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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）７月15日号
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。

□第４次行財政改革大綱に基づく取組による財政効果（令和３年度予算反映分）
アクションプランの実施体系 令和３年度効果 主な取組項目

Ⅰ 経営の発想に基づいた将来への備え ２億1,113万３千円
ファシリティマネジメントの推進 0円
受益者負担の適正化 3,297万４千円 施設使用料・手数料の適正化、

占用料の適正化
特別会計の持続性の確保 １億7,815万９千円 国民健康保険特別会計の健全化、

介護給付の適正化
Ⅱ 選択と集中による適正な行政資源の配分 ３億2,347万４千円

戦略的な行政資源の活用 ２億9,592万円 行政評価の効果的運用、予算編成業務改革
固定的な経費の削減 807万７千円 住民票等自動交付機の廃止、

庁用車の保有台数の削減
補助金・負担金の適正化 1,947万７千円 補助金・負担金の見直し

Ⅲ 効果的なサービス提供の仕組みづくり １億909万９千円
地域の多様な活動主体との連携と協働 0円
民間活力の活用促進 １億909万９千円 保育園の運営体制の見直し
戦略的な組織体制の構築と人材育成の充実 0円

Ⅳ 安定的な自主財源の確保 5,025万３千円
徴収率の向上 0円
市有財産の有効活用による歳入の確保 4,826万円 自転車駐車場の管理運営体制の見直し、

市有財産の有効活用
新たな歳入項目の創出 199万３千円 寄附金制度などの有効活用

その他 8,188万１千円
8,188万１千円 各種事務機器などの再リース

合計 ７億7,584万円

　総合計画(後期基本計画)に掲げられた「６つのまちづくりの方向」に沿って主
な取組を紹介します。

▲
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令和３年度 総合計画事業の主な取組

事業名 事業費 事業概要
ホームページの
充実 2,451万円 西東京市ホームページのリニューアルを行うほか、

広報機能、情報発信の強化を図る。
AIやIoTを活用し
た行政サービスの
推進

796万円 庁内無線LAN環境の整備を行うとともに、タブレッ
ト端末を活用した庁舎間Web相談の試行実施など

庁舎統合に向けた
取組

１億9,596
万円

保谷庁舎の解体工事などを行う。また、庁舎統合に
向けて、田無庁舎の耐力度調査を実施したうえで、
庁舎統合方針の見直しを行う。

公共施設の適正配
置・有効活用 680万円

公共施設の量と質の最適化に向けた取組を進めるた
め、施設再編や保全などの考え方を整理し、公共施
設等総合管理計画を改定。

１　みんなでつくるまちづくり

事業名 事業費 事業概要
こどもの
発達センター
ひいらぎの運営

6,001万円
こどもの発達センターひいらぎの運営を行い、新た
に地域における発達支援の中核的役割を担う「児童発
達支援センター」として開設するための準備を行う。

待機児童対策の
推進

２億9,790
万円

認可保育所１園の開設。認可保育所１園、地域型保育
事業所２施設の開設準備。

学童クラブ施設の
改修 2,093万円

施設設備の老朽化に伴い、向台第二学童クラブの空
調取替工事を行う。また、定員超過に伴う過密化の
解消を図るため、東学童クラブの改修工事を行う。

中学校校舎等建替事
業の実施（ひばりが
丘中・田無第三中）

１億6,897
万円

ひばりが丘中学校の移転に伴い、旧校舎の解体工事
および新校舎の転用改修工事を行う。

小・中学校校舎等
大規模改造事業の
実施

３億9,377
万円

（リースを除く）

児童・生徒の熱中症対策および災害発生時の避難施
設としての機能の向上を図るため、小学校17校と
中学校７校の体育館に空調設備を設置。

地域学校協働活動
の推進に向けた
検討

71万円
けやき小学校および明保中学校をモデル校として、
各学校を拠点とした地域づくりを目指す「地域学校
協働活動」を実施。

図書館施設の改修 ６億5,214
万円

機能の維持・向上を図るため、中央図書館・田無公民
館の耐震補強工事および老朽化した施設設備の改修
工事を行う。

スポーツ振興事業・
東京2020大会事業
の実施

3,783万円
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けての関連事業やオランダのホストタウンとしての
連携事業を実施。

下野谷遺跡などを活
用した魅力づくり

２億2,236
万円

下野谷遺跡の整備工事（ⅠB期）を行う。また、国史跡
指定地の追加指定や用地取得を進める。

２　創造性の育つまちづくり

事業名 事業費 事業概要
認知症の方への
支援 1,376万円 認知症の疑いがある方を早期に発見し、適切な支援

につながるよう、認知症検診を実施。
成人予防接種事業
の実施

１億2,556
万円

令和３年10月から、高齢者肺炎球菌ワクチンの接
種の支援を拡充。

フレイル予防事業
の推進 294万円

東京大学高齢社会総合研究機構と連携協力したフレ
イル予防事業（フレイルチェックや啓発活動、サポー
ターの養成など）の実施。

３　笑顔で暮らすまちづくり

事業名 事業費 事業概要
下保谷四丁目特別緑地
保全活用事業の実施 708万円 下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全事業に取り組

むとともに、保全活用計画を策定。
環境情報の提供
および環境学習の
充実

555万円
エコプラザ西東京において、環境意識の啓発を目的とした講
座などを実施。「ゼロカーボンシティ宣言」を行うことを目指
し、環境省が推進する「COOL CHOICE」の普及啓発を行う。

４　環境にやさしいまちづくり

事業名 事業費 事業概要

西東京都市計画道
路 ３・ ４・11号
線の整備

10億2,722
万円

都市計画道路３・４・11号線の調布保谷線から都
道保谷志木線までの未整備区間について、東京都の
第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業に基
づく土地鑑定や用地買収などを行う。

西東京都市計画道
路 ３・ ４・24号
線の整備

２億2,356
万円

田無駅南口広場の整備に向けて、物件等調査や用地
買収などを行う。

市道の新設改良の
実施

１億7,619
万円

市道の新設改良工事を行うとともに、現道の無電柱
化に向けて、電線共同溝の実施設計などを行う。

鉄道の連続立体交
差化に向けた取組 553万円

東京都が行う西武新宿線の連続立体交差化に向け
て、関連する附属街路などの都市計画手続および用
地測量などの説明会を実施。

危機管理体制の
構築 797万円

西東京市地域防災計画の抜本的な見直しを行う。西
東京市危機管理基本ガイドラインに基づき、研修・
訓練を実施し、庁内の危機管理体制の強化を図る。

雨水溢
いっ

水
すい

対策事業
の推進 3,845万円

向台町四丁目および芝久保町三丁目地内で雨水溢水
対策工事を実施するとともに、谷戸町二丁目地内に
おける雨水溢水対策に向けた実施設計を行う。

５　安全で快適に暮らすまちづくり

事業名 事業費 事業概要

効果的な支援によ
る農業経営意欲の
促進

2,733万円
営農の継続・拡大・効率化を図り、都市農地の保全
や多面的機能をより発揮させるとともに地域住民に
配慮した基盤整備のため、都市農地保全支援プロ
ジェクト補助金などによる支援を行う。

駅前情報発信拠点
の活用・情報発信
の充実

1,288万円
駅前情報発信拠点における、地域主体による情報発
信を通じて、まちの魅力の共有・共感を醸成するた
め、拠点の運営に対する支援を行う。

６　活力と魅力あるまちづくり

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
以外の子育て世帯分）の申請受付を開始
　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。対象の方
は申請が必要となりますので、下表

の内容を確認し申請してください。
a令和４年２月28日㈪まで

b子育て支援課（田無第二庁舎２階）
h市k参照▲

子育て支援課np042－460－9840

対象

18歳になった年度末までの児童（一定の障害がある場合は20歳未満の
児童）を監護している方で次の①②いずれかに該当している方
①令和３年度住民税均等割が非課税の方
※児童手当もしくは特別児童扶養手当
を受給している方（申請中の方を含む）
は、本給付金の申請が不要になる場合
があります。詳細は市kをご確認くだ
さい。

②令和３年度住民税均等割は
課税であるが、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて
令和３年１月以降の家計が急
変し、①と同様の事情にある
と認められる方

支給額 児童１人につき５万円
支給時期 ８月下旬以降順次支給

西東京市学生応援特別給付金
　国の高等教育の修学支援新制度を
利用する学生の皆さんに、学生応援
特別給付金（５万円）を給付します。
d市内に住民票を有し、（独）日本学
生支援機構による給付奨学生の認定
を受けている方
※他の奨学金制度は対象外
□給付金額　5万円
□申請方法　次の書類のデータを添
付し、東京共同電子申請・届出サー
ビスkから申請
※詳細は、市kへ
①本人確認書類の写し（氏名・生年

月日などが分かる身分証明書など）

②奨学金給付証明書の写し
③口座確認書類の写し（通帳または

キャッシュカードなど）
□申請受付期間　
　７月19日㈪〜令和４年２月28日㈪
※自身が給付奨学生の対象であるか
の確認など、奨学金制度に関する全
般的な問い合わせはjへ
j（独）日本学生支援機構奨学金相談
センター
　p0570－666－301（ナビダイヤル）
※平日午前９時〜午後８時▲
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対象の学生の方へ
5万円給付

副市長が選任されました
　萱野洋さん（55歳、東大和市在住）
が６月22日の市議会定例会で副市
長として同意され、７月１日付で選
任されました。任期は４年間です。▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

教育長・教育委員が任命されました
　木村俊二さん（72歳、下保谷在住）が６月22日の市
議会定例会で教育長として同意され、７月１日付で再
任されました。任期は３年間です。
　また、米森修一さん（70歳、谷戸
町在住）が教育委員として同意され、
７月１日付で再任されました。任期
は４年間です。▲

教育企画課n
　p042－420－2822

萱野 副市長

木村 教育長


