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。
□無償化対象外児童

募集

市議会定例会
第１回定例会は、３月８日㈪か
ら開催する予定です。
本会議・委員会は、傍聴できま
す。日程などは決まり次第、市議
会 k でお知らせします。請願・
陳情の提出期限などは、お問い合
わせください。
議会事務局 n
p 042－460－9861

中央図書館
p 042－465－0823

■文化芸術振興推進委員会
a ３月17日㈬午後７時
b 田無庁舎２階
c 第２期文化芸術振興計画ほか
e ３人
文化振興課 n
p 042－420－2817

審議会など
■図書館協議会
a ３月11日㈭午後２時～４時
b イングビル

ごみの出し方 ワンポイント
□ごみ・資源物は当日の午前８時
30分までに出してください
４月１日㈭から収集ルートの最適
化により、可燃ごみ・不燃ごみの一
部区域と缶・ペットボトル収集区域
の収集ルートを変更します。収集時

間が大幅に変更になりますので、当
日の午前８時30分までに、ごみ・
資源物を出していただくようお願い
します。
ごみ減量推進課
p 042－438－4043

自転車は自転車駐車場に置きましょう
自転車・バイクは、手軽で便利な
交通手段の一つですが、駅周辺の歩
道や路上への放置が後を絶ちません。
歩道は、高齢者・障害者・子ども
などさまざまな人たちが利用します。
自転車・バイクなどが放置されると、
通行の障害となるばかりか、災害・
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・
原付バイクを利用する際は、一人一
人が責任をも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）
。
各駅周辺には自転車駐車場があり
ます。
利用の際は、
係員の指示に従っ
てください。混雑時はほかの利用者
の迷惑にならないよう、無理な駐車
はしないでください。
交通課 o p 042－438－4057

無料市民相談
■一般市民相談

場所

日時

市民相談室（田無庁舎２階）

㈪～㈮

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。
新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、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 ３月４日㈭ 午前８時30分（★印は、２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
人権・身の上相談

▲

c 地域包括支援センターの適切で公
平・中立な運営を確保するための協議
を行う
□資格・人数
次のいずれかに該当する在住の方
①介護サービス（介護予防サービス、
介護予防・日常生活支援総合事業を含
む）利用者またはその家族・１人
②介護サービスなど未利用者で40歳
以上65歳未満・１人
③介護サービスなど未利用者で65歳
以上・１人
□任期 令和３年度第１回運営協議会
（７月ごろ）
～令和５年３月31日㈬
□実施回数 ２年で６回程度
□謝礼 １回2,000円

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。
✿㈱ 三菱UFJ銀行田無支店 様
（50万
円）
✿東 京保谷ロータリークラブ 様、裏
千家正教授和心庵 折元宗和 様（10
万円）
✿東 京田無ライオンズクラブ 会長
髙橋雅人 様、丸益建設㈱ 代表取締
役 鳥丸大輔 様、佐藤泰治 様、松宮
正様
（各5万円）
✿髙田秀夫 様、古澤亨 様、三上謙次
様
（各3万円）
✿落合麻生里 様、四方田幸子 様、藤
本幸二 様、西尾宣博 様、粕本洋平 様、
アサ・フィールドマウント㈲ 山田
章 様、匿名3人（各1万円）
✿清水陽子 様、塩田智広 様、都築恵
美子 様、冨澤學 様、冨澤佳代子 様、
下保谷の自然と文化を記録する会
様、屋敷林の会 様、平塚莉莉 様、
沼上省一 様、大場誠司様、小原純
雄 様、宮﨑啓子 様、久保芳昭 様、
永田高雅 様、西村覺 様、北島徹 様
（金員）
※順不同
秘書広報課 n
p 042－460－9803

▲

地域包括支援センター
運営協議会委員

寄附

a ３月14日㈰午後２時
b 田無第二庁舎４階
c 行政報告ほか
e 10人
教育企画課 n
p 042－420－2822

▲

▲

建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a・b ３月13日㈯午前９時30分～午
後０時30分・田無庁舎１階
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
e ８人（申込順） ※１人35分程度
i ３月10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 o p 042－438－4052

その他

c 図書館全域サービスほか
e ３人

▲

わが家の耐震診断をしよう

□任期 令和３年５月１日㈯～令和５
年４月30日㈰
□会議数 年６回程度
□募集人数 ２人
□報酬 １回１万800円
□資格 在住・在勤・在学で18歳以
上の方
□選考方法 作文
「これからの西東京
市図書館に期待すること」
（1,000字程
度）
による選考
i ３ 月10日 ㈬(必 着)ま で に、 住 所・
氏名・生年月日・電話番号を〒1880012南町５－６－11中央図書館へ直
接または郵送
中央図書館
p 042－465－0823

教育委員会

▲

くらし

c 図書館の運営に関し、協議を行う

▲

▲

子ども・子育て支援法に基づく施設
等利用給付認定を受け、認可外保育施
設を利用する３～５歳児クラスの子ど
もと市内で同居している保護者に、給
食費の一部を補助します。
d 次の全てを満たしている保護者
●
該当する子どもの給食費を完納して
いる
●
該当する子どもが認可保育所、地域
型保育事業、認定こども園または幼
稚園を利用していない
□要件 いずれかに該当すること
●
該当する子どもが生計を一にする小
学校就学前の子どものうち、第３子
以降
●
年収360万未満相当世帯
□交付金額 子ども１人につき月額上
限6,000円
□補助対象期間 令和２年10月～令
和３年３月
i ３月８日㈪～31日㈬に、申請書に
領収書などを添付し保育課
（田無第二
庁舎２階）
へ提出してください。
※詳細は市 k をご覧ください。
保育課 n p 042－497－4926

図書館協議会委員
（市民委員）

マスクの着用や手洗い・手指消毒などにご協力をお願いします。
せき
体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。
また、
咳や発熱など、

▲

給食費補助金の交付

▲

▲

□申請方法 施設を通じて配布される
申請書に必要事項を明記し、指定された
期日までに各施設に提出してください。
※ベビーホテルは対象外
※詳細は市 k をご覧ください。
保育課 n p 042－497－4926

傍聴

▲

助成額（上限額）
第１子
１万6,000円
０～２歳児 第２子
３万円
第３子以降 ４万3,000円
第１子
１万6,000円
３～５歳児
第２子以降 ２万円

□選考方法 作文「高齢者が、住み慣
れた地域で安心して暮らしていくため
に、地域住民にできること」
（800字程
度）
による選考
i ３月22日㈪（必着）までに、作文に
住所・氏名・生年月日・電話番号・該
当する資格区分（①～③）を明記し、高
齢者支援課（田無第二庁舎１階）へ持参
高齢者支援課 n
p 042－420－2811
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相談方法

３月18日㈭・24日㈬・25日㈭午前９時～正午
電話・対面 3月15日㈪・16日㈫・17日㈬・22日㈪
午後１時30分～４時30分
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
表示登記相談

日時

電話

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ほか
★３月 ４日㈭
３月23日㈫

午後１時30分～４時
午前９時～11時30分

３月19日㈮・23日㈫

午後１時30分～４時30分

★３月11日㈭

午後１時30分～４時30分

★３月26日㈮

午前９時～正午

★３月３日㈬・16日㈫ 午前９時～正午
★３月18日㈭

午後１時30分～４時30分

電話・対面

★３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

★４月12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

★３月12日㈮、
   ４月 ９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

≪下郷町 k のブックマーク登録を≫ 災害などで市 k が更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町 k に災害関連情報を代理掲載します。 ◆秘書広報課 n

