新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更している可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。

市民農園の利用者の募集

２月１日㈪から予約受付開始

交通災害共済
「ちょこっと共済」に加入を

□募集農園 下表参照
間の途中で欠員が生じた場合に備え、
□利用期間 令和３年４月１日㈭～
補欠者を若干名登録します。
令和５年２月末日
※抽選は、新型コロナウイルス感染
□条件 ● １世帯１区画（同居の世
症対策の観点から、公開形式を取り
帯を含む） ● 在住で耕作可能な土
やめ自動抽選で実施
地を持たず、野菜作りに熱意のある
□抽選結果 申込者全員に通知
●
方
□注意事項 ● 既に他の市民農園を
借用期間終了まで、確実に継
続利用ができる方
利用している方は申込不可
● 次の場合、申込は全て無効
２月15日㈪
（必着）
までに、希望
i
農園名・住所・氏名･年齢・電話番
・同一世帯で複数申込・他人名義で
号を〒188－8666市役所産業振興
申込・期限を過ぎた申込・内容に不
課へ封書で郵送
備がある
● 各農園、車での来園は不可
※返信用封筒に84円切手を貼り、
● 市民農園は市が農地所有者から土
住所・氏名を明記し同封
※往復はがきでの申し込みは取り止
地を借用しているため、２年間の途
めとなりました。
中で所有者の都合により土地を返還
□選考方法 申込資格を審査のうえ、 する場合があります。ご了承のうえ
申込者多数は抽選
お申し込みください。
● 区画割りは抽選で決定
● 利用期
産業振興課 n p 042－420－2820
▲

□加入申込書付きパンフレット
２月１日㈪ごろに全戸配布。市内
の各金融機関窓口（ゆうちょ銀行（郵
便局）
を除く）でも配布します。
会費を添えて、指定金融機関窓口
i
（田無庁舎２階）
・公金取扱窓口
（防
災・保谷保健福祉総合センター１
階）
・市内の各 金 融 機関窓口
（ゆう
ちょ銀行
（郵便局）
を除く）
・出張所へ
※ネット申し込みも開始する予定で
す。詳細はちょこっと共済 k をご
確認ください。
※ちょこっと共済は、「東京都自転
車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例」で加入が義務付けられてい
る自転車損害賠償保険などではあり
ません。自転車の利用によって生じ
た他人の生命または身体の損害を賠
償することはできません。
交通課 o p 042－439－4435

農園名
西原市民農園
中町市民農園

▲

「ちょこっと共済」は、東京都39
全市町村の住民が会費を出し合って
会員となり、その会員が不幸にして
交通災害にあい、治療を受けた場合
に、その会費の中から見舞金をお支
払いする相互扶助を目的とした制度
です。
□共済期間
４月１日〜翌年３月31日
□加入コース 選べる２コース制
Ａコース：会費年額1,000円で最高
300万円の見舞金
Ｂコース：会費年額500円で最高
150万円の見舞金
※どちらのコースも、会員が交通災
害で死亡した時に、中学生以下の子
どもがいる場合、年額12万円の交
通遺児年金が支給されます。
d 共済期間の開始日に、市に住民
登録がある方

等級
交通災害の程度
Aコース Bコース
１等級 死亡
300万円 150万円
２等級 重度の後遺障害
200万円 100万円
３等級 入院日数30日以上の傷害
34万円 17万円
入院日数10日以上30日未満または
４等級
14万円
７万円
実治療日数30日以上の傷害
５等級 実治療日数10日以上30日未満の傷害
８万円
４万円
６等級 実治療日数10日未満の傷害
４万円
２万円

かた

ちょこっと共済 k

▲

日時

市民相談室
（田無庁舎２階）

㈪～㈮

区画面積
12㎡
12㎡

利用料（※）
1万円

ナビ

いる人を見かけたら、すぐに110番
通報してください。
あなたの声掛けと通報で、市内の
特殊詐欺被害を未然に防ぎましょう。
j 田無警察署 p 042－467－0110
危機管理課 o p 042－438－4010

場所

区画数
53区画
65区画

多摩六都科学館

無料市民相談
■一般市民相談

所在地
西原町３－５
中町６－12

※維持管理費相当分として、２年分1万円（年額5,000円）を前納していただきます。

特殊詐欺被害が増加中！ご注意ください
電話で市職員を騙り、累積した医
療費の還付金や保険料の話などが出
る詐欺が増えています。
犯人は無人ATMに誘導しますが、
ATMでは還付金は戻りません。
電話をしながらATMを操作して
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午前８時30分～午後５時

①オンラインサイエンスショー
音をさぐろう！

②葉っぱの
“すじ”
を
とり出そう

実験やクイズで、音の正体を探っ
てみましょう。Zoomを使ったオン
ラインサイエンスショーです。
a ２月28日㈰午後２時～２時30分
d 小学１～３年生とその保護者
※Zoom使用可能な環境にある方
e 25組

葉っぱに透けて見える“すじ”
（葉
脈）の部分だけ取り出して、じっく
り観察してみましょう。
a ２月27日㈯ ● 午前11時～正午
● 午後２時〜３時
d・e ４歳～大人（小学３年生以下
は保護者同伴）
・各回18人
g 展示室券520円（４歳～高校生210円）

□共通事項
i ２月15日㈪（必着）までに①は j の k 、②は j の k またははがきで j へ。
はがきの場合はイベント名・開催日・希望時間・氏名
（ふりがな）
・年齢
（学年）
・
郵便番号・住所・電話番号を j へ。申込多数は抽選し、①は当選者のみにメー
ルでご案内、②は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・p 042－469－6100
※休館日：２月１日㈪・８日㈪・12日㈮・15日㈪・22日㈪

■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。
新型コロナウイルス感染症対策を講じ、電話または対面での相談を行っています。
なお、今後の状況によって、相談方法の変更や相談休止となる可能性がありますので、
最新の情報はお問い合わせください。
□申込開始 ２月４日㈭午前８時30分（★印は、１月18日から受付中）
□申込方法 市民相談室（田無庁舎２階）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 市民相談室 n p 042－460－9805
内容
法律相談

相談方法
電話・対面

人権・身の上相談

休止

交通事故相談

電話・対面

税務相談

電話・対面

不動産相談

電話・対面

登記相談

電話

表示登記相談

日時

２月15日㈪・16日㈫・17日㈬・25日㈭
午後１時30分～４時30分

★２月 ４日㈭
２月16日㈫

ほ

か

午後１時30分～４時
午前９時～11時30分

２月19日㈮・22日㈪

午後１時30分～４時30分

★２月 ５日㈮

午後１時30分～４時30分

★２月26日㈮

午前９時～正午

★２月 ３日㈬

午前９時～正午

★２月18日㈭

午後１時30分～４時30分

電話・対面

★２月18日㈭

午後１時30分～４時30分

年金・労災・雇用保険
電話・対面
人事一般相談

★２月 ８日㈪

午後１時30分～４時30分

行政相談

★３月10日㈬

午後１時30分～４時30分

★２月12日㈮、
３月12日㈮

午後１時30分～４時30分

電話

相続・遺言・成年後見等
電話・対面
手続相談

～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
a ２月７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 p 042－465－0261

２月18日㈭・19日㈮・24日㈬・25日㈭
午前９時～正午

法務省の電話相談などをご利用ください。
● みんなの人権110番
p 0570－003－110

２月の薬湯

西東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内
□創業基礎セミナー
～リスクを抑えて自宅でスタート、ス
モールビジネスの始め方～
a ２月18日㈭午後６時～７時15分
b Zoomによるオンライン開催
d 創業をお考えの方・創業間もない方など
e 20人（申込順）
□特別相談（要予約）
c 中小企業診断士などが、創業・経営
全般の悩みなど、個別にご相談に対応
□創業資金融資あっせん制度事前診断
c 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。
i 西東京創業支援・経営革新相談セ
ンター p 042－461－6611
j 西東京商工会 p 042－461－4573

西東京消防少年団

団員募集

□西東京消防少年団とは
小学３年生から高校生までを対象に
消防の仕事や火災予防について学び、
他校の仲間との新しい体験や活動をと
おして礼節、約束を守る、自立、助け
合い、感謝の気持ちを養うことを目的
としています。
c 消火訓練・応急救護訓練・結索訓
練
（ロープの結び方）
・規律訓練・夏季
な
キャンプ ど
d・e 在住で令和３年度新小学３年生・
８人程度、新小学４～６年生・若干名
□活動
a 毎月１回日曜日午前８時15分～11時45分ごろ
b 西東京消防署
g ● 年会費3,600円 ● 夏季キャンプ
費用6,000円程度
（参加者のみ）
j 事務局（西東京消防署内）
p 042－421－0119

秘書広報課 n

▲

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。

