
リサイクル（再利用）してごみの削減に

　市では、「自然とふれあいを皆で大切に育む　すごしやすい安心なまち　西東京」を環境の将来像として掲げています。
　このたび、㈱セブン‐イレブン・ジャパンと締結した「資源循環に係る協定」に基づき、ごみの削減・資源の有効利用
を進めるため、11月18日㈭午後２時からペットボトル回収機の運用を始めます。
　また、回収に当たっては、西東京市清掃事業協同組合、東多摩再資源化事業協同組合にご協力いただきます。
　回収したペットボトルは、再生100％ペットボトルとなります。リサイクル推進のため、ぜひご利用ください。▲

ごみ減量推進課p042−438−4043

市内のセブン-イレブンにペットボトル回収機を設置

利
用
方
法

地球にやさしい選択をしていこう地球にやさしい選択をしていこう
11月18日㈭午後２時から

一斉開始
市内27カ所

※設置場所は市kへ

●廃プラスチックの削減とリサイクル促進
●nanaco（ナナコ）ポイントがついてお得
※投入前にnanacoをかざすと、５本で１ポイントを付与
５本に満たない場合は、５本に達した時点で１ポイント

ポイン
ト

再生100％ペットボトルは、
CO2排出量の削減に
つながって
地球にやさしい

●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、11月15日㈪〜30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 . 517
令和３年（2021年）11月15日号

151 1ⓒ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

基本的対策徹底期間 ３密の回避や大人数での会食を控えるなど、
基本的な感染防止策を行いましょう。11月30日㈫まで

①キャップをとり、ラベルをはがす
②中を軽くすすぎ、水をきる
注意：つぶさないでください

左記のようなペットボトルマークがついた
２ℓまでの無色透明なもの
※112㎖の乳飲料が入ったペットボトルは回収可
※色つき、汚れたペットボトルは回収不可

回収できるペットボトル

～「ちきゅうおんだんか」　「にさんかたんそ」　「くーるちょいす」を学びました～出前講座の様子
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削減
みんなで一緒に地球にやさしい選択
＝「COOL（クール）CHOICE（チョイス）」をしよう
次世代を担う子どもたちに、環境について遊びながら学べる本を作成
　市では、地球の環境を良くしていこうとする心を子どもの頃から育み、将来の自然環境を変えて
いく大きな力となるよう、子どもたちに向けた環境学習の取組を進めています。
　その一環として、作成した本を使って、市内の保育園・幼稚園の子どもたちと遊びながら環境学
習を行いました。

▲

環境保全課p042−438−4042

市職員が「シロクマ」・「ペンギン」
にふんして登場

最後に、「クールチョイス
西東京市」をプレゼント。
シールを貼ったり、めくっ
て遊びながら学ぶことがで
きます。

地球をたすけるため、「シロクマ」
「ペンギン」が暑くならないために
はどうしたらいいか考えました。

自宅などで作業してください 画面の案内に従ってくださいペットボトル回収機の操作方法

②スタートを押す ③１本ずつ投入口の
左端に飲み口がくる
ように入れる

①ポイントカード（ス
マートフォンなども対
応可）を読み込ませる
※nanacoがなくても
ご利用できます。

④「終了」を押して、「最初の画面に戻る」を押す詳しい利用方法は動画を
ご覧ください ➡

子どもたちは環境クイズにも積極的に参加



2 令和３年（2021年）11月15日号広報

　庁舎の電気設備点検に伴い、11月
23日㈷は終日、公共施設予約管理シ
ステムの次の機能が利用できなくな
ります。ご理解とご協力をお願いし
ます。
●ロビー端末の利用
※スポーツ施設３館（スポーツセン
ター・総合体育館・きらっと）に配置
しているロビー端末は利用可
●施設利用料金の入金
　有料施設を利用する方で、利用料
金の支払期限が11月23日㈷となっ
ている方は、スポーツ施設３館およ
び保谷こもれびホールを除き11月
22日㈪までに各施設の営業日に入金
をお願いします（入金に関するお問い
合わせは各利用施設へ）。
※コール田無は11月21日㈰まで▲

情報推進課np042－460－9806

公共施設予約管理システムの
一部機能が利用できません

11月23日㈷

証明書コンビニ交付サービス停止
届け出・税・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。
　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。
a11月29日㈪〜30日㈫終日
d市内外の全ての店舗
□停止する証明書
　全ての証明書（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

コンビニエンスストアでマイナンバー
記載の住民票が取得できます
　12月１日㈬から、証明書コンビニ
交付サービスにてマイナンバー（個人
番号）記載の住民票を取得できるよう

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

になります。
※マイナンバー（個人番号）記載の住民
票は使用目的などが法律により限定さ
れています。事前に提出先にご確認く
ださい。
a午前６時30分〜午後11時（年末年
始およびメンテナンス時を除く）
d当市に住民登録があり、利用者証
明用電子証明書が搭載されているマイ
ナンバーカード（個人番号カード）を所
有している方▲

市民課np042－460－9820
	 op042－438－4020

償却資産申告書の送付
　事業用資産を所有している方に、毎
年１月１日（賦課期日）現在所有してい
る資産の申告をお願いしています。令
和４年度の償却資産申告書を12月上
旬までに送付しますので、令和４年１
月24日㈪までの申告にご協力くださ
い。　※地方税法上の申告期限は１月
31日㈪まで

　事業用資産を所有している方で、申
告書が届かない場合は、下記へご連絡
ください。
□申告方法　
●郵送（〒188－8666市役所資産税課）
●持参（田無庁舎４階）など▲

資産税課np042－460－9830

11月30日は「年金の日」
「ねんきんネット」をご活用ください
　厚生労働省では、「ねんきんネット」
などを活用しながら、高齢期の生活設
計に思いをめぐらせていただく日とし
て、11月30日（いいみらい）を「年金
の日」としています。
□ねんきんネット
　パソコンやスマートフォンからご自
身の年金記録を確認できます。
●将来の年金見込額の試算
●電子版「ねんきん定期便」の閲覧
●受給に関する各種通知書の確認	など
※マイナポータルまたは日本年金機構k
からログインしてご利用ください。
※詳細は日本年金機構のkへ
j ●ねんきんネット
　p0570－058－555
　（050から始まる電話
　p03－6700－1144）
●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

一時保育利用登録更新
子育て

　令和４年度以降も一時保育の継続を
希望する方は更新手続が必要です。
□受付期間
　令和４年１月４日㈫〜14日㈮
□手続が必要な方　12月28日㈫まで
に登録した方（１月４日㈫以降に登録
する方は手続不要）
□提出書類　●一時保育利用登録申請
書　●児童連絡票　●食事アンケート
●食物アレルギー生活管理指導表（食
物アレルギーのある児童のみ）
□配布・提出場所　一時保育実施保育
園・保育課（田無第二庁舎２階）
※登録済みの方への事前告知送付はあ
りません。更新書類の提出がない場合
は令和４年４月１日㈮以降の利用がで
きませんのでご注意ください。
※更新登録証は現在使用中のものと同
じ番号になります。更新した方はその
ままお使いください。登録証を紛失し
た方は下記へご連絡ください。▲

保育課np042－460－9842

令和４年度「きらっと」文化活動団体
を対象とした事前調整会議

文化・スポーツ

　南町スポーツ・文化交流センター「き
らっと」で、展示会などにより連続利
用を行う文化活動団体を対象に、事前
調整会議を行います。
a11月26日㈮午後６時30分
※当日、直接会場へ
b・jきらっとp042－451－0555▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

令和４年度スポーツ施設の事前利用申請
□対象事業　市内で活動するスポーツ
団体などが主催する広く市民を対象と
するスポーツ大会など

i12月３日㈮〜22日㈬に、各施設の
空き状況をjへ確認のうえ、スポー
ツセンター・総合体育館・きらっとの
窓口へ申請してください。
※申込順ではなく、提出書類などによ
り決定するため、受付締切後１カ月程
度かかります（内容によりお断りする
場合あり）。
※令和４年２月２日㈬以降は申込順で
受け付けます。

連 絡 帳
市からの □提出書類　①事前申請願（指定様式）

②施設使用に関する添付資料（指定様
式）　③事業の要項　④事業の収支見
積書（参加料を徴収する場合のみ）　⑤団
体の令和３年度事業報告書（申請時の
予定で可）　⑥団体の令和３年度決算
書（会計担当者の署名が必要。申請時
の見込みで可）
※社会教育団体・青少年健全育成団体
または令和元年〜３年度に市内スポー
ツ施設での大会実績がある団体は①〜
④のみ提出してください。
□指定様式　市kからダウンロード、
スポーツセンター・総合体育館・きらっ
との窓口で配布
jスポーツセンターp042－425－0505▲

スポーツ振興課np042－420－2818

図書館全館休館とホームページ
などのサービス停止

くらし
11月23日㈷

　庁舎の電気設備点検のため、11月
23日㈷は全館休館します。また、図書
館k、メール送受信サービス、各図
書サービスも停止します。ご理解とご
協力をお願いします。
　なお、毎月第３㈮は休館日ですが、
11月19日㈮は開館します（中央臨時窓
口・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館）。▲

中央図書館臨時窓口
　p042－465－0823

市職員（令和４年４月１日付採用） 
募集

□試験区分　保健師Ⅰ類
□試験日（第１次試験）　
　令和４年１月８日㈯
□人数　若干名
□受験資格　昭和56年４月２日以降生
まれで、保健師の免許をお持ちの方
□試験案内　12月14日㈫まで職員課
（田無庁舎５階）・市kで配布
i12月14日㈫（消印有効）まで
※詳細は市k・試験案内で必ず確認
してください。▲

職員課np042－460－9813

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。

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給者 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者

０人 192万円 236万円
１人 230万円 274万円
２人 268万円 312万円
３人 306万円 350万円

所得制限限度額への加算
４人以上 １人につき　38万円 １人につき　38万円
16〜19歳未満の
控除対象扶養親族および
特定扶養親族

１人につき　15万円 ０円

老人扶養親族 １人につき　10万円 	１人につき　６万円※
※老人扶養のみの場合は２人目から

※所得…給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費
を差し引いた額	 	 	
※離婚などで養育費を受け取っている方は、受け取った養育費の８割を所得に加算

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 制 度
　受給要件に該当するひとり親家庭な
どに対して、保険診療でかかった医療
費の自己負担分を助成します（課税状
況により一部負担金あり）。新規申請後、
受給資格が認定された方には、親医療
証を交付します。次の受給要件に該当
し、まだ申請していない方は、子育て
支援課（田無第二庁舎２階）で申請手続
をしてください。
d次のいずれかに該当する児童を養
育する父、母または養育者
●父母が離婚　●父または母が死亡ま
たは生死不明　●父または母に重度の
障害がある　●婚姻によらない出生など

※そのほかの受給要件、必要書類など
の詳細はお問い合わせください。

□助成対象外
　次の状態にある場合は、ひとり親家
庭などであっても親医療費助成制度の
対象外です。
●医療保険未加入　●申請者または扶
養義務者の所得が限度額以上（右表参
照）　●生活保護受給　●児童が医療
費の自己負担分のない施設に措置によ
り入所している▲

子育て支援課np042－460－9840

□ひとり親家庭等医療費助成制度所得制限限度額表

ねんきんネット
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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）11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。

①縦覧・閲覧期間
a11月26日㈮〜12月10日㈮
午前９時30分〜午後４時30分　
※㈯・㈰を除く
□縦覧場所
● 西東京市みどり環境部環境保全課
（エコプラザ西東京）

● 東京都環境局総務部環境政策課 
（東京都庁第二本庁舎）

● 東京都多摩環境事務所管理課
　（東京都立川合同庁舎）

● 杉並区環境部環境課
● 練馬区環境部環境課
□閲覧場所
● 東伏見ふれあいプラザ
● 西東京市まちづくり部交通課
　（保谷東分庁舎）
j東京都環境局総務部環境政策課
　p03−5388−3406▲

環境保全課p042−438−4042

「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体
交差事業」に係る環境影響評価書の縦覧・閲覧

■市議会定例会
　第４回定例会は12月３日㈮から開
催する予定です。
　詳細が決まり次第、市議会kでお
知らせします。請願・陳情の提出期限
などは、お問い合わせください。▲

議会事務局np042−460−9861

■行財政改革推進委員会
a11月17日㈬午後１時30分
b田無庁舎３階
c委員委嘱・令和２年度の取組報告
e５人
■総合教育会議
a11月22日㈪午前10時
b田無庁舎４階
c教育に関する協議・調整
e10人
■総合計画策定審議会
a11月25日㈭午前10時
b田無庁舎３階
c第３次総合計画策定に向けての
基本方針の検討
e５人
■使用料等審議会
a11月26日㈮午後２時
b田無庁舎３階
c使用料などに関わる協議
e５人▲

企画政策課np042−460−9800

■青少年問題協議会
a11月18日㈭午前９時
b田無庁舎５階
c／e今期の会議運営／５人▲

子育て支援課np042−460−9841

■下水道審議会
a11月18日㈭午後３時45分
b田無庁舎３階
c／e下水道事業／３人▲

下水道課op042−438−4058

■都市計画審議会
a11月19日㈮午前10時
b田無庁舎４階
c／e西東京都市計画生産緑地地
区の変更ほか／５人▲

都市計画課op042−438−4050

審議会など

■緑化審議会
a11月24日㈬午後２時
b住吉会館ルピナス
c下保谷四丁目特別緑地保全地区
の保全活用など

e５人▲

みどり公園課p042−438−4045

■図書館協議会
a11月25日㈭午後２時
b田無第二庁舎５階
c／e図書館事業評価ほか／３人▲

中央図書館p042−465−0823

■社会教育委員の会議
a11月26日㈮午後２時
b田無第二庁舎４階
c／e活動内容の検討／２人▲

社会教育課np042−420−2831

■文化財保護審議会
a11月30日㈫午前10時
b田無第二庁舎３階
c／e西東京市の文化財保護／５人▲

社会教育課np042−420−2832

■地域自立支援協議会地域生活支援
拠点等整備作業部会
a11月30日㈫午後１時30分
b田無第二庁舎３階
c西東京市が目指す地域生活支援
拠点など

e５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

□申込開始　11月18日㈭午前８時30分（★印は、11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
11月25日㈭、12月３日㈮・９日㈭・10日㈮
午前９時〜正午 
11月26日㈮、12月１日㈬・７日㈫
午後１時30分〜４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★11月30日㈫ 午前９時〜11時30分
12月２日㈭ 午後１時30分〜４時

税務相談 電話・対面 12月２日㈭・８日㈬ 午前９時〜正午

不動産相談 電話・対面 12月９日㈭ 午後１時30分〜４時30分
12月24日㈮ 午前９時〜正午

登記相談 電話・対面 12月１日㈬ 午前９時〜正午
12月16日㈭ 午後１時30分〜４時30分

表示登記相談 電話・対面 12月16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 ※12月15日号でお知らせします。
相続・遺言・
成年後見等手続相談 電話・対面 ★12月10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。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、素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　西東京市国土強靭化地域計画（素案）　
 

▲

危機管理課op042−438−4010

策定趣旨
　事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を総合的な取
組として計画的に実施し、強

きょうじん

靭な地域づくりを推進していくた
めに、西東京市国土強靭化地域計画を策定します。

閲覧方法 12月１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 12月１日㈬〜令和４年１月４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）
結果の公表 令和４年３月（予定）

旧保谷庁舎解体工事
市政

　旧保谷庁舎の解体工事を行っていま
す。工事中の音や工事車両の出入りな
どでご迷惑をお掛けしますが、安全を
第一に作業を行っています。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。▲

総務課op042−438−4001

田無庁舎空調設備改修工事
　老朽化した田無庁舎の空調設備を、
令和３年11月から令和５年度末にかけ
て改修します。実施期間中は庁舎をご
利用の方々へご迷惑をお掛けしますが、
安全を第一に作業を行ってまいります。
皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。▲

総務課np042−460−9812

市公式SNS
（ツイッター＆フェイスブック）

❖フェイスブック（Facebook）
　市内のイベントや市政情報（取組など）、パ
ブリックコメント、選挙情報などを主に配信
します。
□フェイスブックページ名　「西東京市」

※いずれも「安全・安心いーなメール」と連動し、防災情報もリアルタイムに
届きます。右記QRコードから、ぜひご登録ください。▲

秘書広報課n p042−460−9804

❖ツイッター（Twitter）
　市kに掲載したコンテンツの表題や概要、
リンクの情報などを主に配信します。
□ユーザー名　@koho_nishitokyo

旬の情報を発信！

　市では、動画での情報発信ツール
として、西東京市動画チャンネル

（YouTube）を運用しています。
　市の取組や市長メッセージ、西東
京市PR親善大使からのメッセージ
などのほか、イベント情報や子育て
に役立つ情報、新型コロナウイルス
感染症予防に関する啓発動画などを
公開しています。

　ぜひご覧ください。
※YouTube（ユーチューブ）とは、パ
ソコンやスマートフォンなどから、動
画を閲覧することができる動画共有
サービスです。
□アカウント名　
　西東京市動画チャンネル▲

秘書広報課n
　p042−460−9804

西東京市動画チャンネル（YouTube）で動画公開中！
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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。

（7）ラスパイレス指数
　国家公務員の給与を100とした場合の、地方公務員の給与水準を指数で示したも
ので、一般行政職の学歴別・経験年数別に平均給与額を比較した場合の総合的な給
与水準です。当市における一般行政職の給与水準は、令和２年４月１日現在で
98.9（前年は100.0）となっています。

（8）定員適正化計画
　西東京市第４次行財政改革大綱に基づき、令和２年４月に第５次定員適正化計画
を策定し、引き続き定員適正化に取り組み、効率的な行政運営を目指します。

（1）人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本

台帳人口 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費比率
（B/A）

（参考）元年度
人件費比率

２年度 206,067人 99,594,471
千円

1,865,829
千円

10,625,449
千円 10.7% 14.4%

※人口は、令和３年３月31日現在の人数です。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数（A）
給与費 １人当たり

給与費（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

２年度 948人 3,392,951
千円

1,201,582
千円

1,532,889
千円

6,127,422
千円 6,464千円

※職員手当には、退職手当は含みません。
※職員数は、令和２年４月１日現在の人数です。

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
西東京市 306,047円 437,495円 40.9歳 302,322円 364,729円 56.1歳
東京都 315,489円 463,399円 41.9歳 290,644円 393,826円 50.4歳

※「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当・地域手当・住居手当・

時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

（４）職員の初任給の状況� （令和３年４月１日現在）

区分 西東京市 東京都 国 

一般行政職
大学卒 183,700円 183,700円

総合職 186,700円
一般職 182,200円

高校卒 145,600円 145,600円 150,600円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況� （令和３年４月１日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 257,438円 304,089円 353,400円
高校卒 221,925円 248,800円 293,700円

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年
数です。

※中途採用者は採用以前の前歴を換算し、加味したものです。
※経験年数に該当職員がいない場合、その階層に加えて近似の階層も含み、平均を

算出します。
※技能労務職は、少人数のため表示していません。

（６）一般行政職の級別職員数の状況� （令和３年４月１日現在）

区分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計
標準的な
職務内容 部長 部次長・課長 課長補佐・係長 主任 主事

職員数（人） 20 51 184 120 287 662
構成比（％） 3.0 7.7 27.8 18.1 43.4 100.0

１年前構成比（％） 2.6 8.3 26.1 20.1 42.9 100.0
５年前構成比（％） 2.9 8.3 30.6 13.9 44.3 100.0

（9）職員手当の状況
区分 西東京市 国

期末手当・
勤勉手当
(２年度)

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
６月期 1.30月分

（0.725月分）
1.025月分

（0.5月分） ６月期 1.30月分
（0.725月分）

0.95月分
（0.45月分）

12月期 1.20月分
（0.675月分）

1.025月分
（0.5月分） 12月期 1.25月分

（0.725月分）
0.95月分

（0.45月分）
計 4.55月分（2.4月分） 計 4.45月分（2.35月分）

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

（　）は再任用職員に係る支給割合

退職手当

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.00月分 23.00月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 30.50月分 30.50月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 43.00月分 43.00月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 43.00月分 43.00月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分
そのほかの加算措置：定年前早期
退職特例措置（２～20％加算）

そのほかの加算措置：定年前早期退職
特例措置（２～45％加算）

特殊
勤務手当

（２年度）

区分 西東京市
全職種

支給職員１人当たり平均支給年額 7,500円
職員全体に占める手当支給職員の割合 １%
手当の種類（手当数） ４

代表的な手当の名称 支給額の多い手当 犬猫等死体処理手当支給対象職員の多い手当

時間外
勤務手当

（２年度）

支給総額 479,504千円 地域手当
（３年
４月１日

現在）

支給対象地域 全市域
支給率 15.0%
支給対象職員数 1,046人

職員
１人当たり
支給年額

500千円
国の制度（支給率） 15.0%
支給対象職員１人当たり
平均支給年額（２年度） 553,136円

西東京市の制度 国の制度

扶養手当
子 9,000円 子 10,000円
その他扶養親族 6,000円 その他扶養親族 6,500円
特定期間の加算 4,000円 特定期間の加算 5,000円

住居手当 年度末年齢35歳未満の借家・
借間居住者である世帯主等 15,000円 賃貸住宅　支給限度額 28,000円

通勤手当 交通機関 １カ月当たりの支給限度額 55,000円 交通機関 １カ月当たりの支給限度額 55,000円
交通用具　通勤距離に応じて支給 交通用具　通勤距離に応じて支給

（10）特別職の報酬などの状況� （令和３年４月１日現在）

区分 給料月額など

市長

給料

990,000円

期末手当

副市長 877,000円 （２年度支給割合）
教育長 778,000円 ６月期　 2.025月分
常勤監査委員 679,000円 12月期　 2.175月分
議長

報酬
627,000円 計　     4.2月分

副議長 561,000円
議員 528,000円
※期末手当に関して、加算措置（20％）があります。

（11）部門別職員数の状況と主な増減理由
区分 職員数（人） 対前年増減数

（人） 主な増減理由部門 元年度 ２年度

一般行政部門

議会 11 11 ０
総務 204 218 14 業務増
税務 70 68 ▲ ２ その他
労働 １ １ ０
農水 ４ ４ ０
商工 ５ ５ ０
土木 91 86 ▲ ５ 事務の統廃合縮小
民生 364 367 ３ 業務増
衛生 58 59 １ 業務増
小計 808 819 11

特別行政部門 教育 129 129 ０
小計 129 129 ０

公営企業会計部門
下水道 10 ９ ▲ １ その他
その他 52 52 ０
小計 62 61 ▲ １

合計 999 1,009 10
※職員数は、一般職に属する職員数で、臨時職員・非常勤職員および再任用短時間勤

務職員を除きます。

１ 職員の任免および職員数に関する状況
　 ⑴ 職員の任免の状況：採用者数・退職者数・職員数
　 ⑵ 昇任者数
　 ⑶ 部門別職員数の状況と主な増減理由
　 ⑷ 年齢別職員構成の状況
　 ⑸ 職員数の推移
２ 職員の給与に関する状況
　 ⑴ 人件費の状況（普通会計決算）
　 ⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）
　 ⑶ ラスパイレス指数の状況
　 ⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況
　 ⑸ 職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の状況
　 ⑹ 職員の初任給の状況
　 ⑺ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　 ⑻ 一般行政職の級別職員数・給料表の状況

５ 職員の服務の状況
　 服務上の違反者数
６ 職員の研修および勤務成績の評定の状況
　 ⑴ 研修名・参加者数　 ⑵ 勤務成績の評定の状況
７ 職員の福祉および利益の保護の状況
　 ⑴ 職員の福祉　 ⑵ 利益の保護の状況
８ 職員の競争試験および選考の状況
　 ⑴ 採用試験：申込者数・受験者数・合格者数・採用者数
　 ⑵ 昇任試験：申込者数・受験者数・合格者数
９ 退職職員の再就職状況
　 再就職の状況

　 ⑼ 昇給への勤務成績の反映状況
　 ⑽ 職員手当の状況
　 ⑾ 特別職の報酬などの状況
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　 ⑴ 勤務時間・休憩時間の状況
　 ⑵ 年次有給休暇の取得状況
　 ⑶ 病気休暇・介護休暇・介護時間の取得状況
　 ⑷ 育児休業などの取得状況
　 ⑸ 自己啓発等休業の取得状況
　 ⑹ 修学部分休業の取得状況
　 ⑺ 配偶者同行休業の取得状況
　 ⑻ 特別休暇の制度
4 職員の分限および懲戒処分の状況
　 処分者数（処分事由別）

人事行政の運営などの
状況の公表に関する条例報告事項 　条例に基づき、下記の事項を公表しています。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。 

▲

職員課np042－460－9813

市職員の給与などを
お知らせします
  

▲

職員課np042－460－9813
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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。

Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は、市kをご覧ください。　

▲

秘書広報課n

※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

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

12月１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

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

12月９日㈭午後１時30分～３時30分	
田無総合福祉センター 在住の方／２人 12月６日㈪までに電話

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【初心者大歓迎！足の筋力やバランス能力を向上さ
せましょう！】

12月14日㈫午前10時～11時30分
防災・保谷保健福祉総合センター３階 在住で立位がとれる方／10人

前日までに電話
※７人以上で出張講座も実施します
（平日の午前９時～午後５時、会場
はご用意ください）。

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】

①12月１日㈬午後２時15分～３時15分	
②12月16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

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】

①12月６日㈪防災・保谷保健福祉総合センター２階
②12月22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12月２日㈭までに電話
②は12月17日㈮までに電話

　対象のお子さんに、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

a11月18日㈭、12月９・16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

a11月30日㈫、12月７・21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

a11月29日㈪、12月20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
a11月17日㈬、12月１・15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

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

21日 遠藤歯科医院 
田無町２－21－４　p042－461－1100

23日
篠岡歯科医院
柳沢１－１－５
p042－461－5323

野口歯科医院 
西原町４－３－49	
p042－467－3955

28日 泉台歯科医院
泉町６－１－３　p042－421－4980

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

21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

池田クリニック 
柳沢２－３－13　都営柳沢
２丁目アパート110号	
p042－465－3331 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

23日
田無病院 
緑町３－６－１	
p042－461－2682

ひがき医院 
芝久保町１－11－10	
p042－462－5521

28日
佐々総合病院 
田無町４－24－15	
※小児科は午後4時30分まで	
p042－461－1535

藤原医院 
ひばりが丘北４－８－４	
p042－421－6168

休日診療 　※健康保険証・診察代をお持ちください。

a／b下表参照
c問診・エックス線検査（バリウム
使用）
※前夜からの食事・水分などの制限
が必要です。
d40歳以上（令和４年３月31日時
点）で、前年度に市の胃がん検診を
受診していない方
i11月15日㈪午前９時から、下記
申込専用電話またはWebで
①胃がん検診申込専用電話
　（平日午前９時～午後５時）
　p0120－489－241
※予約の際に「西東京市で行う胃が
ん検診の予約」とお伝えください。
※初日の午前中は電話がつながりに
くい場合があります。
②Web予約（QRコードから）
※申込完了後、お知らせを検診日の
１週間前から10日前に発送

□受診できない方
●妊娠中または妊娠の可能性がある
（授乳中は可）
●腎臓病（透析）などで水分摂取制限
を受けている

●過去にバリウム・発泡剤・下剤使
用後の体調不良やそれによるアレ
ルギー症状が出たことがある

●高血圧（180／110以上）
●１年以内に脳血管障害や心疾患で
発作があった（脳梗塞・脳内出血・
心臓発作など）

●検査に必要な動作を行えない（技
師からの指示どおりに動けない）

□主治医の許可があれば受診可能な方
●胃の手術をした
●胃の治療中または経過観察中
●腸閉塞・腸ねん転・大腸憩室炎な
どの既往がある

予約は11月15日㈪から
電話やWebで 第４回 胃がん検診

▲

健康課op042－438－4021
※健康課では予約の受付はしていません。

※第５回の日程は12月15日号と市kに掲載予定
※保谷庁舎解体のため、田無会場のみの実施となります。

□第４回　胃がん検診　検診時間：午前８時45分～11時30分（予定）
会場 男性 女性

田無総合福祉センター 12月１日㈬・13日㈪・
18日㈯・22日㈬

12月７日㈫・10日㈮・
16日㈭・20日㈪

世界COPD（慢性閉塞性肺疾患）デー
❖COPDとは
　肺の炎症などが原因で肺機能が低
下する病気で、喫煙などが主な原因
といわれています。
❖COPDの症状
　風邪のような症状で、慢性的な
咳
せき

・痰
たん

・呼吸困難などがあります。
　放置すると命に関わります。気に

なる場合は、早めに医療機関を受診
しましょう。
❖COPDの予防は禁煙から
　最も効果的な予防・治療法は禁煙
です。生活習慣を見直し、禁煙をし
ませんか。▲

健康課op042－438－4037

11月17日

Web予約
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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

地元産農産物即売会
地元の生産物を地元の皆さんへ
11月20日㈯　午前10時～午後４時
JA東京みらい田無支店
※売り切れ次第終了（荒天中止）

c ● 生鮮野菜・果樹・花などの販売。
目玉商品としてほうれん草・小松菜・
ブロッコリー・大根・トマトなど、通
常価格より50円引きで特別販売
● 加工部による西東京市産のささげを
使用した「出来立てお赤飯」の販売
● 西東京市産のさつまいもを使用した

「焼き芋」の販売 など

※エコバッグ持参にご協力ください。
□主催　JA東京みらい西東京地区田
無直売会
j JA東京みらい田無支店
　p042－461－8047▲

産業振興課np042－420－2820

創業セミナー
11月25日㈭
午後６時30分～８時30分
田無庁舎５階

　創業前に考えておいた方がよいこと
はどんなこと？など創業を検討中の方
の身近な疑問にお答えする入門編のセ
ミナーです。
d創業を検討している方、創業して
間もない方
e20人（申込順）
i市kの受付フォームまたは下記QR
コードから

□企画・運営　多摩信用金庫
j多摩信用金庫価値創造事業部
　p042－526－7766▲

産業振興課n
　p042－420－2819

若年性認知症の家族会・
当事者会「かえるの会」
11月26日㈮　午後１時30分～３時
田無第二庁舎４階

　若年性認知症の方への介護に関する
悩みを話したり、介護者同士でアドバ
イスし合ったり、気軽に語り合ってみ
ませんか（３カ月に１回程度開催）。
d ● 若年性認知症の方を介護している
ご家族の方（発症が65歳未満で現在
65歳以上の方の介護者の方も参加可）
● 若年性認知症の方（若年性認知症と
診断されているおおむね70歳くらい
までの方）

i初めて参加される方のみ、11月22
日㈪までに電話またはメールで下記へ▲

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

認知症サポーター養成講座
12月４日㈯
午後２時～３時30分（１時45分開場）
田無総合福祉センター

 

　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 ● 認知症について
● 認知症サポーター100万人キャラバ

ンについて
● 認知症の方を地域で支えるためには
d／e在住・在勤の方で、当講座を
受講したことのない方／50人（申込順）
※参加者にはサポーターカード贈呈
i11月29日㈪までに電話・メールで
件名「12月４日認知症サポーター養成
講座申込」・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

先輩ママとお話しする会
12月９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／各回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

本を楽しむ！ 本で楽しむ！
YAワークショップ

「プレゼントブック
～だれかに本を贈るなら～」
12月11日㈯　午後２時～４時
谷戸図書館

 

　贈りたい「だれか」をイメージして、
本をその場で選ぶワークショップです。
　選んだ本はメッセージカードやリボ
ンをつけて図書館に展示します。

※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。

パソコン・スマホ教室12月 東村山税務署からのお知らせ
①無料パソコン体験（初心者向き）
16日㈭午後
②パソコン入門（全４回）
３・10・17・24日㈮午前
③ワード初級（全４回）
７・14・21・28日㈫午前
④エクセル初級（全４回）
７・14・21・28日㈫午後
⑤iPhone入門（全２回）
３・10日㈮午後
⑥スマホ入門（全２回）
７・14日㈫午前または17・24日㈮午後
⑦LINE（全２回）
21・28日㈫午前
⑧Zoom講座（参加者編・ホスト編）
㈭・㈮の午前・午後（半日）
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

❖確定申告期間中の駐車場について
　東村山税務署の駐車場は、令和４年
１～４月中旬（予定）において、確定申
告会場となるため、駐車スペースはあ
りません（身体障害者駐車場を除く）。
　また、臨時駐車場の設置もないため、
ご不便をおかけしますが、公共交通機
関をご利用ください。
❖キャッシュレス納付のご案内
　国税の納付は、金融機関や税務署の
窓口に出向かなくても納付手続ができ
る「キャッシュレス納付」が便利です。
詳細は国税庁kをご覧ください。
j東村山税務署p042－394－6811

　警視庁には地域住民の方などへ、主
に防犯情報を提供するための情報発信
ツールである「D

デ ジ

igi P
ポ リ ス

olice」というス
マートフォンやタブレット向けのアプ
リがあります。身近でどんな犯罪が起
きているかをお知らせするなど、犯罪
被害に遭わないための情報が配信され
ています。
 デジポリス
j田無警察署p042－467－0110

QR

「みどりの散策路」を歩こう
　今回は「みどりの散策マップ」の
コースから、「（A）まちの里山コー
ス（2.9㎞）」を歩きます。
□コース概略
　「下保谷」の歴史をしのぶ社寺、屋
敷林や緑豊かな田園風景が広がる
コースです。
a11月24日㈬午前９時30分～正午
※雨天中止
集合：保谷駅北口ロータリー
解散：あらやしき公園（予定）
e20人（申込順）
hマスク・水筒・雨具など

i11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

　今年度のパリテまつりはオンライ
ン開催となります。団体の活動の様
子や作品などを動画で配信してみま
せんか。ご参加お待ちしています。
※１団体につき、10分以内
□パリテまつり開催期間
a令和４年２月26日㈯～３月４日㈮
d営利目的ではなく、男女平等に関
係する活動をしている団体・個人の方

（申込多数は抽選）
i11月15日㈪午前９時から、市k
の申込フォーム・メールで件名「パリ
テまつり協力団体募集」・住所・氏名・
電話番号を下記へ▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.
　　nishitokyo.lg.jp

男女平等推進センターパリテ
パリテまつり協力団体募集

d中学生～18歳
e10人（申込順）
f渡邊有子さん（市内中学校司書）
i11月24日㈬午前10時から、電話・
メールまたは直接下記へ▲

谷戸図書館p042－421－4545
　m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

親族後見人相談会
12月13日㈪
午後２時～４時15分（１組30分）
田無総合福祉センター

　後見業務のお困り事や疑問について、
司法書士に相談することができます。
ぜひご参加ください。
c専門職（司法書士）による個別相談会
d市民で親族後見人（これから就任予
定・検討している方を含む）などに就任

している方
e８人（申込順）
i電話でjへ
j社会福祉協議会 権利擁護センター
あんしん西東京p042－497－5239▲

地域共生課np042－420－2807

教えて！ペアレントメンター
12月14日㈫　午前10時～11時50分
田無総合福祉センター

　障害のあるお子さんの悩みを話して
みませんか。障害児の親が相談員と
なって、同じ立場から相談を受けます。
d／e就学前から高校生までの障害
児の保護者／10人（申込順）
i電話で下記へ▲

障害福祉課np042－420－2805

D
デ ジ

igi P
ポ リ ス

oliceを利用して
防犯意識を高めましょう
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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。

《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

クリスマスレクチャー
実験で鉱物・宝石の性質をしらべよう

ナビ多摩六都科学館

　鉱物はどこでみつかるの？宝石は
どうしてキラキラしているの？
　鉱物や宝石を使った実験をしなが
ら鉱物と宝石について詳しくなろう。
a12月12日㈰午後１時30分～３時
d小学４年生以上
※小学生は保護者と参加（保護者も
参加申込が必要）
※参加者以外の入室不可
e12組（１組２人まで）
g入館料520円（小人210円）

f ●中島美奈子さん（英国宝石学協会
正会員）
●小田島庸浩さん（同館研究・交流グループ）
i11月29日㈪（必着）までに、jの
k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・
電話番号をjへ（申込多数は抽選し、
当選者のみに参加券を送付）
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：11月22日㈪・24日㈬・29日㈪

年末の収集日にご注意！
□粗大ごみ年内収集受付最終日
　12月10日㈮までに受け付けしたものについては年内に収集します。電話が
混み合いますのでメールまたはファクスをご利用ください。
i／j粗大ごみ受付センター
　p042－421－5411・l042－421－5415
　muketuke@nishitokyo-sodai.jp▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

暖房器具による火災の防止
　冬の到来を迎え、暖房器具を準備
する季節となりました。暖房器具の
使用を始める前に、必ず点検をしま
しょう。また、使用方法を誤ると火
災や大きな事故につながります。
　次のポイントに留意して安全に暖
房器具を使用しましょう。
□ポイント
●暖房器具の上や周りに衣類などの
可燃物を置かない（干さない）。
→衣類などが暖房器具に落下した
り、布団などが接触して火災とな
る恐れがあります。

●石油ストーブの給油は必ず火を消
してから行い、タンクのふたを確
実に閉める。

→カートリッジタンクを取り付け
る際に、キャップが外れ、灯油が
ストーブにかかり火災となった事
例があります。

●定期的な換気をする。
→一酸化炭素中毒の危険性があり
ますので、十分な換気をしましょう。

●暖房器具の近くで消毒用アルコー
ルの使用はやめる。
→消毒用アルコールを使用する機
会が増えていますが、消毒用アル
コールから発生する可燃性蒸気は、
思わぬ所で引火し火災に至る危険
性があります。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課op042－438－4010

□最終収集日
地域 金属類・小型家電・廃食用油

柳沢、保谷町、中町、富士町、東伏見 12月１日㈬
田無町、西原町、緑町、北原町、ひばりが丘、
谷戸町１・２丁目、芝久保町５丁目 ８日㈬

南町、新町、向台町、芝久保町１・２・３・４丁目 15日㈬
東町、泉町、住吉町、栄町、北町、下保谷、ひばりが丘北、谷戸町３丁目 22日㈬

金属類・小型家電・廃食用油の収集は４週間に１回となります。出し忘れにご注意ください。

a12月13日㈪～24日㈮の平日午前
９時～午後３時入館（それ以外は有料）
bスポーツセンター・総合体育館・
きらっと
c ●温水プール・トレーニング室・
ランニング走路の利用（２時間まで）
●各種教室の参加（下表参照）
d在住の65歳以上の方
i11月30日㈫（必着）までに、往復は
がきで住所・氏名・年齢・電話番号・
参加希望教室名をjへ郵送または返
信用はがきを各館窓口に持参（申込多
数は抽選）

□参加・利用方法　利用時に「令和３
年度シルバーウイーク参加カード」を
提示してください（過去のカードをお
持ちの方は、カードと住所が分かるも
のをご持参ください）。
※カードをお持ちでない方は、初回の
み本人確認書類（住所・年齢が分かる
もの）をご持参ください。
jスポーツセンター
　〒202－0013中町１－５－１
　p042－425－0505▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

シルバーウイーク ～スポーツ施設の無料利用～　　　

教室名 場所 日時 定員

プ
ー
ル

① 水中ウオーキング スポーツセンター
温水プール

12月17日㈮

午後１時～２時

各
15人② 水中運動 20日㈪

フ
ロ
ア

③ バランストレーニング＆ストレッチ
スポーツセンター

14日㈫ 30人

④ 転倒予防＆
健脳トレーニング 24日㈮ 15人

⑤ ウオーキング＆
簡単筋トレ 総合体育館

15日㈬

午前10時30分
　～11時30分

各
20人

⑥ 体力向上ハツラツ体操 23日㈭

⑦ 遊びながら運動　
柔軟と調和

きらっと
13日㈪

⑧ 楽しみながら運動　
心身の均衡 22日㈬

　障害の有無に関わらず、誰もが文
化芸術に親しめるようパラアート制
作ワークショップを開催しました。
　ワークショップで受講生が制作し
た作品や一般公募した絵画作品の展
覧会と、公募作品の中から選出され
た優秀作品の表彰式を行います。会
場ではワークショップの模様が分か
る映像も上映します。
※詳細は市kをご覧ください。

❖展覧会
a11月27日㈯～12月４日㈯午前
10時～午後５時
（初日は午後３時から、最終日は正午
～午後３時まで）
❖表彰式
a12月４日㈯午前11時～正午
※表彰式でも一部の作品を展示します。
□共通　bきらっと▲

文化振興課np042－420－2817

多摩六都フェア　パラアート展覧会・表彰式

誰もが文化芸術やスポーツなどに親しめる
共生社会の実現へ

12月３日～９日は障害者週間です

※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。

a12月４日㈯　● 午前10時～11
時30分　●午後１時～２時30分　
●午後３時～４時30分
bきらっと
cドローンの操縦体験・テーブル
ボッチャ・風船バレーなど

d在住・在勤・在学　※１人で参
加が難しい方には付き添いが必要
e各40人（申込順、定員に達した場

合、自動的にキャンセル待ち）
i11月15日㈪～12月２日㈭に下
記QRコードまたは電話で下記へ
j㈱東京アスレティッククラブ
　p03－6265－7507▲
障害福祉課np042－420－2804

みんなで楽しもう！「アダプテッド・レクリエーション」

申込フォーム➡

　「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11月１日現在

男 ／9万9,968人 （-  55）【2,289人】
女 ／10万5,911人（-    9）【2,384人】

人口 ／20万5,879人（-  64）【4,673人】
世帯 ／10万461 （-  16）【2,640】20万5,879人（-64）

8 令和３年（2021年）11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。

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

市民向け・参加事業者向け 相談会を開催します
□日時

【事業者向け】
● 11月24日㈬午前10時～正午
● 11月29日㈪午後1時～4時

【市民向け】
● 11月29日㈪午前10時～正午
● 11月30日㈫午前10時～正午

j ● 西東京商工会p042－461－4573
● 新規加盟希望の事業者向けp0120－936－220
● 既にPayPayに加盟済みの店向けp0120－990－640
● PayPayカスタマーサポート窓口p0120－990－634

▲

産業振興課n
　p042－420－2819

最大25%戻ってくるキャンペーン！
第２弾 西東京市でキャッシュレス！ 第１弾（７・８月分）

決済総取引額約３億300万円

キャンペーンに参加希望の事業者の方を受付中
　新たにPayPayを導入し、加盟店登録を希望する場合は、jへお
問い合わせください。
※審査により登録完了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

済ができる事業者（令和４年１月５日㈬からキャン
ペーンに参加するには、12月12日㈰までにPayPay
の審査を可決される必要があります）

　　　　　　　 ※決済システム利用料などの手数料がかかりますの
で、必ずPayPayのkなどをご確認ください。

□応 募 方 法　jへお問い合わせください。　※詳細は市kから
※既に導入している場合は申込手続は必要ありません。対象事業者
には、PayPayから広報ツールを発送します。
西東京市　キャッシュレス決済ポイント還元事業

令和４年１月５日㈬〜31日㈪実施期間：

対象店舗：キャンペーンの参加店舗はこのポスターが目印です。

付与上限：１決済で付与されるポイント（PayPayボーナス）上限

実施期間中に付与されるポイント（PayPayボーナス）上限
 8,000円相当まで

 1,000円相当まで

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）

　これから12歳になる方や事情により接種を受けられなかった方の接種の予約を随時受け付けています。

　西東京市一店逸品事業認定店の中からエントリーされたお
店でお買い物や飲食などをして、専用QRコードからスタンプ
を収集する、モバイルスタンプラリーを実施します。スタンプ
を集めて応募すると、すてきなプレゼントが抽選で当たります。

a12月１日㈬～31日㈮　
※詳細は特設kをご覧ください。　  西東京市の一店逸品

j西東京商工会p042－461－4573（平日午前９時～午後５時）▲

産業振興課np042－420－2819

モバイルdeスタンプラリー逸品めぐり

　新たに12歳になる方、個別の事情で１回目または２回目の接種を受けられなかった方の接種の予約を、随時受け
付けています。
d�● クーポン券（接種券）をお持ちの新たに12歳になる方　● 個別の事情で１回目または２回目の接種を受けられなかった方
※新たに12歳になる方には、誕生月の下旬に、クーポン券（接種券）を発送します。
b西東京市役所田無庁舎　※ファイザー社製

これから12歳になる方や接種を受けられなかった方へ 電話で予約

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コールセンター

p03－5369－3904

集団接種
〈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

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

（１回目の接種受付は終了）

市内５病院
〈ファイザー社製〉

●西東京市役所田無庁舎
● エコプラザ西東京（11月20日㈯～27日㈯）
●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

１回目の接種は終了しています。
２回目の接種は11月27日㈯終了予定です。

〈武田／モデルナ社製〉
● 武蔵野徳洲会病院

（１回目の接種受付は終了）

予約受付中
※１回目接種の終了予定は病院ごとに異なります。

西東京市新型コロナワクチン
コールセンター 　

西東京市ワクチン接種
Web予約(24時間受付)

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

インターネット
からの予約はこ
ちらから。
スマートフォンかパソコン
からアクセスしてください。

　２回目の接種からおおむね８カ月以上経過した方の
追加接種に向けた準備を進めていきます。
　接種券は準備が整い次第、お知らせする予定です。

d２回目接種終了者のうち、おおむね８カ月以上経
過した方
※対象者の範囲は、科学的知見や諸外国の対応状況を踏
まえ、今後示されることとなるため、詳細が分かり次第、
市報・kなどでお知らせします。

追加接種（３回目）のお知らせ 都運営の大規模接種会場
● 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

　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UPを目的に、市内の対象店舗で買い物をした方に、支払額の最大25％の
ポイント（PayPayボーナス）を後日付与するキャンペーンの第２弾を実施します。

都合により２回目の接種を受けられなかった方などの２回目の接種の
予約・変更はコールセンターで受付
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