役所で、所得税（確定申告）は東村山税務署の
管轄する業務となります。申告期間中に限り市でも簡易な確定申告の受付を行っ
ていますが、複雑な内容は税務署でのご相談となります。

〈税の申告について〉

パソコン・スマホなどから
確定申告ができること知ってますか？

 東村山税務署長賞受賞　ひばりが丘中学校三年生 小山紗英さん

※ID・パスワードの発行は申告が始まると
混雑するため申告期間前の申請がおすすめです。 詳しい申請方法は５面へ

ねぇ、イータ君
税務署に行かなくても
確定申告できるらしいね～

そうだよ！税務署でIDとパスワードを
受け取れば自宅から申告
できるよ(^^♪

会社の近くの税務署でも
IDとパスワードを
もらえるよ！

やったー！
昼休み中にスマホから
簡単に申告ができた！

え!? そうなの！
早速、行ってみるよ！

やったねー！

IDとパスワードを発行してもらい
たいけど、平日仕事なんだよね～

税の標語 スマホでも　便利で簡単　e-tax
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にせ税理士にご注意を　 ● にせ税理士の情報…東村山税務署p042－394－6811　 ● 税理士に関して…p042－394－7038

２月17日㈪～３月16日㈪

東村山税務署からのお知らせ

日曜窓口
　税務署は平日のみ開庁ですが、２月
24日㉁・３月１日㈰に限り、所得税
および復興特別所得税・個人消費税・
贈与税の申告相談と申告書の受付を行
います。
※国税の領収・納税証明書発行・電話
相談は行いません。

税理士による無料申告相談 
～申告書を作成できます～

　小規模納税者の方の所得税および復
興特別所得税・個人消費税、年金受給
者・給与所得者の方の所得税および復
興特別所得税の申告書（土地・建物・
株式などの譲渡所得がある場合を除
く）を作成して提出できます。
※所得金額が高額な場合や相談内容が
複雑な場合は税務署をご利用ください。
※申告書などの提出のみの場合は直接
税務署に提出してください（郵送可）。
h４面「申告の際に必要となるもの」
を参考にしてください。
※混雑時は受付を早く締め切る場合が
あります。初日は特に混雑します。
※車での来場はご遠慮ください。

会場 日程 時間

西東京市
防災センター

２月10日㈪
～13日㈭
※㈷を除く

午前
９時30分
～午後
３時30分

申告書は国税庁kでパソコンや 
スマホで作成できます！

　国税庁kの「確定申告書等作成コー
ナー」で、ご自宅のパソコンやスマホ・
タブレット端末等から申告書を作成で
きます。作成した申告書はプリンタで
印刷（白黒でも可）して郵送で税務署に
提出することができます（コンビニエン
スストアのプリントサービス印刷も可）。
　マイナンバーカードとICカード
リーダライタを利用する方法（マイナ
ンバーカード方式）や、税務署で発行
するIDとパスワードを使用する方法

（ID・パスワード方式）で、「e-Tax（電
子申告）」することもできます。
　ID・パスワード方式を行うためには、
事前にID・パスワード方式の届出完
了通知の発行が必要となります。
　ID・パスワード方式の届出完了通知
については、税務署で職員と対面による
本人確認を行った後に発行しますので、
発行を希望される方は運転免許証など
の本人確認書類をお持ちのうえ、お近
くの税務署にお越しください。
　また、スマホで見やすい専用画面を
ご利用できます。
　令和２年からは、２カ所以上の給与
所得がある方、年金収入や副業などの
雑所得がある方などはスマホ専用画面
をご利用できる範囲が広がりました。
さらに、「マイナンバーカード」と「マ
イナンバーカード対応のスマホ」をお
持ちの方は、e-Taxで送信できます。
マイナンバーカード対応のスマホなど
をお持ちでない方も、ID・パスワード
方式を利用してe-Taxで送信できます。
□申告および納付に関するご質問は税
務署へ
操作に関するお問い合わせは、「e-Tax・
作成コーナーヘルプデスク」
　p0570－01－5901（e-コクゼイ）まで

便利で安心、振替納税を 
ご利用ください！

　申告書の提出後に、納付書の送付や
納税通知などによる納税のお知らせは
行っていません。納付には便利な振替
納税をご利用ください。
□令和元年分確定申告書の振替納付日
● �所得税および復興特別所得税：４月
21日㈫　

●�消費税および地方消費税（個人事業
者）：４月23日㈭
電子納税をご利用になると、自宅やオ
フィスなどのインターネットを経由し
て納付できます。詳細は上記jへお
問い合わせください。

今年も申告書には 
マイナンバーの記載が必要です！
　平成28年分以降、所得税および復
興特別所得税・消費税および地方消費
税・贈与税の申告書には税務署へ提出
する都度、「マイナンバーの記載」と「本
人確認書類（番号確認書類および身元
確認書類）」の提示または写しの添付が
必要となります。税務署窓口で提出の
際は、番号確認および身元確認に時間
を要しますので、①・②について事前
のご用意をお願いします。
①マイナンバーカード（個人番号カード）
※１枚で「番号確認」と「身元確認」がで
きます。
②「番号確認書類」＋「身元確認書類」
※②は、①のマイナンバーカードがな
い場合の確認方法です。
●�番号確認書類とは、通知カード・マイ
ナンバーの記載のある住民票の写しなど

● �身元確認書類とは、運転免許証・パ
スポート・身体障害者手帳、公的医
療保険の被保険者証など

※郵送にて申告書を提出する際は、①
の写し（両面）または②の写しを添付

医療費控除を受けるための 
手続きが変わります

　平成29年分の確定申告から、医療
費控除を受ける際に、領収書の提出が
不要となる代わりに「医療費控除の明
細書」の添付が必要となります。
　明細書の作成時には、①医療を受け
た人、②病院・薬局ごとに医療費を合

東村山税務署の申告書作成会場開設は

計して記載します（明細書を含め、医
療費控除の申告は国税庁kからでき
ます）。また、医療費の領収書は自宅
で５年間保存する必要があります（税
務署の求めにより、提示または提出）。
※平成29～令和元年分の申告は、医
療費の領収書の添付または提示でも可

年金申告不要制度について
　公的年金などの収入金額の合計額が
400万円以下であり、かつ、その公的
年金等の全部が源泉徴収の対象となっ
ている場合において、公的年金等に係
る雑所得以外の所得金額が20万円以
下である場合には、所得税および復興
特別所得税の確定申告は必要ありませ
ん。ただし、所得税の還付を受けるに
は確定申告が必要です。
※所得税などの申告が必要ない場合で
も、住民税の申告が必要な場合あり

復興特別所得税の計算をお忘れなく
　平成25年分～令和19年分までの各
年分は、復興特別所得税を所得税と併
せて申告・納付が必要です（還付申告
でも計算が必要）。
　復興特別所得税の額は、各年分の基
準所得税額（原則その年分の所得税額）
に2.1％の税率を乗じて計算した金額で
す。また、平成25年１月１日～令和19年
12月31日に生ずる所得について、源泉
所得税が徴収されている場合には、復興
特別所得税が併せて徴収されています。

　QRコードを利用した国税のコン
ビニ納付が可能となりました。
　ご自身のパソコンやスマホを使っ
て、国税庁k内の「確定申告書等作
成コーナー」または「コンビニ納付用
QRコード作成専用画面」から「QR
コード」を作成することにより納付
できます。

□利用可能なコンビニ
● �Loppi設置店舗…ローソン・ナ
チュラルローソン・ミニストップ

●�Famiポート設置店舗…ファミ
リーマート
※納付できる金額は30万円以下と
なります。
※詳細は国税庁k・上記jへお問
い合わせください。

QRコードを利用したコンビニ納付手続き

場所 日程 受付時間 市民税・都民税の申告 所得税の確定申告
相談 提出のみ 相談 提出のみ

出
張
窓
口

下保谷福祉会館 1月31日㈮【柳沢公民館およびひばりが丘公民館】
午前9時30分～11時30分
午後1時～3時30分

【上記以外の会場】
午前9時30分～午後1時30分
※正午～午後1時も開設

※全ての会場において、
午前9時までは入場できませんので
ご注意ください。

○ ○ － ○
柳沢公民館 2月��3日㈪ ○ ○ － ○
新町福祉会館 4日㈫ ○ ○ － ○
芝久保公民館 5日㈬ ○ ○ － ○
ひばりが丘公民館 6日㈭ ○ ○ － ○

住吉会館ルピナス 7日㈮ ○ ○ － ○

田無庁舎2階展示コーナー 2月17日㈪
～3月16日㈪

午前9時～午後4時
※2月21・28日㈮は、
夜間窓口（午後6時～8時）も開設

○ ○ ○ ○

保谷庁舎１階臨時窓口 2月10日㈪
～3月��9日㈪ 午前9時～午後4時

○ ○ － ○

防災センター 3月10日㈫
～16日㈪ ○ ○ ○ ○

防災センター
税理士による無料申告相談会

2月10日㈪
～13日㈭

午前9時30分～午後3時30分
※正午～午後1時も開設 － － ○ －

【事前にご確認ください】

 〈全般〉
● �㈯・㈰・㈷を除く。
● �「提出のみ」は、税額の計算まで内容が
全て記入済みの申告書をお預かりする
ものです。

● �各窓口の受付時間は、混雑の状況によ
り早く締め切る場合があります。

● �受付初日と受付締切間際は、窓口が大
変混み合います。混雑する時期を避け
るなど、ご協力をお願いします。

● �車での来場はご遠慮ください。
● �「税理士による無料申告相談会」以外の
全ての窓口は税務署の職員はおりませ
んので複雑な内容については東村山税
務署にご相談ください。

〈所得税の確定申告〉
● �市でご相談できない申告がありますの
で、４面をご確認ください。

● �「税理士による無料申告相談会」は「東村山
税務署からのお知らせ」をご覧ください。

● �確定申告の「提出のみ」の場合は、直接
税務署への提出（郵送可）にご協力をお
願いします。

市民税・都民税と簡易な所得税の確定申告の相談・申告の受付窓口

j東村山税務署
〒189－8555東村山市本町１－20－22・p042－394－6811
※１月22日㈬から税務署の駐車場は使用できませんので、お車での来署は
ご遠慮ください。

　初日と最終週は特に混雑しますので、混雑緩和にご協力ください（左記
期間以外に、税務署の申告書作成会場はありませんので、申告書の作成・
相談のための来署はご遠慮ください）。
　受付時間は午前８時30分～午後４時（提出は午後５時まで）になります。
混雑状況により受付を早く締め切る場合がありますので、なるべくお早
めにお越しください。

所得税および復興特別所得税・贈与税 …………………３月16日㈪
消費税および地方消費税 …………………………………３月31日㈫

申告と納税の期限（令和元年分）

確定申告は
税務署へ
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令和２年度に採用する会計年度任用職員を募集します

障害福祉課窓口事務員
採用人数：２人
試験日：２月16日㈰
応募締切：２月５日㈬
報酬：月給16万8,800円▲

障害福祉課o
  p042－438－4033

障害者支援相談員
採用人数：１人程度
試験日：２月16日㈰
応募締切：２月５日㈬
報酬：日額１万3,500円▲

障害福祉課o
  p042－438－4034

学校生活支援員
採用人数：７人程度
試験日：２月３日㈪
応募締切：１月24日㈮
報酬：時間額1,250円▲

教育指導課o
  p042－438－4075

図書館専門員（月給制）
採用人数：17人程度
試験日：２月１日㈯
応募締切：１月21日㈫
報酬：月給14万400円
～18万720円▲

中央図書館
  p042－465－0823

図書館専門員（時給制）
採用人数：３人程度
試験日：２月１日㈯
応募締切：１月21日㈫
報酬：時間額1,440円▲

中央図書館
  p042－465－0823

【保健業務補助員】
時間単価：1,830円～2,300円

健康課o
採用人数：12人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【廃棄物電話対応等
事務補助員】

時間単価：1,013円

ごみ減量推進課
採用人数：４人程度
試験日：２月４日㈫
p042－438－4043

【清掃作業補助員】
時間単価：1,270円

ごみ減量推進課
採用人数：４人程度
試験日：２月４日㈫
p042－438－4043

【虐待防止支援員】
時間単価：1,610円

子ども家庭支援センター
採用人数：２人程度
試験日：２月２日㈰
p042－425－3303

【保育業務補助員
   （有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円
※健康課は有資格者のみ　
応募可　　　　　　　

健康課o
採用人数：10人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

保育課n
採用人数：71人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮の
間で１日
p042－460－9842
※応募締切：１月28日㈫

協働コミュニティ課
採用人数：25人程度
試験日：１月27日㈪～２月７日
㈮の間で１日
p042－439－0075

【看護業務補助員】
時間単価：1,600円～2,300円

健康課o
採用人数：35人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

健康課
採用人数：２人程度
試験日：１月28日㈫～２月３日
㈪の間で１日
p042－422－9897

【歯科衛生業務補助員】
時間単価：2,300円

健康課o
採用人数：20人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

学校運営課o
採用人数：15人程度
試験日：１月15日㈬～２月７日
㈮の間で１日
p042－438－4073

【児童指導業務補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円

児童青少年課n
採用人数：112人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮の
間で１日
p042－460－9843
※応募締切：１月28日㈫

【子育てひろば事業補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円

子ども家庭支援センター
採用人数：９人程度
試験日：２月１日㈯または２日㈰
p042－425－3303

【特別支援学級介助員】
時間単価：1,120円

教育企画課o
採用人数：18人程度
試験日：１月25日㈯～31日㈮
の間で１日
p042－438－4071

【心身障害児指導補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,120円
　　　　　無資格1,013円

健康課
採用人数：12人程度
試験日：１月28日㈫～２月３
日㈪の間で１日
p042－422－9897

【部活動指導員】
時間単価：1,600円

教育指導課o
採用人数：20人程度
試験日：２月３日㈪
p042－438－4075

【学校用務補助員】
時間単価：1,270円

教育企画課o
採用人数：１人
試験日：２月15日㈯
p042－438－4070

【教育支援業務時間指導員】
時間単価：1,560円

教育支援課o
採用人数：若干名
試験日：２月３日㈪～21日㈮
の間で１日
p042－438－4077

【栄養業務補助員】
時間単価：2,300円

健康課o
採用人数：12人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【助産業務補助員】
時間単価：1,830円～2,300円

健康課o
採用人数：10人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【育児支援訪問指導員】
時間単価：2,280円

子ども家庭支援センター
採用人数：15人程度
試験日：２月10日㈪～16日㈰
の間で１日
p042－425－3303

【育児支援訪問支援員】
時間単価：1,300円

子ども家庭支援センター
採用人数：15人程度
試験日：２月10日㈪～16日㈰
の間で１日
p042－425－3303

【調理作業補助員
   （有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,090円
　　　　　無資格1,020円

保育課n
採用人数：20人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9842
※応募締切：１月28日㈫

【事務補助員】
時間単価：1,013円

総務法規課n
採用人数：２人程度
試験日：２月８日㈯～９日㈰の
間で１日
p042－460－9810

児童青少年課n
採用人数：１人
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9843

職員課n
採用人数：25人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9813

子ども家庭支援センター
採用人数：２人程度
試験日：２月９日㈰
p042－425－3303

市民課n
採用人数：５人
試験日：２月15日㈯
p042－460－9820

文化振興課o
採用人数：１人
試験日：２月12日㈬
p042－438－4040

保険年金課n
採用人数：５人
試験日：２月８日㈯
p042－460－9822

産業振興課o
採用人数：２人
試験日：１月30日㈭～２月５
日㈬の間で１日
p042－438－4044

市民税課n
採用人数：20人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－460－9827

環境保全課
採用人数：３人程度
試験日：２月３日㈪～７日㈮の
間で１日
p042－438－4042

生活福祉課o
採用人数：３人
試験日：１月30日㈭または31
日㈮
p042－438－4025

道路管理課o
採用人数：１人
試験日：２月６日㈭または７日
㈮
p042－438－4055

高齢者支援課o
採用人数：15人程度
試験日：２月３日㈪～８日㈯の
間で１日
p042－438－4032

教育企画課o
採用人数：１人
試験日：２月２日㈰
p042－438－4071

健康課o
採用人数：32人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4021

学校運営課o
採用人数：75人程度
試験日：１月15日㈬～２月７
日㈮の間で１日
p042－438－4073

子育て支援課n
採用人数：３人
試験日：２月12日㈬
p042－460－9840

教育指導課o
採用人数：43人程度
試験日：２月１日㈯～７日㈮の
間で１日
p042－438－4075

保育課n
採用人数：３人程度
試験日：１月27日㈪～２月７
日㈮の間で１日
p042－460－9842

教育支援課o
採用人数：１人
試験日：２月３日㈪～21日㈮
の間で１日
p042－438－4077

※募集要項を必ずご確認ください。
　�募集要項は、各問い合わせ先の窓口・職員課（田
無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案内（保谷庁舎
に問い合わせ先がある職種を除く）・市kで、
１月15日㈬から各職種の応募締切日まで配布し
ます。

※年齢の上限なし
※市外在住の方も受験可
※報酬額は市報発送時に想定される額です。
　詳細は平日に各問い合わせ先へご連絡ください。
※�一定の勤務条件を満たす方には、期末手当を支
給します。

〈申込にあたって事前にご確認ください〉



7令和2年（2020年）1月15日号 広報

≪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。

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

西東京しゃきしゃき体操パート１講座
【初心者大歓迎！足の筋力やバランス能力を
向上させましょう！】　

２月４日㈫午前10時～11時30分
保谷保健福祉総合センター 在住で立位がとれる方／20人

前日までに電話
※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）。

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】

２月５日㈬午後１時～２時
保谷保健福祉総合センター 在住の18歳以上の方／15人 前日までに電話

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】

２月５日㈬午後２時15分～３時15分
２月20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 前日までに電話

栄養･食生活相談
【肥満や糖尿病などの生活習慣病予防の
食事などについて管理栄養士による相談】

２月18日㈫午前９時～正午
田無総合福祉センター 在住の方／４人 ２月13日㈭までに電話

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。
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

離乳食講習会 スタート
【離乳食開始から初期のお話、試食】

２月13日㈭午前10時30分～11時10分
田無総合福祉センター

市内在住の４～５カ月の乳児と
保護者／30組 ２月６日㈭までに電話

離乳食講習会 ステップ
【離乳食の中期食から後期食のお話、
試食、歯科の話】

２月27日㈭午後１時15分～３時
田無総合福祉センター

在住の６～９カ月の乳児と
保護者／20組

はがき・メール（記入例）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：２月６日㈭

a１月20・27日㈪、２月10・17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

a�・b ● １月24日㈮：午前９時30分～
11時・田無総合福祉センター

● �２月25日㈫：午前９時30分～11時・
保谷保健福祉総合センター
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

a１月21日㈫、２月４・18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 ●１月24日㈮・田無総合福祉センター
●２月25日㈫・保谷保健福祉総合センター
午前10時から

d生後７カ月前後の乳児と保護者（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

　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
d１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�１月23・30日㈭、�
２月20・27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
a�１月15・29日㈬、�
２月５・19・26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

健
ひ
康
ろば

「離乳食講習会
 ステップ」申込
①２月27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

はがき・メール

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

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

19日
いわさき歯科クリニック
新町２－９－18
p042－463－7650

26日
いくたま歯科医院
下保谷４－８－27
p042－438－1182

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

19日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

はるクリニック
谷戸町３－23－１　
K・flat１階
p042－425－1178

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

26日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

なかじょう内科
住吉町３－９－８�ひばりヶ丘
メディカルプラザ２階
p042－438－6117

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

■母子健康手帳の交付
　医療機関で妊娠が確認されたら早め
にお越しください。
□交付・相談窓口　健康課（保谷保健
福祉総合センター）
□交付のみ　子育て支援課（田無庁舎１
階）・子ども家庭支援センター（住吉会
館ルピナス）・出張所
※なるべく保健師が常駐している健康
課へお越しください。紛失などのお問
い合わせは、健康課へご連絡ください。

■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 イガ ド ▲

健康課op042－438－4037

多摩六都高校生写真展開催

　圏域（東村山・小平・清瀬・東久留米・
西東京市）を中心とした近隣高校の写真
部などによる合同写真展です。高校生
の感性あふれる作品をご鑑賞ください。
a２月２日㈰～９日㈰
午前９時～午後５時（初日は午後１時から、
最終日は午後３時まで）
※３日㈪は休館
b清瀬市郷土博物館
□主催　
●多摩北部都市広域行政圏協議会
●�合同写真展実行委員会・清瀬市教育
委員会
j清瀬市教育委員会生涯学習スポーツ
課p042－495－7001

２月の薬湯 ～行者の湯～

□効能　
漢方湯治療法の一つで、不眠症やアレ
ルギー予防など

a２月２日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパ
ウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

みんなのパソコン教室（２月）

　無料体験（初心者向）
６日㈭午後１時～４時
i往復はがきで住所・氏名・電話番
号をjへ
※その他講座はパンフレットをご請求
ください
b・jシルバー人材センター
〒202－0021東伏見６－１－36・
p042－428－0787

令和３年春採用
自衛隊一般幹部候補生募集

　指揮官の幹部自衛官を養成する制度
です。約１年間の基本教育の後、各部
隊・研究所などで主に総合職として勤
務します。
d22歳以上26歳未満の方（20歳以上
22歳未満は大卒見込み含む）
※修士課程修了者は28歳未満
□１次試験　５月中旬ごろ

□受付期間　３月上旬～５月上旬
※詳細はjまで

j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

多摩郷土誌フェア
１月18日㈯ 午前10時～午後５時
　　19日㈰ 午前10時～午後３時
立川市女性総合センターアイム

（立川市曙町２－36－２）
　多摩地域の25市町が一堂に会し、
郷土の歴史や民俗、文化財などに関す
る書籍を展示販売します。
□主催　東京都市社会教育課長会文化
財部会▲

社会教育課o
　p042－438－4079

児童・生徒作品展のお知らせ
①１月18日㈯～20日㈪
午前９時～午後４時30分（最終日は
午後１時まで）
②24日㈮～27日㈪
午前９時10分～午後４時50分（初日
は午後５時30分～７時、最終日は午
後１時50分まで）
きらっと

①中学校生徒作品展
②小学校児童作品展
c図工・美術・技術・家庭・書写・
総合的な学習の時間などの作品
※車での来場はご遠慮ください。▲

教育指導課o
　p042－438－4075

西東京市要配慮者セミナー
～要配慮者支援のためにできること～
１月24日㈮ 
午後１時30分～３時30分
防災センター　※当日、直接会場へ
c要配慮者支援の方法や自助共助と
してどのような準備が必要かなど今で
きることを考えます。
d・e在住・在勤の方で、医療福祉
関係者・防災関係者・避難所運営協議
会関係者など・90人（先着）
f高橋洋さん（災害福祉広域支援ネット
ワークサンダーバード）▲

危機管理室o
　p042－438－4010

NPO市民フェスティバル
～まず一歩！ のぞいてみよう 
地域の活動～
１月25日㈯・26日㈰ 
午前10時30分～午後４時
フレスポひばりが丘

　市内で活躍しているさまざまな活動
団体の皆さんが、日頃の活動成果を発
表や展示などで紹介します。
cパネル展示・ステージパフォーマ
ンス・ワークショップなど

j市民協働推進センターゆめこらぼ
p042－497－6950・l042－497
－6951▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

NPO等企画提案事業
講演会「放課後カフェから考
える中学生の居場所づくり」
１月26日㈰ 
午前10時～正午（９時30分開場）
コール田無　※当日、直接会場へ

　地域の大人が中学校に入ることで、
どんな変化が起こっているのか、事例

報告を交えながら、高校内カフェを通
じて若者支援をされている石井正宏さ
んに青少年をとりまく状況やどんな支
え合いが必要かをお話ししていただき
ます。
e150人（先着）
f石井正宏さん（NPO法人パノラマ理
事長）
j西東京子ども放課後カフェ
　古林p090－3525－7949▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

合同就職面接会in西東京
１月31日㈮ 午後１時～４時
（受付：午後０時30分～３時）
※受付時間中 入退場自由
きらっと　※当日、直接会場へ

h履歴書（面接を希望する企業数分）
※共催市を中心とした地域の正社員求
人企業10社程度が参加予定。参加企
業および求人内容は、開催日約１週間
前にjのkに掲載
□共催　小平・武蔵野・三鷹・東村山市
j東京しごとセンター多摩
　p042－329－4524▲

産業振興課o
　p042－438－4041

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
２月６日㈭ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　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）
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。
e20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで

i・j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p042－497－5079▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

着物地でテディベアを作ろう！
２月７・14・21日㈮ 
午前10時～午後３時
エコプラザ西東京

　大切にしていた着物をぬいぐるみの
テディベアにリメイクしましょう。
d在住・在勤・在学の18歳以上で、
３日間とも参加できる方
e12人（申込順）
h着なくなった着物または反物・化
繊綿（300グラム以上）・接着芯（薄地）・
方眼用紙・目のボタン（直径1.2㎝の
もの２個・色は黒または茶系）・鼻（共
布で作成）・胴体に腕と足を付けるボ
タン（直径1.2～1.5㎝のもの４個・色
は布地に合う色合いのもの）・首に付
けるリボン（共布で作成または市販の
ものでも可）・裁縫道具一式・昼食
※着物地は細かい柄のものを推奨
i１月18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

いっしょに読もう やさしいにほんご！
２月８日㈯ 午後２時～４時
田無公民館

　日本語が母語でない方のために、日
本語の本を楽しくたくさん読むワーク
ショップを行います。ひらがなが少し
読めれば参加できます。
d日本語が母語でない人
e20人
i１月15日㈬午前10時から①氏名・電
話番号　②日本語の本を読んだことが
あるか　③日本語のレベル（初級・中級・
上級）を開館時間中に電話・メールまた
は直接下記へ▲

中央図書館p042－465－0823
　 m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

図書館縁
ゆかり

講演会
「西東京市ゆかりの 文化人・
尾
お

崎
ざ き

秀
ほ

樹
つ き

の業績」
２月11日㈷ 
午後２時～４時（１時40分開場）
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

　西東京市ゆかりの文化人・尾崎秀樹
さんが亡くなって20年がたった今、
彼が文芸評論家として活躍する原点に
なった時代を顧みつつ、その先駆的な
業績を市在住の講師が再評価します。
f石井正己さん（東京学芸大学教授）
e80人（先着）▲

中央図書館p042－465－0823 

キャッシュレス・ポイント還元事業における
キャッシュレス使い方講座
２月12日㈬ 午前11時～正午
田無庁舎２階

　消費者や関心のある店舗の方向けに、
キャッシュレス決済について基本的な
使い方の説明や実際のアプリ導入の伴
走支援などを行います。
e50人（申込順）
i２月10日㈪午後５時までに、電話・
メールで氏名・電話番号を下記へ
□共催　キャッシュレス・ポイント還
元事務局▲

産業振興課o
　p042－438－4041
　m sangyou@city.nishitokyo.lg.jp

労働者向けセミナー
基礎からじっくり学びたい
働く人のための企業分析
～労働条件交渉などに役立て
るために～
①２月13日㈭
②　　14日㈮ 
午後６時30分～８時30分
国分寺労政会館

c①経営分析の基礎知識、ケースを
用いた財務諸表の読み方
②ケースによる比率分析、総合企業評
価と組合活動への生かし方
d労働組合役員・労働組合員・働い
ている方・テーマに関心のある方
e100人
f山口不二夫さん（明治大学大学院教授）
i電話・ファクス・市kからjへ
j東京都労働相談情報センター国分
寺事務所
　p042－323－8511
　l042－323－8512
　kTOKYOはたらくネット▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

山仕事体験会と伐採木等の配布
２月15日㈯ 午前10時～正午

（伐採木の配布は午後１時～３時まで）
西原自然公園　※雨天翌日

　西原自然公園の更新雑木林の樹木間
伐と枝切りをします。直径10㎝程度
の樹木を手

て

鋸
のこぎり

で切る作業です。コナ
ラ・クヌギ・ヒノキ・サワラなどの伐
採木を配布します。
d・e小学３生生以上（小学生は保護
者同伴）・20人（申込順）
h作業のできる服装・靴・軍手
i２月13日㈭までに、メール・電話
で住所・氏名・電話番号を下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会▲

みどり公園課
　p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

ココスポ避難所開設訓練
２月15日㈯ 午後１時～３時
東伏見小学校体育館

　総合型地域スポーツクラブ「ココス
ポ東伏見」が、地域貢献事業として避
難所開設訓練を実施します。訓練に参
加して防災意識を高めましょう！
c自衛隊車両展示、備蓄庫公開・展示、
非常食炊き出し訓練・試食、避難所設
置体験など　※訓練には、自衛隊員も
協力参加します。
j総合型地域スポーツクラブ「ココス
ポ東伏見」p042－452－3446　
※㈪休館
□共催　東伏見小学校避難所運営協議会▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

女性起業家に聞くワーク・
ライフ・バランス～仕事と
家庭の両立について～
２月25日㈫ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　子育てをしながら市内で起業し、経
営のかたわら女性起業家育成塾でも教
えている講師に、家庭と仕事の両立に
ついてお話を聞きます。
e30人　※保育あり。生後６カ月以
上未就学児まで・15人（申込順）
f宮本真帆さん（ネイルサロン経営者）
i１月15日㈬午前９時から、電話・
メールで件名を「ワークライフバラン
ス講座」・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

思春期の「自己肯定感」を高め
る育て方～女の子を中心に～
２月29日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　自己肯定感は現代の子育てにとって
最大のキーワードです。特に大切な思
春期の親の接し方について、女子教育
に長年携わってきた講師によるお話です。
e30人　※保育あり。生後６カ月以
上未就学児まで・15人（申込順）
f吉野明さん（鷗友学園女子中学高等学
校名誉校長）
i１月15日㈬午前９時から、電話・
メールで件名を「子育て講座」・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



9令和２年（2020年）1月15日号 広報

≪申込時の注意≫ ● 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（126円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

あなたの渾
こん

身
しん

のねこフォトを大募集！

　２月22日（土）開催の猫の日イベ
ントに合わせフォトコンテストを行
います（昨年応募数115件）。
　当日は、応募者の写真をキーホル
ダーまたは缶バッジにしてプレゼン
ト（入賞賞品あり）。
i１月15日㈬～２月14日㈮（必着）
に、写真のデータを件名「うちの
愛

こ

猫自慢フォトコンテスト」・住所・
氏名・電話番号・写真タイトルを郵
送・持参・メールで〒202－0011
泉町３－12－35エコプラザ西東京
環境保全課へ

※応募写真（データ）は返却しない。
※著作権は市に帰属する。
※応募は１人１点まで 
※詳細は市kをご覧ください。▲  

環境保全課p042－438－4042・
mkankyou@city.nishitokyo.lg.jp

写真：昨年特賞作品

今年も

行いま
す！
うちの愛

こ

猫自慢フォトコンテスト

中学･高校生年代イベント
パフォーマンス翔！笑?! SHOW!!!
　高校生スタッフが企画・運営し、市
内近隣の中学・高校生がさまざまなパ
フォーマンスの発表をします。すてき
な芸人の出演もあります。
a２月８日㈯午後２時（１時30分開
場）
bコール田無
d・e小学生以上・160人

i１月15日㈬～２月７日㈮各児童
館・児童センターでチケットを配布
※チケットはなくなり次第終了
※詳細は市kまたは電話でjへ
j北原児童館p042－461－2156▲  

児童青少年課n
　p042－460－9843

ナビ多摩六都科学館

ICRRサイエンスカフェ
「チベットから見る宇宙、そしてアルパカ…」

　宇宙からやってくる宇宙線は謎に
満ちています。中国でのチベット実験
やボリビアでのアルパカ（ALPACA）
実験から分かってきたことや太陽フ
レアの予測についてお話しします。
ティータイムを楽しみながら、宇宙
線について一緒に考えてみませんか。
※内容は高校生程度を想定
a２月11日㈷午後２時～３時30分
d小学４年生以上（参加者以外の入
室不可）
e36人
g入館券520円（小４～高校生210円）

f川田和正さん（東京大学宇宙線研究
所 助教）
□共催　東京大学宇宙線研究所（ICRR）
i１月30日㈭必着までに、jのk
からまたははがきでイベント名・開催
日・郵便番号・住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢（学
年）・希望時間・電話番号をjへ
※申込多数は抽選し、当選者のみに
参加券を送付
b・j多摩六都科学館〒188－0014
芝久保町５－10－64・p042－469
－6100
※休館日：20日㈪・27日㈪～30日㈭

　初歩の金融経済学のお話と人生計画
に役立つマネープランニングについて
お話を伺います。
a ● ３月９日㈪　 ● 13日㈮
午後２時～３時45分
b田無総合福祉センター
d・e在住で60歳以上の方・30人
f渡部訓さん（武蔵野大学経済学部教授）
i２月１日㈯消印有までに、往復は
がきで住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・電話番号・

利用証（福祉会館・老人福祉センター）
の有無を〒188－0011田無町５－５
－12田無総合福祉センター内 西東京
市社会福祉協議会地域福祉推進係「金
融経済学入門」へ
※申込多数は抽選。結果は２月10日
㈪から返信はがきで通知
j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課op042－438－4029

シニア大学（単科講座）（全2回）「金融経済学入門」

　昭和24年１月26日、奈良県の法
隆寺で作業員の不注意により火災が
発生し、７世紀末～８世紀初期に描
かれた十二面壁画が焼損しました。
　先人たちが残した文化財を火災か
ら守ろうと、昭和30年から１月26
日を「文化財防火デー」とし、今年で

66回目を迎えます。
□文化財の防火対策
●  文化財の周辺に可燃物類を置かない
●  初期対応訓練を行い、火災発生時

に備える
●  喫煙や裸火使用などの禁止区域内

を巡視する

j西東京消防署p042－421－0119　

▲

危機管理室o042－438－4010

１月26日・文化財防火デー

毎年１～３月は、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間です
若者が悪質商法の被害に遭っています
アノ手、コノ手の悪質商法にご用心
　消費者被害は自分には関係ないと
思っていませんか。最近ではSNSを
悪用して近づき、親しくなったと思
い込ませて高額な商品やサービスの
契約を迫る手口が増えています。悪
質商法などのトラブルは身近に潜み、
誰もが被害に遭うおそれがあります。
被害に遭っても、恥ずかしがったり、
自分に落ち度があると感じて、相談
せずにあきらめてしまう人も多いよ
うです。
　困ったら、一人で悩まず、すぐ消
費者センターへご相談ください。

❖若者を狙うこんな手口に注意
□手口１　友人から「簡単にもうか
る」と投資のノウハウが入ったUSB
教材の購入を勧められる。友人を誘
えば紹介料も入ると言われ、学生
ローンで借りて契約するが、実際は
誰も紹介できず、借金だけが残る。
□手口２　就職活動のアンケートに
答えると、後日「無料セミナーを受
けないか」と呼び出され、高額な講
座を強引に契約させられる。▲

消費者センターp042－425－
4040・午前10時～正午・午後１時
～４時

農業体験農園 利用者募集
おいしくて安全な野菜を作ろう
□募集農園・利用料　下表参照
□利用期間　３月１日㈰～翌年１月
末日（芝久保元気村は４月１日～２
月末日）
d在住で熱意をもって農業に取り
組める方（ファーマーズＴは、練馬
区在住の方も可）
i１月31日㈮（必着）までに、往復
はがきに希望農園名・住所・氏名・
年齢・電話番号を希望する農園の園

主宅へ
※申込多数は抽選。２月中旬までに
結果を通知
※返信はがきにも住所・氏名を明記
※農園によっては、事前説明会を開
催。詳細は各農園までお問い合わせ
ください。▲

産業振興課o
　p042－438－4044

□募集農園一覧　※年間利用料には指導料・肥料・苗・農産物代などを含む
農園名・所在地 申込先・園主名・電話 総区画数 募集区画数 年間利用料※

ファーマーズＴ
下保谷３－15

〒202－0004 
下保谷３－16－３
髙田長司　
p090－1603－2422

56 10前後 ４万3,000円

トミ－倶楽部
富士町１－２

〒202－0013 
中町６－８－22
冨岡誠一　
p042－478－7175

124 26 ４万円

きたっぱら
北原町３－３

〒188－0003 
北原町３－３－８
大谷孝良　
p042－469－9281

95 15 ４万6,000円

芝久保元気村
芝久保町３－４

〒182－0022 
調布市国領町４－28－３
杉崎忠雄　
p042－483－2270

25 若干 ４万2,000円

※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。

　「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。



　東京2020オリンピック・パラリ
ンピックに向けて、外国人に簡単な
英語で手助けができるよう、おもて
なしの心を学ぶ講座を受講しません
か。講座修了後は、市開催のイベン
トの情報提供などを行います。
※東京都主催の同名講座と同内容。
受講済みの場合は参加できません。
応募情報は、東京都・受託業者に提
供します。
a３月11日㈬午後１時～４時30分
b田無庁舎５階
d在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）
※市kの注意事項を必ずご覧くだ

さい。
e60人（申込多数は、２月４日㈫午
前11時から抽選）
i１月15日㈬～30日㈭（必着）に、
往復はがき・メールで住所・氏

ふりがな

名
（ローマ字）・年齢・性別・電話番号・
メールアドレスを〒202－8555市
役所文化振興課「おもてなし語学ボ
ランティア」係へ
※15日午前０時より前に発送され
たメール・はがきは対象外
※メールで受領した申込については、
受領連絡します。▲

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

外国人おもてなし語学ボランティア
育成講座おもてなしコース

市 内 の 情 報 を お 届 け し ま す

大好き
です 西東京

トランポリン  祝！棟朝銀河選手
　谷戸第二小学校卒業のPR親善大使である棟
朝銀河選手（セイコー）が12月１日に有明体操競
技場で行われた第34回世界トランポリン競技
選手権大会・男子シンクロナイズドで金メダル
を獲得しました。
　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

西東京市HP
PR親善大使紹介

スポーツ応援編

　平成28年12月に策定した「庁舎統合方針」に基づき、２月以降順次、現在の保
谷庁舎内の部署・窓口を田無庁舎・田無第二庁舎、保谷庁舎（防災センター・保
谷保健福祉総合センター）、保谷東分庁舎にそれぞれ移転します。
　一部の窓口は、場所が変更となりますので、ご注意ください。▲

移転に関すること…管財課np042－460－9812

□２月以降移転する部署・窓口　※は新設の部署・窓口

2月以降順次移転する窓口をお知らせします

■田無庁舎
部署名 主な業務内容 現在の場所 移転後の執務開始日

５階
総務課※ 各種統計調査、庁舎・庁用車管理、条例・規則、文書管理 ― ２月３日㈪
情報公開コーナー 情報公開、自己情報開示請求、行政資料 ５階（移転済み） １月６日㈪

３階
公共施設マネジメント課※ 公共施設の適正配置・有効活用の推進、公有財産管理、公共施設の保全 ― ２月３日㈪
監査委員事務局 財務に関する事務の執行状況の監査 ３階（移転済み） １月６日㈪
選挙管理委員会事務局 選挙執行・管理、選挙啓発 保谷庁舎別棟 ２月３日㈪

１階
生活福祉課 生活保護、中国残留邦人など 保谷庁舎１階 ２月25日㈫
障害福祉課 障害福祉サービス、手帳、各種手当・助成 保谷庁舎１階 ２月25日㈫
福祉丸ごと相談窓口※ 福祉に関するさまざまな相談 ― ２月25日㈫

■田無第二庁舎
部署名 主な業務内容 現在の場所 移転後の執務開始日

５階

文化振興課 文化芸術振興施策、文化施設、市民交流施設、国際交流、姉妹都市 保谷庁舎３階 ２月17日㈪
スポーツ振興課 スポーツ振興施策、スポーツ施設 保谷庁舎３階 ２月17日㈪
産業振興課（農業委員会事務局） 商工業の振興、就労環境の整備、中小企業、農業の振興、市民農園、農地手続き 保谷庁舎３階 ２月17日㈪
協働コミュニティ課 地域コミュニティ、市民協働、消費者相談など 保谷庁舎３階 ２月17日㈪

４階 教育支援課 教育相談、幼児相談、言語相談、適応指導教室「スキップ教室」、不登校ひきこもり相
談室「ニコモルーム」、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 保谷庁舎３階 ２月10日㈪

３階

教育企画課 教育委員会、教育目標、学校施設の管理、西原総合教育施設 保谷庁舎３階 ２月10日㈪
学務課※ 就学手続き、通学区域、就学援助、就学相談、児童生徒の保健管理、学校給食 ― ２月10日㈪
教育指導課 学校教育全般、教職員の人事、教育情報センター、特別支援教育など 保谷庁舎３階 ２月10日㈪
社会教育課 社会教育、文化財 保谷庁舎３階 ２月10日㈪

２階
子育て支援課 子供・ひとり親家庭医療、児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、

幼稚園関係補助、病児・病後児保育 田無庁舎１階 ２月10日㈪

保育課 保育園 田無庁舎１階 ２月10日㈪
児童青少年課 児童館、学童クラブ 田無庁舎１階 ２月10日㈪

１階
地域共生課※ 社会福祉協議会、民生委員・児童委員など ― ２月25日㈫

高齢者支援課 各種在宅サービス、介護保険 保谷保健福祉
総合センター１階 ２月25日㈫

■保谷庁舎（保谷保健福祉総合センター・防災センター）
部署名 主な業務内容 現在の場所 移転後の執務開始日

５階 危機管理課※ 危機管理、防災、防犯 ― ２月３日㈪

１階
市民課（保谷庁舎総合窓口） 戸籍、住民票、印鑑登録、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金、税証明、

児童手当、乳幼児医療（医療費還付手続きを除く）、後期高齢者医療 保谷庁舎１階 ５月７日㈭

福祉の相談窓口※ 生活相談、生活保護・障害者福祉・高齢者福祉に関する相談・手続き ― ５月７日㈭
【市民課・生活福祉課・高齢者支援課・障害福祉課について】５月の移転・新設まで、保谷庁舎１階に残ります。
■保谷東分庁舎

部署名 主な業務内容 現在の場所 移転後の執務開始日

２階

都市計画課 都市計画、開発指導 保谷庁舎５階 ２月３日㈪
住宅課 都営・市営住宅、空き家、住宅耐震 保谷庁舎５階 ２月３日㈪
交通課※ はなバス、交通安全対策、交通災害共済、自転車駐車場 ― ２月３日㈪
建築指導課 建築確認、違反建築物の取り締まり 保谷庁舎５階 ２月３日㈪

１階

道路管理課 道路占用・維持管理、道路境界 保谷庁舎５階 ２月３日㈪
道路建設課 都市計画道路・橋りょう、市道建設 保谷庁舎５階 ２月３日㈪
用地課 公共用地取得 保谷庁舎５階 ２月３日㈪
下水道課 下水道事業 保谷庁舎５階 ２月３日㈪

　移転に伴い、一部の窓口で電話番号
が変わります。
　詳細は市報２月１日号に掲載予定と
なりますのでご確認ください。

西東京市の
人口と世帯

※（　）は先月比
　【　】は外国人
         住民総 人 口

令和２年（2020年）1月15日号広報

住民登録：令和２年１月１日現在

10

男 ／  9万9,835人（

＋

  95）【2,731人】
女 ／10万5,290人（

＋

106）【2,653人】
人口 ／20万5,125人（＋201）【5,384人】
世帯 ／  9万9,258（＋  99）【3,409】

20万5,125人（＋201）
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