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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 令和2年（2020年）４月15日号
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントや施設利用などについて今後中止・
延期となる可能性があります。最新情報を市kまたは問い合わせ先へご確認ください。

地活用のアイデア」（600字程度）と住
所・氏名・年齢・職業・電話番号を〒188
－8666市役所公共施設マネジメント
課へ郵送・メールまたは持参（田無庁
舎３階）
□募集要領　５月15日㈮まで公共施
設マネジメント課・市kで配布
□結果通知　６月上旬に応募者全員に
通知
※詳細は、募集要領または市kをご
覧ください。▲

公共施設マネジメント課n
　p042－420－2800
　mmanage@city.nishitokyo.lg.jp

地域福祉計画
策定・普及推進委員会の市民委員
c地域福祉を総合的・計画的に推進
していくための改善点などの検討
□資格・人数　在住・在勤・在学で満
18歳以上の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　５月27日㈬から２年間
□会議数　２回程度（平日夜間）
□謝礼　2,000円（出席１回につき）
i５月15日㈮（必着）までに、作文「地
域福祉を推進する上で、自らが実践で
きることについて」（800字程度）に住
所・氏名・電話番号・生年月日を〒188
－8666市役所地域共生課地域共生係
へ郵送または持参（田無第二庁舎１階）▲

地域共生課np042－420－2807

西東京市地域自立支援協議会
計画策定部会協力委員（市民委員）
c令和３年度からの３カ年計画となる

「第６期西東京市障害福祉計画・第２
期西東京市障害児福祉計画」の策定
に関する検討
□資格・人数　在住で18歳以上の方・
３人
□任期　依頼の日から検討結果を市長
に報告するまで（令和３年２月を予定）
□会議数　全６回（予定）
□謝礼　日額2,000円
i５月11日㈪（必着）までに、作文「必
要な人に必要な支援が行き渡るよう、
障害福祉サービスの質を確保するため
には」（800字程度）に住所・氏名・電
話番号・生年月日・職業を明記し、
〒188－8666 市役所健康福祉部障
害福祉課へ郵送または持参（田無庁舎
１階）▲

障害福祉課np042－420－2804

東伏見コミュニティセンターの
指定管理者

市政

　市民交流施設のうち、地域型交流施
設では、指定管理者制度を導入し、地
域住民による運営を行っています。
□指定期間　令和２年４月１日～令和
５年３月31日
□指定管理者　東伏見コミュニティセ
ンター管理運営協議会▲

文化振興課n
　p042－420－2817

西東京市消防団新体制の紹介
　４月１日に西東京市消防団の団長、
副団長、12個分団の正副分団長が任
命されました。柏木消防団長を中心に、
地域防災のリーダーとして市民の生命
と財産を守るため、火災や水害の災害
出場に加え、多種多様な訓練、地域警
戒や警護などを行っていきます。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。▲

危機管理課op042－438－4010

郵便などによる不在者投票
選挙

　７月５日㈰は、東京都知事選挙の投
票日です。
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介
護保険被保険者証をお持ちで、次の表
のいずれかに該当し「郵便等投票証明
書」の交付を受けている方は、自宅な
どで郵便などによる不在者投票ができ
ます。ご希望の方でまだ証明書の交付
を受けていない方は、選挙管理委員会
に申請してください。

区分 障害などの程度

身体障害者
手帳

両下肢・
体幹・
移動機能

１級
または
２級

心臓・腎臓・
呼吸器・
ぼうこう・
直腸・小腸

１級
または
３級

免疫・肝臓 １級～３級

戦傷病者
手帳

両下肢・
体幹

特別項症～
第２項症

心臓・腎臓・
呼吸器・
ぼうこう・
直腸・小腸・
肝臓

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護５

□代理記載制度　郵便等投票ができる
方のうち、次の表のいずれかに該当し、
自ら投票の記載をすることができない
方は、あらかじめ選挙管理委員会に届
け出た方に代理記載をしてもらうこと
ができます。

区分 障害などの程度
身体障害者
手帳

上肢・視覚
１級

戦傷病者
手帳

特別項症～
第２項症

▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

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。
�匿名（玩具）
�アメリカンペットメモリアル代表 
上硲俊雄 様（書籍）
�やぎさわ保育園保護者会 様（書籍）
�㈱福澤屋 代表取締役 浦野利一 様

（ひな人形飾り・五月人形飾り）▲

総務課np042－460－9810
�中畑慎博 様（１万円）
�㈲ジャパン・コーディネーター代表
足羽博史 様（金員）▲

秘書広報課np042－460－9803

a４月28日㈫午後２時
b田無第二庁舎４階

c・e行政報告ほか・10人▲

教育企画課np042－420－2822

教育委員会

寄せられた意見の概要や
市の検討結果をお知らせします

パブリック
コメント

［ 検討結果 ］

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え方をま
とめたものです。全文は、情報公開コーナー・市kでご覧になれます。

事案名　 （仮称）西東京市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画
（素案） ▶住宅課op042－438－4052

【公表日】４月15日　【募集期間】２月４日～３月３日　【意見件数】０件（０人）

ご意見はありませんでした。

教育委員の任命
　３月27日の市議会で教育委員と
して同意された後藤彰さんと今井ゆ
みさんが、３月31日付で任命されま

した。任期は、３月31日～令和６年
３月30日の４年間です。▲

教育企画課np042－420－2822

❖マイナポイントとは
　マイナンバーカードをお持ちの方
が、民間のキャッシュレス決済サー
ビスを利用して、チャージまたは買
い物をすることで取得することがで
き る ポ イ ン ト で す。 ポ イ ン ト は
キャッシュレス決済サービスのポイ
ントとして、お買い物に利用できま
す。対象となるキャッシュレス決済
サービスは、電子マネーやQRコー
ド決済事業者などの参加が予定され
ています。
　制度の詳細については決定次第市
報・市kでお知らせする予定です。
❖マイナポイントを利用するために
必要なもの
● マイナンバーカードの取得　 ● マ
イナポイントの予約（マイキーIDの
設定）　 ● マイナポイントの申し込
み（７月開始予定）
❖マイナポイントの予約

（マイキーIDの設定）
□以下をお持ちの場合、ご自宅など
で予約が可能
● マイナンバーカード（利用者証明
用電子証明書を搭載したもの）　 ●

スマホ（公的個人認証サービス対応
のもの。NFC搭載のAndroidスマホ
またはiOS13.1以降かつiPhone7以
降のiPhone）、パソコン・ICカード
リーダライタ
❖マイナンバーカードの申請
　マイナンバーカードは、申請から
カード受取可能日まで約１カ月かか
ります。制度開始の前後は申請が込
み合うことが予想されますので、お
早めにご申請ください。
❖マイナンバーカードの申請方法
● あらかじめ個人番号カード交付申請
書を郵送またはオンラインで地方公共
団体情報システム機構に申請し窓口で
受け取る　●窓口で申請をして本人限
定受取郵便でご自宅で受け取る
❖窓口で申請する場合

a平日：午前８時30分～11時30分、
午後１時～４時30分
● 土曜：午後２時～５時（第１…保

谷のみ・第２…田無のみ）
● 夜間㈫：午後５時15分～８時（カー

ド交付受付終了：午後７時30分・
第３…保谷のみ・第４…田無のみ）
b市民課窓口
h①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）
②個人番号カード交付申請書
③顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝。最近
６カ月以内に撮影された正面・無帽・
無背景のもの）
④本人確認書類（下記のうち２点以
上をお持ちください）

A 運転免許証・旅券・在留カードなど
官公署発行の顔写真付きのもの

B

健康保険証・年金手帳・介護保険
証など
官公署発行の顔写真無しのもの
※２点目は社員証・学生証などで、
氏名と住所（または生年月日）が記
載されたものでも可

※現情報と一致しているもの
有効期限のあるものは期限内のもの
に限ります。
⑤住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※上記の必要書類などがそろってい
る場合、カードはご自宅に本人限定
受取郵便にて郵送します。不足があっ
た場合、カードは完成後に再度来庁
し窓口でのお受け取りになります。
□マイナポイントに関するお問い合
わせ先
jマイナンバー総合フリーダイヤル
　p0120－95－0178
※音声ガイダンスに従って「５番」を
選択してください。
□マイナンバーカードの交付に関す
るお問い合わせ先
j西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

９月からマイナンバーカードを利用した
消費活性化策（マイナポイント）が予定され
ています

咳
せき

などの風邪症状、発熱など、体調不良のある方は傍聴を
お控えくださいますようお願いします。

お願い


