
令和３年西東京市議会第１回定例会の開会に当
たり、所信を明らかにする機会をいただきましたこ
とに対し、議長をはじめ、議員の皆様に厚く御礼を
申し上げます。
私は、本年２月７日執行の西東京市長選挙にお

きまして市政を担わせていただくことになりました。
自治体合併による西東京市の誕生から「はたち

（20年）」を迎えた本市が、次なるステージに向かう
このタイミングでの市長就任となります。
改めて、この西東京市議会の議場に立たせてい

ただき、私に課せられた使命と責任の重さに、身の
引き締まる思いであり、市長として決意を新たにし
たところでございます。
さて、昨年１月に新型コロナウイルス感染症の

国内感染者が初めて確認されてから、この１年間は、
まさに「コロナ一色」でありました。
そのような中で、日夜現場で新型コロナウイル

ス感染症と向き合う医師や看護師の皆様等、医療関
係者の方々をはじめ、福祉・介護従事者の皆様、子
育て・教育関係者の皆様等に対しまして、深い敬意
とともに、心からの感謝の意を表します。
世界中でまん延している新型コロナウイルス感

染症により、国内では学校の一斉休校にはじまり、
入学式や卒業式の規模縮小、修学旅行、部活動の大
会中止、飲食店をはじめとする事業活動の自粛要請、
事業活動が停止することによる失業の問題等、数え
きれないほど多くの影響が、私たちの日々の生活・
暮らしに降りかかってまいりました。
そのような中、コロナ禍において苦しむ市民の

皆様に寄り添い、必要とする行政支援を、いち早く
スピード感をもって届けることこそ、基礎自治体で
ある本市の役割と考えております。
新型コロナウイルス感染症への対応は、最も優

先すべき課題であり、その対策に万全を尽くしてま
いります。誰も経験したことがない一大事業となる
新型コロナウイルスに係るワクチン接種事業をはじ
め、市内経済の回復等、山積しております課題の一
つひとつと向き合い、西東京市政を前に進めるため、
職員と一丸となり、その先頭に立って西東京市の
リーダーとしての責任を果たしてまいります。その
ためにも市民の皆様、議員の皆様のご支援とご協力
を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

はじめに
私は、昭和57年に保谷市役所に奉職し、これま

で39年間、様々な部署を経験する中で、平成13年
には当時の田無市・保谷市の合併に携わり、そして
平成25年からの８年間は副市長として、市民の皆
様のために全力で取り組んでまいりました。
平成12年７月30日、その日は、合併の是非を問

う市民意向調査が実施され、翌日の午前11時50分
に市民の皆様が下された結果が明らかとなった時、
苦楽を共にした両市の職員が見せた安
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の表情が、
今も私の脳裏に鮮明に焼き付いております。
それから20年　わたしたちのまち　西東京市は、

今年「はたち」を迎えました。
私は、節目の20年を迎えるに当たり、自らが先

頭に立ち、はたちのまち西東京市のこれからを、こ
れまでの39年間の行政経験を生かし、次なるステー
ジに進めたいと考え、市政を担う決意をいたしまし
た。
西東京市に対する熱い思いを、そして責任をもっ

て、職員とともに市政の運営に臨む覚悟であります。
それでは、市政運営に臨むため、私が掲げた６

つのテーマを中心に所見を述べさせていただきます。

子どもにやさしいまち
　まずは、「子どもにやさしいまち」についてであり
ます。
私が、このたびの西東京市長選挙で掲げさせて

いただいた施策の一番の柱は、「子どもにやさしい
まち」、もっと言えば「子どもが『ど真ん中』のまちづ
くり」を進めることにあります。
平成30年には、西東京市子ども条例が制定され

ました。
私は、子ども条例における市の役割にあります

ように、「全ての子どもの命を大切にし、健やかに
育つこと」、このことに寄与できるのか、これを西
東京市の施策選択の際の一つの基準にしたいと考え
ています。
市内公共施設の約６割を占める学校施設の多く

が、今後一斉に更新時期を迎えようとしています。
最近では、中原小学校やひばりが丘中学校の新校舎
を建設しました。私は、どちらの校舎にも足を運び
ましたが、未来を担う子ども達の学習環境を整える
ためにも、老朽化が進む学校施設を、より優先して
整備すべきと考えています。
そして、私は、この施設更新の到来は、まちづ

くりを進める上での大きなチャンスではないかと捉
えています。
施設の更新には多額のコストがかかりますが、

子ども達が健やかに育ち、地域の大人も、そして子
ども達も元気になる、そのためには、今までのよう
な施設の建替えではなく、学校が地域の核となるよ
うな機能を持たせる、そのことによって、学校を取
り巻く地域が、もっと良くなる、そのようなことを
考えてまいりました。学校を含む公共施設の在り方
をみんなで考える機会を増やし、子ども達からはも
ちろんのこと、現役世代の方も含め、幅広い方々か
ら多くのご意見をいただき、未来志向の地域教育環
境を創出したいと考えています。
私は、子どもが「ど真ん中」にあるまちづくりを進め
るに当たりまして、学校が、そのキーステーション
（重要な拠点）になるのではと考えています。地域の
学校を支える地域住民の皆様を、本市の「スクール
サポーター（地域における学校応援団）」として、子
どもの健やかな育ちを支え、学校活動を応援し、学
校を拠点とした地域づくりの核となる応援制度のよ
うな仕組みを作りたいと考えています。

健康で元気なまち
　二つ目として「健康で元気なまち」についてです。
本市では、平成23年に健康都市宣言を行い、平

成26年には世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱する健康
都市連合に加盟するとともに、健康になること、健
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康でいることを応援できるまち　「健康」応援都市と
してのまちづくりを進めてきました。
私は、「健康」応援都市の実現を更に発展させ、

もっと健康で元気なまち　西東京市を目指してまい
ります。
そのためにも、まずは、今の状況を何とか克服

しなければなりません。
ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症に係

るワクチン接種の実施主体は、市区町村が担います。
そのためにも地元の西東京市医師会等の医療職の皆
様方のご協力をいただきながら、着実かつ速やかに
接種ができる体制を確保していく必要があります。
私は、このたびの新型コロナウイルス感染症の

流行により、地域力がいかに重要であるかを痛感い
たしました。
ご高齢の方々の見守りやお声がけ、コロナ禍に

おいて学校の教育活動をサポートしていただいた保
護者・地域の皆様など、まさに、支え合いの地域力
を向上させることが、本市が掲げる「健康」応援都市
の実現につながると考えています。
このような状況であるからこそ、健康で元気な

まちづくりを進めていかなければなりません。
第２次総合計画・後期基本計画において設定した、

「健康指標」につきましても、これまでの推移・傾向
を、まちの「健康状態」として、計画とともにわかり
やすく市民の皆様にお届けできるよう、準備してま
いります。

集える場とつながりのあるまち
　三つ目に「集える場とつながりのあるまち」につい
てです。
本市は、新たに転入される方が多い一方、他の自

治体に転出される方も多くいらっしゃいます。令和
元年度に本市に転入された方は、１万4,208人、本
市から他の自治体に転出された方が、１万1,322人
でした。これを単純に計算しますと、この20年で
20万人の方が、この本市に転入され、20万人の方
が本市から転出されていることになります。人口20
万人の本市は、この20年間で、ちょうど市の人口と
同じだけの人口移動があったこととなり、このこと
は、首都圏の住宅都市の特徴とも言えます。
このような状況もあり、本市では、自治会や町

内会への加入率も微増にとどまっており、顔の見え
るようなつながりがある地域が市内各地にあるとま
では言えません。
しかし、学校現場に足を運びますと、子どもた

ちを見守る大人の方々の姿をお見かけします。一昨
年の台風19号の際には、地域の方々が声を掛け合い、
自主避難所を切り盛りしている、特に現役世代の
方々が活躍している姿を目にしました。
誰からと言うこともなく、市の職員と一緒に行

動する地域住民の方々の姿に、これからの西東京市
になくてはならない存在であると確信しました。
私は、もっともっと現場に足を運び、それぞれ

の地域を肌で感じながら、地域の皆様の様々な活動
をつなげる仕組み作りや機会を創出するとともに、
市民の皆様の声を行政としてどのように捉えていく
のか、地域とのかかわりを深める中で考えてまいり
ます。

安心・安全で快適なまち
四つ目に「安心・安全で快適なまち」についてです。
まちが健康で元気であるためには、地域で安心・

安全に暮らせること、そして、まちの快適性という
ものが必要であります。
西東京市誕生以降、保谷駅南口の再開発事業や

北口の交通広場の整備、また、新市建設計画の重点
施策の一つでありました、ひばりヶ丘駅周辺のまち
づくりの推進において、南北のバリアフリー化事業
をはじめとする総合的な整備を進めてまいりました。
今後は、田無駅南口等の未整備の交通広場整備を進
める中で、利便性とにぎわいのある、より安全で快
適な駅前空間の創出に取り組みたいと考えています。
駅前整備のほかには、都市計画道路３・４・11

号線の整備促進や、西武新宿線の連続立体交差事業
等、国や東京都、さらには沿線自治体と連携・協力
しながら、新たな街並みを形成し、誰もが安心・安
全で快適に過ごせるまちづくりに取り組みます。
また、災害の観点でございますが、本市は、幸

いこれまで大きな災害がなく、近年各地に見られる
ような大雨による洪水等の被害の経験もございませ
んでした。
しかし、一昨年の台風19号による、本市にとって

初めてとなる自主避難所の開設には、地域住民の皆
様の避難の在り方や市職員の参集体制づくり等に課
題もございました。本市の地域防災計画につきまし
ても、風水害に係る事項等、今後の災害対策に係る
具体性のある見直しが急務であると考えております。
今月11日には、東日本大震災から10年が経ちます。
改めて、犠牲となられた多くの方々の御冥福を

お祈りし、被災された全ての方々に、心からお見舞
い申し上げます。
本市では、この間、災害に備えた備品の確保や

避難所運営協議会とも連携した訓練を行ってまいり
ましたが、いざというときに「動ける地域」となるよ
う、日ごろからの顔の見える関係づくりが何より重
要であります。
私は、防災という視点だけでなく、地域づくり

を進め、現役世代の方々が積極的に関われるような
仕組みを作ることで、「防災力・地域力」が今よりも
増していくものと考えており、そのための施策を
しっかりと進めてまいります。

ひばりが丘中学校

市民とともに発展するまち
五つ目に「市民とともに発展するまち」についてです。
本市は、これまでも新市建設計画を包含した第

１次総合計画、そして第２次総合計画を策定し、西
東京いこいの森公園の開園、コミュニティバス「は
なバス」の運行等のハード面でのインフラ整備を計
画的に進めてまいりました。また、子ども条例の制
定や「福祉丸ごと相談窓口」の設置、フレイル予防事
業における市民サポーターの誕生等、ソフト面にお
いても、着実に取組を進めてまいりました。
私は、人口減少や超高齢社会の到来に対し、こ

れからの10年、20年先、そしてその先の西東京市
の姿を見据える必要があると考えています。本市が
持続可能なまちとなるよう、国際連合が掲げる「持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の理念を本市の施策
に結び付けてまいります。
令和３年度からは、第８期となる高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画、さらには、第６期の障
害福祉計画、そして第２期障害児福祉計画と、それ
ぞれの計画の開始年度、節目の年度となります。
ご高齢の方、障害のある方が、住み慣れた地域

でいつまでも安心して暮らすことができる、そのよ

うなまちとなるよう支援の充実を図ってまいります。
また、国が進めようとしておりますデジタル化、

デジタルトランスフォーメーション（DX）により、私
たちの生活環境も大きく変化する可能性があります。
私は、未来の西東京市を示すためにも、一つには、

まちのグランドデザインを描いてみたいと考えてい
ます。また、先に述べさせていただきましたとおり、
学校をキーステーション（重要な拠点）とした地域の
皆様が集える仕組みづくりを進め、地域での様々な
活動をつなげていく役割を行政として担っていくべ
きではないかと考えています。
住民同士でつながり、「動ける地域」をつくり、

まちの「地域力」を高め、健康で元気なまちを目指し
てまいります。
令和３年度からは、いよいよ本市の最上位計画

となる第３次総合計画の策定作業に着手していくこ
ととなります。
新たな総合計画策定に向け、これからの３年間

は非常に大事な時期であります。市の最上位計画の
策定には、多くの方々の関わりが大変重要であり、
計画策定だけのための市民参加ではなく、子ども条
例に基づく意見表明や参加の機会をしっかり確保す
るとともに、地域の皆様との関わりの中で、計画づ
くりが進められるよう努めてまいります。

行財政基盤の強化を絶えず目指すまち
最後に行財政運営、行財政改革について述べさ

せていただきます。
ご承知のとおり、本市の財政状況は大変厳しい

ものと言わざるを得ません。新型コロナウイルス感
染症の流行は、大きな災害の発生に等しく、予測が
つかない状況は、今後も一定程度続くものと思われ
ます。コロナ禍における財政運営に関しましては、
国や東京都の補助金や交付金を活用し、まずは、コ
ロナ禍に苦しむ市民の皆様に寄り添いながら、持続
可能な行政サービスの維持向上を目指し、行財政改
革にも取り組んでいく必要があると考えます。
そして、私は、本市にとって大変大きな課題で

あります統合庁舎の建設につきましては、一度立ち
止まり、行財政基盤の強化を図る必要があると考え、
庁舎統合につきましては、改めて私の考えを整理し
た上で、お示ししたいと考えております。
　

結びに
以上、私の所信を述べさせていただきました。
私は、39年間の市役所での経験を存分に生かし、

西東京市のリーダーとして、市民の皆様とともに、
この局面を乗り越えていく覚悟であります。
例年であれば、来年度の予算をお示しする時期

ではありますが、コロナ禍の影響による財政状況が
不透明であること、そして私が、この間、訴えてき
た施策の方向性を、予算にしっかりと反映させるた
めにも、３カ月間の暫定予算を編成することを指示
いたしました。ただし、新型コロナウイルス感染症
に係るワクチン接種に関する予算、そして、私が選
挙に臨むに当たり公約とさせていただいた、「電子
決済によるポイント還元」、「プレミアム応援券第二
弾の実施」、そして「医療従事者をはじめとしたエッ
センシャルワーカー支援」については、制度設計も
含め早期に着手する必要があることから、関係予算
の早期編成を指示いたしました。加えて、令和３年
度に改定を予定していた国民健康保険料や介護保険
料につきましては、このたびの新型コロナウイルス
感染症が市民生活や市内経済にもたらす影響等を考
慮し、国民健康保険料については据え置くこと、ま
た介護保険料については引下げを指示いたしました。
令和３年度は、暫定予算でのスタートとなりま

すが、市民の皆様の生活に大きな影響が及ばないよ
う、予算の内容について全体を把握し、安心して新
年度がスタートできるよう努めてまいります。
１年を通じた本予算につきましては、社会情勢

をしっかりと見極めつつ、慎重かつ柔軟な判断をし
た上で、編成作業を進めさせていただきます。市民
の皆様、そして議員の皆様に対しまして、改めて本
予算案をご提案したいと考えておりますので、ご理
解とご協力をお願い申し上げまして、私の所信表明
といたします。
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3令和３年（2021年）４月１日号 広報

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。　

▲

秘書広報課n

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

税・年金

a４月17日㈯・18日㈰午前９時～午
後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（田無
庁舎２階）
※電話または窓口で相談可
c市税・国民健康保険料の納付およ
び相談、納付書の再発行など▲

納税課np042－460－9832▲

保険年金課np042－460－9824

固定資産税の土地家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税（土地・家屋）の納税者が
所有する土地や家屋の評価が適正かど
うかを、他の土地や家屋の価格と比較
して確認できます。
a４月１日㈭～５月31日㈪
b資産税課（田無庁舎４階）
d①市内の土地・家屋の固定資産税納
税者　②①の同居の親族の方　③①
の委任を受けた方　④納税管理人
h納税者本人であることを確認でき
るもの（マイナンバーカード・運転免
許証など顔写真の入った身分証明書、
または４月28日㈬に発送予定の令和
３年度納税通知書）　
※代理人の場合は委任状も必要　
※固定資産課税台帳に登録された価格
に不服がある場合には、納税通知書の
交付を受けた日の翌日から起算して３カ
月以内に固定資産評価審査委員会に対
して審査の申出をすることができます。
※「固定資産名寄帳」については、縦覧
期間中は手数料が無料となります。
※令和３年度納税通知書（４月28日㈬
発送予定）の課税明細書には、課税さ
れている土地・家屋を示しており、課
税していない物件（道路など）は表示し
ていません。▲

資産税課n
　p042－460－9829・9830

国民年金の学生納付特例制度
　日本国内に住所がある20歳以上の
方は、国民年金に加入し保険料を納め
ることになっていますが、学生の方は、
学生納付特例（以下「学特」という）を申
請し、承認を受けると保険料の納付が
猶予されます。申請は毎年度必要です。
□令和２年度分の学特承認済みで在学
中の方
　年金事務所から申請書（はがき）が４
～６月に順次郵送されます。必要事項
をご記入のうえ返送してください。
※在学する学校の変更や大学院などへ
進学された方は新たに申請が必要
d学生で申請年度前年の本人所得が一定
額以下、または失業などの理由がある方
※一部非対象校あり
※学特承認期間は年金受給資格期間に
含まれますが、年金受給額計算には含
まれません。
□過去期間の申請をする方
　過去期間については、２年１カ月前
まで申請ができます。

b保険年金課（田無庁舎２階）、市民課
（防災・保谷保健福祉総合センター１階）
h ●年金手帳またはマイナンバーカー
ド　●在学期間が分かる学生証（コピー
可、裏面に記載がある場合は両面）また
は在学証明書（原本）　●在籍期間証明
書（原本）※在籍期間が学生証・在学証
明書に記載されていない場合　●離職
票など　※失業などを理由とする場合
j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

庁舎窓口に手話通訳者を配置
福祉・教育

　各課でのお手続・ご相談などで必要
な場合にご利用ください。
□手話通訳者配置日　午後１時～５時

防災・保谷保健
福祉総合センター
（福祉の相談窓口）

田無庁舎

４月�７日㈬ ４月16日㈮
５月12日㈬ ５月21日㈮

※配置日以外にも手話通訳者を派遣し
ます。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課n
　p042－420－2804
　l042－466－9666�

家族介護慰労金を支給
　在宅の高齢者を介護している家族の
経済的負担を減らし、在宅生活の継続
と向上のために、家族介護慰労金を支
給します。
d下表の要件を全て満たしている65
歳以上の高齢者を１年間以上介護し、
過去１年間以上市民税非課税世帯に属
する方
※申請日の属する月の前月末日を基準
とします。
※前年度支給を受けている方は、申請
から１年以上経過していなければ申請
できません。

過　去
１年間
以　上

要介護４または５と認定され
ている
市民税非課税世帯に属する
介護保険サービスを利用して
いない高齢者（通算７日間まで
の短期入所生活介護（ショー
トステイ）または短期入所療
養介護（医療型ショートステ
イ）利用を除く）

過　去
１年間

介護保険施設以外の病院など
に、延べ90日以上の長期入
院をしていない

□慰労金支給額　年額10万円
i12月28日㈫（予定）までに、介護保
険被保険者証・金融機関口座の分かる
もの（郵便局を除く）を高齢者支援課
（田無第二庁舎１階、防災・保谷保健
福祉総合センター１階）へ持参▲

高齢者支援課np042－420－2810

就学援助費の申請受付
　教育費にお困りの家庭へ学用品や学
校給食費などの学校でかかる費用の一
部を援助します。前年度に引き続き希
望する方も再度申請してください。
d ●在住の児童・生徒の保護者　●国
公立小・中学校に在学　●令和２年１
～12月の世帯の収入金額が生活保護
基準額表から算出した需要額（家族構
成により異なる）の1.5倍未満
※詳細は市kをご覧ください。
※火災や天災などに遭われた方はお問
い合わせください。
□援助内容　学用品・通学用品費、新

入学学用品費（入学後支給）、新入学準
備金（入学前支給）、修学旅行費、校外
活動費（宿泊あり・なし）、給食費、卒
業記念品費、副教材費、学校病（虫歯・
中耳炎など）の治療費
❖申請受付
a・b ●４月６日㈫～５月31日㈪・
学務課（田無第二庁舎３階）
●４月19日㈪～23日㈮、５月17日㈪
～19日㈬・保谷東分庁舎
※郵送での受付不可
h①就学援助費申請書（●市内在学者
…４月上旬に学校で全員へ配布　●市
外在学者…受付窓口で配布）
②添付書類（いずれもコピー可）
●�給与収入のある方…令和２年分源泉
徴収票

●�自営収入のある方…令和２年分の所
得税の確定申告書控えなど

● �その他収入のある方…昨年の収入が
証明できるもの

●�賃貸住宅にお住まいの方…賃貸借契
約書など、令和２年12月の家賃額
が分かるもの▲
学務課np042－420－2824

くらし
飼い主のいない猫の不妊・
去勢手術費の助成制度
　市では、飼い主に捨てられるなどし
た猫の数を減らし、問題や被害を防ぐ
ため、飼い主のいない猫の不妊・去勢
手術費の一部を助成しています。
d在住・在勤・在学の個人または団
体で、市内に生息する飼い主のいない
猫に不妊・去勢手術を受けさせる方
□助成の条件　●市が指定する動物病
院で手術を受けさせ、不妊・去勢済み
であることが外見から判断できる措置
（耳カット）に同意できる　●猫の餌場
の清掃、ふん尿処理など、地域住民へ
の理解を得られるよう努める
□助成額　●不妊手術（雌）…１万円まで

●去勢手術（雄）…5,000円まで

※対象となるのは不妊・去勢手術費のみ

i４月１日㈭から環境保全課窓口で受付
※受付期間中でも、予算額に達した場
合は受付終了。詳細は市kをご覧く
ださい。▲

環境保全課p042－438－4042

雨水浸透施設などの助成制度
　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するための取組の一つとして、宅地
内に雨水浸透施設（屋根に降った雨を
道路や河川に流さず地下に浸透させる
施設）などを設置する際の設置費用の
一部（上限額15万円）を助成します。
d市内にある個人所有の住宅
□実施期間　６月30日㈬まで（予定）
※詳細はお問い合わせください。▲

下水道課op042－438－4059

わが家の耐震診断をしよう
　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・b４月17日㈯午前９時30分～午
後０時30分・柳沢公民館
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
e８人（申込順）※１人35分程度
i４月14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op042－438－4052

連 絡 帳
市からの

西東京いこいの森公園および
周辺の市立公園の指定管理者

市政

　管理・運営を行う指定管理者を指定
しました。
□指定期間　令和３～７年度
□指定管理者　
西東京の公園・西武パートナーズ
d市立公園54施設
j西東京いこいの森公園パークセン
ターp042－467－2391▲

みどり公園課p042－438－4045

選挙管理委員の就退任
　西東京市選挙管理委員の任期満了に
伴い、西東京市議会において３月２日
に、委員４人が選挙により選出され、
３月９日の西東京市選挙管理委員会で
委員長および委員長職務代理者が決定
しました。
❖西東京市選挙管理委員
●委員長　鈴木�久幸氏
●委員長職務代理者　佐々木�順一氏
●委員　中江�滋秀氏、二木�孝之氏
□任期　３月９日～令和７年３月８日㈯▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

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
d・e在住・在勤・在学で満18歳以
上の方・２人
※他の審議会委員などとの兼任不可
□任期　
委嘱日から令和４年５月26日㈭
□会議数　令和３年度中２回程度（平
日夜間）
□謝礼　2,000円（出席１回につき）
□選考方法　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）による選考
i４月30日㈮（必着）までに、住所・
氏名・電話番号・生年月日を〒188－
8666市役所地域共生課（田無第二庁
舎１階）へ郵送または持参▲

地域共生課np042－420－2807

地域福祉計画
策定・普及推進委員会の市民委員

募集

傍 聴 審議会など

■人にやさしいまちづくり推進協
議会
a４月８日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c大規模開発事業
e５人▲

都市計画課o
　p042－438－4051

■建築審査会
a４月15日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c建築基準法に基づく同意
e５人▲

建築指導課o
　p042－438－4026

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。
また、咳

せき
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

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。
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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。

　援助を必要としている方々が、周りの方に配慮を必要としていること
をお知らせすることができるマークです。外見からは分からなくても援
助が必要な方がいます。このマークを見かけたら、思いやりのある行動
をお願いします。�

▲

障害福祉課np042－420－2804

ヘルプマークを知っていますか？

Q.マークはどのような人に配っているのですか？
d援助や配慮を必要としていて、配布を希望する方
●義足や人工関節を使用している方　●内部障害や難病の方・妊娠初期の方など

※身体機能などに特に基準を設けていません。
　必要な方が円滑にマークを活用していただけるように、特に書類などの提示
は必要なく、申出に対しお渡ししています。マタニティマークと同様、ご家族
など代理による申出の場合もお渡ししています。
Q.マークはどこで配っていますか？
● �市役所障害福祉課（田無庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター１階）など各自治体
●�都営地下鉄各駅（一部を除く）駅務室、都営バス各営業所など　●東京都心身
障害者福祉センター（多摩支所を含む）・都立病院・公益財団法人東京都保健
医療公社の病院など

Q.�マークを身につけた方がいたら、どうすればいいですか？
●電車・バスの中で、席をお譲りください。　●駅や商業施設などで、声を掛
けるなどの配慮をお願いします。　●災害時は、安全に避難するための支援を
お願いします。

ヘルプカードの配布
Q.ヘルプカードとは
　障害のある人が携帯し、災害時や日常生活の中で困った時に
必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。
Q.カードはどのように使用するのですか？
　手助けしてもらいたいことや配慮が必要なことなどを情報記
載用シールに明記し、カードに貼り付けてご使用ください。
Q.カードはどのような人に配っているのですか？
d障害手帳保持者・自立支援医療受給者・高次脳機能障害者・発達障害者・
難病者　※申込書の記入が必要です。詳細は上記へお問い合わせください。

　子どもたちの安全確保と地域の見
守り活動の補完を目的として、市内
の登下校区域に合計99台の防犯カ
メラを設置しています。設置箇所は
市kで公開しています。
　防犯カメラの存在を知らせる看板
などをカメラ周辺に設置することで、

犯罪の抑止効果を高めています。�
小中学校の児童生徒
の安全確保だけでな
く、地域の防犯にも
役立つ運用に取り組
んでいきます。▲

学務課np042－420－2824

市立小中学校登下校区域への防犯カメラの設置

　毎年４月２日は、国連の定めた「世
界自閉症啓発デー」です。世界自閉症
啓発デー日本実行委員会では、４月２
日～８日を発達障害啓発週間として、
各地でランドマークのブルーライト
アップやシンポジウムなどの啓発イベ
ントなどを行っています。
□スカイタワー西東京
　ブルーライトアップ
a４月２日㈮午後６時～午前０時
j（一社）日本自閉症協会
　p03－3545－3380

□効能　腰痛・痔
じ

の痛み
a４月４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西東京市公衆浴場組合
　庚申湯p042－465－0261

　満70歳以上の都民で希望する方に、
都バス・都営地下鉄・都内民営バスに乗
車できるシルバーパスを発行しています。
□有効期限　９月30日㈭

世界自閉症啓発デー（４月２日）
発達障害啓発週間（４月２日～８日）

４月の薬湯 ～ヨモギの湯～

東京都シルバーパスの発行（半年パス）

i満70歳になる月の初日から、最寄
りのシルバーパス取扱バス営業所へ
※市では取り扱っていません。詳細�
はjへ
g・h住所・氏名・生年月日が確認
できる身分証明書（保険証など）と、①
～③の該当する項目の費用・書類
①住民税が非課税の方
…1,000円と次のいずれか
●�介護保険料納入（決定）通知書　
●�住民税非課税証明書または生活保護受
給証明書（生活扶助の記載があるもの）
②住民税が課税であるが、令和２年の
合計所得金額が135万円以下の方
…1,000円と次のいずれか
●�介護保険料納入（決定）通知書　
●住民税課税証明書
③住民税が課税で、令和２年の合計所
得金額が135万円を超えている方
…１万255円
※令和３年度住民税などの賦課決定が
行われるまでの期間は、令和２年度の
書類を代用できます。その場合、令和
元年の合計所得金額125万円以下の方
が対象です。
j（一社）東京バス協会シルバーパス
専用電話
　�p03－5308－6950（平日午前９
時～午後５時）

□申込開始　４月５日㈪　午前8時30分（★印は、３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np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
４月９日㈮・15日㈭・22日㈭午前９時～正午
４月13日㈫・20日㈫・21日㈬
午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★４月�１日㈭ 午後１時30分～４時
　４月27日㈫ 午前９時～11時30分

税務相談 電話・対面 ４月16日㈮・27日㈫ 午後１時30分～４時30分

不動産相談 電話・対面 ★４月�８日㈭ 午後１時30分～４時30分
★４月23日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話 ★４月�７日㈬ 午前９時～正午
★４月15日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★４月15日㈭ 午後１時30分～４時30分
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ★４月12日㈪ 午後１時30分～４時30分
行政相談 電話 ★５月12日㈬ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ���★４月�９日㈮、

���５月14日㈮ 午後１時30分～４時30分

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　
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、専門家が一緒に解
決の糸口を探すものです。
　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。

　差別や虐待、ハラスメントなどの
多様な人権問題についての相談を受
け付けています。相談は法務局職員
または人権擁護委員がお受けします。
□みんなの人権110番
　p0570－003－110

　現在、市の人権擁護委員による「人
権・身の上相談」は休止しております。
再開時にご案内します。▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

一人で悩まずご相談ください人権相談

　令和３年度から市立小中学校の全
ての児童・生徒にタブレットPCを
貸与します。
　「新しい文房具」として、学校や家
庭学習などさまざまな場面で活用し、
これからの社会を生きていくために
必要な「情報活用能力」などの力を付

け、また一人一人の学び方に合わせ
た学習ができるようになります。
　タブレットPCを使った新しい学
びが始まります。▲

教育指導課n
　p042－420－2827

G
ギ

IG
ガ

Aスクールが始まります

　日々の暮らしの中でのご自身のこ
と、家族のこと、職場や学校での人
間関係、パートナーの暴力などで不
安を感じて「どうしていいか分から
ない」というときは、一人で悩まず、
まずは相談してください。

　対面による相談ですが、来所が難
しい方は予約受付時にお申し出くだ
さい。▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

□相談場所
● �住吉会館ルピナス　※平日午前
10時～午後４時(㈭は午後８時まで)

● �田無庁舎２階（出張相談）　※㈪～㈬�
午前10時～正午(第４㈫・㈬を除く)

□予約受付　
　p042－439－0075
□予約受付時間　
平日午前９時～午後５時(㈭のみ午
後８時まで）　※年末年始・㈷を除く

悩みなんでも相談（予約制）をご利用ください女性相談

４月１日から市役所の組織の一部が変わりました
　効率的・効果的な業務を行うため、
次のとおり組織の一部を変更します。▲

企画政策課np042－460－9800
□市民部　保険年金課　
「国保徴収係」を「国保加入係」へ統合
新：国保加入係
　　資格・賦課担当（p042－460－9822）
　　収納・徴収担当（p042－460－9824）
旧：国保徴収係・国保加入係

□都市基盤部　道路課　
「道路管理課」と「道路建設課」を統合
し「道路課」を新設
新：道路課
　　道路管理係（p042－438－4055）
　　道路工事係（p042－438－4054）
　　道路台帳係（p042－438－4056）
旧：道路管理課・道路建設課
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≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階・田無第二庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター各階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

　生後91日以上の飼い犬は、年１
回の狂犬病予防注射を受けることが
義務付けられています。
　毎年４月に市で実施している集合注
射は今年度は行いませんが、指定の
市内動物病院で注射を受け、交付さ
れる狂犬病予防注射済票を、鑑札と
同じように首輪に付けてください。

　注射を受けられる動物病院は市k
または登録された犬の飼い主へ、３
月末に発送しました案内をご覧くだ
さい。
g注射済票交付手数料550円
※別途接種費用▲

環境保全課p042－438－4042

飼い犬には狂犬病予防注射が必要です

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。

健
ひ
康
ろば

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手洗い・手指消毒にご協力をお願いします。

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

女性のための腹筋・骨盤底筋エクササイズ講座
保育あり

４月15日㈭午前10時～11時
防災・保谷保健福祉総合センター３階

在住で18～64歳の女性（産後６カ月
以上経過している方）
８人（１歳未満のお子さんも参加可）

４月12日㈪までに電話

子
ど
も

▲

教育支援課np042－420－2829
事業名 日時╱場所 対象／定員 申込方法など

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語訓練士による相談】

４月７日㈬午後１時30分～５時
教育支援課（田無第二庁舎４階）

５～12歳ぐらい
10人（１人15分程度）

４月１日㈭～６日㈫
午前９時～午後５時に電話

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「○○検診・風しん第５期」申込
①氏名（ふりがな）
②住所
③生年月日
④電話番号

はがき

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

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

４日
三浦歯科医院
ひばりが丘北４－５－17
p042－422－1870

11日
むとう歯科医院
南町４－４－２
プリンスプラザ田無２階
p042－467－3415

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）
※発熱など、感冒様症状のある方は、お電話でお問い合わせください。
※感染拡大防止のため、インフルエンザの検査はしておりません。インフルエンザの
疑いがある方については、臨床診断での対応となります。

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

4日
佐々総合病院
田無町４－24－15
※小児科は午後４時30分まで
p042－461－1535

大野医院
柳沢１－４－26
p042－461－8702

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

11日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後５時まで

p042－465－0700

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

電話相談
医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
４月 ６日 循環器内科　　　　　　　　13日 小児科
 20日 消化器内科・循環器内科　　27日 眼科

p042－438－１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分　

p042－466－2033

※専門医が相談に応じます。

ナビ多摩六都科学館

　鉱物のかけらを使って、オリジナ
ルの万華鏡を作ります。
a４月24日㈯①午前11時～正午
②午後２時～３時
d小学１年生以上（小学３年生以下
は保護者同伴）
※同伴は１人まで入室可
e各回12人
g材料費500円　※他に入館券520
円（４歳～高校生210円）が必要
i４月９日㈮（必着）までに、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、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：４月９日㈮・12日㈪～
15日㈭・19日㈪・26日㈪

鉱物で万華鏡をつくろう

健康 イガ ド
■子宮頸

け い

がん・乳がん検診、風しん第
５期定期接種
❖子宮頸

け い

がん検診
c問診・内診・視診・細胞診
d令和４年３月31日㈭時点で20歳以
上の、前年度に市の子宮頸

けい

がん検診を
受診していない女性
□検診期間　６月１日㈫～令和４年２
月28日㈪（予定）
□申込期間　４月１日㈭～20日㈫（消
印有効）　※５月下旬に受診券をお送
りします。
❖乳がん検診
c問診・視触診・マンモグラフィ検査
d令和４年３月31日㈭時点で40歳以
上の、前年度に市の乳がん検診を受診
していない女性
□検診期間　６月１日㈫～令和４年３
月31日㈭（予定）
□申込期間　４月１日㈭～20日㈫（消
印有効）　※５月下旬に受診券をお送
りします。
❖風しん第５期定期接種
c風しんの抗体検査・予防接種
d在住の昭和37年４月２日～昭和54
年４月１日生まれの男性
※昨年度までに送付済みのクーポン券
は手続不要で令和４年３月31日㈭ま
で使用できます。紛失された方は電話
で再交付できます。
g抗体検査・予防接種　無料
※予防接種は、抗体検査の結果、接種
が必要とされた方のみ
※詳細は市kまたは下記へ

□申込方法(子宮頸
け い

がん・乳がん検
診、風しん第５期定期接種)
●はがき（右上記入例）
●	窓口（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター４階健康課、田無庁舎２階
保険年金課）

●市k（右記QRコード）
　から

▲

健康課op042－438－4021

■妊婦健康診査受診票のご利用を
　母子健康手帳の交付と同時に、妊婦
健診受診票を14回分交付しています。
　妊婦健診時に使用すると、費用の一
部が助成されます。
　助産院・都外医療機関など、都内指
定医療機関以外で受診した場合は、こ
の受診券が使えないため、出産後１年
以内に還付の手続をしてください。
　詳細は受診票交付時のお知らせ・	
市kをご覧ください。▲

健康課op042－438－4021

■赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）
　助産師・保健師が訪問し、赤ちゃん
の体重測定、発育や発達状況の確認、
授乳相談、お母さんの体調などの相談
に応じます。訪問日時は後日、訪問指
導員から連絡します。
i母と子の保健ファイル（母子健康手
帳交付時に配布）に同封の赤ちゃん訪
問はがき（出生通知票）を郵送または電
話で下記へ▲

健康課op042－438－4037

■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。▲

健康課op042－438－4037
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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田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや例年行われているイベント・事業についても中止・延期となっている可
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。また、参加される際には、マスクの着用など、感染症対策にご協力ください。

①障害者スポーツ支援事業
　障害者スポーツ指導員や補助員と
一緒に行うスポーツレクリエーション
cバルーン体操・ボッチャ・ボウリ
ング・卓球・バドミントン・バスケッ
トボールなど
d在住・市内の障害者作業所などに
通所している方
※車椅子利用の方はご相談ください。
gスポーツ傷害保険料（１回50円ま
たは年間12回まで500円）
i・jNPO法人ウーノの会p042－
424－7775・l042－439－4487

②障害者水泳教室
　水慣れから始め、水中での感覚な
どの体感を目指します。
d在住・在学または市内の障害者作
業所などに通所している障害のある
方（高校生以上）
e20人
※介助者の入水も可能です。
※参加の条件などはjにお問い合わ
せください。
i・jスポーツセンター
　p042－425－0505
　l042－425－0606

障害のある皆さん　スポーツを楽しみませんか
a①毎月第３㈯午前９時30分～11時30分（予定）
　②毎月第４㈯（予定）　※７・８月を除く
bスポーツセンター�

▲

障害福祉課np042－420－2804

　普段運動をしていない方・障害の
ある方も参加できます。
a５～８月の最終週㈰（予定）
午前９時30分～11時（受付：９時20分）
bスポーツセンター
cカーリングから生まれた「ユニカー
ル」、ボッチャ・輪投げなどのニュー
スポーツ
d在住・在勤・在学で小学生以上（小

学３年生以下は保護者同伴）
e20人（申込順）
h室内用運動靴・運動ができる服
装・タオル・飲み物など

i実施日の２週間前の㈪から直前
の㈮までに電話で下記へ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

ENJOYニュースポーツ2021（前期）

　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。

a・b
●４月13日㈫・住吉会館ルピナス
●　　24日㈯・田無総合福祉センター
　午前10時～正午
e20人（申込順）
※同席の子どもを含む
※子どもがいる場合は保護者のもと

で参加可
i各回説明会前日の午後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

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

いろいろなことばでたのしむ
おはなし会
●４月11日㈰中国語
●　　17日㈯英語
※各回午前11時から15分程度
ひばりが丘図書館
c多言語で絵本の読み聞かせ
d３歳以上
※未就学児は保護者同伴にて可
e各10人（申込順）
i各回前日までに、電話・メールま
たは直接下記へ▲

ひばりが丘図書館p042－424－0264
　�m lib-uketsuke@city.nishitokyo.
lg.jp

新座市のテニスコートを
ご利用ください
　西東京市民の方は、利用月の前月
の25日から、新座市公共予約システ
ムまたは新座市民総合体育館窓口に
て申込ができます（事前に登録が必要）。
□庭球場（いずれもテニスコート）
　栄（８面）、本多（５面）、西堀（４面）、
野火止（３面）
j新座市民総合体育館
　p048－478－8011▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

　四季折々の自然を感じられる屋敷
林の中の雑木林を、一般開放します。
緑を楽しみながら、屋敷林内の見学
をしてみませんか。自然を感じられ
る体験コーナーも実施します。
a４月３日㈯
b下保谷四丁目特別緑地保全地区
※荒天中止の場合あり
※受付は当日、直接会場へ
方法など詳細は市kまた
は右記へ　　　　　　　　���市k
❖一般開放
a午前10時～午後３時（受付：２時まで）
c敷地内を自由に見学できます。
❖体験コーナー
①クイズラリー
②屋敷林展（写真やパネル展示）
③屋敷林見学ガイドツアー
a●１回目：午前11時～11時30分
　●２回目：午後１時30分～２時
e各回10人
④竹細工や木工細工体験
　屋敷林の保全ボランティア団体の

方々が、屋敷林の竹や木を使った木
工細工を紹介します。
⑤野草園観察
□共催　
高橋家屋敷林保存会▲

みどり公園課p042－438－4045
コンビニ

西武池袋線

至 

ひ
ば
り
ヶ
丘
駅

至 

大
泉
学
園
駅

正面入口

コンビニ

北口 駐車場
下保谷福祉会館
下保谷児童センター

あらやしき公園
（地下駐車場）

保谷駅

下保谷四丁目特別緑地保全地区を一般開放します

赤ちゃん集まれ～♪
　下表の日程で赤ちゃんと保護者の
方が楽しめる赤ちゃんのつどいを
行っています。お近くの赤ちゃんの
つどいに参加しませんか。詳細は各
センターkをご覧ください。

d８カ月ごろまでの
乳児と保護者▲

保育課n
　p042－460－9842 k

□赤ちゃんのつどい日程（4月・5月）
会場 日程

センターすみよし ４月26日㈪ ５月24日㈪
センターけやき ４月23日㈮ ５月28日㈮
センターやぎさわ ４月23日㈮ ５月21日㈮
センターなかまち ４月23日㈮ ５月21日㈮
センターひがし ４月�９日㈮ ５月17日㈪
北町ふれあいセンター ４月26日㈪ ５月24日㈪
ひばりが丘北児童センター ４月22日㈭ ５月27日㈭
谷戸公民館 ４月12日㈪ ５月10日㈪
芝久保児童館 ４月�８日㈭ ５月�６日㈭
田無児童館 ４月14日㈬ ５月12日㈬
新町児童館 ４月20日㈫ ５月18日㈫
柳沢公民館 ４月15日㈭ ５月20日㈭
北原児童館 ４月20日㈫ ５月18日㈫
下保谷児童センター ４月20日㈫ ５月18日㈫
芝久保公民館 ４月20日㈫ ５月18日㈫

□年会費会員（年会費＋会員料金）
　大人（高校生以上）4,000円・子ど
も（幼児～中学生）2,000円・家族
5,300円（５人まで）
□KKバスケ塾（小学４年生～経験 
者のみ）クラス別で実施中
※詳細はjへお問い合わせください。

i・jココスポ東伏見
p042－452－3446
※㈪・年末年始休館（㈪が㈷の場合
は祝日明けが休館）▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818
　　　　　　　　　　　　���市k

総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」
会員・教室参加者募集

　オランダ国花のチューリップを田無庁舎やスポーツセンターなどで育てて
きました。
　お近くにお越しの際は、お立ち寄りいただき、ぜひオランダを感じてください。
　ホストタウン交流として、在日オランダ大使館からお送りいただいた
チューリップの成長の記録などは市kをご覧ください。
�

▲

スポーツ振興課np042－420－2818

〜西東京市はオランダのホストタウン〜
オランダ国花のチューリップが咲いています

田無庁舎 西東京いこいの森公園スポーツセンター
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≪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

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。

※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。

　65歳以上の方が高齢者指定治療院
でマッサージ治療などを受ける際に､
治療料金の一部を助成する割引券を発
行します。
□枚数　割引券12枚を限度に交付（申
請月に基づき月１枚換算）
□助成内容　１回の保険外治療料金か
ら1,000円を割引
h本人確認ができるもの（マイナン
バーカード・運転免許証・保険証など）

i４月１日㈭から、高齢者支援課（田
無第二庁舎１階、防災・保谷保健福祉
総合センター１階）、出張所の窓口へ
※来庁での申請が困難な場合は下記へ
お問い合わせください。
❖市内の治療院の方
　新たに高齢者指定治療院の指定を希
望する場合は、下記へお問い合わせく
ださい。▲

高齢者支援課np042－420－2810

高齢者手技治療割引券の交付

　年齢を重ねて、心身の活力（筋力・
認知機能・社会とのつながりなど）が低
下した状態をフレイルといいます。外
出を控える中で、生活不活発となりフ
レイル状態になっていないでしょうか。
　フレイルチェックでは、ご自身のフ
レイルの兆候を機器による測定（手足
の筋肉量・握力など）や質問票で楽しく
確認することができます。定期的に受
け、体と心の状態の変化を知ることが
大切です。

※６カ月ごとに開催を予定しています
ので、継続してご参加ください。
a・b下表参照
d在住のおおむね65歳以上で、フレ
イルチェックを受けたことのない方
e各10人（申込順）
i４月２日㈮午前９時から、電話で
希望の会場名・住所・氏名・年齢・電
話番号を下記へ▲

高齢者支援課n
　p042－420－2812

 初めての方対象 フレイルチェックを受けてみよう！

□日程　※各会場とも①と②両日参加
会場 日程 時間 対象地域

田無第二庁舎
①４月22日㈭

午後２時～
３時30分

北原町・泉町・住吉町・
田無町・保谷町

②10月予定
住吉老人福祉センター

（住吉会館ルピナス内）
①６月16日㈬
②12月予定

柳沢公民館
①５月19日㈬

南町・向台町・新町・
柳沢・東伏見

②11月予定

新町福祉会館
①７月予定
②令和３年１月予定

URひばりが丘パークヒ
ルズ 南集会所

（ひばりが丘３－３－３）

①５月20日㈭
緑町・谷戸町・ひばり
が丘・西原町・芝久保
町

②11月予定

西原総合教育施設
①７月予定
②令和３年１月予定

防災・保谷保健福祉総合
センター６階

①６月22日㈫
ひばりが丘北・北町・
栄町・下保谷・東町・
中町・富士町

②12月予定

下保谷福祉会館
①９月予定
②令和３年３月予定

※７月以降の予定は決まり次第募集をします。

春の全国交通安全運動
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

　この運動は、交通安全思想の普及・
浸透を図り、交通事故防止の徹底
をしていただくことを目的としてい
ます。
　交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣づけ、一人一人が
道路交通環境の改善に取り組むこと
により、交通事故を防止しましょう。

□運動の重点
①子どもと高齢者をはじめとする
歩行者の安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者などの保護をはじめとす
る安全運転意識の向上
④二輪車の交通事故防止
※①～③：全国重点、④：地域重点▲

交通課op042－439－4435

４月６日～15日
※４月10日は交通事故死ゼロ
を目指す日

　楽しく健康づくり・仲間づくりをし
ましょう。主に初心者を対象とした教
室です。
a５月～令和４年３月（予定）
d在住の60歳以上で１年を通して参
加する意欲のある方
e各教室６～36人程度（申込多数は、
新規の方などを優先し抽選）
g教材費など

i４月５日㈪～10日㈯午前９時30分～

午後４時に、「福祉会館・老人福祉セン
ター利用証」を持参し、各会場窓口へ

（電話受付不可）
※利用証がない場合は、保険証など住
所・氏名・生年月日が分かるものを持参
※休館日：老人福祉センター㈯・㈰、
福祉会館・住吉老人福祉センター㈰
j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課np042－420－2811

福祉会館・老人福祉センター 各種教室参加者募集

会場 教室名 実施日時 定員 開始日

住吉老人福祉センター
p042－421－1122

らくらく
エアロ
ビクス

A 第１・３㈫ 午後２時～
３時

各
10

5月
18日㈫

B 第２・４㈫ 11日㈫
下保谷福祉会館
p042－422－8338 音楽のうるおい 第２・４㈭ 午後２時～

３時 20 13日㈭

新町福祉会館
p0422－55－1781

ゆっくり体操 第１・３㈭ 午前10時～
11時 17 ６日㈭

和（なごみ）
パステルアート 第１・３㈫ 午前10時～

11時30分 10 18日㈫

大人リトミック 
新町 第１・３㈫ 午前10時～

11時10分 10 18日㈫

富士町福祉会館
p042－465－9350

リズム体操 第１・３㈫ 午後２時～
３時 28 18日㈫

音楽の楽しみ方 第２・４㈬ 午前10時～
11時30分 36 12日㈬

はじめての書道 
富士町 第２・４㈬ 午後１時～

２時30分 ８ 12日㈬

栄養のチカラ 第４㈫ 午前10時～
11時30分 ８ 25日㈫

ひばりが丘福祉会館
p042－424－0262

太極拳 第２・４㈪ 午前11時～
正午 24 10日㈪

絵手紙 第１・３㈫ 午前10時～
11時30分 11 18日㈫

はじめての書道 
ひばりが丘 第２・４㈬ 午前10時～

11時30分 ８ 12日㈬

大人リトミック 
ひばりが丘 第２・４㈭ 午前10時～

11時10分 ９ 13日㈭

栄養のチカラ 第３㈫ 午前10時～
11時30分 ６ 18日㈫

老人福祉センター
p042－466－1680

音楽の輪 第２・４㈬ 午後１時30分
～３時 12 12日㈬

元気の出る音楽 第２・４㈮ 午後１時30分
～３時 12 14日㈮

パステル
アート

A 第１・３㈪ 午前10時～
11時30分

各
12

17日㈪
B 第２・４㈪ 10日㈪

初心者
健康麻雀

A 第１・３㈫ 午後１時～
２時45分

各
12

18日㈫
B 第２・４㈫ 11日㈫

栄養のチカラ 第２㈭ 午前10時～
11時30分 ７ 13日㈭

※開始日、日時は、都合により変更する場合もあります。　
※各クラスによって、実施回数が違います。　
※教室の詳細は、各会場にお問い合わせください。

　市のサービスや手続、公共施設の案内など、毎
日の生活に役立つ情報を掲載した「令和３年・４
年度版 西東京市暮らしの便利帳」を、４月30日
㈮までに全戸配布します。この日を過ぎても届か
ない場合は、５月21日㈮までにご連絡ください。
□電子書籍版　４月20日㈫からパソコンやス
マートフォンなど、インターネットから全ページ
ご覧になれます。▲

秘書広報課n
　p042－460－9804

「暮らしの便利帳」を全戸配布します 　「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。
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「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰　❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。 
詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー4545へお問い合わせください。

音声版「声の広報」も
作成しています

広報

介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）処理の誤りに関する対応

　令和２年８月分の介護保険料の年金からの天引き処理に誤りのあった方に、
還付または納付のためのお手続の書類などを発送しています。
　本件について、ご不明な点がありましたら、お手数ですが上記の専用ダイヤ
ルへお問い合わせください。

□納付対象の方のうち、ご納付いただけていない方
　令和３年８月分の年金から天引きされる介護保険料に不足分を加えて徴収い
たします。令和３年７月中旬に送付予定の令和３年度介護保険料決定通知書と、
不足分などを記載した文面を同封し対象の方へ送付する予定です。

　　　　　　「還付金」詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください　　　　　　
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。　★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。

▲

高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤルnp042－420－2867　a平日午前８時30分～午後５時

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。

ワクチン接種に関する詐欺にご注意ください。市がメールや電話で、接種費用等の振り込みをお願いすることは、絶対にありません。

新型コロナワクチンは、ワクチンの供給状況を踏まえ、下記の接種順位で接種を行う見込みです。
それぞれの予約・接種開始時期は、決まり次第、市報や専用kでお知らせします。

□接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
□接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。
本人による同意がある場合に限り、接種が行われます。
□接種対象　16歳以上の方　
※原則として、接種日の時点で西東京市に住民登録のある方

新型コロナワクチン接種のお知らせ

西東京市新型コロナワクチンコールセンター
p03－5369－3904（通話料有料）　
a当面の間㈪～㈯　午前８時30分～午後７時　※㈷・㉁を除く

新型コロナワクチン接種に関する専用k
〈西東京市新型コロナワクチン掲示板〉
新型コロナワクチン接種に関する情報をお知らせしています。

接種順位 接種開始時期 接種券発送状況
① 医療従事者等 ２月17日から順次接種が開始されています。 各医療機関等で発行

②�

高齢者施設（特別養護老人ホーム）
入所者等

４月12日㈪の週に、国から２箱（975人分×２回接種分）の新型コロナワクチンが供給される予定
です。供給されるワクチンは限られた数量のため、本市では、クラスター発生リスクの軽減を優
先に考え、高齢者施設（特別養護老人ホーム）での接種を先行して行う予定としています。

４月中旬ごろ

高齢者（昭和32年４月１日以前に
生まれた方） 接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 ４月中旬ごろ

③

高齢者以外で基礎疾患を有する方 自己申告制のため、証明書の提出や事前申請は、不要です。
接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 未定

高齢者施設等で従事されている方 従事する施設等が発行した証明書が必要です。
接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 未定

60歳～64歳の方 接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 未定
④ その他の方 接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 未定

リバウンド防止期間
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
引き続きご協力をお願いします。 マスクの着用 人との距離の

確保 手洗い・消毒 「３密」の回避

密閉

密集 密接

西東京市平和の日4月12日は

長崎で平和の取材をする
「親子記者」を募集

　長崎で原爆の被害や平和の大切さを学び、
新聞を作ってみませんか。
※本事業は、本市が加盟している日本非核宣
言自治体協議会が実施しています。
a８月８日㈷午後２時30分～８月11日㈬正午
d戦争の被害や平和の尊さを伝えることに
関心のある、在住の小学４～６年生とその保
護者（各１人）
e全国で９組　※申込多数は抽選
i５月７日㈮（必着）までに、申込書に住所・
小学生と保護者の氏

ふりがな

名・性別・学年（４月１
日現在）・小学校名・電話番号・メールアド
レス・平和を願うメッセージを明記しメール
でjへ
※詳細はjのkをご覧ください。
j日本非核宣言自治体協議会
　p095－844－9923
　m info@nucfreejapan.com▲

協働コミュニティ課np042－420－2821

　市は条例で４月12日を「西東京市平和の日」と定めています。
　昭和20年のこの日、米軍の空襲により、本市とその周辺地域では多く
の尊い命が失われました。被害の集中した田無駅周辺では、昼時に空襲を
受け、50人以上の方々が犠牲となりました。
　戦争の体験を風化させることなく平和の意義を語り継ぐために、市はさ
まざまな取組を行っています。
　市kでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
□共催　非核・平和をすすめる西東京市民の会�▲
協働コミュニティ課np042－420－2821　　　　　　　　��市k 平和のリング

❖「西東京市戦災パネル」
「１ｔ爆弾模型」の展示
a４月８日㈭～12日㈪午前
10時～午後９時（初日は午後
３時から、最終日は午後４時まで）
bアスタセンターコート
❖忘れてはいけない記憶～西東京市にもあった戦争～
　戦後70年の節目に、戦争
を風化させないために、戦時
中にあった市内の出来事や今
も残る市内の戦跡、体験談な
どをまとめた映像を市民団体
との協働で制作しました。
※その他、市内に残る戦跡や
戦争体験記を市kで公開中

❖非核・平和学習会（川崎哲さん講演会）の動画配信
　ピースボートや核兵器廃
絶国際キャンペーン（ICAN）
で活躍されている川崎哲さ
んに、平和な世界を築くた
めに私たち一人一人ができ
ることなどについて、お話
しいただいた様子を動画で
配信します。
❖「西東京市平和の日」を防災無線で呼び掛けます
　空襲の犠牲者のご冥福と世界の恒久平和を願い実
施します。
a４月12日㈪午後１時

忘れてはいけない記憶
～西東京市にもあった戦争～

戦災パネル展示の様子
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