や さ し さ

と

ふ れ あ い

の

西 東 京

に

暮 ら し、 ま ち

を

楽 し む

市役所
代

表

p 042－464－1311

（平日午前８時30分〜午後５時）

● 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
p 042－428－0787（不配のお問い合わせなど）
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令和３年（2021年）６月１日号

詳細はホームページで

No .

いこいーな

ⓒシンエイ／西東京市

505

新型コロナワクチン接種のお知らせ

接種無料

65歳以上の方の予約開始（昭和32年４月１日以前に生まれた方）
〜身近なかかりつけ医・病院で接種できるようになります〜

かかりつけ医
での接種を希望する方
（市内診療所・クリニック）
ご自身が通院する診療所などで、予約・接種が可能な場合があります。

予約方法：診察時などにご相談ください。 一覧は５面 へ
※かかりつけ医への電話でのお問い合わせは、通常診療に影響が出ますので、お控えください。

市内５病院での接種を希望する方

（

佐々総合病院

田無病院

西東京中央総合病院

武蔵野徳洲会病院

保谷厚生病院

65歳以上の方

市内５病院・集団接種

）

インターネットで予約

８時30分から予約開始

午前

エコプラザ （仮称）第10中学校
西東京 （新ひばりが丘中学校）

75歳以上の方

）

８時30分から予約再開

午前

65〜74歳の方

75歳以上の方も
継続して受付

（昭和22年４月２日から昭和32年４月１日以前に生まれた方）

６月３日㈭

24時間受付

スマートフォンかパソコンからアクセス
（下記URLまたは右記QRコードから）

https://jump.mrso.jp/132292/

予約方法の
詳細は

（昭和22年４月１日以前に生まれた方）

６月２日㈬

03－5369－3904（通話料有料）

▲

（

西東京市新型コロナワクチンコールセンター

a ㈪～㈯午前８時30分～午後７時 ※㈷・㉁を除く

集団接種会場での接種を希望する方
西東京市役所
田無庁舎

電話で予約
p

（昭和32年４月１日以前に生まれた方）

６月３日㈭

予約方法（電話・インターネット）

８時30分から予約開始

午前

６面 へ

市役所窓口および接種会場
では予約できません。
予約手続の操作が分からない方
予約サポート窓口の開設
65歳以上の方で、集団接種、市内５病院へのインター
ネットによる予約手続の操作方法が分からない方を対象
にサポートします。
□窓口の開設
a ６月３日(木)午前８時30分～正午
※予約枠がなくなり次第終了する場合があります。
b 市内公民館(柳沢・芝久保・谷戸・ひばりが丘・保谷駅前）
※田無公民館を除く。
h 接種券（クーポン券）
※予約方法は自宅での方法と同じです。優先的に予約で
きるものではありません。
※混雑状況により、整理券を配布する場合があります。

１回目と２回目の接種は同じ会場となりますのでご注意ください。
※自衛隊運営の大規模接種会場で予約をされている方は、上記会場での接種はできません。

西東京市新型コロナワクチンコールセンター

p 03－5369－3904（通話料有料）
l 042－439－6171（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。

西東京市新型コロナワクチン相談窓口

c クーポン券(接種券)再発行・ワクチン接種

に関するお問い合わせ・その他お困りごと
b 田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合
センター４階

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、６月１日㈫〜14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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広報

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。

令和３年（2021年）６月１日号

市からの

税・届け出
口座振替登録の夜間窓口を開設

防災・保谷保健福祉
総合センター
６月２日㈬
７月７日㈬

田無庁舎
６月18日㈮
７月16日㈮

※通訳者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 p 042－420－2804
l 042－466－9666

くらし
東京都施行型都民住宅入居者募集

証明書コンビニ交付サービス停止

７月４日㈰は、東京都議会議員選挙
の投票日です。
投票日当日に投票できない方は、期
日前投票・不在者投票をご利用くださ
い。期日前投票所のうち以前に開設し
ていた保谷庁舎別棟はエコプラザ西東
京に変更となっていますので、お間違
えのないようにお越しください。
□期日前投票
a ／ b ● ６月26日㈯～７月３日㈯／

男女平等推進センター企画運営
委員会委員
（追加募集）

c 男女平等推進センターの年間事業
の企画・計画・協議・運営
□資格／人数 在住・在勤・在学の18
歳以上の方で、対面・Webどちらの
形式の委員会でも出席できる方／２人
□任期 令和４年６月６日㈪まで
□謝金 日額2,000円
□会議数 年間８回程度
□選考方法 作文
「あなたにとっての
男女平等とは」
（800～1,000字程度）
による選考
i ６月15日㈫（必着）までに、作文に

策・計画などに関する審議
□資格／人数 在住・在勤・在学の満18
歳以上の方で、次に該当する方／各１人
①市内の幼稚園に入園している子ども
の保護者
②市内の保育所に入所している子ども
の保護者
③市内の学童クラブに入会している子
どもの保護者
④子どもおよび子育ての支援に関する
NPO法人・サークルなどで、本市に
事務所などの拠点がある団体に所属し
ている方
※④は１団体につき１人のみ
※他の審議会委員などとの兼任不可
□任期 ２年
□会議数 月１回程度
（昼・夜は未定）
□報酬 日額１万800円
□選考方法 作文
「この審議会におけ
るあなたの役割」
（1,000字程度）と書
類による選考
i ６月30日㈬（必着）までに、作文（様
式任意）と申込書
（指定様式）を〒188
－8666市役所子育て支援課
（田無第
二庁舎２階）
へ郵送または持参
※詳細は募集・選考要領をご覧ください。
※募集・選考要領、申込書は市 k・下記で配布
子育て支援課 n p 042－460－9841

市立保育園の夏季補助職員
□資格／人数 18歳以上
（高校生を除
く）
で、子ども好きな方／10人程度
※下記期間中休まず勤務できる方
□勤務期間 ７月20日㈫～８月31日
㈫の平日午前８時30分～午後５時
※予定があり出勤できない日がある場
合は履歴書に記入してください。
□賃金
（時給） 1,070円
（保育士資格
者）
、1,013円
（無資格）
i ６月30日㈬までに、当市指定申請用
紙に記入し、保育課
（田無第二庁舎２
階）
へ持参 ※申請用紙は市 k で配布
保育課 n p 042－460－9842

その他
寄附
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。
✿鎌田忠詞 様
（ミストシャワー）
総務課 n p 042－460－9810

傍聴

審議会など

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
また、
咳や発熱など、
聴をご遠慮ください。

■建築審査会
a ６月25日㈮午後２時
b 保谷東分庁舎
c 建築基準法に基づく同意
e ５人
建築指導課 o p 042－438－4026

▲

凡例

期日前投票・不在者投票制度のご案内

□資格／人数 18歳以上
（高校生を除
く）
の方／30人程度
※下記期間中休まず勤務できる方優先
□勤務日時 ７月21日㈬～８月31日㈫
の平日
（午前８時15分～午後６時のう
ち７時間30分以内）
※予定があり出勤できない日がある場
合は履歴書に記入してください。
□勤務地 市内学童クラブ勤務
□賃金
（時給） 1,070円
（保育士資格・
教諭免許取得者などの有資格）
、1,013
円
（無資格）
i ６月28日㈪（必着）までに、指定の
履歴書
（写真貼付）
・登録申込書・資格
証明書の写し
（有資格者 の み ）を〒188
－8666市役所児童青少年課
（田無第
二庁舎２階）
へ郵送または持参
※詳細は登録案内をご覧ください。
児童青少年課 n p 042－460－9843

c 市の子どもおよび子育て支援の施

▲

６月１日時点で、児童手当・児童育
成手当
（育成手当・障害手当）
を受給し
ている方に、各手当の現況届を送付し
ますので、６月30日㈬までにご提出
ください。
a ６月１日㈫～30日㈬平日午前８時

選挙

夏季限定会計年度任用職員
（児童指導業務補助員）

子ども子育て審議会委員

▲

児童手当・児童育成手当の
現況届の申請

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 ６月19日㈯午前９時30分～午
後０時30分／谷戸公民館
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
e ８人（申込順）※１人35分程度
i ６月16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

❖実務研修受講試験
□試験日 10月10日㈰
□受験要項の配布 ６月１日㈫～30
日㈬に、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）
、各出張所、都庁で配布
※郵送希望者は250円分の切手を貼っ
た
「角２サイズ」
の返信用封筒を同封し、
東京都福祉保健財団人材養成部介護人
材養成室ケアマネ試験担当
（〒163－
0719新宿区西新宿２－７－１小田急
第一生命ビル19階）
へ
高齢者支援課 o p 042－439－4425

▲

子育て・福祉

わが家の耐震診断をしよう

▲

▲

令和３年度市民税・都民税課税
（非
課税）証明書を発行するための年度切
り替え作業に伴い、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
ビスが下記の日時で停止します。ご理
解とご協力をお願いします。
なお、停止日時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。
a ／ b ６月３日㈭午前６時30分～
４日㈮午前９時30分／市内外の全店舗
※詳細は市 k をご覧になるか下記へ
お問い合わせください。
市民課 n p 042－460－9820
o p 042－438－4020

東京都介護支援専門員

氏名・住所・年齢・電話番号を明記し
〒202－0005住吉町６－15－６住吉
会館ルピナス内男女平等推進センター
へ郵送・ファクス・メールまたは持参
男女平等推進センター
p 042－439－0075
l 042－422－5375
m kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

▲

▲

都民住宅は中堅所得者向けの賃貸住
宅で、仲介手数料・礼金・更新料が不
要です。
□住宅の所在地 都内全域
□募集戸数 25戸
（抽選）
※抽選募集以外の住宅も j の k で募
集しています。
d ● 都内在住 ● 自ら居住するため
の住宅を必要としている ● 所得が定
められた基準に該当するなど
※詳細は募集案内でご確認ください。
□案内配布
a ６月１日㈫～９日㈬の平日
b 田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉
総合センター１階、住宅課、各出張所
※都庁・市区町村窓口・ j でも配布
※申込書などは、案内配布期間中のみ
下記の j の k からもダウンロード可
i ６月14日㈪（必着）までに j へ郵送
j 東京都住宅供給公社都営住宅募集
センターp 03－3498－8894
住宅課 o p 042－438－4052

募集

▲

▲

敷地の一部が未分筆のまま道路とし
て使用されている土地で、一定の要件
を満たすものは、申告をすることによ
り道路部分の固定資産税・都市計画税
が原則として翌年度から非課税となり
ます。詳細はお問い合わせください。
資産税課 n p 042－460－9829

両庁舎でのお手続・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

▲

未分筆私道の非課税申告

庁舎窓口に手話通訳者を配置

▲

▲

ペイジー口座振替登録のため、夜間
に期間限定窓口を開設します。
ペイジー口座振替とは、金融機関の
キャッシュカードを専用端末に通すこと
で口座振替を申し込めるサービスです。
今回の登録で令和３年度市・都民税
（普通徴収）の第１期
（６月30日㈬）か
らの口座振替に間に合います。
d 市・都民税（普通徴収）、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税
（種別割）
、国
民健康保険料
□利用可能な金融機関
●銀
 行…みずほ・三菱UFJ・三井住友・
りそな・きらぼし・ゆうちょ
●信
 用金庫…東京三協・西京・西武・
東京・多摩
●そ
 の他…中央労働金庫
a ６月７日㈪～11日㈮午後８時まで
b 納税課（田無庁舎４階）
h キャッシュカード（暗証番号）・申
請者の本人確認書類・納税通知書
※法人カード・代理人
（家族）
カードな
ど、一部取り扱いできないカードあり
納税課 n p 042－460－9831

▲

▲

６月は、市・都民税
普通徴収第１期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～
納税課 n p 042－460－9831

田無庁舎２階またはエコプラザ西東京
●７
 月１日㈭～３日㈯／ひばりが丘図書館
いずれも午前８時30分～午後８時
※㈯・㈰も開場
※選挙人名簿に登録されていれば、入
場整理券がなくても投票できます。宣
誓書兼請求書の記入が必要です。
□滞在地での不在者投票
仕事・旅行などで市外に滞在する方
は、滞在地の選挙管理委員会で不在者
投票ができます。本市選挙管理委員会
に不在者投票用紙などの請求をし、投
票用紙などを受領後、お早めに滞在地
の選挙管理委員会で投票してください。
□指定病院などでの不在者投票
不在者投票できる施設として指定を
受けた病院・老人ホームなどの施設に
入院・入所している方は、その施設内
で不在者投票ができます。希望する方
は、施設の担当者にお申し出ください。
選挙管理委員会事務局 n
p 042－420－2801

▲

連 絡 帳

30分～午後５時
□提出・場所・方法 ※郵送可
●
子育て支援課（田無第二庁舎２階）
●市
 民課
（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター１階）
、各出張所に設置され
とうかん
た回収ポストへ投函
●電
 子申請
「ぴったりサービス k （
」児
童育成手当を除く）
※記入や添付書類漏れにご注意ください。
子育て支援課 n p 042－460－9840

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
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令和３年（2021年）６月１日号 広報

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。

廃棄物処理手数料の減免申請

できるものを持参
※別表③～⑩の対象の方は、市 k か
ら申請書をダウンロードできます。ご
持参いただくと待ち時間の短縮になり
ますのでぜひご利用ください。
□配布枚数
● 可燃・不燃ごみ兼用袋130枚
● プラスチック容器包装類専用袋50枚
※別表①～⑨の方…
７月～令和４年６月分
別表⑩の方…
４月～令和４年３月分
□収集袋の大きさ
１人世帯………小袋（10ℓ相当）
２～４人世帯…中袋（20ℓ相当）
５人以上世帯…大袋（40ℓ相当）
※袋のサイズ交換はできません。
※６月10日㈭前の受付はできません

□町別の受付日・場所
町名
北原町・芝久保町
田無町・向台町
西原町・緑町・柳沢
南町・谷戸町・新町
東伏見・東町・住吉町・ひばりが丘北・北町・下保谷
保谷町・富士町・泉町・ひばりが丘・栄町
中町

受付日

場所

６月10日㈭

11日㈮ 田無庁舎１階
ロータリー横
14日㈪ 図書館下ピロティ
15日㈫
17日㈭

防災・保谷保健福祉
18日㈮ 総合センター
南側入り口
（保谷庁舎敷地内）
19日㈯

※受付時間：午前９時～午後７時（正午～午後１時を除く）、土曜日は午後１時
※上表の集中受付期間中はエコプラザ西東京での配布は行っておりません。

ま

で

のでご注意ください。
※申請受付日以降は、ごみ減量推進課
（エコプラザ西東京）で平日のみ受付
※８月１日㈰以降に申請した場合の
配布枚数は、申請した月分からとなり
ます。
※注 ⑦～⑨の方は平日の午後５時以
降および㈯は、市民税の非課税確認が
□別表

減免対象
（重複する場合は、１つのみ）

必要なもの
認め印・生活保護担当者
確認印を押した申請書

① 生活保護世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
認め印・担当者確認印を
② た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
押した申請書
る法律に基づく支援給付を受けている者が属する世帯
③ 児童扶養手当受給世帯
（ひとり親世帯等）

認め印・手当受給証

④ 特別児童扶養手当受給世帯

⑤ 老齢福祉年金受給世帯
（明治44年以前に生まれた方） 認め印・年金受給証
遺族基礎年金受給世帯
認め印・年金受給証
１）世帯に18歳到達年度の末日までの扶養者がいる方
（受給者全員）
⑥
（平成15年４月２日以降に生まれた方）
もしくは
２）
世帯に障害基礎年金を受給できる程度の障害の状
年金振込通知
態にある20歳未満の扶養者がいる方
身体障害者手帳１級または２級の所持者で市民税非課
認め印・各手帳 ※令和３
税世帯 ※注
年１月１日時点で本市に住
精神障害者保健福祉手帳１級または２級の所持者で市 民登録がなかった方は、以
⑧
民税非課税世帯 ※注
前に住民登録をしていた
市区町村の令和３年度非
愛の手帳１度または２度の所持者で市民税非課税世帯
課税証明書
（世帯全員）
⑨
※注
⑦

東日本大震災により居住継続が困難となった被災者お 認め印・関係官公庁が
り さい
⑩ よび福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国
な
から避難指示等が出された地域等から避難された世帯 発行する罹災証明書 ど

たは税額変更などの処理を行い、通知することにな
ります。
また、各種保険料（国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料）などの算定においても、反
映に遅れが生じる場合があります。
● 課税・非課税証明書について
申告期限の延長により、課税・非課税証明書への
反映についても遅れが生じる場合があります。
❖市・都民税が給与から特別徴収となっていても納
税通知書が届く方
勤務先へ送付した特別徴収税額の決定通知書
（納
税義務者用）は、給与からの特別徴収分の税額の内
容を記載しているものです。
給与から特別徴収をしている勤務先以外からの収
入（公的年金などの雑所得、事業所得、その他の勤
務先からの給与収入など）があった方は、徴収方法
が特別徴収と普通徴収の両方になる場合があります。
この場合には、給与からの特別徴収の方でもご自宅
に納税通知書が届きますので、内容をご確認くださ
い。
❖納付について
今回送付する納税通知書に同封する納付書
（口座
振替の方を除く）の納付場所や支払方法などの詳細
は、納税通知書６ページをご覧ください。なお、コ
ンビニエンスストアの場合、１枚当たりの税額が
30万円以下の納付書に限りご利用が可能です。
❖課税・非課税証明書の発行
令和３年度の証明書の発行…６月４日㈮から
※市・都民税の納付方法が、全て給与からの特別徴
収の方は５月17日から発行しています。
□交付窓口 市民税課（田無庁舎４階）・保谷庁舎総
合窓口係（防災・保谷保健福祉総合センター１階）・
出張所（ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所）
□コンビニエンスストアでの証明書の発行
利用者用電子証明書の暗証番号を登録している個
人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちの方は、

市民税課 n p 042－460－9827・9828

▲

市民税・都民税（住民税）の納税通知書の送付
市・都民税が課税となり、納付方法が普通徴収
（納
付書または口座振替による個人での納付）の方と公
的年金からの特別徴収
（引き落とし）
の方を対象に、
納税通知書を送付します。
納税通知書には、令和２年中の所得および各種控
除の内容やそれを基に計算した市・都民税の税額が
記載されています。なお、金融機関などの窓口で納
めていただく方については、納付書が同封されてい
ます。納付書は、１枚ずつ期別ごとに分かれていま
すので、納期限をよく確認して納付してください。
詳細は、納税通知書に掲載している説明や同封さ
れているお知らせをご覧ください。
※非課税の方への送付はありません。
※徴収方法が給与からの特別徴収
（引き落とし）と
なっている方には、特別徴収税額の決定通知書
（納
税義務者用）
を勤務先へ送付しています。
❖納税通知書の送付日
● 65歳未満
（４月１日現在）
の方…６月４日㈮
● 65歳以上
（４月１日現在）
の方…６月11日㈮
❖３月16日以降に確定申告書や市・都民税申告書
を提出された方
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
確定申告書や市・都民税の申告期限が延長されまし
た。
□延長された申告期間（３月16日以降）に確定申告
書を提出された場合
確定申告書の情報が、税務署から市へ送られるま
でに時間がかかる場合があります。
次の件について、ご理解をお願いします。
● 当初賦課について
申告期限の延長に伴い、
「確定申告書」や
「市・都
民税申告書」の内容が、令和３年度市・都民税当初
賦課
（特別徴収：５月、普通徴収：６月）
へ反映され
るまでに時間を要する場合があります。
その場合、普通徴収については第２期以降、給与
からの特別徴収については８月分以降にて課税、ま

できないため当日配布不可。平日５時
までにご来庁ください。
※混雑を防ぐため、できるだけ１世帯
お一人での来庁をお願いします。
※来庁時はマスクの着用および入り口
での手指消毒にご協力をお願いします。
ごみ減量推進課
p 042－438－4043

▲

６月10日㈭から別表の世帯を対象
に、減免
（指定収集袋の無料配布）
の申
請を受け付けます。別表の
「必要なも
の」とマイバッグなどをご持参くださ
い。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、皆さんの健康と安全面を考
慮し、受付場所を田無庁舎と防災・保
谷保健福祉総合センターの２カ所とし、
町別に来庁日を指定させていただきま
す。ご都合がつかない場合は、他の受
付日でも申請を受け付けます。また、
開始直後の午前中は大変混み合う場合
がございますので、お時間をずらして
ご来庁ください。混雑緩和に皆さんの
ご協力をお願いします。
※対象者が窓口に来られない場合は、
代理人が委任状と代理人の本人確認が

～市の指定収集袋
（ごみ袋）
を減免対象者に配布～

コンビニエンスストアの多機能端末
（マルチコピー
機）で交付窓口より100円安く証明書を取得できま
す。なお、コンビニエンスストアでは最新年度
（令
和３年度）のみの発行となり、利用開始は６月４日
㈮の午前９時30分からとなります
（通常の利用可能
時間は、午前６時30分～午後11時）
。
□証明書を発行できる方
①市・都民税申告書または確定申告書を提出した方
②給与や公的年金などの支払先から支払報告書など
の提出があった方
③①と②のいずれかに該当する方の扶養親族として
申告書などに氏名の記載がある在住の方
※①～③に該当しない方は、申告を受け付けてから
証明書の発行までに１カ月ほどかかる場合がありま
す。また、既に申告書を提出している方でも、提出
時期によっては、同様の期間を要する場合があります。
※市・都民税の申告は、市民税課
（田無庁舎４階）
で
受け付けています
（郵送可）
。
❖令和３年度に非課税となる方
●
令和３年１月１日現在、生活保護法による生活扶
助を受けている方
●
令和２年分の合計所得金額が135万円以下の障害
者・寡婦・ひとり親および未成年者（平成13年１
月３日以降生まれ）
の方
● 令和２年分の合計所得金額が下表以下の方
□市・都民税非課税限度額
扶養人数※
０人（本人

の

合計所得金額
）

み

  45万円

１人

101万円

２人

136万円

３人以上

１人増ごとに35万円加算

※扶養人数…控除対象配偶者と扶養親族
（年少扶養
親族を含む）
を合計した人数

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。
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予算執行状況をお知らせします

令和２年度
下半期の

市民の皆さんに市の財政運営について知っていただくために、令和２年10月～令和３年３月までの予算執行状況をお知らせします。

令和２年度一般会計当初予算額は、759億4,300万円でしたが、
最終予算額は、1,058億3,504万円となり、当初から298億9,204
万円増となりました。歳入歳出予算の執行状況と財産や市債の主な
項目については、次のとおりです。
令和２年度決算は、出納整理期間後に決算額が
確定してからあらためてお知らせします。
※各表は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳
の合計額が総合計額と一致しない場合があります。

財産の状況
市有財産

区分
土地
建物
無体財産権
出資による権利など
物品
債権
基金

基金の内訳

令和２年度一般会計予算の執行状況
400

凡例

350
300

…下半期

250

…上半期

200

予算現額

収入済額

150
100
50
0

国庫支出金

市税

都支出金

地方消費税交付金

市債

地方交付税

その他

予算現額

393億8,197万円 322億   711万円 114億4,509万円

39億9,000万円

61億9,385万円

29億4,648万円

96億7,055万円

収入済額

354億6,979万円 325億2,476万円 108億1,451万円

40億4,899万円

33億9,650万円

29億4,767万円

81億7,786万円

（うち上半期） 268億9,988万円 184億4,435万円

29億7,910万円

22億9,161万円

0円

19億9,745万円

26億7,159万円

（うち下半期） 85億6,991万円 140億8,041万円

78億3,541万円

17億5,738万円

33億9,650万円

9億5,022万円

55億   627万円

収入率

90.1%

（億円）

450

101.0%

94.5%

101.5%

54.8%

100.0%

現在高

753,883㎡
332,660㎡
6件
1億2,462万円
766点
26万円
113億5,663万円

商標権
団体への出資金など
購入価格50万円以上の備品
生活つなぎ資金貸付金
財政調整基金など全18基金

基金名

現在高

4億3,062万円
29億7,230万円
975万円
46万円
9,814万円
2億3,826万円
2億     25万円
1,541万円
303万円
10億9,581万円
1,652万円
11億6,842万円
3億6,771万円
7億6,782万円
1億   933万円
4億3,687万円
2,412万円
34億   181万円
113億5,663万円

さい

市債の現在高

84.6%

歳出

備考

土地開発基金
財政調整基金
罹災救助基金
職員退職手当基金
スポーツ振興基金
駐車場基金
国民健康保険事業運営基金
国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金
介護保険高額介護サービス費等貸付基金
介護給付費準備基金
振興基金
まちづくり整備基金
地域福祉基金
みどり基金
文化芸術振興基金
庁舎整備基金
中小企業事業資金あっせん基金
都市計画事業基金
計
り

歳入

（億円）

財政課 n p 042－460－9802

▲

※使用数値は、令和３年３月31日現在のものです。出納整理または決算整理により確定する決算数値と異なる場合があります。

下水道事業会計
62億9,276万円

凡例

400
350

…下半期

300

…上半期

250

予算現額

200

合計

市民１人当たり

一般会計

596億4,433万円
市民１人当たり
28万9,441円

３万537円

支出済額

533億5,157万円
市民１人当たり
25万8,904円

150
100
50
0

民生費

総務費

教育費

土木費

公債費

衛生費

その他

予算現額 418億1,166万円 273億2,454万円 125億5,323万円

69億1,575万円

50億6,874万円

66億9,897万円

54億6,216万円

支出済額 380億2,163万円 256億6,812万円

82億8,591万円

61億3,754万円

50億6,826万円

44億9,824万円

44億1,604万円

（うち上半期） 167億 650万円 228億8,965万円

24億4,983万円

9億6,275万円

22億7,413万円

19億5,749万円

19億9,037万円

（うち下半期） 213億1,513万円

27億7,847万円

58億3,608万円

51億7,479万円

27億9,413万円

25億4,074万円

24億2,567万円

93.9%

66.0%

88.7%

100.0%

67.1%

80.8%

執行率

90.9%

各会計予算の執行状況
会計名
一

般

会

歳入

予算現額

収入率
（％）

収入済額

計 1,058億3,504万円

特別会計

国民健康保険

歳出

191億3,315万円

支出済額

973億8,007万円

92.0

920億9,575万円

175億6,528万円

91.8

175億    854万円

執行率
（％）
87.0

91.5

※市債は、学校や公園などの公共施設を整備するための資金を国や都な
どから長期的に借り入れたものです。一時的な財政負担を軽くし、将来
利用する市民の皆さんにも負担していただくようになっています。
※
「市民１人当たり」は、令和３年３月31日現在の西東京市の人口（20
万6,067人）を用いて計算しています。

用語解説
一般会計と特別会計
一般会計は、市の予算の中心
となる基本的・一般的な会計です。
特別会計は、特定の事業を行
う場合や、特定の歳入をもって
特定の歳出に充て、一般会計と
は区分して経理する必要がある
場合に設置される会計です。

駐車場事業

1億1,706万円

1億1,477万円

98.0

9,301万円

79.5

介 護 保 険

187億3,104万円

177億2,588万円

94.6

160億8,637万円

85.9

歳入と歳出

後期高齢者医療

48億    598万円

47億7,621万円

99.4

47億4,308万円

98.7

92.6 1,305億2,676万円

87.8

一会計年度における、一切の
収入を歳入といい、一切の支出
を歳出といいます。

計

1,486億2,226万円 1,375億6,221万円

出納整理期間
年度末までに収入または支
出すべきことが確定したもの
の、 未 収 入 ま た は 未 払 い と
なっているものについて、そ
の収入または支出を行うため
の整理期間が設けられていま
す。会計年度終了後の４月１
日から５月31日までのその
整理期間のこ
とを、出納整
理期間といい
ます。

下水道事業会計の執行状況
公営企業会計
下水道事業会計

凡例

区分

予算額

収入

執行額

執行率

予算額

支出

執行額

執行率

収益的収支

33億8,505万円

34億   686万円

100.6%

32億1,156万円

31億4,177万円

97.8%

資本的収支

4億6,470万円

2億1,060万円

45.3%

10億2,303万円

7億8,179万円

76.4%

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
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かかりつけ医での

接種を希望する 方

接種無料

市内の診療所・クリニックに新型コロナワクチンの供給が順次始まります。ご自身が通院する診療所などで、予約・
接種が可能な場合があります。また、下表一覧に掲載がない場合でも、予約・接種が可能な場合があります。

予約方法：診察時などにご相談ください。

※かかりつけ医への電話でのお問い合わせは、通常診療に影響が出ますので、お控えください。

市内診療所・クリニック
医療機関名
西東京めぐみクリニック

田無町２－９－13

※かかりつけの方が優先される場合があります。
住所
丸嘉ビル２階

グレースホームケアクリニック 多摩 田無町２－12－11 ハイツベルスプリング103号室

指田医院
田無町４－２－11
しげみつファミリークリニック 田無町５－４－13 ハママンション第二 １階
田村医院
田無町７－３－17
ひらつか内科クリニック
南町２－１－14 新倉ビル１階
山田病院
南町３－４－10
畑中医院
南町３－22－８
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
田無ペインクリニック内科
南町４－９－１
田無循環器クリニック
南町５－１－８ １階
小野内科循環器科クリニック
西原町５－１－８ 西原クリニックビル２階
石田クリニック
谷戸町１－23－13
はるクリニック
谷戸町３－23－１ Ｋ－ｆｌａｔ１階
ひろクリニック
谷戸町３－26－７
中沢耳鼻咽喉科
谷戸町３－28－16 パークシティひばりヶ丘１階
酒枝医院
北原町２－１－38
野田医院
向台町３－６－10
なかやま内科循環器クリニック 向台町１－19－14 ノーブルハイツ向台１階
ひがき医院
芝久保町１－11－10 １階
南しばくぼ診療所
芝久保町２－22－36
がんぼクリニック
芝久保町３－30－16 １階
芝久保内科小児科クリニック
芝久保町４－12－45
伊藤皮膚科形成外科クリニック 新町２－５－15
丸山眼科クリニック
新町２－５－15
ひらたあや整形外科クリニック 新町２－５－35

（５月25日時点）

医療機関名
大野医院
川村クリニック
ごとう内科
兼子耳鼻咽喉科医院
武村医院
武村クリニック
石川クリニック
村市医院
安部医院
下田内科クリニック
富士クリニック
藤沼内科クリニック
おぎた内科クリニック
廣川クリニック
はやし内科クリニック
知念医院
吉川小児科医院
なかじょう内科

住所
柳沢１－４－26
柳沢６－１－１ ＨＢビル西武柳沢２階
東伏見２－１－６
東伏見２－４－１
東伏見５－９－14
東伏見５－９－14
保谷町２－６－１ アパートメントヤギサワ１階
保谷町３－15－15
保谷町３－24－２
富士町１－13－１
富士町４－６－９ １階
富士町４－18－11 フジビル１階
東町２－14－12 パラツィーナ保谷101号
東町４－８－28 101号
東町６－６－10 西東京メディカルモールＢ区分
泉町１－11－14 上宿ビル１階
泉町３－１－６

竹内内科クリニック
ひばりが丘てらむらクリニック
ひばりヶ丘北口駅前クリニック
ひばりが丘北整形外科
藤原医院
保谷伊藤眼科
斉藤小児科内科クリニック
みわ内科クリニック

住吉町３－９－８ ひばりヶ丘メディカルプラザ２Ｆ

住吉町４－16－４
ひばりが丘３－３－16
ひばりが丘北３－３－30

エクレールひばり１階

ひばりが丘北３－６－27 ヨーコーレジデンス１階

ひばりが丘北４－８－４
北町１－６－１ レッツビルディング３階
下保谷４－２－21
下保谷４－12－２ メゾン泉101

※市外のかかりつけ医でも接種が受けられる場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。

接種当日の持ち物（３点）
① クーポン券（接種券）

切り離したり、シールをはがしたりせずに、
そのままお持ちください。

お願い

肩がすぐに出せるような服装でお越しください。

② 予診票（事前記入）

接種券を貼らないでください

③ 本人確認書類

（健康保険証・運転免許証など）

※市内５病院や診療所・クリニックで接種をする場合は、
健康保険証をご持参ください。

〈処方されている薬がある方へ〉

お薬手帳を
ご持参ください。

１枚目／市役所又は国保連提出用

新型コロナワクチン接種の状況
接種順位
① 医療従事者等
高齢者施設（特別養護老人ホーム）入所者等

クーポン
（接種券）
発送状況

各医療機関等で発行
４月16日発送済み

85歳以上の方（昭和12年４月１日以前に生まれた方）
② 75歳以上の方（昭和22年４月１日以前に生まれた方）
65歳～74歳の方（昭和22年４月２日から昭和32年
４月１日以前に生まれた方）

４月19日発送済み

※上表以外の方は未定となりますので、決まり次第お知らせします。

ご安心ください
集団接種
―
―
６月２日㈬
午前８時30分から
予約再開
６月３日㈭
午前８時30分から
予約受付

すべての希望者へワクチン接種を行います

接種会場
市内５病院
―
―
６月３日㈭
午前８時30分から
予約受付

診療所・クリニック
―
―

掲載状況
―
―

５月１日号掲載
か か り つ け 医 で 予 約・
接 種 で き る 場 合 が あ り ５月15日号掲載
ますので、診察時などに
ご相談ください。
６月１日号掲載

【西東京市新型コロナワクチンコールセンター】
：㈪～㈯午前８時30分～午後７時
p 03－5369－3904（通話料有料）

※㈷・㉁を除く
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市内５病院 集団接種

市役所窓口および接種会場
では予約できません。

の予約方法

※診療所・クリニックでの予約・接種は、５面をご覧ください。

予約に必要な情報

お手元にご用意してください

●クーポン券（接種券）に
記載している「券番号」
●ご本人の
「生年月日」
●ご本人の
「氏名」
●電話番号
●希望 接種会場
予約時に
●希望 接種日
空き状況を
●希望 接種時間 ご確認ください。

電話で予約

←クーポン券
（接種券）

西東京市新型コロナワクチンコールセンター

p 03－5369－3904（通話料有料）
a ㈪～㈯午前８時30分～午後７時 ※㈷・㉁を除く

※電話が混み合い、つながり
にくい場合があります。
あらかじめご了承ください。

インターネットで予約

スマートフォンか
パソコンからアクセス

（下記URLまたは右記QRコードから）

▲

https://jump.mrso.jp/132292/

① 接種券番号・

生年月日を入力

② ご本人のお名前・

④ 接種希望日・

※完了メールをご希望の方はメールアドレスも入力

空きがある日
「〇」：空き有り
「△」：残りわずか

電話番号などを入力し、

時間を選択

③ 会場一覧から
希望する
会場を選択

⑤ この画面が

表示されたら

予約完了です
接種会場で２回目接種の予約

市内５病院
集団接種会場
西東京市役所田無庁舎２階
（南町５－６－13）
202・203会議室

２回目は３週間後の◦同じ曜日 ◦同時刻 ◦同会場で接種となります。ご予定を空けておいてください。
※市内５病院については、異なる場合があります。

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

田無町４－24－15
緑町３－６－１
向台町３－５－48

芝久保町２－４－19
栄町１－17－18

❖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。

交通アクセス：
西武新宿線田無駅南口より徒歩３分
はなバス
「田無庁舎前」で下車

交通アクセス：
西武池袋線保谷駅より徒歩15分
西武バス「保谷庁舎」
または
「荒井竹」
で下車、徒歩４分
はなバス「保谷庁舎」
または
「荒井竹」
で下車、徒歩４分

エコプラザ西東京
（泉町３－12－35）
多目的スペース・講座室

（ひばりが丘３－２－42）
第10中学校（新ひばりが丘中学校）

（仮称）

体育館

※７月まで

※現在のひばりが丘中学校ではありませんので、ご注意ください。

至
ひばりヶ丘駅方面 中原小学校

バス停
入り口
「交番前」
からの道

「ひばりが丘団地西口」
からの道

ひ
ば
り
が
丘
団
地

（仮称）第10中学校
（新ひばりが丘中学校）

自転車・自動車
入り口

⬆

ひばりアム
「交番前」

交番
西東京
いこいの森公園
至
⬆

交通アクセス：
⑴田無駅から
（北口３番のりば）
【境04】
【田43】
ひばりヶ丘駅行
（団地経由）
（降車）
「ひばりが丘団地西口」
下車 徒歩４分
⑵ひばりヶ丘駅から
（南口２番のりば）
【境04】
武蔵境駅行
（団地経由）
↑スロープもあります
【田43】
田無駅行き
（団地経由）
【鷹22】
三鷹駅行
（降車）
「交番前」
下車 徒歩４分
⑶東伏見稲荷神社、柳沢、田無町二丁目、北原方面から
【鷹22】
ひばりヶ丘駅行
（三鷹駅発）
（降車）
「交番前」
下車 徒歩４分

「ひばりが丘団地西口」

【詐欺にご注意ください】不審に思ったら110番、または新型コロナワクチン詐欺

コンビニ

消費者ホットライン（p 0120－797－188）へご相談ください。

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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健康
ひろば

A はがき・メール

記入例

「離乳食講習会 ステップ」申込

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

①７月８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
「若年健康診査」申込
①氏名
②住所
③生年月日
④電話番号
⑤希望日
（第２希望まで）

※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。
▲

健康課 o p 042－438－4037
事業名

一

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

般

日時╱場所

対象╱定員（申込順）

６月14日㈪午後１時30分～３時30分
田無総合福祉センター

申込方法など

在住の方／２人

６月11日㈮までに電話

女性のための腹筋・骨盤底筋エクササイズ講座 ６月17日㈭午前10時～11時
防災・保谷保健福祉総合センター３階
保育あり

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）

６月14日㈪までに電話

栄養･食生活相談
６月24日㈭午前９時～正午
【肥満や糖尿病などの生活習慣病予防の食事な
田無総合福祉センター
どについて管理栄養士による相談】

在住の方／４人

６月21日㈪までに電話

▲

健康課 o p 042－438－4037

子 ど も

事業名

日時╱場所

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】

対象／定員

申込方法など
はがき・メール（右上記入例A ）

７月８日㈭午前10時45分～正午 在住の６～９カ月の乳児と保護者
田無総合福祉センター
（第１子優先）
／16組

m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp

６月９日㈬午後１時30分～５時
教育支援課
（田無第二庁舎４階）

６月１日㈫～８日㈫
午前９時～午後５時に電話

申込期限（必着）：６月24日㈭

▲

教育支援課
（田無第二庁舎）
p 042－420－2829

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
【言語訓練士等による相談】

健康ガイド

健診日程

防災・保谷保健 ８月26日㈭・27日㈮・
福祉総合センター 28日㈯
田無総合福祉
センター

８月30日㈪・８月31日㈫、
９月１日㈬

i ７月９日㈮（消印有効）までに次の

▲

いずれかの方法
● 市 k から
（下記QRコード）
● はがき
（右上記入例B ）
●
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）
□受診方法 申込者に受診券を送付し
ます（８月中旬）
。受診券に指定された
日時・会場で受診してください。
※各日の定員を超えた場合は、
希望日以外の日程でご案内す
ることがあります
健康課 o p 042－438－4021

■風しん対策抗体検査・予防接種
６月１日㈫から、風しんに対する抗
体検査および予防接種を開始します。
□先天性風しん症候群対策の抗体検
査・予防接種
d 在住の19歳以上で、
①妊娠を予定または希望する女性
②①の同居者
③妊婦の同居者
g ● 抗体検査：無料
● 麻しん・風しん：5,800円
（自己負担）
● 風しん単独：4,000円
（自己負担）
※予防接種は、抗体検査の結果、接種
が必要とされた方のみ
※生活保護受給世帯・中国残留邦人等
支援給付世帯の方は、証明となるもの
を医療機関に持参すれば、接種費用は
無料
□２～18歳の麻しん風しん予防接種
d 在住の２～18歳で、麻しん風しん
定期予防接種期間中に接種を行わな
かった方
g ● 麻しん・風しん：5,800円（自己負担）
● 風しん単独：4,000円
（自己負担）
※生活保護受給世帯・中国残留邦人等
支援給付世帯の方は、証明となるもの
を医療機関に持参すれば、接種費用は
無料
※詳細は市 k または下記へ
健康課 o p 042－438－4021

▲

■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

導員より連絡します。
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 o p 042－438－4037

電話相談
医療相談（西東京医師会）

※専門の医師が相談に応じます。

歯科相談（西東京市歯科医師会）
午後０時30分～１時30分

p 042－466－2033

※エイズの原因となるヒト免疫不全
ウイルスの感染の有無を調べる検査

□HIV（ヒト免疫不全ウイルス）
検査とは？
エイズの原因となるウイルスで、血液検査で分かります。
また、感染力は弱いため日常の社会生活では感染せず、多くは性行為によ
り感染します。HIVに感染し、免疫力が低下することで、さまざまな病気を
発症するとエイズと診断されます。
□早期発見が重要 服薬によりウイルスの増殖を抑え、エイズの発症を防ぐ
ことで、健康なときとほぼ変わらない生活を送ることができます。この機会
に検査を受けてみませんか。
健康課 o p 042－438－4037
□HIV／エイズの電話相談
東京都HIV／エイズ電話相談
p 03－3227－3335 ● 平日：正午～午後９時 ● ㈯・㈰・㈷：午後２時～５時
□検査施設
検査を休止している場合がありますので、k などでご確認のうえ、ご来
所ください。
● 多摩小平保健所
（小平市花小金井１－31－24）
p 042－450－3111
原則、毎週㈫午後１時30分～３時
（直接来所）
● 多摩地域検査・相談室
（立川市柴崎町２－21－19）
◦検査に関する問い合わせ
◦予約専用
（検査は㈯）
p 090－2537－2906
p 080－2022－3667
平日および㈯の午前９時30分～午後５時
平日午前10時～午後４時

休日診療

※健康保険証、診察代をお持ちください。

医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合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。 び こう
※感染拡大防止のため、鼻腔拭い液での検査（インフルエンザ検査等）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

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
６日 ※小児科は午後５時まで
p 042－464－1511
田無病院

火曜日 午後１時30分～２時30分
p 042−438−１１00
６月 1日 産婦人科
8日 精神科
15日 耳鼻咽喉科
22日 呼吸器内科・循環器内科
29日 消化器内科
金曜日

HIV検査※・相談は、無料・匿名・予約不要

▲

会場

６月１日～７日 HIV検査普及週間

▲

■若年健診申込受付開始
自覚症状がなくても、年に１回の健
診で健康状態の確認をしましょう。
d 在住の昭和57年４月１日～平成16
年３月31日生まれで、他に健康診査
を受ける機会のない方
（健康保険の種
類は不問）
e 各日200人
※付き添いの方と来所する場合は、申
込時にお申し出ください。
※子連れ可
（保育なし）
□健診日程

５～12歳ぐらい
10人
（１人15分程度）

13日 緑町３－６－１

p 042－461－2682

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

しげみつファミリークリニック 休日診療所
田無町５－４－13
中町１－１－５
ハママンション第二 １階 p 042－424－3331
p 042－452－7411
※歯科診療は行っていま
せん。
石川クリニック
※受付時間は、各診療終
保谷町２－６－１
了時間の30分前まで
p 042－464－1550

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
山本歯科医院

６日 ひばりが丘１－３－２

p 042－421－1182

なつデンタルクリニック

13日 新町４－６－７ １階

p 0422－50－0588

≪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。
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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。

ファミリー・サポート・センター
認知症サポーター養成講座

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。
d ８カ月ごろまでの乳児と保護者
保育課 n
p 042－460－9842
k➡
□赤ちゃんのつどい日程
（６・７月）
会場

日程

センターすみよし ６月28日㈪ ７月26日㈪
センターけやき ６月25日㈮ ７月30日㈮
センターやぎさわ ６月18日㈮ ７月15日㈭
センターなかまち ６月11日㈮ ７月16日㈮
センターひがし ６月14日㈪ ７月 2日㈮
ひばりが丘北児童センター ６月24日㈭ ７月14日㈬
６月14日㈪ ７月12日㈪

芝久保児童館

６月10日㈭ ７月 8日㈭

田無児童館

６月 9日㈬ ７月14日㈬

新町児童館

６月15日㈫ ７月13日㈫

柳沢公民館

６月17日㈭ ７月 1日㈭

北原児童館

６月15日㈫ ７月13日㈫

下保谷児童センター ６月 8日㈫ ７月13日㈫
芝久保公民館

６月15日㈫ ７月20日㈫

障害者サポーター養成講座（初級編）
６月26日㈯ 午後２時

か

ら

保谷駅前公民館

シニア大学総合課程受講生募集
６月30日～令和４年３月２日
の第１・３㈬（初回を除く）
午後２時～３時45分（全16回）
富士町福祉会館

▲

楽しく学びたい、友達づくりのきっ
かけが欲しいという高齢者の方々のた
めに、シニア大学を開講します。
c 講座内容・開催日など、各福祉会
館で内容を配布します。
d 在住の60歳以上の方で、おおむね
全日程に出席できる方
e 30人
g 実費徴収の場合あり
までに、往
i ６月11日㈮（消印有効）
ふりがな
復はがきで住所・氏名・年齢・電話番
号を j の
「シニア大学」係へ
※往復はがき１枚につき１人のみ
※申込多数は、初めての方を優先し抽
選。結果は返信はがきで通知
j 社会福祉協議会〒188－0011田無
町５－５－12・p 042－497－5136
高齢者支援課 n p 042－420－2811

浸水に備えよう！6月は浸水対策強化月間
を検討しましょう。
□台風などが発生したら
テレビやラジオ、インターネット
を活用し、気象情報や警報を確認し
ましょう。東京都下水道局の「東京
アメッシュ k 」では、降雨情報を確
認できます。
j 西東京消防署 p 042－421－0119
東京都下水道局流域下水道本部計画課
p 042－527－4828
危機管理課 o p 042－438－4010
下水道課 o p 042－438－4059

▲ ▲

台風や集中豪雨による被害は毎年
発生しています。被害を減らすため、
事前に備えておきましょう。
□事前の備え
●
側溝や排水溝は掃除して水はけをよ
くしておく…詰まっていると、浸水
被害が発生する可能性があります。
●非
 常用品の確認
●
避難場所・避難経路の確認…万が
一に備えて確認するとともに、感
染症流行下のため、自宅２階への
避難や知人宅などへの早めの避難

西東京市民まつりの休止について

月日

７月６日㈫
７月７日㈬
７月８日㈭
７月９日㈮

６月の薬湯

時間
午前10時～正午
午後１時～３時
午前10時～正午
午前10時～正午
午後１時～３時30分
午前９時30分～正午

び

❖ファミリー会員になりたい方へ
□利用内容 保育園・幼稚園の送迎、
習い事の送迎など
□利用時間・場所 毎日午前６時～
午後11時・サポート会員宅など
□利用料金（１時間当たり） ● 平日
午前８時30分～午後５時…800円
● 上記以外の曜日・時間帯…1,000円
□利用方法 説明会に参加し、ファ
ミリー会員として登録
□ファミリー会員登録説明会
a ／ b ● ６月12日㈯ ／ 田無総合福
祉センター
● ６月24日㈭ ／ 住吉会館ルピナス
● ７月３日㈯ ／田無総合福祉センター
午前10時～正午
e 各回20人（申込順）
※同席の子どもを含み、保護者のも
とで参加
i 各説明会前日の午後５時までに
電話で問へ
j ファミリー・サポート・センター
事務局 p 042－497－5079
子ども家庭支援センター
p 042－425－3303

内容
オリエンテーション・西東京市の子育て支援
子どもを安全に預かるために
子どもの心の発達と関わり
緊急救命講習
保育の心と子どものケア
登録説明・修了式

わ

～枇杷の葉湯～

□効能 水虫・荒れたお肌・皮膚のかゆみ
a ６月６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
西東京市公衆浴場会
庚申湯 p 042－465－0261

西東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内
□事業計画書作成セミナー
a ６月21日㈪午後６時30分～８時
b 田無庁舎５階
c 補助金や助成金、融資申請において、
求められることの多い事業計画書。
「小
規模事業者持続化補助金」
をサンプル
に作成ポイントについて学びます。
e 15人（申込順）
□特別相談（要予約）
c 中小企業診断士などが、創業・経営
全般の悩みなど、個別にご相談に対応

□創業資金融資あっせん制度事前診断
c 申込時には、当相談センターの経
営診断を受けて創業計画書を作成する
必要があります。
□税務特別相談
（要予約）
c 税理士による税務に関する個別相談
※１人最大１時間まで
i ・j 西東京創業支援・経営革新相
談センター p 042－461－6611
j 西東京商工会 p 042－461－4573

東村山税務署からのお知らせ
４月16日以降、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から確定申告
書の作成や相談は、全て事前予約制と
なります。まずは、電話で相談日時を
ご予約ください。
※提出のみは予約不要です。
j 東村山税務署 p 042－394－6811
（音声案内に従って
「２」
を選択）

６月は蚊の発生防止強化月間
東京都では、蚊の発生が本格化す
る６月を「蚊の発生防止強化月間」
と
しています。
ウイルスに感染した蚊に刺される
とデング熱などの恐ろしい感染症に
感染する可能性があります。
蚊が多くいるような場所ではでき
るだけ肌を露出しないように注意し、
同時にご自宅などで蚊が発生しない

よう次のような
対策も取りましょう。
□対処法
●空
 き缶など不要な水たまりをなくす
●
草むらややぶは定期的に手入れを
する
●
長袖の着用や必要に応じて虫よけ
剤を利用し、
刺されないようにする
環境保全課 p 042－438－4042

▲

凡例

来年度の西東京市民まつりの実施
に向けて、ご支援とご協力をお願い
します。
□共催 西東京市民まつり実行委員会
文化振興課 n p 042－420－2817

▲

今年の西東京市民まつりは、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、昨年度に引き続き開催を休止す
ることとなりました。また、延期開
催もありません。

□サポート会員養成講習会

▲

▲

障害者サポーターは、障害のある方
が困っているときにちょっとした手助
けをする方です。参加者にはサポー
ターの証しであるサポートバンダナ・
キーホルダーを差しあげます。
c「ヘルプカード・ヘルプマークとは」
など（約１時間）
i 前日までに電話で j へ
j（福）さくらの園・カノン
p 042－452－7062
障害福祉課 n p 042－420－2804

認知症を正しく理解し、地域で生活
している認知症の方や家族を見守り、
自分でできる範囲での支援をする認知
症サポーターの養成講座です。
c ● 認知症について
● 認知症の方を地域で支えるためには
d 在住・在勤の方で、当講座を受講
したことのない方
e 18人（申込順）
※参加者にはサポーターカード贈呈
電話またはメー
i ６月21日㈪までに、
ふりがな
ルで住所・氏名・年齢・電話番号を下記へ
※メール申込は定員を超えた場合のみ連絡
※５人以上集まれば市内出張講座可
高齢者支援課 n p 042－420－2811
m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

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）が会員となり、子ども
の預かりなどを有償で行う、会員同
士の相互援助活動事業です。
ファミリー会員が支払う利用料金
が、サポート会員の活動報酬となり
ます。
❖子育てのお手伝いを希望する方
（サポート会員養成講習会）
a 下表参照
b 田無総合福祉センター
d 在住で満20歳以上の心身ともに
健康で、全講座を受講後にサポート
会員として登録し、活動できる方
e 30人（申込順）
i ６ 月24日 ㈭ ま で に 電 話 で j へ
（後日決定通知を送付）
※養成講習会に保育は付きません。
※全日程の受講が難しい方はご相談
ください。
※子育て支援員研修（地域保育コー
ス）を修了した方は、免除可能な講
座があります。

▲

谷戸公民館

午後２時～３時30分（１時45分開場）
柳沢公民館

▲

北町ふれあいセンター ６月22日㈫ ７月 8日㈭

６月26日㈯

子育てのお手伝いしてみませんか！

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

令和３年（2021年）６月１日号 広報

9

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。

COOL CHOICE

COOL CHOICEとは、地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。

「環境月間」～今だからこそ私たちにできること～
□環境の日および環境月間とは
環境問題に関する初めての国際会議として、1972年６月５日から
ストックホルムで開催された
「国連人間環境会議」を記念し、国連が日
本の提案を受け、
６月５日を
「世界環境デー」
と定めました。我が国では、
環境基本法で６月５日を
「環境の日」と定めており、平成３年度から６
月の１カ月間を
「環境月間」とし、全国各地において広く環境保全の取
組が行われています。

▲

□実施期間 ６月１日㈫～30日㈬
□本市の取組 エコプラザ西東京やSNSなどにより、広く
普及啓発を行います。また、省エネやプラスチックごみの
削減など、本市が率先して環境に優しい取組を実践します。
□一人一人ができる環境に優しい取組
● 買い物はエコバッグ持参
● なるべく自転車や徒歩で移動する
エコプラザ西東京
● 信号待ちはアイドリングストップ
● 家電を買い替えるときは省エネ製品を選ぶ
● 食べられる量だけ作ったり買ったりする
● テレビのつけっぱなし、シャワーの出しっぱなしをやめる
● マイ箸やマイカップ、マイボトルを利用する
● グリーンカーテンを活用する
● 過剰包装をやめる
● ごみと資源をキチンと分別

環境保全課 p 042－438－4042

ひとりで悩まなくても大丈夫！
相談してください

東京2020オリンピック聖火リレー

ミニセレブレーション観覧者募集

困ったこと・悩んでいること・誰
に相談していいか分からないことな
ど、どんなことでも子どもが相談で
きる場所です。相談していること、
相談内容の秘密は守ります。子ども
のことであれば大人も相談できます。
電話・メール・ファクス・手紙・直
接会って相談ができます。

画像提供：Tokyo 2020

無料市民相談
日時
㈪～㈮

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。

□申込開始 ６月４日㈮ 午前８時30分（★印は、５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
相談方法

法律相談

電話・対面

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

日時
６月11日㈮・17日㈭・23日㈬・24日㈭
午前９時～正午
６月15日㈫・16日㈬・25日㈮
午後１時30分～４時30分
★６月 ３日㈭
６月22日㈫

午後１時30分～４時
午前９時～11時30分

６月18日㈮・22日㈫

午後１時30分～４時30分

★６月10日㈭

午後１時30分～４時30分

★６月25日㈮

午前９時～正午

★６月２日㈬

午前９時～正午

★６月17日㈭

午後１時30分～４時30分

電話・対面

★６月17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

★６月14日㈪

午後１時30分～４時30分

行政相談

★７月14日㈬

午後１時30分～４時30分

★６月11日㈮、
７月 ９日㈮

午後１時30分～４時30分

登記相談
表示登記相談

電話

電話

相続・遺言・成年後見等
電話・対面
手続相談

≪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

高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤル n
p 042－420－2867 a 平日午前８時30分～午後５時

▲

場所

内容

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

介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深く
お詫び申し上げます。

■一般市民相談
市民相談室
（田無庁舎２階）

□相談先
〒202－0005西東京市住吉町６
－15－６住吉会館ルピナス２階
子ども相談室 ほっとルーム
p 0120－9109－77・l 042－
439 － 6646・ m kodomosou
dan@city.nishitokyo.lg.jp
こちらのQRコードからも
メール相談ができます。
▶
子育て支援課 p 042－439－6645

▲

▲

オリンピック聖火の到着を祝う式典を開催します。
一緒にオリンピック聖火ランナーを迎えませんか。
a ７月14日㈬午後２時50分～３時15分（２時15分
開場）
b けやき小学校
d 在住・在学・在勤の方
e 100人（申込多数は抽選）
i ６月18日㈮（必着）までに、往復はがきで住所・
氏名・年齢・電話番号を〒188－8666市役所スポー
ツ振興課へ
※往復はがき１通で４人まで
スポーツ振興課 n p 042－420－2818

□納付対象の方の未納分については、令和３年８月支給の年金から徴収いた
します
本市の事務処理の誤りにより令和２年８月に一部特別徴収できなかった分
の介護保険料については、本年８月支給の年金から、天引き
（特別徴収）
させ
ていただきます。
対象の方には、令和３年７月中旬に送付予定の令和３年度介護保険料納入
通知書に同封する文書で、本年８月の年金から天引きする額などを通知させ
ていただきます。
〈引き続き介護保険料が特別徴収となる方へ〉
上記のとおり、事務処理の誤りにより納付をお願いした分の介護保険料は、
本年８月の年金から天引きさせていただきますので、納付書での納付はなさ
らないようお願いいたします。行き違いでご納付いただいた場合は、
還付
（お
戻し）となりますので、お手続が必要となります。ご了承ください。
〈被保険者資格の喪失等により令和３年度の介護保険料が特別徴収とならない方へ〉
市外に転出されるなど本市の介護保険被保険者でなくなった方や年金の一
時差し止めとなった方などは、特別徴収することができません。お手数をお
かけしますが、引き続き納付書でのご納付をお願いいたします。
「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。

※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。

「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。
● 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
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レスでお買い物をして
ュ
シ
ッ
キャ

最大

25% 還元

キャンペーン

キャッシュレス決済ポイント還元事業

新型コロナウイルス感染症による
「新しい生活様式」の中で、直接的な接触を伴わないキャッシュレス決済の利用促進および市内中小企
業・個人事業主の方の売り上げ向上を目的に、市内の対象店で買い物をした方に、支払額の最大25%のポイントを還元するキャンペーン
を実施します。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、直接的な接触を伴わないキャッシュレス決済を利用してみてはいかがでしょうか。

実

施

期

７月１日㈭〜８月31日㈫（２カ月間）

対象キャッシュレスサービス：PayPay
付

与

上

限：１決済でたまるポイント
（PayPayボーナス）
上限

2,500円相当まで

２カ月間でたまるポイント
（PayPayボーナス）
上限

20,000円相当まで

対

象

店

キャンペーンに参加希望の事業者の方へ

間：令和３年

舗：キャンペーンに参加している
PayPay導入店舗はこのポス
ターが目印です。

市民向け・参加事業者向け

キャンペーンに参加する事業者の方を受け付けています。
新たにPayPayを導入し加盟店登録を希望する場合は西東京商工
会までお問い合わせください。既にPayPayを導入されている場合
はキャンペーン申込の手続は必要ありません。対象となる場合は、
PayPayからポスターなどの広報ツールを発送します。
※審査により登録完了およびキャンペーン適用までに数週間かかる
場合があります。
□対象事業者 大
 手チェーンを除く、PayPayのキャッシュレス決
済ができる市内事業者
□募 集 期 間 令和３年６月１日㈫～７月30日㈮
□応 募 方 法 西東京商工会
（下記の問い合わせ A へ）
□導 入 費 用 キ
 ャンペーン期間中は、①初期投資、②月額固定費、
③決済システム利用料、④入金手数料が全て無料！
※
 ③は年商の規模など、④は都度入金の場合などの
条件により、有料となります。
※詳細は k をご覧ください。

西東京市 キャッシュレス決済ポイント還元事業

説明会を開催します

現金を使わないキャッシュレス決済とは何
□日時／場所 ※１回30分程度
なのか、決済の手順など、キャッシュレスに
【事業者向け】
興味のある消費者の方や今回のキャンペーン
● ６月７日㈪午後１時～４時／田無第二庁舎４階
に参加したい事業者の方に向けて、個別の説
● ６月８日㈫午前10時～正午／田無第二庁舎４階
明会を行います。ぜひご参加ください。
● ６月９日㈬午後１時～４時／西東京商工会
なお、市民向けの個別相談は市内のソフト
保谷事務所
バンクショップでも随時対応しています。

プレミア率

40%

□予約 各回前日までに電話で A へ
【市民向け】
● ６月７日㈪午前10時～正午／田無第二庁舎４階
● ６月８日㈫午後１時～４時／田無第二庁舎４階
● ６月９日㈬午前10時～正午／西東京商工会
保谷事務所

参加希望事業者募集

西東京市消費喚起事業（プレミアム応援券）

市内消費の喚起および売り上げが減少した市内事業者への支援を目的に、１セット5,000円で販売し、2,000円
（40%）のプレミアを

付与するチケットを市民等に提供する事業を実施します。

※市民向け販売方法については７月15日号でお知らせする予定です。

実

施

チ

ケ

期

９月１日㈬〜12月31日㈮（４カ月間）

間：令和３年

対 象 事 業 者：市内事業者

参加事業者の募集期間：令和３年６月１日㈫〜25日㈮
ッ ト： ● お食事券（飲食店で使えるチケット）
● お買い物券
（小売店・サービス業で使えるチケット） 応募方法： 取扱店申込書をご記入のうえ、A
までまたは、特設サイト
（右記QR
円分
それぞれ5,000円で販売し、
コード）
からお申し込みください。
（プレミア率40％）
使えるチケット
※詳細は k をご覧ください。

7,000

西東京市

消費喚起事業

お 問 い 合わ せ 先
□事業への応募方法などは…

問い合わせ A

西東京商工会

p 042－461－4573
l 042－463－7311
「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㈪〜㈮

□PayPayの仕組みなどについては…

キャッシュレス決済事業者
● 新規加盟希望の事業者向け
● PayPay加盟店向け

p 0120－936－220

p 0120－990－640
● PayPayカスタマーサポート窓口 p 0120－990－634

□その他のお問い合わせは…

西東京市産業振興課 n

p 042－420－2819

音声版
「声の広報」
も 「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。
作成しています
詳細は、谷戸図書館p 042ー421ー4545へお問い合わせください。

