
　市内の小・中学校では、４月から「GIGA
スクール構想」に伴う、タブレット端末活用
に取り組み、３密を避けるため、９月６日か
ら緊急事態宣言期間中に、「オンライン授業」
を実施しました。この間、給食は全ての児童・
生徒に学校で提供できるようにしました。
　また、登校した際には、面談の機会を設け
るなど、心のケアにも取り組みました。今後
も安全安心な教育活動を大切にします。

　東京都におけるリバウンド防止措置（10月24日㈰まで）が発出されました。引
き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力をお願いします。

●外出時は、少人数で混雑している場所や時間を避ける
●都道府県間の移動に際して、基本的な感染症対策を徹底する
●午後９時以降、飲食店などに出入りしない
●感染リスクの高い行動（路上飲酒など）を自粛

リバウンド防止措置

大切な人を守るために今できること

家庭内でも感染しない、させないための対策を

出典：東京都

　都のモニタリング会議によると、既にワクチン接種をした方も含め、改め
て正しいマスクの着用、手指衛生、ゼロ密（１つの密でも避ける）や換気といっ
た基本的な感染症対策の徹底が引き続き必要としています。

①部屋を分けましょう
②感染者の世話をする人は、できるだけ限られた人にしましょう
③マスクをつけましょう
④小まめに手を洗いましょう
⑤日中はできるだけ換気をしましょう
⑥手のよく触れる共同部分を掃除・消毒をしましょう
⑦汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
⑧ごみは密閉して捨てましょう

自宅療養者の方・同居の方が気を付けたい８つのポイント

市内小・中学校と家庭をつなぐ「オンライン授業」

市内の新規感染者の状況
　20・30代が依然として多い傾向ですが、0～10代の感染者も増えてきて
います。感染しない、させないために、今できる対策をしていきましょう。
　※東京都の公表内容に基づき、市内感染者の状況を市kで公表しています。
また、FM西東京（84.2MHz）でも感染者情報を発信しています。

ワクチンの接種の状況
　令和３年10月７日現在の市におけるワクチン接種状況は以下のとおりと
なります。ワクチン接種は任意ですが、有効性と副反応をご理解いただいた
上で接種のご検討をお願いします。また、接種をされた方も、引き続き感染
予防対策にご協力ください。

※ワクチン接種記録システム（VRS）を通じて各種接種会場から報告のあった接種率を集計しています。

新型コロナワクチン接種実績
＊接種対象者（18万6,035人）　※市の令和３年４月１日時点の12歳以上の人口
令和３年10月７日時点 接種回数（合計） うち１回目 うち２回目

一般接種（高齢者を含む） 27万604回 14万3,597回
（77.2％）

12万7,007回 
（68.3％）

うち高齢者（65歳以上） ８万8,966回  ４万4,743回
（90.7％）

 ４万4,223回 
（89.6％）
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出典：東京都
自宅療養者向けハンドブック
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●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

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む

FM放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！今号の内容は、10月15日㈮〜31日㈰の①午後０時45分　②午後８時（㈯・㈰を除く）から放送予定です。

No . 514
令和３年（2021年）10月15日号

1510ⓒシンエイ／
西東京市

いこいーな
 p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）

市役所
代　表

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談
❖発熱・呼吸症状などがある場合
　まずはかかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいない場合や相談
する医療機関に迷う場合などは、下記へご相談ください。
□東京都発熱相談センター
　p03－5320－4592　a24時間対応（毎日）
❖一般相談
　感染の予防・心配な症状が出たときの対応などの相談に応じます。
□東京都の電話相談窓口「新型コロナコールセンター」
　p0570－550571　a午前９時～午後10時（毎日）
共通　対応外国語：英語・中国語・韓国語・ベトナム語ほか 新型コロナワクチン接種のお知らせ（８面へ）

衆議院議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査 は 選挙特集号（10/19号）でお知らせします。
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証明書コンビニ交付サービス停止
のお知らせ

届け出・年金

　システムメンテナンスに伴い、下記
の日時でコンビニ交付サービスが停止
します。ご理解とご協力をお願いします。
※日程が変更になる場合がありますの
で、最新情報は市kをご覧ください。
a／b11月２日㈫・５日㈮終日／市
内外の全ての店舗
□停止する証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍
全部（個人）事項証明書、戸籍の附票の
写し、市民税・都民税課税（非課税）証
明書▲

市民課np042－460－9820
	 op042－438－4020

ご活用ください！国の「中退共制度」
掛け金の一部を補助します
　中小企業退職金共済制度（中退共制
度）は、中小企業で働く従業員のため
の国の退職金制度です。
□特色　●国の制度なので安心
●掛け金は全額非課税で有利
●外部積立型なので管理が簡単など

i所定の申込書に記入・押印のうえ、
金融機関へ提出
j勤労者退職金共済機構中小企業退職
金共済事業本部p03－6907－1234
❖市の助成
□要件　●市内に事業所または事務所
を有する中小企業者
●勤労者退職金共済機構（国）が実施す
る中小企業退職金共済事業による退職
金共済契約を締結し、共済掛け金を納
付していることなど

□助成額　該当する従業員の掛け金に
対して、加入時から36カ月を限度に
１人当たり月額500円（１カ月の掛け
金が2,000円の従業員は月額300円）
※市の助成制度の申込は毎年２月です
（募集時に市報でご案内します）。▲

産業振興課np042－420－2819

年金受給者の扶養親族等申告書
　日本年金機構より公的年金について
源泉徴収の対象となる方へ「令和４年
分扶養親族等申告書」が、９月中旬から
順次送付されています。10月29日㈮
までにご提出ください。提出を忘れる
と、各種控除が受けられないために、所
得税の源泉徴収税額が多くなる場合が
ありますのでご注意ください。
d老齢または退職を支給事由として
いる年金の支給額が以下に該当する方
●65歳未満の方：108万円以上
●65歳以上の方：158万円以上
※提出が不要な方もいます
j ●扶養親族等申告書お問い合わせ
ダイヤル
　p0570－081－240（ナビダイヤル）
※050から始まる電話からは
　p03－6837－9932
●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825

日本年金機構k

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

高齢者生活状況調査を実施します
福祉

　対象の方に調査票を郵送しますので、
回答にご協力をお願いします。
d在住の75歳以上（令和３年８月31
日時点）で、介護保険の要介護・要支
援認定を受けていない方
□アンケートの流れ
●10月中旬に調査票を自宅へ郵送
●11～12月に身分証を携帯した民生
委員が訪問し回収
※民生委員は事前の検温、マスクの着
用などを行い伺います。
j西東京市高齢者生活状況調査コー
ルセンターp0120－968－681
※平日午前９時～午後５時▲

高齢者支援課np042－420－2811

ひとり親家庭等
医療費助成制度現況届

子育て

　現在○親医療証をお持ちの方に、令
和４年１月１日以降の○親医療証の交
付を受けるために必要な「現況届」のご
案内を送付します。現況届の提出がな
いと、令和４年１月１日以降の医療費
助成を受けることができませんので、
必ず提出してください。
□提出期限　11月８日㈪
□必要書類
●○親ひとり親家庭等医療費助成制度
医療証交付申請書（現況届）

●受給者本人と対象児童の健康保険証
の写し

※そのほか、該当者のみ提出が必要な
書類があります。同封の案内を必ずご
確認ください。
□医療証の交付
　現況届の審査の結果、対象となる方
は、12月末までに○親医療証を郵送し
ます。対象外の方にはその旨通知しま
す。本制度の対象となる方で○親医療
証をお持ちでない場合は、申請が必要
です。下記までお問い合わせください。▲

子育て支援課np042－460－9840

雨水浸透施設などの助成制度
受付期限まであと少し

くらし

　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するため、宅地内に雨水浸透施設な
どを設置する際の設置費用の一部（上
限額15万円）を助成しています。
d市内にある個人所有の住宅　
□実施期間　12月28日㈫まで（申請か
ら工事完了検査までの期間）
※詳細は市k・下記へお問い合わせく
ださい。▲

下水道課op042－438－4059

自治会・町内会等活性化補助金
　市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合が実施する地域福祉の
促進や地域づくりの活動を対象に事業
費の一部を補助します。
d市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合
□補助金上限額　①と②の合計額
①１万2,000円
②会員名簿などで加入世帯数が確認
できる場合：200円×確認できる加入
世帯数　※1,000円未満は切り捨て

i11月30日㈫（必着）までに、申請書
類を〒188－8666市役所協働コミュ
ニティ課へ郵送または持参（田無第二
庁舎５階）
※詳細は市kまたは下記へ▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

教育委員会事務事業の点検・
評価報告

市政

　教育委員会では、「地方教育行政の
組織および運営に関する法律」第26条
の規定に基づき、令和２年度における
主な施策である21項目について、点
検および評価を行い、報告書を作成し
ました。また、５カ年計画である教育

連 絡 帳
市からの 計画の進

しんちょく

捗状況の参考資料も作成しま
した。詳細は、市k・情報公開コーナー
（田無庁舎５階）でご覧ください。▲

教育企画課np042－420－2822

生産緑地地区変更案の公告・縦覧
　在住・利害関係者は、意見書を提出
できます。
□縦覧期間　10月15日㈮～29日㈮
b都市計画課（保谷東分庁舎）
□意見書　10月29日㈮（必着）までに
住所・氏名・地区との関係を明記し、
〒202－8555市役所都市計画課へ郵
送・ファクス・メールまたは持参▲

都市計画課op042－438－4050
　l042－439－3025
　m toshikei@city.nishitokyo.lg.jp

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。

　市民の皆さんの安全・安心な生活
を守るための防災・減災対策の一環
として、10月18日㈪からパソコン
やスマートフォンでリアルタイムに
白子川の水位を確認することができ
るようになりました。台風などで大
雨が降っている際、防災・減災の判
断材料としてご活用ください。
※詳細は市kをご覧ください。
b 	①下保谷２－６地内（下保谷ポン
プ場付近）

②	下保谷３－７地内（福泉寺通り沿い）

▲

下水道課op042－438－4060

白子川の水位が確認できます
埼玉県
新座市 練馬区

保谷
第一小学校

青嵐中学校

こまどり
保育園

②

①

天神社

保谷駅
北口

あらやしき
公園

白子川

東京電力
武蔵野
変電所

東京電力
武蔵野
変電所

しも
ほうや
保育園

しも
ほうや
保育園

　保谷庁舎入口に設置していたブックポストを、10月15日㈮に保谷こもれび
ホール正面入口前付近に移動します。　	

▲

中央図書館p042－465－0823

図書館ブックポストの場所が変わります

　長年にわたり人権擁護委員として
「人権・身の上相談」「人権啓発活動」
などにご尽力をいただきました岩崎
昭さんが２月に退任され、新たに10

月から宇多正行さんが就任されまし
た。今後、人権についての相談や人
権啓発活動を行っていただきます。▲

協働コミュニティ課np042－420－2821

人権擁護委員（退任・就任）のご紹介

■教育委員会
a10月26日㈫午後２時
b田無第二庁舎４階
c／e行政報告ほか／10人▲

教育企画課np042－420－2822

■社会教育委員の会議
a10月22日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階
c／e活動内容／２人▲

社会教育課np042－420－2831

■廃棄物減量等推進審議会
a10月25日㈪午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e市の廃棄物行政／５人▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

■男女平等参画推進委員会
a10月26日㈫午後６時15分
b田無庁舎５階
c／e西東京市第４次男女平等参
画推進計画の評価ほか／３人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

審議会など

■緑化審議会
a10月27日㈬午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e下保谷四丁目特別緑地保全
地区の保全活用など／５人▲

みどり公園課p042－438－4045

■中小企業等資金融資検討委員会
a10月27日㈬午後６時
bイングビル
c令和２年度実績報告、現況ほか

e５人▲

産業振興課np042－420－2819

■下水道審議会
a10月28日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c／e下水道事業／３人▲

下水道課op042－438－4058

■地域自立支援協議会地域生活支援
拠点等整備作業部会
a10月28日㈭午後６時30分
b田無第二庁舎４階
c／e市が目指す地域生活支援拠
点など／５人▲

障害福祉課np042－420－2805

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。

傍 聴
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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。 令和３年（2021年）10月15日号

《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。

保育園な
ど入園募集令和４年度

□必要書類　 ● 教育・保育給付認定申請書兼利用申込書
● 確認票・児童状況調査票
● 保護者および同居者が保育できない状況を証明する書類（就労証明書・診

断書・在学証明書など）
※状況によって必要書類が異なります。詳細は、保育課へお問い合わせください。
● 令和３年度住民税課税・非課税証明書（令和３年１月２日以降に本市に転

入した方またはこれから転入予定の方のみ）
● 返信用封筒１枚（84円切手貼付。郵送提出で受付確認控えが必要な方のみ）
※申請書や証明書などの書式は、保育課、公立・私立保育園、防災・保谷保
健福祉総合センター１階 警備室前、市kで配布（保育課以外は配布のみ）
i11月18日㈭午後５時までに、〒188－8666市役所保育課へ原則郵送（消
印有効）または右表「受付場所」へ持参
※新型コロナウイルス対策のため郵送での申請については、10月22日㈮よ
り先行して受付をします。
□注意事項
● 申込締切日までに生まれていない子どもも、令和４年４月に入園希望の場

合は、締切までにお申し込みください。
● 保育園では受付・問い合わせを受けていません。
● 必要書類が不足している場合は申込の受付はできません。
● 締切後（11月19日㈮以降）の申込は２次募集の取り扱いとなります。
● 市外の保育施設を利用したい場合は、施設のある市区町村によって手続方

法・日程が異なりますので、必ず所在地の市区町村にご確認ください。
● 市外在住の方は、在住の市区町村と本市の保育課へお問い合わせください。
□利用申込が必要な施設（10月15日時点）
　詳細は市k（右記QRコード）をご覧ください。
　（今後追加・変更・取消になる場合あり）
※認証保育所・企業主導型保育事業・定期的利用保育事業
の申込は直接施設（事業者）へお問い合わせください。▲

保育課np042－460－9842
□新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点
● 申請は原則郵送での提出をお願いします。
● 来庁は代表者のみでお願いします。
□入園申込スケジュール

令和４年４月から保育園などに入園・転園を希望する方は利用申込が必要です。

利用申込対象者 受付場所 受付期間 受付時間

令和４年
２月３日までに
生まれた
子ども
※出生予定も可

保育課
（田無第二庁舎
２階）

【郵送先行受付】
10月22日㈮～
11月18日㈭

11月18日㈭（消印有効）まで

11月４日㈭～
18日㈭

平日：午前８時30分～
午後５時

住吉会館
ルピナス

11月８日㈪～
12日㈮

平日のみ：午前９時～午後４時
※正午～午後１時受付不可

※一部夜間受付・休日受付を行います。詳細は入園のしおりをご確認ください。

⬆
利用申込が

必要な施設は
こちらから（市k）

幼稚園な
ど入園募集

私立幼稚園
□願書配布　10月15日㈮から

□申込　11月１日㈪から各幼稚園へ
● こみね幼稚園p042－465－7716
● 田無いづみ幼稚園p042－461－8466
● 田無富士見幼稚園p042－461－9553

● 田無向ヶ丘幼稚園p042－463－5492
● つくし幼稚園p042－421－1551
● 東京女子学院幼稚園p042－461－1783
● ひなぎく幼稚園p042－421－6058
● ひばりヶ丘幼稚園p042－461－3876
● 宝樹院幼稚園p042－421－1210

● みどりが丘保谷幼稚園p042－421－2678
● 武蔵野大学附属幼稚園p042－468－3170
● 明成幼稚園p042－461－8517
● 谷戸幼稚園p042－421－4940
●（仮称）サフラン幼稚園p042－455－8067
　※令和４年４月開園予定

幼稚園類似施設　 ● たんぽぽ幼児教室p042－461－0040 無認可幼児施設　 ● 幼児園どんぐりころころp090－2638－2100

市内の私立幼稚園・各施設では、来年４月の入園希望者を募集します。
jいずれも直接、下記の各幼稚園・施設へ　

▲

子育て支援課np042－460－9841
令和４年度

マイナンバーカード申請受付　出張窓口
　マイナンバーカードの交付申請の
ための出張窓口を開設し、申請のお
手伝いをします。マイナンバーカー
ドの申請がまだお済みでない方、
カードを作りたいが申請方法がよく
分からないという方は、この機会に
ぜひご利用ください。

● 午前９時30分～正午
● 午後１時30分～４時
h ● 通知カード（マイナンバーが記
載された紙製のカード）
● 顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝・無背景・
最近６カ月以内に撮影されたもの）

※顔写真撮影サービスを
ご利用の場合は不要
● 本人確認書類Aまたは
B（現情報と一致のもの）
A（１点）：運転免許証・
旅券・在留カードなど官公署発行の
顔写真付き
B（２点）：健康保険証・年金手帳・介
護保険証など官公署発行の顔写真無し
※Bのうち２点目は、社員証・学生証・
診察券など、氏名と住所または氏名
と生年月日が記載されたものでも可
● 住民基本台帳カード（お持ちの方
のみ）
※通知カードのご持参がない場合、
必要な持ち物が異なりますので、事
前にお問い合わせください。
j西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845▲

市民課np042－460－9820
 op042－438－4020

日程 場所

11月10日㈬ 富士町市民集会所

11日㈭ ふれあいセンター

16日㈫ 芝久保公民館

17日㈬ 田無総合福祉センター

18日㈭ 柳橋第二市民集会所

　建物が老朽化した旧保谷庁舎・旧
西東京市民会館・旧ひばりが丘中学
校の解体工事が、令和３年度から令
和４年度にかけて行われます。

　解体工事の期間中はご迷惑をお掛
けしますが、安全を第一に進めてま
いりますので、皆さんのご理解とご
協力をお願いします。

旧保谷庁舎・旧西東京市民会館・旧ひばりが丘
中学校の解体工事が開始されます

● 旧保谷庁舎…

▲

総務課op042－438－4001
● 旧西東京市民会館…

▲

文化振興課np042－420－2817
● 旧ひばりが丘中学校…

▲

教育企画課np042－420－2823
● 解体工事…

▲

建築営繕課np042－460－9815

□スケジュール
旧保谷庁舎 旧西東京市民会館 旧ひばりが丘中学校

工事期間
(予定) 10月～令和４年７月 10月～令和４年７月 10月～令和５年３月

「LED照明器具」購入費用の半額を助成
　地球温暖化対策の推進のため、LED照明器具の購入費用の半額を助成します。
※今年度、既に購入または工事費用の助成を受けた方は申請できません。
□種別　購入　※設置後に申請
□対象者　市民
□助成額　購入費用の50％（上限１万円）　※1,000円未満切り捨て
□要件　● 住居用途に供する部分に設置されている蛍光灯ランプのみ使用可能
な照明器具をLED照明器具に取り替える　 ● 令和３年４月以降に購入したもの
□必要書類　● 申請書類　 ● 領収書の写し（申請者名が書かれたもの）　
● LED照明器具のカタログ類　 ● 取替前後の照明器具の写真　 ● 令和２年度納
税証明書または非課税証明書（令和２年１月１日時点で市外にお住まいの方）
□申請書配布場所　田無庁舎２階総合案内・環境保全課（エコプラザ西東京）・市k
□申請受付　環境保全課窓口（エコプラザ西東京）・郵送可
※領収書はただし書きに「LED照明器具の型番と台数」の記載があるもの。詳
細が分からない場合は納品書やレシートが追加で必要　※LED照明器具のカ
タログ類は商品の型番と消費電力が分かるもの。購入商品の取扱説明書でも
可　※取替前の蛍光灯器具の写真がない場合は申請不可　※店舗部分等住居
用途以外は対象外　※同一の住宅などにつき申請は１回　※都営住宅・UR
賃貸住宅なども対象
□申請受付期間　11月１日㈪～30日㈫
※受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
※詳細は市kを必ずご覧ください。　▲

環境保全課p042－438－4042

駅前放置自転車クリーンキャンペーン　10月22日㈮～31日㈰
自転車の　代わりに置こう　思いやり
　自転車やバイクなどは手軽な交通
手段ですが、安易な気持ちで道路に
置いてしまうと、交通事故の要因に
なってしまうこともあります。
　市は、キャンペーンに伴い、田無
警察署や西武鉄道などと協力して、
自転車の放置防止啓発活動を行い、
放置自転車や原付バイクなどは撤去
します。
　各駅周辺に自転車などでお出掛け
の際は、自転車駐車場をご利用くだ
さい（場所は市k参照）。

　一人一人が責任を持ち、放置自転
車のない、安全で、快適なまちづく
りにご協力ください。▲

交通課op042－438－4057
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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、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。

就学援助費（新入学準備金）の入学前支給
d令和３年12月31日時点で本市に
住民登録があり、令和４年４月入学の
新小・中学１年生の子どもの保護者で
次の要件のいずれかに該当する方
●令和３年４月以降に生活保護が廃
止または停止となった

●児童扶養手当を受給している
●家族全員の市民税が非課税
●被災し避難している
●失業・退職・休職などにより家計が
急変し、就学が困難と認められる

●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

した基準額（家族構成により異な
る）の1.5倍未満
※現在、私立小学校に在籍している
小学６年生（新中学１年生）は対象と
なりません。
※新中学１年生で、今年度「就学援
助費」が認定されている方は申請不
要です。同額を２月中旬に支給しま
す。まだ申請がお済みでない方で、ご
希望の場合は令和３年12月28日㈫
までに申請してください。
□支給金額
新小学１年生…５万1,060円

新中学１年生…６万円
□支給時期　令和４年２月
□申請受付　※郵送での受付不可
●11月１日㈪～12月28日㈫・学務
課（田無第二庁舎３階）

●12月６日㈪～10日㈮・保谷東分
庁舎地下１階

□必要書類（いずれもコピーを提出）
①児童扶養手当を受けている方…
児童扶養手当証書（写）

②①以外の方
ア年金・生命保険・仕送り・他の自
治体から支給された手当などがある

方…令和２年１～12月に得た全て
の金額が確認できる書類
※令和３年１月１日現在、市に住民
登録がない方は別途収入に関する書
類（令和３年度課税（非課税）証明書
など）の提出が必要です。
※所得が未申告の方は審査ができま
せんので、事前の手続をお願いします。
イ賃貸住宅にお住まいの方…賃貸契
約書など、令和２年12月の家賃額
が分かるもの
※詳細は市kをご覧ください。▲

学務課np042－420－2824

　経済的理由により就学困難と認められる場合、新入学学用品費が入学前に受けられます（新入学
準備金）。ご希望の方は申請してください。

財政白書・市税白書を作成しました
　市民の皆さんに市の財政状況や市税の現状をご理解いただくため、｢財
政白書｣と｢市税白書｣の最新版を作成しました。
　財政白書（令和２年度決算版）は財政課（田無庁舎３階）で、市税白書（令
和２年度版）は市民税課（田無庁舎４階）で、またいずれの白書も情報公開
コーナー（田無庁舎５階）で配布しています。市kでもご覧になれます。▲

財政白書に関するお問い合わせ………財政課np042－460－9802▲

市税白書に関するお問い合わせ………�市民税課np042－460－9827
資産税課np042－460－9829
納税課np042－460－9831

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」いわゆる「財政健全化法」は、１
年間の収支や将来負担に関する財政指標（①～④の健全化判断比率・⑤の資金
不足比率）を、監査委員の審査結果と共に議会に報告し、市民の皆さんに公表
することを義務付けています。これらの比率が国の定める「早期健全化基準」・
「経営健全化基準」を超える場合は、財政健全化計画や経営健全化計画を策定す
る義務を負うなど、財政の健全化に向けた取組を行うことになります。

　令和２年度決算に基づく本市の健全化判断比率および資金不足比率は、全て
の指標において、各基準の範囲内となりました。
　市では、引き続き行財政改革を推進し、財政構造の弾力性・健全性をより一
層高め、市民サービスの維持・向上を図っていきます。▲

財政課n
　p042－460－9802

健全化判断比率と資金不足比率を公表します令和２年度
決算に基づく

❖令和２年度における比率の対象
西東京市 一部事務組合

広域連合
地方三公社

第三セクター一般会計等 公営事業会計 公営企業会計

●一般会計

● �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

● �柳泉園組合
● �東京たま広域�
資源循環組合

● �東京市町村�
総合事務組合

● �多摩六都科学館組合
● �昭和病院企業団
● �東京都後期高齢者�
医療広域連合

● �西東京市�
土地開発�
公社

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

⑤資金不足比率

❖令和２年度決算に基づく
　健全化判断比率および資金不足比率

（財政の
 早期健全化・再生）

健全段階
指標の整備と�
情報開示の徹底

早期健全化段階
自主的な改善努力に
よる財政健全化

再生段階
国の関与による
確実な再生

①実質赤字比率
※（�）内は実質黒字比率

②連結実質赤字比率
※（�）内は連結実質黒字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

（公営企業の経営健全化）
⑤資金不足比率
※下水道事業会計
※（�）内は資金剰余比率

※�①②における早期健全化基準は、市町村の
財政規模などにより異なります。

早期健全化基準

経営健全化基準

財政再生基準

財政悪化

350.0％

11.46％ 20.0％

16.46％ 30.0％

25.0％ 35.0％

19.5％

－％
（4.68％）

－％
（8.31％）

2.1％

20.0％

(������������)(��������������)(�����������)

注：実質赤字比率および連結実質赤字比率については、赤字額がないため「－」と表
示しています。

注：（　）内には、実質収支が黒字である場合の実質黒字比率および連結実質収支が
黒字である場合の連結実質黒字比率を表示しています。

注：資金不足比率については、資金不足額がないため「－」と表示しています。
注：（　）内には、資金剰余額がある場合の資金剰余比率を表示しています。

❖語句解説
　紙面の都合上、固有名詞である専門用語を使用しています。
　詳しい語句解説については市kをご覧ください。 市k

　何かを操作しながら帰宅する、い
わゆる「ながら帰宅」をしていると、
犯罪被害に遭う可能性を高めてしま
います。
　周囲の状況に気を配り「ながら帰
宅」はしないようにしましょう。▲

危機管理課op042－438－4010
□ながら帰宅の例
●イヤホンで音楽を聴く
●スマートフォンなどで電話や操作
（ゲームやSNSなど）をする
●本を読む　●考え事をするなど

□予想される犯罪の例
　背後から近づいてきた人に気が付
かずに…
●身体を触られる　●暴行を受ける
●バッグなどをひったくられる
●自宅の鍵を開ける瞬間を狙われて自
宅に押し込まれ、性的な被害に遭う

□ちょっとした対策をしましょう
●周囲の状況に気を配る
●時々、後方を確認する
●自宅の玄関を開けるときは、周り
に誰か潜んでいないか確認する

　フードドライブは、ご家庭に保管されたままの食品を提供していただき、
食材として有効活用する取組です。
　お持ちいただいた食品は、食の支援が必要な方にお配りします。
□受付期間
10月20日㈬～29日㈮午前８時30分～午後５時　※㈯・㈰を除く
b ●田無庁舎２階総合案内
　 ●防災・保谷保健福祉総合センター１階警備室前　
　 ●ごみ減量推進課（エコプラザ西東京）▲

環境保全課p042－438－4042▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

ながら帰宅はやめましょう フードドライブにご協力ください
～いまこそ食の助け合いを～

10月は
食品ロス
削減月間

－％
（22.9％）
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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。

からだと心の健康相談（保健師による電話相談）　a平日 午前９時～正午・午後１時～４時　

▲

健康課op042−438−4087

※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。

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

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

11月９日㈫午後１時30分～３時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階 在住の方／２人 11月５日㈮までに電話

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】

11月10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】

①11月10日㈬午後２時15分～３時15分
②11月18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

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】

11月10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 11月５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】

11月16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 11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】

11月16日㈫午後１時～４時
田無総合福祉センター 在住の方／４人 11月11日㈭までに電話

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】

①11月８日㈪／防災・保谷保健福祉総合センター２階
②11月24日㈬／田無総合福祉センター
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／各25組 ①は11月４日㈭までに電話
②は11月19日㈮までに電話

ふたごちゃんの会
【０歳から３歳の双子・三つ子の保護者同士のフリー
トーキング、情報交換】

11月22日㈪午後１時30分～３時30分
防災・保谷保健福祉総合センター３階

在住の０歳から３歳の双子・
三つ子とそのご両親／５組
※ご兄弟を連れてくる場合は、
申込時に要相談

11月16日㈫までに電話

まますた
【出産後まもない時期のママたちのフリートーキング・
情報交換】

11月25日㈭午前９時45分～11時
（受付：９時30分）
田無総合福祉センター

在住の４カ月ごろまでの乳児
とその母親／７組

電話・メール（右上記入例A）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：11月19日㈮

　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

a10月21・28日㈭、11月４・18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

a10月19日㈫、11月９・30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

a10月25日㈪、11月29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
a10月20・27日㈬、11月10・17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

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「まますた」申込
①11月25日
②氏名（ふりがな）母親と赤ちゃん
③赤ちゃんの生年月日、月齢
④出産した場所（医療機関名など）
⑤電話番号
⑥住所（町名）
⑦上の子の来所予定の
　有無と人数、年齢

Aメール
「◯◯検診」申込
①氏名（ふりがな）
②住所
③生年月日
④電話番号

Bはがき

■子宮頸
けい

がん・乳がん検診
２期申込締切間近　10月25日㈪ま

で

■大腸がん・前立腺がん検診
申込受付中　12月10日㈮ま

で

i電子申請（右上QRコードC）・はがき
（右上記入例B）・窓口
　詳細は市kをご覧ください。
※電話では受付していません。▲

健康課op042－438－4021

■５歳児歯科健康診査終了間近
　個別通知を７月末に送付しました。
転入などの方はご連絡ください。
□健診期間　10月30日㈯まで

d平成28年４月２日～平成29年４月
１日生まれの子ども▲

健康課op042－438－4037

健康 イガ ド

契約した覚えのない商品が届いた

消費生活相談

　大手通販事業者からお菓子が
届きました。自分宛てでしたが、

注文した覚えがありません。法律が改
正され、覚えがなければ直ちに処分可
能になったという報道を見ました。処
分しても問題がないでしょうか。

　相談者のいう法律とは、「特
定商取引法」で令和３年７月６

日に改正施行された「一方的に送り付
けられた商品は直ちに処分可能」とす
るものです。改正前は「届いてから14
日間保管すればその後の処分は自由」
と、処分できるまでに日数があったの

ですが、今回の改正で「直ちに」となり
ました。しかし、お問い合わせの事案
は事業者が契約に基づかず一方的に商
品を送ってくるとは考えにくいため、
直接事業者に問い合わせてみるよう電
話番号を情報提供しました。
　その結果知人からのプレゼントだっ
たことが分かりました。今回のように
覚えがなくともプレゼントだったケー
スやお試し注文のつもりが定期購入に
なっていたケースもありますので、不
審なことがあれば、下記にご相談くだ
さい。▲

消費者センターnp042－462－1100

C各種健康診査等

電子申請（QRコード）

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、電話予約のない方の鼻

び

腔
くう

拭い液での検査（インフルエンザ検
査など）はしていません。
※休日診療所は、東京都指定の診療・検査医療機関です。

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

17日
保谷厚生病院 
栄町１－17－18	
p042－424－6640

やまぐち内科眼科クリニック 
（内科診療のみ対応します）
田無町７－16－30
p042－462－7578 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

24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

ひばりヶ丘北口駅前クリニック
ひばりが丘北３－３－30
エクレールひばり１階
p042－439－4976

31日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

大野医院
柳沢１－４－26
p042－461－8702

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

17日 いくたま歯科医院
下保谷４－８－27　p042－438－1182

24日 ウエダ歯科 
柳沢２－３－13　105　p042－466－5454

31日 樋口歯科医院
保谷町３－11－24　p042－461－0551
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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

お買い物でつながろうVol.1
フレイル予防のすすめ
10月25日㈪　
午前10時30分～午後３時
アスタセンターコート
※当日、直接会場へ

　お買い物を楽しみながら、フレイル
予防や健康のことを考えます。
□共催　㈱アスタ西東京、田無町・向
台町地域包括支援センター、西東京市
地域サポート「りんく」▲

高齢者支援課np042－420－2812

「みどりの散策路」を歩こう
10月27日㈬ ※雨天中止
午前９時30分～正午
集合・解散：保谷こもれびホール前

　「みどりの散策マップ」のコースから、
「（B）こもれ日の道コース（3.4㎞）」を歩
きます。文理台公園や碧山森緑地保全
地域などこもれ日の優しいコースです。
e20人（申込順）
hマスク・水筒・雨具など

i10月22日㈮までに電話・メールで
住所・氏名・電話番号を下記へ▲

みどり公園課p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

2021 ともに活きる！
まちづくりフェス
10月30日㈯　午前10時～午後２時
①アスタセンターコート
②Ａ＆Ａ西東京スポーツセンター

　地域共生社会を考えるイベントを開
催します。

c①普及啓発イベント　 ②地域連携
イベント
※詳細は市kをご覧ください。▲

地域共生課np042－420－2807

認知症サポーター養成講座
10月30日㈯
午後２時～３時30分（１時45分開場）
富士町市民集会所

 

　認知症になっても安心して暮らし続
けるためには地域での見守り、ちょっ
とした手助けが必要です。まずは、認
知症とは何か、基本的なところから学
んでみませんか？
c認知症の方を地域で支えるためにはなど

d／e在住・在勤の方で、当講座を
受講したことのない方／28人（申込順）
※参加者にはサポーターカード贈呈
i10月25日㈪までに電話・メールで
件名「認知症サポーター養成講座」・住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話番号を下記へ
※メール申込は定員超過の場合のみ連絡
※５人以上集まれば、市内出張講座可▲

高齢者支援課np042－420－2811
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

科学ワークショップ
マメもいろいろ
～豆図鑑をつくろう～
11月６日㈯　
●午前10時　●11時30分
柳沢公民館

　身近な食べ物である豆の名前や特徴
を学び、オリジナル豆図鑑を作ります。
d／e小学生／各10人
f多摩六都科学館

i10月22日㈮午前10時から、開館時
間中に電話または直接下記へ▲

柳沢図書館p042－464－8240

先輩ママとお話しする会
11月11日㈭　
●午前９時15分～10時15分　

●　  10時30分～11時30分
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害児の親が相談員となって、同じ
立場から相談を受け、一緒に考えます。
d／e就学前から高校生の障害児の
保護者／各１人（申込順）
j／i基幹相談支援センターえぽっ
くp042－452－0075▲

障害福祉課np042－420－2805

多者協働のまちづくり事業
「なくしたい！子ども・若者の生
きづらさ」
11月13日㈯
午後１時30分～４時30分
田無第二庁舎４階

　地域の子どもと大人のほどよいつな
がりに必要なことについてお話とワー
クから学び合います。
d／e内容に関心のある団体（在勤・
在学）、市民（在勤（自営業・企業）・在
学・行政職員など）／30人
f越智創さん（NPO法人日本ピースス
マイル協会代表）
i10月30日㈯までに、メールで住所・
氏
ふ り が な

名・電話番号・団体名を明記してjへ
j市民協働推進センターゆめこらぼ
p042－497－6950・myumeco
llabo@ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

多摩六都フェア
「多摩北部５市美術家展」

11月16日㈫～21日㈰
午前10時～午後５時（最終日は４時まで）
東村山市立中央公民館

　圏域５市（小平・東村山・清瀬・東
久留米・西東京市）を代表する著名な
美術家の展覧会です。
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議会
j東村山市立中央公民館
　p042－395－7511▲

企画政策課np042－460－9800

文化庁補助事業
西東京市「子供たちのための
伝統文化の体験機会回復事業」
11月20日㈯・21日㈰・23日㈷
コール田無

　市内で長年にわたり活動をしている
伝統芸能保持者や専門家とともに、華
道・茶道・日本舞踊・和装・琴・日本
かつらなどの、伝統文化を体験してみ
ませんか。
d未就学児（保護者同伴で４歳以上）、
小・中・高校生、保護者
※教育に携わる方も参加可
i詳細は、jへお問い合わせください。
j西東京市伝統文化を活かした地域
活性化事業実行委員会
　p090－1506－0630
　mnextone.manager@gmail.com▲

文化振興課np042－420－2817

※オンライン開催事業は、通信機器とインターネットへの接続環境が必要です。

　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・変更となっている可
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。

西東京市くらしヘルパー
養成研修（全２日）

11月20日㈯・21日㈰
午前９時～午後５時
田無庁舎５階

　訪問介護の仕事をするための基礎研
修です。　※市独自基準の訪問サービ
ス（家事援助のみ）の従事資格が取得可
d／e高齢者への家事援助の仕事に
従事する意欲のある18歳以上の方（高
校生を除く）／10人（申込順）
i電話・はがき・メール・専用申込書

（市kより）で、住所・氏
ふりがな

名・生年月日・
職業・電話番号・受講動機を〒188－
8666市役所高齢者支援課地域支援係へ
※詳細は市kまたは下記へ▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

市民体力づくり教室
井の頭公園ウオーキング
～秋満開の武蔵野路を満喫しよう～
11月21日㈰　午前９時
集合：田無駅北口ペデストリアンデッキ
※荒天時23日㈷

□コース　田無駅－（青梅街道経由）東
伏見神社－（石神井川経由）下野谷遺跡
－武蔵関公園－千川上水－成蹊大学

（ケヤキ並木経由）－井の頭恩賜公園
（約7.0㎞）
d／e在住・在勤・在学の小学生以上

（小学生は保護者同伴）／30人（申込順）
h雨具・タオル・飲み物・マスク・筆記用具など

i11月１日㈪（必着）までに、往復はが
きで参加者全員の住所･氏名･年齢・電
話番号を明記し〒188－8666市役所
スポーツ振興課「井の頭公園ウオーキ
ング」係へ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

2021くらしフェスタ西東京市
あしたのためにくらしを考える
自然の素材でつくるクリスマスリース
11月21日㈰　
①午前10時　②午後１時
集合：西原自然公園　※雨天中止

　自然の木の実を使って世界にひとつ
だけのリースを作りませんか。
d在住・在学の小学生と保護者
e各12組（申込多数は抽選）
i10月29日㈮（必着）までに、はがき・
メールで住所・氏

ふ り が な

名・電話番号・希望す
る時間（①または②）を明記し〒188－
8666市役所協働コミュニティ課へ
※結果は11月10日㈬ごろ通知
□企画・運営　消費生活展実行委員会▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

□申込開始　10月18日㈪午前８時30分（★印は、10月４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 10月27日㈬・28日㈭、11月５日㈮　午前９時～正午
11月２日㈫・５日㈮・９日㈫　午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★10月26日㈫ 午前９時～11時30分
11月４日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 11月４日㈭・10日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面 11月11日㈭ 午後１時30分～４時30分
11月26日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話・対面 11月９日㈫ 午前９時～正午
11月18日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 11月18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 12月13日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 電話・対面 ★11月10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 ★11月12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。

西原自然公園
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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。

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。

市内のパブリックアートを楽しむ
「街角アートみーるVol.２」

11月23日㈷
午前10時30分～正午
西武柳沢駅南口周辺
集合：柳沢公民館

　市内にあるパブリックアートから感
じたこと、思ったことを言葉にしなが
ら鑑賞してみませんか。
d在住・在勤・在学で、小学生以上の方
（乳児同伴可）
e18人（申込多数は抽選）
i11月10日㈬（必着）までに、はがき・
メールで氏

ふりがな

名・年齢・小中学生は学年・
住所・電話番号を〒188－8666市役所
文化振興課へ
※会話や移動にお手伝いが必要な方は、
申込の際にお知らせください。
※詳細は市k・市内公共施設で配布
するチラシをご覧ください。▲

文化振興課np042－420－2817
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

セミナー＆相談会
パートタイマーの日頃の疑問
に答えます！
～法律から労働保険・社会保険、税金まで～

①11月24日㈬　②29日㈪
午後１時30分～３時30分
国分寺労政会館

c①パートタイマーで働く人のための
法律…就職から労働契約の更新・終了まで

②パートタイマーと労働保険・社会保険、
税金…各種保険制度・税金のポイント
d／eパートタイムで働いている方、
テーマに関心のある方／各50人（申込順）
※各回終了後、相談会あり
f田島ひとみさん（社会保険労務士）
i電話・ファクス・jのkから

j東京都労働相談情報センター国分
寺事務所p042－323－8511
l042－323－8512

TOKYOはたらくネット▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

2021ボッチャ多摩六都カップ
12月４日㈯　午後０時45分
東村山市民スポーツセンター

d小平・東村山・清瀬・東久留米・西
東京市のいずれかに在住・在勤・在学
している３人以上で構成されたチーム
e20チーム（西東京市からは４チーム）
（申込多数は抽選）
□競技方法　３人１チームの団体戦
i11月12日㈮（必着）までに、〒188－
8666市役所スポーツ振興課へ郵送・
メールまたは持参（田無第二庁舎５階）
※詳細は市kをご覧ください。▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

コンサートなどの会場係ボランティアを募集
　文化芸術活動を支える会場係ボラ
ンティアを募集します。まずは、保
谷こもれびホールでの３公演の会場
係ボランティアを体験してみません
か。当日は、ホールスタッフなどが
サポートします。初めての方も安心
して活動できます。
□活動日時
①こもれび映画会「いわさきちひろ
～27歳の旅立ち～」
a11月20日㈯● 午前10時～午後
１時30分　●午後１時～４時30分
②東儀秀樹 with Special Guest 溝口
肇 Concert
a12月12日㈰午後０時30分～４時30
分　※開場前にボランティア研修あり

③こもれびピースフル・クリスマス

コンサート
a12月19日㈰午後０時30分～４時30分
□活動内容
　検温・手指消毒・もぎり目視・場
内監視・客席消毒など（無報酬）
d在住・在学・在勤の高校生以上
※３公演全てに参加できない方も可
e10人程度（申込順）
i10月29日㈮（必着）までに、はが
き･メール・ファクスで、件名「会場
係ボランティア募集」・住所・氏

ふりがな

名・
年齢・性別・電話番号・ファクス番
号・メールアドレス・参加可能公演を
〒188－8666市役所文化振興課へ▲

文化振興課np042－420－2817
　l042－420－2893
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

全編生解説プラネタリウム
「縄文の北極星を探して　星降るムラのタイムトラベル」

ナビ多摩六都科学館

　縄文時代のムラで「北の目印」北極
星を探して、現代の星空との違いを
見つけましょう。約45分間
a11月28日㈰まで

●㈬を除く平日：午後３時50分から

●㈬・㈯・㈰・㈷：午後１時10分・
３時50分　※10日（水）は３時50
分のみ

e110席
※小学２年生以下は保護者同伴
g観覧付入館券（展示室＋プラネタ
リウムを１回）1,040円（小人420円）
※当日開館時から販売（先着）
□協力　西東京市教育委員会ほか

b・j多摩六都科学館
　p042－469－6100
※休館日：10月18日㈪・25日㈪

□Handsome Mama Festa2021
a／b10月26日㈫午前10時～午後３時30分／アスタセンターコート
c販売・体験・展示など15ブースが出展します。日々努力を重ね作り上げ
た商品・サービスをご覧ください。出展者情報は専用kをご覧ください。

※オンライン講座は、各自通信機器とインターネットへの接続環境が必要です。
※11月25日㈭、12月９日㈭の講座はオンライン開催になる場合があります。
i右記専用kから▲
産業振興課np042－420－2819

□11・12月のセミナー
内容 日時 方法・場所

創業基礎講座
起業の「種」を育てよう
e10人（申込順）

11月25日㈭

午前10時
～正午

田無第二庁舎５階

創業アドバンス講座
女性個人事業主のための
やさしい税務の話
e20人（申込順）

12月７日㈫ オンライン（Zoom）

交流プログラム
集まる力・つながる力　
ハンサムママ交流会
e15人（申込順）

12月９日㈭ 午前10時
～11時30分 田無第二庁舎４階

ハンサムMamaプロジェクト
西東京市女性の働き方サポート推進事業

西東京市　ハンサム・ママ

※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。

東京都最低賃金の引き上げ
　東京都最低賃金は、10月１日から
時間額1,041円に改正されました。都
内で働く全ての労働者に適用されます。
j東京労働局賃金課
　p03－3512－1614

　お近くの行政相談委員・苦情110番
であるj（kも可）へご相談ください。
c道路・社会福祉・医療保険・郵便など

j行政苦情110番
　p0570－090110
❖行政相談委員制度60周年パネル展
a10月18日㈪午前10時～午後４時

10月18日㈪～24日㈰は
行政相談週間

b新宿駅西口広場
j総務省東京行政評価事務所
　p03－5331－1752

a10月20日㈬・21日㈭・30日㈯、11月１
日㈪・９日㈫・22日㈪午前10時～午後１時
bアスタセンターコート
cアドバイザーによる１対１の相談
dスマートフォンなどのデジタル機器
の利用に関して疑問や不安のある60
歳以上の都民
j東京都スマートフォン普及啓発事業
事務局
　p03－3804－3381
　（平日午前９時～午後５時）

高齢者のための
スマートフォン相談会

11月12日㈮〜25日㈭は女性に対する暴力をなくす運動期間です

パリテ講演会・パネル展示

□講演会「コロナ流行によって顕在
化した日本社会における男女格差
～家庭や職場での問題が生活やココ
ロに及ぼした影響と今後の課題～」
　コロナ禍でDV被害が懸念される
中、肩の力を抜いた生き方のすすめ
をお話しいただきます。
a11月16日㈫午前10時30分～正午
Zoomによるオンライン開催
e50人程度（申込順）
f坪内暁子さん（医学研究科・助教）
i10月15日㈮午前９時から、市k

の申込フォーム・メールで件名を「パ
リテ講演会」・住所・氏名・電話番号・
参加時のニックネームを下記へ
□展示「デートDV防止パネル・パー
プルリボンタペストリー」
a11月15日㈪～25日㈭
b住吉会館ルピナス
※詳細は市kをご覧ください▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.nishi
tokyo.lg.jp 市k

ENJOYニュースポーツ2021（後期）
　東京2020大会で日本人選手がメ
ダルを獲得した「ボッチャ」などの
ニュースポーツをします。
a／b10月31日㈰・11月28日㈰・
12月26日㈰・令和４年１月30日㈰・
２月27日㈰
午前９時30分～11時（受付：９時
20分）／きらっと

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）
e各20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各２週間前の㈪から電話で下記へ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

市k

　「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。



※（　）は先月比
　【　】は外国人
         住民総 人 口

西東京市の
人口と世帯

住民登録：令和３年10月１日現在

男 ／10万23人 （-  15）【2,305人】
女 ／10万5,920人（-    9）【2,375人】

人口 ／20万5,943人（-  24）【4,680人】
世帯 ／10万477 （-  29）【2,663】20万5,943人（-24）

市民の皆様へ

新型コロナワクチン接種のお知らせ接種無料 対象：クーポン券（接種券）をお持ちで、
　　  接種を希望する方（12歳以上）

「重複予約」にご注意ください。

防衛省・東京都が運営する大規模接種会場
● 自衛隊 東京大規模接種センター専用
　お問い合わせ・予約窓口
p0570－056－730

防衛省k

● 東京都ワクチン接種会場
　コールセンター
p0570－034－899

東京都k

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。

東京都新型コロナウイルスワクチン
副反応相談センター 　

p03－6258－5802
a24時間対応（㈯・㈰・㈷）を含む毎日
c接種後に副反応の症状が見られる
場合の相談

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㈪～㈯午前８時30分～午後７時
　※㈷・㉁を除く

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・その他お困り事
b田無庁舎２階、防災・保谷保健福
祉総合センター４階

【ファイザー社製】診療所・クリニック
　国からのファイザー社製ワクチンの供給減に伴い、今後の供給量が見
通せないことから、10月以降の新規予約については、特段の状況変化
がない限り、いったん終了しております。
※９月30日までに１回目の接種を受けた方は、同診療所・クリニック
で２回目の接種を受けることができます。

クーポン券（接種券）が必要です。１回目の接種は接種会場では予約できません。

電話で予約
p03－5369－3904（通話料有料）
a㈪～㈯午前８時30分～午後７時 ※㈷・㉁を除く

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

24時間受付

集団接種 午後の接種分は、接種当日の正午まで予約できます。
〈武田／モデルナ社製〉

●西東京市役所田無庁舎
●エコプラザ西東京
●西東京いこいの森公園
※２回目接種は４週間後
※10月30日㈯１回目の

接種終了予定

〈ファイザー社製〉
● 佐々総合病院　 ● 保谷厚生病院
● 西東京中央総合病院　 ● 田無病院
※２回目接種は３週間後

集団接種・市内５病院での予約受付中　１回目の接種は間もなく終了しますので、ご希望の方はお早めにご予約ください
※会場ごとにワクチンの種類が異なります。ただし、９月30日までに１回目の接種を終えた方は、２回目の接種も１回目と同会場でファイザー社製となります。
※特別な事情により１回目の接種を受けられなかった方、新たに12歳になる方の接種については、11月１日号でお知らせする予定です。

２回目は３週間または４週間後の◦同じ曜日 ◦同時刻 ◦同会場となります。●接種会場で２回目の予約：

ワクチンの特徴
詳細は、厚生労働省kをご覧ください。

武田／モデルナ社製 ファイザー社製

市内５病院

　都および市では、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に水道料金・
下水道料金のお支払いが困難な方に対し猶予を行っており、支援継続のため新
規受付期間を延長します。
d新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水
道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方　※法人・個人どちらも対象
□受付期間　令和４年３月31日㈭まで

□猶予期間　申し出日から最長１年間

※既に支払いの猶予を受けている方は、受けている猶予分を完済すれば、再度
猶予を受けることができます。
i電話でjへ
j東京都水道局多摩お客様センターp0570−091−101（ナビダイヤル）
※ナビダイヤルをご利用できない場合p042−548−5110▲

下水道課op042−438−4058

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う下水道料金などの支払い猶予の受付期間延長

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年度８月分の介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）処理の誤り
により、約4万2,000人の方の介護保険料について、本来の額と異なる額を
差し引いてしまいました。また、同年10月には、納付書をお送りしていな
い99人の方に誤って督促状を発送してしまいました。
　特別徴収処理の誤りにより生じた過不足額につきまして、対象となる皆様
には、ご納付または還付の手続にご協力いただき、誠にありがとうございま
した。
　まだ、手続がお済みでない方も数名いらっしゃいますので、今後も引き続
き丁寧に対応してまいります。
　本件について、ご不明な点がありましたら、お手数をおかけしますが、下
記担当へご確認ください。▲

高齢者支援課n p042−420−2814

　　　　　 「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。

【集団接種・市内５病院の予約方法】

　令和２年８月に、市の事務処理の誤りにより約４万2,000人の方の介護保険料
の特別徴収額を誤り、また、同年10月には誤って督促状を発送するなど、大変多
くの皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを改めて心よりお詫び申し上げま
す。誠に申し訳ございませんでした。
　対象となる皆様方には、ご理解を賜り、手続にご協力いただきましたことに深
く感謝いたします。市といたしましては、最後のお一人まで引き続き誠意をもっ
て丁寧に対応してまいる所存です。
　なお、市政に対する市民の皆様との信頼関係を損ねる結果となったことに対し、
改めてその責任を明らかにするため、令和３年10月１日から同年12月31日までの
間、私の給料月額を50％減額することといたしました。
　今後、このような事態を二度と起こすことのないよう、私をはじめ、職員一丸
となり、皆様からの信頼の回復に向け、誠心誠意取り組んでまいります。

〈ファイザー社製〉
●ひばりが丘パルコ ワクチン接種会場
●田無アスタ ワクチン接種会場
※２回目接種は３週間後
※11月６日㈯１回目の接種終了予定

〈武田／モデルナ社製〉
● 武蔵野徳洲会病院
※２回目接種は４週間後

8 令和３年（2021年）10月15日号広報
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。
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