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地区会館などの管理者を指定
　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　いずれも令和３年４月１日～令和６年３月31日

▲

文化振興課np042－420－2817

施設名 指定管理者
南町地区会館 南町地区会館管理運営協議会
下宿地区会館 下宿地区会館管理運営協議会
緑町地区会館 緑町地区会館管理運営協議会
谷戸地区会館 谷戸地区会館管理運営協議会
向台地区会館 向台地区会館管理運営協議会
芝久保地区会館 芝久保地区会館管理運営協議会
ふれあいセンター 西東京市ふれあいセンター協議会

証明書コンビニ交付
サービス停止のお知らせ

届け出

　システムメンテナンスに伴い、下記
の日時でマイナンバーカードを利用し
た証明書コンビニ交付サービスが終日
停止します。ご理解とご協力をお願い
します。
　なお、停止日程は変更になる場合が
ありますので、最新の情報は市kを
ご覧ください。
a５月１日㈯～５日㈷終日
d市内外の全店舗▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

令和３年度の軽自動車税納税
通知書を送付

税

　軽自動車税納税通知書を５月６日㈭
に発送予定です。
　軽自動車税は、４月１日現在の所有
者に対して課税されます。４月２日以
降に廃車や譲渡した場合は旧所有者に
課税されます。その場合、月割による
払い戻しはありません。
□障害者手帳をお持ちの方などへの減
免　一定の要件のもとに軽自動車税を
減免します。納期限までに申請が必要
です。詳細はお問い合わせください。▲

市民税課np042－460－9826

「特別弔慰金」の請求受付中
福祉

d戦没者などの遺族で、令和２年４
月１日現在「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」などを受ける方（戦没者
などの妻や父母など）のいない場合に、
最先順位の方１人
□請求期限　令和５年３月31日▲

地域共生課np042－420－2808

東日本大震災による
避難者への水道料金・
下水道料金の減免期間の延長

くらし

　下記のとおり、減免期間を延長しま
す。既に減免中の方は再申請不要です。
d都営水道の給水区域（水道）・市内（下
水道）の居住者のうち、次のいずれか
に該当する方
● 東日本大震災により居住困難となっ

た被災者
● 福島第一・第二原子力発電所周辺の

避難指示地域からの避難者（親族宅

などへ入居している方は当該住宅の
給水契約者）

□延長期間　令和４年３月31日まで

i全国避難者情報システムの登録者に
は、都から避難先に申請書などを郵送

（都営住宅など東京都があっせんする
住宅の入居者は申請不要）
※詳細は申請書をご覧になるか、お問
い合わせください。
j東京都水道局多摩お客さまセンター
●p0570－091－101（ナビダイヤ

ル・固定電話から）
●p042－548－5110（携帯電話・

スマートフォンから）▲

下水道課op042－438－4058

カーポートや物置の設置工事は
確認申請が必要です

　カーポートや物置（建築物と見なさ
ない小規模なものを除く）などは、建
築基準法に基づいて計画や工事をする
必要があります。
　手続違反（建築基準法第６条）や建ぺ
い率（建築基準法第53条）を超過した
場合は、「違反建築物」となり撤去が必
要な場合もあります。簡易的な工事で
も、自己判断せずに下記までご相談く
ださい。▲

建築指導課o
　p042－438－4019

中原小学校施設使用の説明会

　 中原小学校（新校舎）の体育館など
の団体貸出を開始するにあたって、使
用方法や使用上の注意などについて説
明します。
※使用を検討している団体は、必ず説
明会にご参加ください。
a４月28日㈬午後７時
b中原小学校体育館▲

社会教育課np042－420－2831

社会教育委員
募集

c教育委員会の要請に応じ意見を述べ
ること、審議事項に伴う調査研究活動、
各種研修会への参加ほか

□資格／人数　
在住・在勤・在学で18歳以上の方（４
月１日現在）／２人
※他の附属機関委員との兼任は不可
□任期　
令和３年７月１日～令和５年６月30日
□会議数　月１回２時間程度　※平日
午後開催予定
□報酬　月額２万9,000円
□選考方法　
作文「コロナ禍における社会教育の在り
方について」（800字程度）による選考
i４月30日㈮（必着）までに、作文と

住所・氏
ふりがな

名・生年月日・性別・職業・
電話番号・社会教育活動歴を任意様式
に明記し、〒188－8666市役所社会
教育課へ郵送または持参
※郵送の場合、作文受領確認などの電
話連絡をします。▲

社会教育課np042－420－2831

市職員（令和３年７月１日付採用）

□試験区分　建築技術Ⅰ類・保健師Ⅰ類
□第１次試験　５月23日㈰
□試験案内　職員課（田無庁舎５階）・
市kで５月10日㈪まで配布中
i５月10日㈪（消印有効）
※詳細は市k・試験案内で必ず確認
してください。▲

職員課n
　p042－460－9813

市職員採用説明会
市政

　マイナビ就職セミナーに参画して、
職員採用説明会を開催します。
a５月12日㈬
bアリーナ立川立飛
i申込方法など詳細は、市kをご覧
ください。▲

職員課n
　p042－460－9813

郵便などによる不在者投票
選挙

　７月４日㈰は、東京都議会議員選挙
の投開票日です。
　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「郵便等投
票証明書」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

連 絡 帳
市からの □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。
�㈱洋光 代表取締役社長 呉 東柱 様

（アルコールハンドジェル）
�西東京市障がい者福祉をすすめる会 
喫茶コーナーふれあい 様（テーブル・
椅子）
�匿名（日章旗）▲

総務課n
　p042－460－9810
�故田中和江 様（244万3,908円）
�西武信用金庫 様（100万円）
�長谷川仁章 様（１万2,100円）
�匿名３人（各１万円）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

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。

傍 聴

■教育委員会
a４月26日㈪午後４時
b田無第二庁舎４階
c行政報告ほか

e10人▲

教育企画課n
　p042－420－2822

■社会教育委員の会議
a４月23日㈮午後２時
b田無第二庁舎４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
e２人▲

社会教育課n
　p042－420－2831

審議会

　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

〈お詫びして訂正します〉
　現在、全戸配布中の「西東京市暮らしの便利帳」において、東伏見コミュニ
ティセンターの記載事項（128頁）に一部誤りがありました。
　正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
正） ● 東伏見コミュニティセンター
　　　利用時間／午前９時～午後９時
　　　休館日／月曜日・年末年始　　 

▲

秘書広報課np042－460－9804


