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。

▲

舎３階）へ持参
場合は、12月１日までに本市の住民
※登録後、活動校が決定した後に連絡
基本台帳に記載）または、11月１日以
降の転出で、転出前に３カ月以上居住
学務課 n p 042－420－2824
していた
□在外選挙人名簿登録者数 男性92
人、女性106人、計198人
その他
□今回の在外選挙人名簿登録などの要件
寄附
①日本国民
②登録申請時に満18歳以上
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。
③在外選挙人名簿に登録されていない
明治安田生命 武蔵野支社 様
④国外に住所を有し、次のいずれかに
（15万円）
該当する
● その者の住所を管轄する領事官の管
匿名
（1万円）
竹中美重子 様、江間奉行 様、㈲アー
轄区域内に引き続き3カ月以上住所
ト日商 様、石井則孝 様、師岡秀雄 様
がある
● 本市の選挙人名簿に登録されており、 （金員）
出国前に海外への転出届および在外
秘書広報課 n p 042－460－9803
選挙人名簿登録移転申請をしている
選挙管理委員会事務局 n
傍聴
p 042－420－2801

パブリック
コメント

［ 検討結果 ］

通常学級介助員登録

c 市内の小学校に在籍する介助を必

審議会
■社会教育委員の会議
a ３月26日㈮午後２時
b 田無第二庁舎３階
c 地域学校協働活動の推進に向
けた学校施設の在り方（活用）
e ２人
社会教育課 n
p 042－420－2831

▲

要とする児童への介助
□時間・日数 登校～下校時刻のうち
可能な範囲で応相談
□場所 市内小学校
（通常学級）
□内容 安全配慮を必要とする児童へ
の介助
□謝礼 時間額1,040円
□登録方法 事前連絡のうえ、市販の
履歴書に明記し、学務課
（田無第二庁

「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）
連続立体交差事業」
環境影響評価書案に係る見解書の縦覧


▲

①縦覧・閲覧期間
となりますので、事前にお問い合わ
３月15日㈪～４月５日㈪
せください。
a
平日午前９時30分～午後４時30分
③都民の意見を聴く会の公述人募集
□縦覧場所 ● 西東京市みどり環境
c １人15分以内で環境保全の見地
部環境保全課
（エコプラザ西東京） からの意見を述べる
● 東京都環境局総務部環境政策課
e 25人 ※申込多数は抽選
（東京都庁第二本庁舎）
i ３月22日㈪～４月５日㈪（消印有
● 東京都多摩環境事務所管理課
効）に、環境保全の見地からの意見
を記載
（様式自由）
し、事業名・氏名・
（東京都立川合同庁舎）
●
住所・電話番号
（法人その他の団体は、
□閲覧場所
東伏見ふれあいプラザ
● 西東京市まちづくり部交通課
名称・代表者の氏名・東京都の区域
（保
内にある事務所または事業所の所在
谷東分庁舎）
地）
を、j へ郵送または持参
②都民の意見を聴く会
a ４月20日㈫午前11時
j 東京都環境局総務部環境政策課
b 練馬区関区民センター関区民ホー （〒163－8001新宿区西新宿二丁目
８番１号・p 03－5388－3406）
ル
（練馬区関町北一丁目７番２号）
※当日、直接会場へ
環境保全課
※公述人の申し出がない場合は中止
p 042－438－4042

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

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
（田無庁舎５階）
・市 k でご覧になれます。

事案名

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
（素案）

▶障害福祉課 n p 042－420－2804

【公表日】
３月15日㈪ 【募集期間】令和２年12月11日～令和３年１月11日 【意見件数】33件（７人）
お寄せいただいた
主な意見
「ステップアップ・プ
ラン」
とは、何ですか。
（１件）

▲

▲

募集

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
また、咳 や発熱など、体
調不良の方は傍聴をご遠慮ください。
お願い

3
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検討結果
障害児または発達が気になる児童やそのご家族が地域
で安心して暮らせることを目的に、本市における児童発
達支援に係るニーズなどを整理した、本市独自のプラン
です。
計画期間は、令和２年度から令和４年度までとして、
本市における児童発達支援に係るニーズ、児童発達支援
センターの検討などについて取りまとめました。

「日 中 活 動 の 場 の 充
地域自立支援協議会を中心とした合議体の中で本市
実」
について、どういう における適切なサービス提供体制を検討します。
場で検討していくのか。
なお、本計画については、前述の合議体における検
また、当事者の意向 討のほか当事者の方にアンケート調査を実施し策定を
を知るための機会の設 進めております。
定などを含め、当事者
また、本市では、障害者が地域で生活する上で必要
参加を検討してほしい。 な
「相談」
「緊急時の受け入れ・対応」
「体験の機会・場」
（１件）
「専門的人材の確保・育成」
「地域の体制づくり」の機能
を、地域全体で充足していくための地域生活支援拠点
等の整備に向けた検討を進めています。
障害のある人の地域生活の在り方については、地域
生活支援拠点等の整備に向けた議論を踏まえながら、
今後、適切な議論の場の設置を検討していきます。

事案名

西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第８
期）
（素案）

▶高齢者支援課 n p 042－420－2810・2813

【公表日】
３月15日㈪ 【募集期間】令和２年12月15日～令和３年１月15日 【意見件数】
11件（２人）
お寄せいただいた主な意見

検討結果

「新型コロナウイルス感染症」
に特化して重点的に
記述するべきである。
①集団感染が発生すれば多大な影響が出る医療
機関や介護・福祉施設などで定期的なPCR検査を行
うことが必要である。
②感染急増地
（ホットスポット）
となるリスクのあ
るところに対し、無症状の感染者を把握・保護する
ため集中的にPCR検査を行うことが必要である。
③多くの医療機関において医療崩壊の危機が迫っ
ており、患者の受診抑制などによる大幅減収で
「コ
ロナ経営危機」
に直面している。医療機関への減収
ほ てん
補填が必要である。
以上①～③は、全額国の負担で行うべきだが、国・
都に強く求めつつ、市としても財政出動をためらわ
ず、全力をあげて取り組むべきである。
（１件）

本計画においては、新型
コロナウイルス感染症のみ
でなく、他の感染症の流行
も視野に入れて記述してい
ます。現在は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大
が懸念されているところで
あり、国や東京都、保健所
等と緊密に連携し、対策を
講じているところです。
PCR検査、医療機関の減
収補填に関するご意見に関
しては、医師会などと情報
共有を図ってまいります。

「第３部 介護保険事業の見込み」
に民間企業が作
成した
「介護保険事業計画の作成に関する調査結果
の活用方法に関する調査研究事業報告書」
の記述が
ある。
介護保険は強制加入であり、国や地方自治体が責
任をもって運営するべきである。国民が納めた税金
や保険料や利用料がその財政を支えているのだから
「住民の福祉の増進」
に使うべきであって、利潤を上
げなければ経営が成り立たない民間企業に委ねるべ
きではない。
（１件）

事案名

ご指摘の報告書につきま
しては、サービス整備の考
え方の参考としております。
介護給付費などの見込みに
ついては、被保険者数や認
定者数などの動向に基づき
推計しております。

第４期西東京市子ども読書活動推進計画

▶ひばりが丘図書館p 042－424－0264

【公表日】３月15日㈪ 【募集期間】
１月15日～２月14日 【意見件数】
２件（２人）
お寄せいただいた主な意見

検討結果

きれいな大きい図書館を建ててほし
い。
（１件）

快適で利用しやすい施設整備を進め
てまいります。

子どもたちの読書を推進するために、 子どもたちが安心して利用できるよう
コロナ禍でも図書館内の利用について 読書環境の整備を進めてまいります。
時間制限を設けず、読み聞かせをする
場の提供をしてほしい。
（１件）

地震対策
～東日本大震災から10年～

ように、
扉にストッパーをつけましょう。
□通電火災対策
震災後にライフラインが復旧した際
首都直下型地震が危惧されています。 に、コンセントを差し込んだままの暖
房器具などの家電製品に電気が通り、
大地震が発生した際、身を守るためには
可燃物と接触するなどして火災が発生
事前の対策が大切となります。
します。特に暖房器具を使用するこの
□家具の転倒対策
時期には注意が必要です。普段から使
効果が高いものとしてタンスや食器
用しない家電製品のコンセントを抜い
棚をL字金具などで固定するか、天井
ておくようにしましょう。
との間に突っ張り棒で固定する方法が
あります。食器棚は食器が落下しない
j 西東京消防署 p 042－421－0119

パソコン・スマホ教室
（４月）

交通安全講習会

無料パソコン体験
（初心者向）
４月15日㈭午後１時～４時
a
i 往復はがきで住所・氏名・年齢・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
p 042－428－0787

春の交通安全運動（４月６日㈫～15
日㈭）
に先立ち開催します。
a・b
●３月30日㈫・保谷こもれびホール
●４月２日㈮・コール田無
午後７時～８時
j 西東京市交通安全協会
p 042－461－3357（塩月）

危機管理課 o

▲

防災行政無線自動電話応答サービス（ p 042－438－4103）災害発生時などに、防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。

