
新型コロナワクチン接種のお知らせ
高齢者（昭和32年４月1日以前に生まれた方）の方へ４月19日㈪にクーポン券（接種券）を発送

接種無料

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）
l042－439－6171（聴覚に障害のある方）
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。

□接種を受ける際の同意　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、接種日時点で西東京市に住民登録のある方
□接種順位　ワクチン供給量の関係から、国の定める接種順位に基づき、接種が行われる見込みです。

接種順位 クーポン券（接種券）
発送状況 接種開始時期 予約受付開始時期

① 医療従事者等 各医療機関等で発行 順次接種を開始しています。 ー

②

高齢者施設（特別養護老人ホーム）入所者等 ４月16日㈮発送
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４月19日㈪以降から先行して行います。

ー

高齢者
（昭和32年４月１日以前に生まれた方）

４月19日㈪発送
※お手元に届くまで
数日かかる見込みで
す。

５月中旬見込み
当初は、集団接種会場のみ開始予定です。
その他の会場の接種開始時期は、決まり次第、お知らせします。

５月上旬見込み
※ワクチン供給状況を踏
まえて年齢区分により段
階的に予約受付を行う場
合があります。
詳細は、市報５月１日号
でお知らせする予定です。

③

高齢者以外で基礎疾患を有する方 未定 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 未定 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 未定 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 未定 接種開始時期が決まり次第、お知らせします。 未定

接種までの流れ（会場ごとの接種開始時期などは、決まり次第、市報や専用kでお知らせします）
※原則、３週間後に２回目の接種

●市報 
● 専用k
などでお知らせします。

接種（予約）可能な
時期を確認する

３点を持参して
接種会場へ
①クーポン券（接種券）
　切り離したりせず、２回とも
　そのままお持ちください。
②予診票
　事前にご記入のうえ、
　お持ちください。
③本人確認書類（健康保険証・
　運転免許証など）

接種会場を選び、
電話やWebから
予約をする
　 まだ予約受付は開始していません
集団接種（３カ所）
西東京市役所田無庁舎・エコプ
ラザ西東京・（仮称）第10中学
校（新ひばりが丘中学校）
市内５病院
佐々総合病院・田無病院・武蔵
野徳洲会病院・西東京中央総合
病院・保谷厚生病院
　➡　● コールセンター 

p03－5369－3904
　　　● 専用kから

市内診療所・クリニック
　➡　 電話またはWebで 

直接予約

＜送付物＞

↑白と青の封筒で送ります。

クーポン券
（接種券）

予診票
（３枚複写×２セット）

● ワクチン接種の説明書 
（ファイザー社製）
● チラシ２種類

料金後納
郵便

クーポン券在中

接種のお知らせ

新型コロナワクチン

重要

新型コロナワクチン クーポン券在中

１枚目／市役所又は国保連提出用

２面へ続く

　４月12日の週に供給されるワクチンは限られた数量のため、市では、クラスター発生のリスク軽減を優
先に考え、市内の高齢者施設（特別養護老人ホーム）での接種を４月19日㈪以降から開始します。
　また、ワクチン供給状況を見ながら、高齢者施設（特別養護老人ホーム）入所者等以外の高齢者を対象と
した接種も順次、開始していきますので、決定次第、市報などでお知らせします。

クーポン券（接種券）が届いたら、大切に保管してください。

クーポン券（接種券）
が届く
　 切り離したり、捨てないでください。！

１ ２ ３ ４

市民の皆様へ
　いよいよ市内の医療従事者へのワクチ
ン接種が４月５日から始まりました。
　市では段階的にワクチン接種を進めて
おり、特別養護老人ホームの入所者等へ
４月19日以降から接種を開始いたします。
　また、65歳以上の皆様には、４月19
日に、クーポン券（接種券）と予診票を発
送いたします。
　市では、接種体制を整えつつ、国のワ
クチン供給状況を見ながら、適時・適切
な情報提供をし、皆様にお届けしてまい
ります。

！

ⓒシンエイ／西東京市
いこいーな

154
No . 502

●発行／西東京市　●編集／秘書広報課
●配布／シルバー人材センター
 p042－428－0787（不配のお問い合わせなど）

詳細はホームページで

主 な 内 容 【８面】 新型コロナウイルス感染症対策を引き続き進めていきます　【８面】 子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む  p042－464－1311
（平日午前８時30分～午後５時）

市役所
代　表

FM放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！この面の内容は、４月15日㈭〜30日㈮の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。
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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

広報 令和３年（2021年）４月15日号

接種の流れ

❸予診（医師） 
● �医師による問診、�
診察と接種可否�
判断

● �接種同意の確認

接種会場 ①集団接種会場　②市内５病院　③市内診療所・クリニック
①集団接種会場 ※まだ予約受付は開始していません

会場名 住所 実施曜日 実施時間 予約受付開始時期 接種開始時期

西東京市役所田無庁舎　２階
202・203会議室 南町５－６－13 ㈪～㈯

※㈰・㈷・㉁を除く 午前９時～午後３時30分
５月上旬見込み
（詳細は５月１日号でお知
らせする予定です。）

５月中旬見込み

エコプラザ西東京　１階
多目的スペース・講座室 泉町３－12－35 ㈪～㈯

※㈰・㈷・㉁を除く 午前９時～午後３時30分 ― ワクチン供給状況により順次
開始

（仮称）第10中学校（新ひばり
が丘中学校）　体育館
※７月まで

ひばりが丘３－２－42 ㈪～㈯
※㈰・㈷・㉁を除く 午前９時～午後３時30分 ― ワクチン供給状況により順次

開始

❶受付・検温 
● �クーポン券�
（接種券）、�
身分証明書による�
本人確認

●検温

❷予診票確認 
　 �記入済みの�
予診票の�
記載事項確認

❹接種 
　  （医師または看護師）
● �肩の下あたりに接種

❺接種済証の交付 
● �接種したワクチンの�
ワクチンシールを�
接種済証に貼用

● �接種日、接種場所の�
記載

❻経過観察（待機） 
● �体調、ショック症状
等の確認�
（15～30分間待機）

１面からの続き 高齢者（昭和32年４月1日以前に生まれた方）の方へ４月19日㈪にクーポン券（接種券）を発送します。

市民課・保険年金課

総合案内

スロープ

階段

階段

エスカレーター

入  口

接種会場

エレベーター

エレベーター

市民相談室保谷庁舎

保谷保健福祉総合センター
防災センター

東分庁舎

投票所

来庁者用
駐車場

スポーツ
センター

保谷
新道

至保
谷駅

保
谷

こ
も
れ
び
ホ
ー
ル

西東京市役所田無庁舎２階

予約受付開始時期：５月上旬見込み
接種開始時期　　：５月中旬見込み エコプラザ西東京

防災・保谷保健福祉
総合センター

保谷こもれび
ホール

こもれび側
駐車場

西側駐車場

エコプラザ西東京
多目的スペース

ガソリン
スタンド

西東京市
スポーツセンター

（旧保谷庁舎）
（旧別棟）

ロータリーロータリー
保谷駅→←田無駅

N

エコプラザ西東京

予約・接種開始時期は未定

西東京
いこいの森公園

至

ひばりアム

●交番

公園

みどり
保育園

⬆

⬆

至
ひばりヶ丘駅方面

ひ
ば
り
が
丘
団
地

（仮称）第10中学校　
（新ひばりが丘中学校）
（仮称）第10中学校　
（新ひばりが丘中学校）

中原小学校

（仮称）第10中学校（新ひばりが丘中学校）

予約・接種開始時期は未定

②市内５病院（佐々総合病院・田無病院・武蔵野徳洲会病院・西東京中央総合病院・保谷厚生病院）
※まだ予約受付は開始していません

※まだ予約受付は開始していません
③診療所・クリニック（準備が整い次第、お知らせします。）

❖お車でご来場の場合
エコプラザ西東京で接種を受ける方は、西東京市役所保谷庁舎駐車場をご利用ください。
※各会場の駐車場には限りがあります。ご来場にはできるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。

予約受付開始時期が決まり次第、
お知らせします。

当日の持ち物
□クーポン券（接種券）
□予診票（事前記入）
□�本人確認書類�
（健康保険証・�
運転免許証など）

＜お願い＞
　肩がすぐに出せるような
服装でお越しください。

●新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。
　２回の接種によって、発熱やせきなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認められています。
●どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。
　一般的に、ワクチン接種後には、「副反応」が生じる可能性があるとされており、コロナワクチンの国内治験では、２回接種後に、接種部位の痛み、発熱、
疲労・倦怠感などの「副反応」が認められています。
　ワクチン接種後15～30分経過を見て、万が一、急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーが起きた場合は、医療従事者が必要な対応を行います。
　また、治療を要したり障害が残るほどの副反応は極めてまれではあるものの、予防接種により健康被害が生じた場合は、国による救済制度の対象となります。

１　出産のために里帰りしている妊産婦　
２　単身赴任者
３　遠隔地で下宿している学生
４　�DV、ストーカー行為等、児童虐待及び�
これらに準ずる行為の被害者　等

上記１～４のいずれかに該当する場合
接種を希望する医療機関の所在地の自治体へ事前に申請手続き
が必要ですので、各自治体へお問い合わせください。

5　市外の医療機関に入院中の方
6　市外の施設に入所中の方
7　基礎疾患を有し、市外の主治医の下で接種する方
8　災害による被害にあった方
9　拘留又は留置されている者、受刑者　等

上記５～９のいずれかに該当する場合
接種を希望する医療機関や施設に申告を行うことで申請手続き
を省略することができます。医療機関や施設へご相談ください。

次のような特別な事情がある場合は、住民票がある場所（西東京市）以外でもワクチン接種を受けることができます。

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。



3広報令和３年（2021年）４月15日号

市役所の郵便番号は個別番号です。田無庁舎敷地内：〒188－8666、保谷庁舎敷地内：〒202－8555で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

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
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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

パソコン・スマホ教室（５月）

①無料パソコン体験（初心者向）
20日㈭午後
②パソコン入門（全４回）
７日～28日㈮午前
③ワード初級（全４回）
７日㈮・11～25日㈫午前
④エクセル初級（全４回）
６日㈭・11～25日㈫午後
⑤ iPhone入門（全２回）
７・14日㈮午後
⑥スマホ入門（全２回）
21・28日㈮午後
⑦Line（全２回）
11・18日㈫午前
⑧Zoom講座（半日）
マンツーマン形式、受講日指定
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②～④8,000円　⑤～⑦4,000円
⑧2,500円
i開始日１週間前までに、往復はがき
で講座名・受講日・住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
b・jシルバー人材センター
　〒202－0021東伏見６－１－36
　p042－428－0787

家内労働委託状況届は
４月30日㈮まで

　家内労働者へ仕事（内職など）を委託し
ている事業主の方は、毎年４月１日現
在の家内労働者数などについて「委託
状況届」を労働基準監督署に提出する
ことが義務付けられています。４月
30日㈮までに忘れずに提出してくだ
さい（令和２年12月25日付で「委託状
況届」の様式が改定されています）。
j東京労働局労働基準部賃金課
　p03－3512－1614

東京都子育て支援員研修（第１期）

c子育て支援分野で従事するうえで必
要な知識や技能などを有する「子育て
支援員」の養成研修
□コース　地域保育コース
i４月23日㈮～５月13日㈭ （書留・必着）
※詳細はjへ
□募集要項　jのkから入手可能
※４月23日㈮から、田無第二庁舎２階保
育課、防災・保谷保健福祉センター１階
市民課付近でも配布（配布数に限りあり） 
j ●（公財）東京都福祉保健財団（kあり）
　p03－3344－8533
●その他研修全般…東京都福祉保健局

少子社会対策部計画課
　p03－5320－4121

養育費確保の支援をしています
　保証会社と養育費保証契約を締結
する際にかかる費用（保証料）を補助
します。
dひとり親家庭の母、父、寡婦ま
たは寡夫で養育費の取り決めについ
て債務名義を有しており、保証会社
と養育費保証契約を結んでいる方

g初回契約時の保証料（上限５万円）
※１カ月の養育費が５万円に満たな
い場合は、１カ月の養育費の金額に
なります。
※詳細はお問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

　いずれも事前の相談・申請が必要
です。詳細はお問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840
❖高等職業訓練促進給付金など

d児童扶養手当の受給者などで、
（准）看護師・保育士・介護福祉士な
どの資格（修業年限１年以上）の取得
見込みの方
□給付額（上限４年間）
● 市民税が非課税…月額10万円
● 市民税が課税…月額７万500円

❖自立支援教育訓練給付金
d児童扶養手当の受給者などで、
介護職員初任者研修・パソコン講座・
医療事務講座など厚生労働大臣指定
の教育訓練講座を受講する方
□給付額
　受講に要した費用（入学料および
授業料）の100分の60に相当する額

（1万2,001円～20万円）
※雇用保険の教育訓練給付金の受給
資格のある方は雇用保険の給付額を
引いた額

ひとり親家庭の父母に
資格取得のための給付金を支給

監査委員が選任されました
　３月30日に開催された令和３年第１回市議会定例会で、橋本勇氏（はしもと・
いさむ、75歳、中央区在住）が監査委員として同意され、４月１日付で選任（再任）
されました。任期は４年です。▲

監査委員事務局np042－460－9870

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

パブリック
コメント

［ 検討結果 ］

　市民の皆さんからお寄せいただいた意見と市の検討結果の全文は、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　西東京市耐震改修促進計画（案） 
　　　　　　　　　　　　　　▶住宅課op042－438－4052

【公表日】４月15日㈭　【募集期間】２月５日～３月５日
【意見件数】０件（０人）

ご意見はありませんでした。

パブリック
コメント 皆さんのご意見をお寄せください

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意
見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。

事案名　 西東京市地域防災計画修正（原案） 
 

▲

危機管理課op042－438－4010

策定趣旨
風水害時の行動を明確化するため、『地震・火山編』と『風水害編』
の分冊化、「上位計画等との整合」や「庁内組織改正」などを踏ま
え、西東京市地域防災計画の見直しを行います。

閲覧方法 ４月23日㈮から、情報公開コーナー（田無庁舎５階）・市k
対象 在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 ４月23日㈮～５月24日㈪（必着）

提出方法

①持参（防災・保谷保健福祉総合センター５階）　
②郵送（〒202－8555市役所危機管理課）　
③ファクス（l042－438－2820）　
④市kから　

⑤メール（mkikikanri@city.nishitokyo.lg.jp）
検討結果の公表 令和３年７月（予定）

　４月１日から令和３年度の市政が
スタートしました。
　本年度の予算は、市長就任後間も
ないこともあり、市の財政状況など
を改めて検証し、さまざまな課題に
対応しながら編成するには時間的余
裕がないことから、一般会計を含む
全ての会計について、３カ月間の暫
定予算を編成しました。
　この暫定予算は、通常の本予算（年
間予算）ではなく、令和３年度の本
予算が成立するまでの市政運営をす
るために「つなぎ予算」として編成し
たものになります。主な内容は、人
件費・扶助費などの義務的経費や継
続的な事務事業・施設維持管理費な
どの経常的経費などになりますが、
市民生活への影響を最少限に抑える
ために、ひばりが丘中学校の校舎移
転に係る経費や中央図書館・田無公
民館耐震補強等改修工事といった一
部例外的な経費も計上しています。
　本予算については、次の市議会定

例会に提案する予定となっています
ので、ご理解をお願いします。
　なお、これまで本予算とともに示
しておりました、総合計画事業の主
要な取組についても、本予算成立後
市報などでお知らせします。
□一般会計以外の会計
　国民健康保険特別会計、駐車場事
業特別会計、介護保険特別会計、後
期高齢者医療特別会計、下水道事業
会計▲

財政課n
　p042－460－9802▲

企画政策課n
　p042－460－9800

暫定予算を編成しました

　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。

　カラスは５～７月ごろに、巣の中
の卵やヒナを守るために威

い

嚇
か く

・攻撃
することがあります。カラスが変
わった鳴き方をしていると感じたと
きは威嚇されているかもしれません
ので、注意しましょう。

□対処法
●  巣に近づかず、その場をすぐに離

れる
●  頭部を守るため、傘をさしたり、

つばのある帽子をかぶる
●  背後から襲われないよう、カラス

に背を向けない▲

環境保全課p042－438－4042

カラスの威
い

嚇
かく

に気を付けましょう
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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

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

18日
川島歯科クリニック
ひばりが丘北４－４－16
ラークヒルズ壱番館104
p042－421－5490

25日
こまむら歯科医院
下保谷２－１－21
p042－421－4180

29日
南田歯科医院
南町１－５－９
富士マンション１階
p042－467－5122

松本歯科医院
保谷町３－３－23
p042－467－9339

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（１週間以内に発熱37.5度以上を含む）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、鼻

び

腔
くう

拭い液での検査（インフルエンザ検査など）はしておりま
せん。インフルエンザなど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

18日
保谷厚生病院
栄町１－17－18		
p042－424－6640

永田外科胃腸内科
南町４－12－６
p042－465－8530 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

25日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

すがひろ内科クリニック
南町４－３－２
サウスタウンビル２階
p042－464－3226

29日
田無病院
緑町３－６－１		
p042－461－2682

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

休日診療 　※健康保険証・診察代をお持ちください。

子
ど
も

▲

健康課op042－438－4037
事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

個別育児相談会
【身長・体重測定と、育児・母乳・栄養・歯科・遊
び方・お母さんの健康などについての個別相談】

①５月13日㈭／田無総合福祉センター
②５月17日㈪／防災・保谷保健福祉総合セン
ター２階
午前９時30分～11時30分の間で１人30分程度

乳幼児と保護者／25組 ①は５月10日㈪までに電話
②は５月13日㈭までに電話

離乳食講習会 ステップ
【離乳食の中期から後期のお話、試食、歯科の話】

５月19日㈬午前10時45分～正午
田無総合福祉センター

在住の６～９カ月の乳児と保
護者（第１子優先）／16組

はがき・メール（右上記入例B）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限：５月５日㈷（必着）

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

ファミリー学級第２コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
１日目：妊娠中の生活と健康
２日目：赤ちゃんのお世話について

１日目：５月７日㈮午前10時～11時30分
２日目：５月22日㈯（時間は個別通知）
防災・保谷保健福祉総合センター２階

在住で初めて父親・母親になる
方／24組
対象出産予定月：８・９月
※１日目は妊婦のみ

市kまたはQRコード（右上電子申請
フォーム）
申込期限：４月23日㈮まで

ボディケア講座～腰痛予防～
【理学療法士による、腰痛予防に関する話と自宅で
できる体操】

５月12日㈬午後１時～２時
防災・保谷保健福祉総合センター３階 在住で18歳以上の方／８人 前日までに電話

リハビリ窓口相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などに
ついて理学療法士による相談】

①５月12日㈬午後２時15分～３時15分
②５月20日㈭午前11時15分～午後０時15分
防災・保谷保健福祉総合センター３階

リハビリに関する相談を希望す
る方および関係者／各２人 前日までに電話

栄養ミニ講座
「悪玉コレステロールを下げるコツ」

５月14日㈮午前10時～11時30分
田無総合福祉センター 在住の方／15人 ５月11日㈫までに電話

栄養･食生活相談
【肥満や糖尿病などの生活習慣病予防の食事などに
ついて管理栄養士による相談】

５月14日㈮午後１時～４時
田無総合福祉センター 在住の方／４人 ５月11日㈫までに電話

糖尿病基礎講座
【保健師・管理栄養士による基礎知識・食事の話】

５月18日㈫午前10時～11時30分
田無総合福祉センター

糖尿病の食事療法をこれから始
める方および家族／10人 ５月14日㈮までに電話

美姿勢エクササイズ
【呼吸と姿勢のチェック、体幹トレーニング】
保育あり

５月21日㈮午前10時～11時45分
田無総合福祉センター

在住で18～64歳の女性／15人
※初回の方優先

電話・メール（右上記入例A）
m seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限：５月14日㈮まで

a４月20日㈫、５月11・25日㈫
b防災・保谷保健福祉総合センター２階
d個別に通知
（２歳６カ月までで希望する方はお問い合わせください）

２歳児すくすく相談会

a４月22日㈭、５月６・20・27日㈭
b防災・保谷保健福祉総合センター２階
d個別に通知

３～４カ月児健康診査

　対象となるお子さんに日時を指定した通知を送付します。
b防災・保谷保健福祉総合センター３階
d１歳になる前日までで、まだBCG予防接種を受けていな
いお子さん

BCG予防接種

a４月26日㈪、５月31日㈪
b防災・保谷保健福祉総合センター２階
d個別に通知
（１歳３カ月までで希望する方はお問い合わせください）

１歳児講座
a�４月21日㈬、５月12・26日㈬
b防災・保谷保健福祉総合センター２階
d個別に通知（４歳未満で希望する方は
お問い合わせください）

３歳児健康診査

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にご協力をお願いします。

■締切間近　乳がん・子宮頸
けい

がん検診
□１期申込期限　４月20日㈫
　２期申込（10月から）は検診期間が短
くなるため、ぜひ４月20日㈫までにお
申し込みください。

■成人歯科健診の申込受付開始
□申込期間　４月15日㈭～11月19日㈮
d18歳以上の方	※25･30･35･40･
45･50･55･60･65・70歳の方（令和
４年３月31日時点）は申込不要（５月中
旬に受診券を送付予定）

健康 イガ ド

iはがき・窓口・電子申請（市kから）
※いずれも詳細は、４月１日号と同時配布しました「西東京市健康事業ガイド
（令和３年度版）」・市kをご覧ください。▲

健康課op042－438－4021

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「美姿勢エクササイズ」
申込
①５月21日
②氏名
③生年月日
④住所
⑤電話番号
⑥保育希望の有無
※希望者は子どもの氏名、生年月日

Aメール 電子申請フォーム
「離乳食講習会
ステップ」申込
①５月19日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥第○子
⑦電話番号

Bはがき・メール

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。

　子どもを産み育てたいと考えている
家庭を応援・後押しするため、子ども
１人当たり10万円分の育児用品や子
育て支援サービスなどを提供します。
d次のいずれかを満たす世帯
●令和３年１月１日～３月31日まで
に出産し、出生日かつ４月１日時
点で市内に住民登録がある

●令和３年４月１日～令和５年３月
31日㈮に出産し、出生日に市内に
住民登録がある

i対象の世帯に、５月以降に市からギ
フトカードを発送します。記載されて
いるIDおよびパスワードで、専用k
から申込をしてください。
j ●事業内容について…東京都コー
ルセンターp0120－922－283

●ギフトカードの配布状況・紛失など
について…下記へお問い合わせく
ださい。▲

健康課o
　p042－438－4037

東京都出産応援事業（実施主体：東京都）
 「赤ちゃんファースト」がはじまります
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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

　廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀濃度は、大気汚染防止法で定められてい
ます。同様の規制値として 0.05mg/㎥ N となっています。令和２年 11 月
～令和３年１月の分析計測結果（各月の１時間平均値の最高値）は、１～３
号炉いずれも 0.00 mg/㎥ N でした。
j柳泉園組合p042－470－1545▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

柳泉園組合 水銀濃度測定結果

　市内に「防犯の目」を増やすため、
愛犬と散歩しながら地域の見守り活
動を行う「わんわんパトロール」に
ご協力いただける方を募集していま
す。
□協力内容
　リードカバーをつけて散歩をし、
不審な人物や困っている子どもなど
がいた場合は110番通報をお願いし
ます。
□リードカバーの配布場所
　危機管理課（防災・保谷保健福祉

総合センター５階）、西東京市獣医
師会加盟の動物病院
※詳細は市kをご覧ください。▲

危機管理課o
　p042－438－4010

わんわんパトロールをしませんか？

　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。

□申込開始　4月19日㈪午前８時30分（★印は、４月５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28日㈬、５月７日㈮午前９時～正午

４月23日㈮、５月11日㈫午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面
★４月27日㈫ 午前９時～11時30分

５月６日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 ５月６日㈭・12日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面
５月13日㈭ 午後１時30分～４時30分

５月28日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話
５月10日㈪ 午前９時～正午

５月20日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ５月20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 ６月14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 ★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。

■その他の相談
内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前９時～午後５時／
田無第二庁舎４階　※予約制

教育支援課n
p042－420－2829

【電話相談】平日午前９時～午後５時
p042－420－2830

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）

【電話相談】午前９時～午後５時
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－420－2830

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
p042－439－0081

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無第二庁舎
２階）

子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
● 平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
● ㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午／
　田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活困窮者
相談

平日午前８時30分～午後５時／
生活サポート相談窓口

（田無庁舎１階福祉丸ごと相談内）
生活サポート相談窓口n
p042－420－2809

生活保護相談
平日午前８時30分～午後5時／
生活福祉課（田無庁舎1階、防災・保谷保健福祉
総合センター１階）

生活福祉課
np042－460－9836
　 p042－420－2802
op042－439－4415

障害福祉相談

障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 障害者

総合支援
センター

（フレンドリー）

基幹相談支援センター
えぽっく
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午後１時～４時15分

外国人相談
平日午前10時～午後４時（正午～午後１時を
除く）／
多文化共生センター（イングビル）　

多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（田無第二庁舎５階）　※予約制

消費者センターn
p042－462－1100

いろいろなことばでたのしむおはなし会

a５月１日㈯英語、５月９日㈰韓
国語で各回午前11時～（15分程度）
bひばりが丘図書館
c絵本のよみきかせ
d３歳以上
※未就学児は保護者同伴にて可
e10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

　一定の農業技術を習得後、援農ボ
ランティアとして、農業者の方の作
業などをサポートしていただく方を
募集します。
c講義２回・視察研修１回・実技10
回を予定
※実技講座は原則平日実施（市内）
d次の全てに該当する方
● 在住で農業に関心がある18歳以

上の方
● ６～11月に実施する実技講座を

受講し、援農ボランティアの認定
後、援農活動および市の「農のア
カデミー」事業に参加できる方

□栽培種／定員
①野菜／９人　②果樹／３人
③花

か
卉
き

／３人　※申込多数は抽選
g1,000円（ボランティア損害保険料）
i５月７日㈮（消印有効）までに、
往復はがきに住所・氏

ふ り が な

名・電話番号・
生年月日・希望する栽培種を〒188
－8666市役所産業振興課へ郵送
※返信はがきにも住所・氏名を明記
※受入農家については、募集終了後
に調整▲

産業振興課n
　p042－420－2820

 援農ボランティア
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ナビ多摩六都科学館
大人のためのハーブ講座

春のハーブとドリンク編
　朝採れハーブの特徴を専門家にお
聞きした後、気軽に取り入れること
ができるハーブの活用方法を紹介し
ます。六都なおきちオリジナルハー
ブドリンクとスイーツボックス付き
a５月19日㈬●講座（多摩六都科学
館）：午前11時～午後０時30分
●畑見学※希望者のみ（西東京市・
ニイクラファーム）：２時～３時
※畑見学は現地集合
d18歳以上
※参加者以外の入室不可
e16人（申込多数は抽選）
f新倉大次郎さん（㈲ニイクラファー
ム）・佐藤うららさん（六都なおきち）

g1,700円（持ち帰り用のハーブと
スイーツボックス代）・入館券（大人
520円）
※畑までの移動は実費
i５月６日㈭（必着）までにjのkから

またははがきでイベント名・開催日・
氏
ふりがな
名・年齢・郵便番号・住所・電話
番号・畑見学希望の有無をjへ
※当選者のみに参加券を送付
□協力　㈲ニイクラファーム
b／j多摩六都科学館
〒188－0014西東京市芝久保町
５－10－64／p042－469－6100
※休館日：４月19日㈪・26日㈪

　今年の市民文化祭は10月16日㈯
～11月15日㈪に開催する予定です。
　総会で参加団体の代表者などに
よる実行委員会を組織し、企画運
営します。市民文化祭に参加希望
の団体・個人は、必ず下記の総会
当日に会場でお申し込みください。
その後の総会・部会への参加も必
須となります。
□総会・部会
a／b５月15日㈯／保谷こもれび
ホール
参加申込：午後１時～１時50分

総会：午後２時～３時（予定）
第１回各部会：総会終了後～午後４
時
d ●個人…在住・在勤・在学の方
●団体…市内で活動しており、会員
の半数以上が在住・在勤・在学
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、総会・部会への参加は１団
体につき１人までとします。
※詳細は市kをご覧ください。▲

文化振興課n
　p042－420－2817

西東京市民文化祭参加者募集および
実行委員会総会・部会

※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。

防災行政無線自動電話応答サービス（p042－438－4103）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。

▲

危機管理課o

　スズメ、シジュウカラ、ムクドリ
などは、この時期に雨戸の戸袋に入
り込んで営巣することがあります。
　１カ月程度でヒナは巣立ちますが、
ダニの発生原因にもなるので、戸袋
に入り込まれないようにしましょう。▲

環境保全課p042－438－4042

野鳥の営巣にご用心

　事業所の安全・安心を守るために、
従業員に対して防火・防災教育を実
施しましょう。
　災害が発生した場合には、各事業
所で定めた消防計画に基づき、119
番通報や初期消火、避難誘導、応急
救護などの自衛消防活動を行うこと
になります。

　防火・防災教育の実施にあたり、
不明な点はjへお問い合わせくだ
さい。
※池袋防災館・本所防災館・立川防
災館ではさまざまな体験を行うこと
ができます。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課op042－438－4010

防火・防災教育を実施しましょう 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

□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。
※令和３年４月末までに納付書にてご納付をいただいた場合には、令和３年
８月分の年金から天引きされません。
　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。

　　　　　「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n
 p042－420－2867
a平日午前８時30分～午後５時

クレジットカード利用の注意点

消費生活相談

　ポイントがたまり、現金で購
入するよりお得だと思うためク

レジットカードを作りたいが、何か注
意することはありますか。

　クレジット契約は利用者の信
用に基づいた契約です。たとえ

家族でも貸し借りはできませんし、暗
証番号やセキュリティコードを他人に
教えてはいけません。クレジット契約
の支払方法には一括払いや分割払い、
リボルビング払いなどがあり、３回以
上の分割払いやリボルビング払いには
手数料がかかります。リボルビング払
いの支払額は毎月一定ですが、利用を
繰り返すと支払残高が分かりにくくな
り、手数料も高額になるため、いつま

でも支払が終わらない状況を招くこと
になりかねません。また、引き落とし
日には口座残高が不足しないように注
意が必要です。延滞を繰り返すと信用
情報に傷がつき、今後の審査が通らな
いなどの不利益も考えられます。
　紛失や盗難などによる不正利用を防
止するためにも、毎月の利用明細はき
ちんと確認をして、利用した覚えがな
い請求があれば、すぐにクレジット会
社に連絡をし、調査を依頼しましょう。
　また、ネット通販などでカード情報
を入力するときは不審なサイトではな
いか運営者情報を十分確認しましょう。▲

消費者センターn
 p042－462－1100

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。

＜お詫びして訂正します＞
　４月１日号７面「初めての方対象　フレイルチェックを受けてみよう」につ
いて、掲載内容に誤りがありました。正しくは次のとおりです。

正）�新町福祉会館　①７月予定　②令和４年１月予定�
西原総合教育施設　①７月予定　②令和４年１月予定�
下保谷福祉会館　①９月予定　②令和４年３月予定

　「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。



　市では、西東京市医師会と連携を図りながら、医療崩壊を防ぎつつ、新規感染者をおさえていくための対策を進めています。
　感染の疑いがある方については、まずかかりつけ医などで受診した上で、西東京市医師会による発熱外来の受診やPCR検査の実施をしています。
　また、都のモニタリング会議によると、重症化リスクの高い高齢者層の感染が続いていることから、市では高齢者施設等のPCR検査の実施を支援すると
ともに、クラスターが起きやすい高齢者施設（特別養護老人ホーム）でのワクチン接種を先行して実施することとしています。
　今後は、ワクチンの供給量に応じて、接種を希望される皆さんに順次接種できるように体制を整えています。

市民の皆さんへ啓発
感染症の拡大防止対策

新型コロナウイルス感染症対策を引き続き進めていきます

西東京市の新型コロナウイルス感染症対策の考え方

医師会と連携
医療崩壊を防ぎつつ感染を抑えていく

②クラスター発生リスク軽減
●重症化リスクの高い施設である高齢者施設等のPCR検査経費支援
●高齢者施設（特別養護老人ホーム）でのワクチン接種を先行

①感染の疑いがある方へ

一人一人が感染しない、感染させないことが重要

安定した情報提供
●市報などでの情報発信
●専用ホームページの開設
安心できる相談体制
●コールセンターの設置

新型コロナワクチン
接種体制
供給量に応じて、接種
順位に基づき、順次、
接種を進めます

発熱等がある場合は相談
まずは、
　●かかりつけ医
いない場合は、
　●身近な医療機関
　●東京都発熱相談センター

　総務省が発表する家計調査では、令和２年の２人以上の世帯の消費支出は、前年と比較して実質、名目ともに5.3％の減少となり新型コロナウイルス感
染症の影響で、外出や会食などの自粛によって消費者の購買意欲の低下が顕著となっています。
　このような中で、市内における消費喚起対策の必要性から、新たな経済対策を実施します。
　また、コロナ禍で市民生活が厳しい状況等にあるため、相談体制を整え、さまざまな支援も行っています。

●電子決済によるポイント還元
●（仮称）プレミアム応援券
●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

市内事業者への支援

●福祉丸ごと相談窓口での対応
　（住居確保給付金事業等）
●税金・固定費等の支払猶予等
●国民健康保険料の据え置き
●介護保険料の引き下げ　　　　　　など

市民生活への支援

●子育て世帯へ臨時給付金
●子供の食の確保緊急対応策事業
　（子ども食堂等の支援）
●情報教育推進事業（GIGAスクール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

子ども・子育て世代への支援

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている低所得の子育て世帯の
生活を支援するため、「子育て世帯
生活支援特別給付金」を支給します。
d令和３年４月分の児童扶養手当の
支給を受けている方　
※全部支給停止者を除く
i申請不要
※対象の方には、後日ご案内をお送
りします。
□支給額　児童１人につき５万円

❖今後、次の方についても支給を予
定しています
①児童扶養手当の支給を受けていな
　い低所得のひとり親世帯
②住民税非課税の子育て世帯
※詳細は、決定次第、市報・市kな
どで案内予定です。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

必要な方に生理用品を無償でお渡ししています
　市では、コロナ禍において、生活
が困窮状態にあり、生理用品を購入
する余裕がない女性を支援するため、
防災備蓄用の生理用品を無償でお渡
ししています。
a平日午前９時～午後５時
b住吉会館ルピナス　※配布窓口
には目印のポスターを掲示

□配布数　
１世帯につき原則１パック（32枚入り）
※中身が分からないように紙袋に入
れて配布
※お持ち帰りの袋をご持参ください
※無くなり次第配布終了
□受取方法　
　市kから受け取り専
用カードの画像を取得
しスマートフォンなど
で提示するか、窓口設
置のカードを提示してください。
□配布についての問い合わせ
子ども家庭支援センター
　p042－425－3303▲

危機管理課op042－438－4010目印のポスター

市k

●西東京市医師会発熱外来
●西東京市医師会PCR検査センター
●各医療機関での抗原検査　など

マスクの着用※ 人との距離の
確保

手洗い・消毒

オンラインの
活用定期的な換気

「３密」の回避

密閉

密集 密接

8

西東京市の
人口と世帯

住民登録：令和３年４月１日現在

※（　）は先月比
　【　】は外国人
         住民総 人 口

令和３年（2021年）4月15日号広報

男／10万170人 （-　　　３）【2,426人】
女／10万5,897人（

＋

115）【2,418人】
人口／20万6,067人（+112）【4,844人】
世帯／10万443 （+238）【2,871】

20万6,067人（+112）
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