
市民の皆さんが知りたい情報を探しやすいトップページになります。
ぜひご活用ください。▲

秘書広報課np042－460－9804

　緊急時・災害時は一目で重要な情報が
分かるトップページに切り替わります。
　また、緊急情報は全ページに表示され
るようになります。

災害時・緊急時における情報の充実
　「直近で開催されるイベント」や「もうす
ぐ募集を締め切るイベント」などが表示さ
れるようになります。用途に合わせた検索
ができるようになります。

イベント情報を分かりやすく
　皆さんに、ホームページをより一層安全に利用してい
ただくために、全ページのセキュリティーを強化します。
※これにより、ガラケーでは市kの閲覧ができなくな
ります。

セキュリティーを強化

　近年、多発している自然災害や新型コロナウイルス感染症情報をはじめとする市民生活に関する情報を、
より多くの皆さんにお届けするためにLINEを導入します。ぜひご利用ください。

　事前に欲しい情報の項目を設定すれ
ば、必要な情報だけを受け取ることが
できます。　➡受信設定で登録

欲しい情報だけを受け取れる
　よくある質問や各項目を選ぶと、市の情報をLINEで
確認することができます。
　●はなバスの時刻表　●ごみの分別　など

お問い合わせの多い項目をメニュー表示

西東京市公式LINEスタート！

ほかのSNSでも
情報発信をしています。

Twitter Facebook YouTube

12月22日㈬
午後２時から（予定）

お友だち登録は
こちらから LINE

キッズ
ページ

&

市議会
ページ

も

新しく
なりま

す!

ブランディングエリア
重要な情報やイベントを
お知らせします。

検索したい言葉を入力
お問い合わせが多い「注目
ワード」が表示されるよう
になります。

※画像は
イメージです。

※画像はイメージです。

スマートフォン版も
リニューアル！

西東京市Web西東京市Web（ホームページ）（ホームページ）リニューアル！リニューアル！12月22日㈬
午後２時から（予定）

12月22日㈬
 午後２時（予定）

●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、12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 . 519
令和３年（2021年）12月15日号

1512 p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）

市役所
代　表

主 な 内 容 【５面】 休日診療　【7面】 年末年始のご案内　【７面】 西東京市プレミアム応援券　有効期限　【８面】 新型コロナワクチン接種のお知らせ

ⓒシンエイ／
西東京市

いこいーな
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確定申告における
高齢者の障害者控除

福祉

　申請をしていただくことで、市が調
査のうえ、障害者控除対象者認定書を
交付します。これを基に確定申告をす
ると、障害者控除の対象となります。
※認定書発行までに２週間ほどかかり
ますので、お早めに申請してください。
d在住の65歳以上の方で、次の状態
に該当する方（身体障害者手帳・愛の
手帳所持者は申請不要）
● 障害者控除対象者…身体障害者３～

６級に準ずる、知的障害軽度・中度
に準ずる

● 特別障害者控除対象者…身体障害者
１・２級に準ずる、知的障害重度に
準ずる、ねたきり高齢者（約６カ月
以上常に臥

が

床
しょう

し、日常生活に支障が
ある）

※介護保険の認定者は、介護認定調査
票に基づく。認定者以外は、障害者控
除の対象になることを証明する医師の
意見書（市指定の様式）が必要です。
i令和４年１月４日㈫から、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）へ
※郵送でも受け付けています。▲

高齢者支援課np042－420－2810

東京都身体障害者補助犬給付事業
　身体障害者補助犬の給付申請を受け
付けています（盲導犬・介助犬・聴導犬）。
d①①都内に１年以上居住する満18歳
以上の在宅の身体障害者
● 盲導犬…視覚障害１級の方　
● 介助犬…肢体不自由１・２級の方　
● 聴導犬…聴覚障害２級の方
②②世帯全体に係る所得税課税額の月平
均額が７万7,000円未満の方
※事前に訓練事業者に補助犬の給付相
談が必要です。
※詳細は下記へお問い合わせください。▲

障害福祉課n
　p042－420－2804
　l042－466－9666

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

ひとり親家庭等医療費助成制度
～○親 医療証を送付します～

子育て

　現況届を提出し、令和３年度ひとり
親家庭等医療費助成制度に該当した方
へ、12月末に親医療証（令和４年１月
１日から有効）を郵送します。現況届
未提出の方は、至急ご提出ください。
　本制度は、18歳に達してから最初
の３月31日まで（一定の障害がある場
合は20歳未満）の児童がいるひとり親
家庭やそれに準ずる家庭に対して、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）。▲

子育て支援課np042－460－9840

スポーツ施設利用者登録の更新
（５年に１度の更新が必要です）

スポーツ

　平成28年４月１日～平成29年３月
31日にスポーツ施設の利用者登録ま
たは更新手続をした団体・個人は、５
年の有効期限が切れるため更新が必要
です。
※対象者には、令和４年１月１日㈷以
降に公共施設予約管理システムへログ
インした際、有効期限が表示されます。
□対象施設　スポーツセンター・総合
体育館・きらっと・武道場・向台運動
場・市民公園グラウンド・芝久保運動
場・芝久保第二運動場・ひばりアム・
健康広場
□受付
a令和４年１月５日㈬～31日㈪
bスポーツセンター・総合体育館・
きらっと
□提出書類
● 個人登録（テニスのみ）…利用者登録

届書（指定様式）・本人確認書類
● 団体登録…利用者登録届書（指定様

式）・団体登録名簿（指定様式）・代
表者または担当者の本人確認書類

※指定様式は、受付場所で受け取るか
市kからダウンロードしてください。
※市内団体のうち、構成員が在勤・在
学の方の場合、在勤・在学を証明でき
るもの（写し可）が必要です（構成員の
過半数が在住の方の場合は不要）。
jスポーツセンター
　p042－425－0505▲

スポーツ振興課np042－420－2818

市民マップへの広告掲載
募集

　令和４年３月に発行する市民マップ
へ掲載を希望する事業主を募集します。
□募集枠　５枠
□サイズ　縦５㎝×横7.5㎝以内
□印刷予定部数　１万1,000枚
□配布先　転入者・希望者
□掲載料　１万5,000円
□申込期限　12月22日㈬
※申込方法・掲載基準など詳細は市k
をご覧ください。▲

秘書広報課np042－460－9804

12月１日現在の選挙人名簿
登録者数（定時登録）などが確定

選挙

□登録者数
　男性８万2,818人、女性８万9,160
人、計17万1,978人
　前回の選挙時登録者数と比較する
と、男性113人増、女性119人増、計
232人増加しています。
□今回の定時登録の要件
①①日本国民
②②平成15年12月２日以前に出生
③③12月１日現在、引き続き３カ月以

上居住している（他市区町村から転
入した場合は、９月１日までに本市
の住民基本台帳に記載）または、８
月１日以降の転出で、転出前に３カ
月以上居住していた

□在外選挙人名簿登録者数
　男性91人、女性113人、計204人
□今回の在外選挙人名簿登録などの要件
①①日本国民
②②登録申請時に満18歳以上
③③在外選挙人名簿に登録されていない
④④国外に住所を有し、次のいずれかに

該当する
● その者の住所を管轄する領事官の管

轄区域内に引き続き３カ月以上住所
がある

● 本市の選挙人名簿に登録されており、
出国前に海外への転出届および在外
選挙人名簿登録移転申請をしている▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

連 絡 帳
市からの

PIAZZA㈱と連携協定を締結
市政

　市とPIAZZA㈱は、PIAZZA㈱が運
営する地域SNSアプリ「ピアッザ」を活
用した地域コミュニティの活性化など
を目的として、連携協定を締結しまし
た。
　「ピアッザ」は、地域のイベントなど
の情報発信、情報交換、助け合いなど、
住民同士が気軽に交流することができ
る、地域に特化したSNSアプリです。
　本協定の締結により、12月22日㈬
から、アプリ内に「西東京市エリア」が
開設されます。市からもさまざまな情
報を発信しますので、ご活用ください。
※詳細は市kをご確認ください。▲

企画政策課n
　p042－460－9800

議員の寄附行為は禁止されています
　議員は、選挙区内の方に対する次の
行為が禁止されています。市民の方が
議員に対して実費を伴う行事や会費が
必要な催しを案内する際には、会費を
明示してください。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
□寄附行為などの禁止事項
● お金や物の贈答　
● 時候の挨

あ い さ つ

拶状の送付（答礼のための
自筆によるものを除く）　

● 地域の会合などへ差し入れ・祝い金・
賛助金を出すこと▲

議会事務局np042－460－9860

旧保谷庁舎の解体工事
　現在、旧保谷庁舎の解体工事を実施
中です。外周に防音パネルなどを設置
後、建物自体の解体工事に着手します
が、その際、工事に伴う音や振動の発
生が想定されます。また、保谷庁舎の
敷地内では、歩行者などの動線も変更
されています。安全を第一に作業を行
いますので、皆さんのご理解とご協力
をお願いします。▲

総務課op042－438－4001

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。

住宅耐震改修工事
□減額分　２分の１（改修工事により、
認定長期優良住宅になった場合は３分
の２）　※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①昭和57年１月１日以
前から市内にある住宅に対し、現行の
耐震基準に適合させる耐震改修工事を
実施　②②工事後３カ月以内に資産税課
へ申告　③③１戸当たりの工事費用が
50万円超
□必要書類　①①耐震基準適合住宅に係
る固定資産税の減額適用申告書　②②増
改築等工事証明書または住宅耐震改修
証明書　③③耐震改修工事費用の領収書
の写し　④④長期優良住宅の認定通知書
の写し（改修工事により、認定長期優

良住宅になった場合のみ）

住宅のバリアフリー改修
□減額分　３分の１（住宅面積100㎡まで）
□減額要件　①①新築日から10年以上経
過した市内の住宅に対し、一定のバリア
フリー改修工事（※１）を実施　②②工事
後３カ月以内に資産税課へ申告　③③65
歳以上の方、要介護・要支援認定を受
けている方、障害者の方が居住する家
屋（賃貸住宅を除く）　④④改修後の床面
積が50㎡以上280㎡以下　⑤⑤１戸当た
りの工事費用が50万円超（補助金などを
除く自己負担額）　⑥⑥現在、新築住宅軽
減および耐震改修に伴う減額を受けて
いない家屋

□必要書類　①①住宅のバリアフリー改
修に伴う固定資産税の減額適用申告書
②②工事内容などが確認できる書類（工
事明細書・現場の写真など）と工事費
用の領収書の写し　③③納税義務者の住
民票　④④居住者の要件により次のい
ずれかの書類　 ● 65歳以上…住民票
● 要介護・要支援…介護保険被保険者
証の写し　 ● 障害者…障害者手帳の写
し　⑤⑤補助金などの交付を受けた場合
は、交付を受けたことが確認できる書類
※１…廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室・便所の改良、手すりの設置、屋
内の段差の解消、引き戸への交換、床
の滑り止め化

住宅の省エネ改修
□減額分　３分の１（改修工事により、
認定長期優良住宅になった場合は３分
の２）　※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①平成20年１月１日以前

から市内にある住宅（賃貸住宅を除く）に
対し、一定の省エネ改修工事（熱損失防
止改修 ※２）を実施　②②工事後３カ月
以内に資産税課へ申告　③③改修後の床
面積が50㎡以上280㎡以下　④④１戸当
たりの工事費用が50万円超（補助金など
を除く自己負担額）　⑤⑤現在、新築住宅
軽減および耐震改修に伴う減額を受け
ていない家屋
□必要書類　①①住宅の熱損失防止改修
に伴う固定資産税の減額適用申告書　
②②増改築等工事証明書　③③工事費用の
領収書の写し　④④納税義務者の住民票
⑤⑤長期優良住宅の認定通知書の写し（改
修工事により、認定長期優良住宅になっ
た場合のみ）
※２…窓・床・天井・壁の断熱性を高
める改修工事（外気などと接するもの
で、窓の改修を含めた工事であること
が必須）

固定資産税の減額

▲

資産税課np042－460－9830

　一定の要件を満たす改修工事を行っ
た家屋について、工事が完了した年の
翌年度分の当該家屋に係る固定資産税
を減額します（都市計画税を除く）。

市k
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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

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。
✿髙橋家屋敷林保存会 代表者 髙橋俊
郎 様（座椅子・廊下敷）
✿㈱オアシス ワークマン西東京住吉店 
小林弘明 様（ネックウォーマー）
✿匿名（アニメDVD）▲

総務課np042－460－9810

■教育委員会
a12月24日㈮午後２時
b田無第二庁舎４階
c行政報告ほか

e10人▲

教育企画課np042－420－2822

■特別職報酬等審議会
a12月24日㈮午前10時
b田無庁舎４階
c市議会の議員、市長・副市長な
どの報酬など

e５人▲

職員課n p042－460－9813

審議会など

■社会教育委員の会議
a12月24日㈮午後２時
b田無第二庁舎５階
c地域学校協働活動
e２人▲

社会教育課n
　p042－420－2831

■子ども子育て審議会
a令和４年１月13日㈭午前９時30分
b田無第二庁舎４階
c地域における子育て支援の在り方
e５人▲

子育て支援課n
　p042－460－9841

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　12月20日㈪午前８時30分（★印は、12月６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
１月７日㈮午前９時～正午
１月４日㈫・５日㈬・11日㈫
午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★12月27日㈪ 午前９時～11時30分
１月６日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 １月６日㈭・12日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面 １月13日㈭ 午後１時30分～４時30分
１月28日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話・対面 １月５日㈬ 午前９時～正午
１月20日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 １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 ※１月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 １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 １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。

✿匿名（30万円）
✿淺井正雄 様・公益社団法人全日本不
動産協会東京都本部多摩北支部 様・
匿名（各10万円）
✿匿名（３万円）
✿豊永茂則 様・匿名２人（各２万円）
✿小川久美 様・匿名５人（各１万円）
✿匿名２人（各5,000円）
✿宮代和之 様（金員）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

歳末特別警戒～火の用心 ひとりひとりの こころがけ～
　市消防団は、12個分団が緊急時に
対応できるように市内に配備されて
います。
　12月29日㈬・30日㈭午後８時～
10時に歳末特別警戒を実施し、市
内全域の警戒および巡回広報を行う
予定です。

※期間中、消防車両が警鐘を鳴らし
ながら巡回します。
　年末は火気を使用する機会が多く
なり、火災発生の危険性が増します
ので、火気の取り扱いには十分に注
意してください。▲

危機管理課op042－438－4010

マスクをつけられない方へのご理解をお願いします
　新型コロナウイルス感染症の感染
防止のため、マスクを着用すること
が新しい生活様式のひとつとなりま
した。しかし、感覚過敏、皮膚の病気、
呼吸器の病気、発達障害など、さま
ざまな理由で、マスクをつけられな
い方がいます。
❖社会全体の理解が必要です
　症状などにより、マスクをつけら
れない人がいることを知り、その特
性や事情を理解し、相手の気持ちに
寄り添って考えてみましょう。

❖意思表示をして理解してもらうこ
とができます

　病気や障害などでマスク着用が困
難な方は、「マスクをつけられませ
ん」と周囲にお知らせし、意思表示
をすることで、理解してもらえるよ
うに工夫する方法があります。
　その工夫の１つである意思表示
カードなどは、インターネット上で
ダウンロードできるものもあります
ので、ご活用ください。▲

健康課op042－438－4021

□効能　風邪の予防
a12月22日㈬
※小学生以下…入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・ゆパウザ・みどり湯
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

　救急診療は通常どおり行いますが、
重症重篤患者を優先的に診療します。
来院の際は事前に電話でお問い合わせ
ください。
　また、紹介状がない場合には、選定療
養費（5,500円）をご負担いただきます。
j公立昭和病院p042－461－0052

無料パソコン体験（初心者向）
a20日㈭午後１時～４時
i往復はがきで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
※そのほか講座はパンフレットをご請
求ください。
b／jシルバー人材センター
　〒202－0021東伏見６－１－36 
　p042－428－0787

□西東京創業カフェ
a／b令和４年１月28日㈮午前10
時～11時30分／イングビル
c／e参加者同士の交流・創業支援
コーディネーターによる創業に関する
基礎知識の情報提供／10人（申込順）
i／j
● 西東京商工会p042－461－4573

● 西東京創業支援・経営革新相談センター
p042－461－6611

　サラリーマンの方を対象とした確定
申告相談（医療費控除・住宅ローン控
除など）を開催します。　※完全予約制
a令和４年１月29日㈯・30日㈰、２
月５日㈯・６日㈰午前10時～午後４時
※時間に制限がありますので、複雑な
相談は別途有償で税理士にご依頼くだ
さい。
i申込書をjへファクスまたは郵送
※申込書はjのkからダウンロード可
b／j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

　市民の方で表彰を受けられた方は次
のとおりです（敬省略）。
□税務署長表彰　長谷川好江、小美濃
崇鶴子（いずれも（一社）東村山青色申
告会）、山崎明（東京小売酒販組合田無
支部）
□税務署長感謝状　清水正幸（（公社）
東村山法人会）
j東村山税務署p042－394－6811

c ● 特定緊急輸送道路沿道建築物の
耐震化に向けて～新たな指標による
目標設定～

● 木造住宅の耐震改修
 東京都耐震ポータルサイト　イベント
j東京都建築企画課
　p03－5388－3339

12月の薬湯 ～冬至 ゆず湯～

パソコン・スマホ教室（１月）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

サラリーマンのための
確定申告休日無料相談会

申告納税制度の普及発展に
努められた方々の表彰

耐震フォーラム
「いつ来るかわからない首都直下
地震に備えて」　Web講演会

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　下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画（素案）
 

▲

みどり公園課p042－438－4045

策定趣旨 　特別緑地保全地区指定の基本方針でもある保全に加え、地域
資源として有効活用するための計画を策定します。

閲覧方法 12月15日㈬から、情報公開コーナー・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15日㈬～令和４年１月14日㈮（必着）

提出方法

①①持参（エコプラザ西東京１階）　
②②郵送（〒202－0011泉町３－12－35　エコプラザ西東京内　
みどり公園課)　
③③ファクス（l042－438－1762）　
④④市kから　

⑤⑤メール（mkouen@city.nishitokyo.lg.jp）
結果の公表 令和４年２月（予定）

公立昭和病院
12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
一般外来診療を休診
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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。

市表彰式
　市政発展への貢献や善行・社会奉仕をされた方、ならびに永年にわたる
技能功労・産業振興に寄与された方々を対象に、11月19日に表彰式を開催
しました。表彰を受けた方は次のとおりです（敬称略）。▲

秘書広報課np042－460－9803

□功労表彰（５人）
氏名 職名または功績名

丸山浩一 元 西東京市長
浜中のりかた 元 西東京市議会議員

曽根原良仁 元 西東京市選挙管理委員会
委員・委員長

上原敏彦 元 西東京市選挙管理委員会
委員・委員長職務代理者

村田利夫 地域福祉・
地域社会の保全 功労表彰

□一般表彰（４人11団体）
氏名 職名または功績名

臼井文男 特定非営利活動法人
西東京市体育協会理事

土方元光 西東京市交通安全
協会役員

奥山洋行 西東京市交通安全協会
平塚昭吉 西東京市防犯協会
特定非営利活動法人
西東京市体育協会 教育・文化

日本中央競馬会
寄附㈱洋光 

代表取締役社長 呉東柱
北多摩北地区保護
司会西東京分区

社会奉仕西東京市赤十字奉仕団
西東京市高齢者クラ
ブ連合会

氏名 職名または功績名
西東京市交通安全協会

社会奉仕
西東京市防犯協会
西東京防火防災協会
西東京危険物安全会
西東京防火管理研究会

一般表彰

技能功労者表彰

□技能功労者表彰（６人）
氏名 職種

松下明雄 大　工
小山和良 配管工
藤原孝佳 塗装工谷口力
朝田光一 造園工および植木職
下田勝重 農業従事者

西東京市商工業従業員表彰式
　永年にわたり市内の同一事業所に勤
務する従業員の方 （々勤続10年35人、
勤続20年11人、勤続30年３人）を対
象に、11月19日に表彰式を開催しま
した。
j西東京商工会p042－461－4573▲

産業振興課np042－420－2819

　本市栄養士連絡会が作成している「野菜たっぷりカレ
ンダー」のイラストは、毎年保育園児・小学生を対象に
募集しています。令和４年版は応募358作品から12作
品が選出されました。
　このたび、１次審査を通過した78作品を展示します。
　なお、カレンダーは市内公共施設・市kで掲載します。
a令和４年１月７日㈮まで

b防災・保谷保健福祉総合センター４階▲

健康課op042－438－4037

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
i12月15日㈬午前９時から、下記
申込専用電話またはWebで
①①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。
②②Web予約（QRコードから）
※申込完了後、お知
らせを順次発送

□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12月15日㈬から
電話やWebで 第５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。

※今年度最後の申込となります。
※保谷庁舎解体のため、田無会場のみの実施となります。

□第５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 令和４年１月18日㈫・21日㈮ 令和４年１月13日㈭・15日㈯

Web予約

日本脳炎の予防接種はお済みですか？

　日本脳炎の予防接種は平成17年
に積極的勧奨を差し控えていました
が、平成22年度から再開しました。
勧奨中止により予防接種を受けられ
なかった20歳未満の方は、特例と
して定期接種が可能です。
d平成７年４月２日～平成19年４月
１日生まれ（予防接種実施規則附則
に基づく対象者）で接種当日に20歳
未満の方

h母子健康手帳
※予診票は市指定医療機関で配布
※本人が１人で接種する場合は必要
な書類があります。お問い合わせく
ださい。
□接種方法　第１期初回（１回目・
２回目）・第１期追加・第２期のうち、
まだ接種していない分から接種して
ください。▲

健康課op042－438－4021

14～19歳の方

野菜たっぷりカレンダーイラスト原画展

脂質異常症 予防講演会脂質異常症 予防講演会
今から知っておきたい脂質異常症今から知っておきたい脂質異常症  ～予防と日常生活のポイント～予防と日常生活のポイント～～

　脂質異常症の基本的な知識と予防
のための食生活についてお話ししま
す。ご希望の方に、体組成の測定を
します。
a令和４年１月19日㈬
　午後１時30分～３時（１時開場）
※測定は1時から行います。

b田無総合福祉センター
d／e在住の方／30人（申込順）
i令和４年１月12日㈬までに、電
話・メールで住所・氏名・生年月日・
電話番号を下記へ▲

健康課op042－438－4037
　mseijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp

トイレの詰まり解消を依頼したら
高額な修理代を請求された

消費生活相談

　夜中に突然トイレが詰まり、
慌ててネットで検索し、「8,000

円～／出張料無料」と広告していた修
理業者に連絡をした。来訪した作業員
は５分ほど作業したが解消せず、便器
を外す必要があると言われた。さらに
ほかのものを次々と提案され、最終的
には15万円も請求された。当日は手
持ちの代金だけ支払い、残りは振り込
む予定だがあまりにも高額すぎる。

　修理の依頼をしたときには具
体的な金額の提示はなく、来訪

後に見積もりや確認もなく高額な修理

代を請求されたような場合は訪問販売
に該当する可能性があります。
　今回の場合はクーリング・オフの適用
が可能と思われたため、消費者センター
があっせんに入ることになりました。
　トイレに限らず、水回りのトラブルは
突然起こるため慌ててしまいがちです。
　日頃から修理を依頼する業者を決めて
おくと安心です。東京都下水道局のk
には各地区の「指定排水設備工事事業
者」が紹介されていますので参考にし
てください。▲

消費者センターn
　p042－462－1100

12～３月は特に注意！ 積雪や路面凍結の事故防止
　毎年この時期は、積雪などにより
滑って転倒するなどの事故が多く
なっています。特に降雪があると救
急搬送される方が多く、また降雪が
なくても、気温の低下により路面が
凍結する場合もあります。
　転倒しないように次のポイントに
注意しましょう。
□事故防止ポイント
● 靴は滑りにくいものを選びましょう

● 足元に十分気を配りゆっくり歩き
ましょう

● 降雪後の数日間は事故が多いことか
ら、特に注意を払いましょう。また、
自転車などの利用は控えましょう

● 通勤通学などの時間帯は急いでい
る場合が多いので、時間に余裕を
持って行動しましょう
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課op042－438－4010
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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。

市役所や公共施設の年末年始の休みの期間につきましては、7面をご覧ください。

※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～姿勢改善～
【理学療法士による、姿勢改善に関する話と自宅
でできる体操】

令和４年１月５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

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】

令和４年１月12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

令和４年１月７日㈮までに
電話

栄養ミニ講座　
【血圧が高めと言われたときに自分でできること】

令和４年１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 令和４年１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】

令和４年１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 令和４年１月11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】

①①令和４年１月５日㈬午後２時15分～３時15分
②②令和４年１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

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

令和４年１月21日㈮午前10時～11時30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.nishi
tokyo.lg.jp
申込期限（必着）：令和４年１月
14日㈮

ファミリー学級・２日制　第11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：令和４年１月14日㈮午前10時～11時30分
２日目：令和４年１月29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：令和４年４～５月
※１日目は妊婦のみ

市kまたは、
右上QRコードB
申込期間：12月21日㈫～
令和４年１月４日㈫

健
ひ
康
ろば

記入例

「美姿勢エクササイズ」申込
①１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
「まますた」申込
①１月18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

Cメール Bファミリー学級
電子申請（QRコード）

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】

①①令和４年１月17日㈪
防災・保谷保健福祉総合センター２階
②②令和４年１月28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は令和４年１月13日㈭までに電話	
②は令和４年１月24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】

令和４年１月18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C）	
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp	
申込期限（必着）：令和４年１月13日㈭

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】

令和４年１月18日㈫午後１時30分～３時30分	
田無総合福祉センター　　　　

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

令和４年１月13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

a12月16日㈭、令和４年１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

a12月21日㈫、令和４年１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

a12月20日㈪、令和４年１月24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
a12月15日㈬、令和４年１月12・19・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

歯科　受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください

19日 田無町歯科クリニック 
田無町４－23－４　p042－468－2221

26日 ねま歯科医院
泉町１－11－14　上宿ビル１階　p042－462－4118

29日
浅野第三歯科診療所 
芝久保町２－19－12	
p042－468－8714

仲川歯科医院 
ひばりが丘北２－８－15	
p042－422－5450

沼澤歯科医院 
田無町４－27－９　
TK田無ビル２階	
p042－465－8841

30日
堀歯科医院 
田無町５－８－10
ライオンズマンション田無第２ 
p042－466－4182

はせがわ歯科クリニック 
田無町３－１－13　
ラ・ベルドゥーレ田無101	
p042－450－5800

山本歯科医院 
ひばりが丘１－３－２	
p042－421－1182

31日
山口歯科医院 
ひばりが丘１－５－12	
p042－421－4029

西東京口腔研クリニック 
田無町４－24－14　
横山ビル２階	
p042－462－8413

なつデンタル
クリニック 
新町４－６－７　１階	
p0422－50－0588

受付
時間 午前10時～午後４時

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

19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

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

26日
田無病院 
緑町３－６－１	
p042－461－2682

石川クリニック 
保谷町２－６－１　　　
p042－464－1550

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

29日
佐々総合病院 
田無町４－24－15	
p042－461－1535	
※小児科は午後４時30分まで

保谷北町かなざわ
ファミリークリニック 
北町１－６－１　
レッツビルディング２階	
p042－439－6916 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

30日
武蔵野徳洲会病院 
向台町３－５－48	
※小児科は午後５時まで	
p042－465－0700

増田医院 
東町５－１－11	
p042－422－6036

31日
保谷厚生病院	
栄町１－17－18	
p042－424－6640

ノーブルビルクリニック 
ひばりが丘北３－５－13	
p042－424－5678
廣川クリニック 
東町４－８－28	
ＪＵＮ西東京市101	
p042－425－6476

休日診療 　※健康保険証・診察代をお持ちください。
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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

歳末即売会
12月21日㈫
午前９時～午後１時
※売切次第終了（雨天決行）
JA東京みらい保谷支店

c市内産の野菜などの販売・抽選会など

※レジ袋は有料のためエコバッグ持参
にご協力ください。車でのご来場はご
遠慮ください。
j JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479▲

産業振興課np042－420－2820

耳から昔話を楽しむ
～大人のためのおはなし会～

12月26日㈰　午後２時～４時
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

c絵本や紙芝居などを使わずに語り
かけのみで伝える素話「梅の木村のお
ならじいさん」『くしゃみくしゃみ天の
めぐみ』福音館書店、「いばらひめ」『子
どもに語るグリムの昔話』こぐま社ほか

※小学生以上の子どもの同伴は可
e50人（先着）
□共催・公演　もぐらの会▲

柳沢図書館p042－464－8240

先輩ママとお話しする会
令和４年１月13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

人権講演会
「はじめてのLGBTQ+
～明日から一人ひとりにできること～」
令和４年１月15日㈯
午前10時30分～正午
Zoomによるオンライン開催

　LGBTQと社会をつなぐ場づくりや、
東京2020オリンピック・パラリン
ピックでLGBTQの選手の支援を行っ
たプライドハウス東京の活動など、多
彩な活動を行っている講師による、性
の多様性やLGBTQ支援についての講
演会です。LGBTQへの理解を深めて
みませんか。
e50人程度（申込順）
f松中権さん（NPO法人グッド・エイ
ジング・エールズ代表）
i12月15日㈬～令和４年１月11日㈫
に、Web申込フォーム・メールで件
名を「LGBTQ講演会」・住所・氏名・
電話番号・参加時のニックネームを明
記し下記へ▲

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

西東京市くらしヘルパー養成研修
（全２日）
令和４年１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から）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または右記へ▲

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

子どもも大人も！
西東京市子ども読書活動推進
計画策定記念イベント
令和４年１月23日㈰
午前10時～午後４時
保谷駅前公民館

❖記念講演会「子どもの成長と絵本」
　（手話通訳あり）
a午後２時～４時（１時40分開場）
e30人（申込順）
f市村久子さん（絵本研究家）
i市民の方：12月16日㈭午前10時
から、電話または直接下記へ
※市外の方（定員に達していない場合
のみ）：12月24日㈮午前10時から

※図書館休館日を除く。ただし、第３㈮
は電話のみ午後６時まで受付可
❖おはなしひろばスペシャル
　絵本の読み聞かせ・わらべうたなど
□ちいさなおはなしひろば
a①①午前10時～10時20分
　②②午前10時30分～10時50分
d／e１・２歳の子どもとその保護
者／各回10組（申込順）
□おはなしひろば
a③③午前11時～11時20分
　④④午前11時30分～11時50分
d／e３歳以上の子どもとその保護
者／各回20人（申込順）
i令和４年１月５日㈬午前10時から、
電話または直接下記へ
※図書館休館日を除く。ただし、第３㈮
は電話のみ午後６時まで受付可
□パネル展「目で見る西東京市子ども
読書活動推進計画」
a１月15日㈯～23日㈰午前９時～午
後10時（最終日は４時まで）▲

保谷駅前図書館p042－421－3060

消費生活講座
「安心して使おう！スマホでポチッ
とネットショッピング～商品が届かな
い？！こんなトラブルに遭わないために～」
令和４年１月26日㈬
午前10時～11時30分
田無第二庁舎４階
　ネットショッピングを便利に安心し

※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。

て利用するために、注意すべきポイン
トなどを一緒に学びませんか。まだ
ネットショッピングを利用したことが
ない、という方もぜひご参加ください。
d在住・在勤・在学の方
e30人（申込順）
f原田由里さん（（一社）ECネットワーク）
i往復はがき・メールで件名「消費生
活講座」・住所・氏名・年齢・日中連
絡のつく電話番号を〒188－8666市
役所協働コミュニティ課へ▲

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

【労働者向けセミナー】
基礎からじっくり学びたい
働く人のための企業分析
～労働条件交渉などに役立てるために～

①令和４年２月２日㈬　
②　　　　　　９日㈬
午後６時30分～８時30分
国分寺労政会館

c①①経営分析の基礎知識、ケースを
用いた財務諸表の読み方
②②ケースによる比率分析、総合企業
評価と組合活動への活

い

かし方

市k

申込フォーム

知っておくと役立つ！ LED電球の話
　省エネ照明の標準になりつつある
LED電球について、製品の概要・特
徴・省エネ効果・選ぶ際のポイント、
その他役立つ情報をご紹介します。
a令和４年１月12日㈬午後２時～４時
bエコプラザ西東京

d在住・在勤・在学の18歳以上
e20人（申込順）
h筆記用具
i12月17日㈮午前10時から、電
話・ファクス・メールで住所・氏名・
年齢・電話番号を下記のjへ

COOL CHOICE事業「緑のカーテン」 
　地球温暖化対策を目的として6月
に実施した「ゴーヤの緑のカーテン」
について、多くの市民の皆さんに取
り組んでいただきました。
　この取組に対する皆さんの写真や
感想を市kに掲載しました。収穫し

たゴーヤで作ったお料理写真もあり
ますので、ご覧ください。

市k

不要な本の回収・配布「みんなの本棚」 
　エコプラザ西東京では家庭で不要
になった本を回収して無料で配布す
る本のリサイクルコーナー「みんな
の本棚」を設置しています。古本の

回収もエコプラザ受
付で随時行っていま
すので、ご利用くだ
さい。

□共通
jエコプラザ西東京p042－421－8585（午前９時～午後５時）
　l042－421－8586・mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

COOL CHOICE

d／e労働組合役員・労働組合員・
働いている方・テーマに関心のある方
／50人
f山口不二夫さん（明治大学大学院教授）
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▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

ミニ手話講座（全５回）
令和４年２月３・10・17・
24日㈭、３月３日㈭
午前10時～正午
田無総合福祉センター

　初めて手話を学ぶ方を対象に、手話
講座を開催します。手話を使ってコミュ
ニケーションの幅を広げてみませんか。
d在住の20歳以上で手話学習経験の
ない方（手話講習会受講者・手話サー
クルに入っている方・過去に参加した
ことのある方を除く）
e15人（申込順）
i令和４年１月28日㈮までに電話で
下記へ▲

障害福祉課np042－420－2804

　フードドライブは、ご家庭に保管されたままの未利用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、西東京市社会福祉法人連絡会を通じて市内の子
ども食堂や中学校放課後カフェ、食の支援が必要な方にお配りします。
□受付期間
令和４年１月５日㈬～20日㈭午前８時30分～午後５時15分　※㈯・㈰・㈷を除く
b ●田無庁舎２階総合案内横　●防災・保谷保健福祉総合センター１階警備
室前　●エコプラザ西東京　●その他市内の社会福祉法人事務所
j西東京市社会福祉法人連絡会事務局p042－497－5180▲

環境保全課p042－438－4042　▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

フードドライブにご協力くださいフードドライブにご協力ください
西東京市

社会福祉法人
連絡会 主催

西東京市
社会福祉法人連絡会

ツイッター



年末年始のご案内年末年始のご案内
　12月20日㈪～令和４年１月17日
㈪は、窓口が混み合うことが予想さ
れます。特に混雑が予想される㈪・
㈮や㈷明けを避けるなど、混雑の緩
和にご協力をお願いします。
□特に混雑が予想される日
12月20日㈪・23日㈭・24日㈮・
27日㈪・28日㈫、令和４年１月４
日㈫・５日㈬・７日㈮・11日㈫
※詳しい混雑予想カレンダーについ
ては市kをご覧ください。
□手続期間など

●市外への転出…おおむね２週間前
から

●市内への転入・転居…引っ越し後
２週間以内

●住民票異動・印鑑登録・証明発行
業務は、ひばりヶ丘駅前・柳橋両
出張所でも取り扱っています。
□来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市庁舎駐車場は有料時間貸駐車場
です。市役所で手続をする方は１時
間まで無料ですが、混雑時に待ち時
間が長くなり超過した分は有料にな
ります。駐車台数にも限りがありま
すので、公共交通機関のご利用にご
協力をお願いします。
□証明書コンビニ交付サービスの休止
a12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
d市内外の全ての店舗▲

市民課np042－460－9820
	 op042－438－4020

市民課窓口混雑予想

※詳細は、各施設にお問い合わせください。
※１　�スポーツセンターおよびその他の通年教室は令和４年１月７日㈮から開始します。
※２　	休館期間中は、インターネットからの予約はできません。資料検索や利用状況の確

認は通常どおり行えます。詳細は図書館kへ
※３　	お風呂は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しています。再開は施設で

の掲示・市kでお知らせします。

施設名 年末年始の休みの期間

庁
舎
な
ど

田無庁舎、田無第二庁舎

12月29日㈬～令和４年１月３日㈪

防災・保谷保健福祉総合センター、
保谷東分庁舎
出張所
エコプラザ西東京
住吉会館ルピナス
消費者センター分館
多文化共生センター 12月25日㈯～令和４年１月４日㈫
東伏見ふれあいプラザ 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
市民協働推進センターゆめこらぼ 12月28日㈫～令和４年１月３日㈪

市
民
交
流
施
設

南町・緑町地区会館 12月29日㈬～令和４年１月４日㈫
下宿・芝久保地区会館 12月28日㈫～令和４年１月３日㈪
谷戸地区会館 12月28日㈫～令和４年１月５日㈬
向台地区会館・東伏見コミュニティセ
ンター・ふれあいセンター 12月29日㈬～令和４年１月５日㈬

田無町・谷戸第二・北原・上向台・芝
久保第二地区会館 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
市民集会所

ス
ポ
ー
ツ

施
設

スポーツセンター　※１ 12月29日㈬～令和４年１月１日㈷
総合体育館・きらっと・武道場	　※１ 12月29日㈬～令和４年１月４日㈫
運動場・テニスコート 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪

文
化
・
教
育
施
設
な
ど

公民館 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
図書館　※２ 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
郷土資料室 12月27日㈪～令和４年１月４日㈫
児童センター・児童館 12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
コール田無

12月29日㈬～令和４年１月３日㈪
保谷こもれびホール
アスタ市民ホール 12月24日㈮～令和４年１月５日㈬

福
祉
関
係
施
設

障害者総合支援センター

12月29日㈬～令和４年１月３日㈪

保谷障害者福祉センター
田無総合福祉センター
老人福祉センター　※３
住吉老人福祉センター　※３
新町・富士町・ひばりが丘・下保谷福
祉会館　※３
老人憩いの家おあしす

年末年始に下水が詰まったら
　12月29日㈬～令和４年１月３
日㈪の期間に下水が詰まったら、
下記へご相談ください。
❖㈱井田環境サービス
　p042－471－9935
❖㈲パイプ環境サービス
　p042－471－4005
※宅地内の個人管の詰まりは有料
です。公共ますから下流の下水道
管は市で清掃します。
※年末年始の期間、市への電話は
代表番号p042－464－1311へ
お問い合わせください。年末年始
を除く平日は下記まで。▲

下水道課op042－438－4060

はなバス年末年始の運行
　12月29日 ㈬
～令和４年１月
３日㈪は、通常
と異なる以下の
ダイヤで運行し
ます。
　第１・２・３・４南ルートにつ
いては、「土休日ダイヤ」、第４北
ルートについては、「平日ダイヤ」
で運行します。
※令和４年１月４日㈫から、全
ルート通常ダイヤで運行となりま
す。お出掛けの際はお間違いのな
いようお願いします。▲

交通課op042－439－4435

待合状況公開サービス
　市民課（田無庁舎、防災・保谷
保健福祉総合センター）での受付
待ち人数と呼び出し中の番号を、
パソコン・スマートフォンなどで
確認できるサービスです。ご自宅
や外出先でも窓口の呼び出し状況
を確認できます。

□対象窓口
●田無庁舎２階
　市民課
●防災・保谷保健
　福祉総合センター１階
　市民課

　「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。

7令和３年（2021年）12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。

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。

年末・年始のごみ出しは計画的に
□年末のごみ・資源物収集日程
　年末・年始のごみ・資源物の収集日程の詳細は「ごみ・資源物収集
カレンダー」をご覧ください。
□ご協力ください
　最終収集日以降にごみや資源物を出すと回収されず、路上にごみが散乱する
など危険な状態になることがあります。次回の収集日まで出さないようにお願
いします。

□ペットボトル回収機をご活用ください
　市では㈱セブン-イレブンジャパンと地域包括連携協定を締結し、環境対策
の一環としてペットボトルの回収機を市内27店舗に設置していますのでご活
用ください。　
※回収機の設置場所・使用方法は市kをご覧ください。▲

ごみ減量推進課p042－438－4043
市k

冬の特別イベント「ロクトロボットパーク」

ナビ多摩六都科学館

　ロボットを自分で正しく動かした
り、説明書を見ながらじっくり工作
したり、たくさんのロボットと触れ
合って、キミもロボット達人をめざ
そう！新たに発見された相澤ロボッ
ト「ロボット楽団」にも注目！	
a12月25日㈯～令和４年１月10日㈷
※イベント・コーナーにより対象・
定員・費用が異なります。
※詳細はjのkをご覧ください。
□協力　㈱MANOI企画
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：12月20日㈪・28日㈫～
令和４年１月３日㈪

※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。

　多くの方々にご購入いただきあり
がとうございました。
　プレミアム応援券の有効期限が
迫っていますので、お早めにご利用
ください。

※返金対応は行いませんのでご注意
ください。
□有効期限　12月31日㈮まで

j西東京商工会p042－461－4573▲

産業振興課np042－420－2819

西東京市消費喚起事業（プレミアム応援券）
有効期限のご案内

田無庁舎

保谷庁舎



　①・②いずれかに当てはまる場合は、西東京市で１・２回目の接種記録を確認できないた
め、追加接種（３回目）用の接種券の発行には、申請が必要です。また、他にも対象となる場
合があります。詳細はk・西東京市新型コロナワクチンコールセンターへご確認ください。
d①①２回目接種後に西東京市へ転入した　②②海外で接種した

２回目接種後に西東京市へ転入した方など

a㈪～㈯　午前８時30分～午後７時　
※12月29日㈬～令和４年１月３日㈪・㈷・㉁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
l042－439－6171（聴覚に障害のある方）

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。

　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、西東京市新型コロナワクチンコールセンターで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

※（　）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12月１日現在

男 ／9万9,915人 （-  53）【2,284人】
女 ／10万5,907人（-    4）【2,384人】

人口 ／20万5,822人（-  57）【4,668人】
世帯 ／10万409 （-  52）【2,610】20万5,822人（-57）

8 令和３年（2021年）12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。

　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている子育て世帯の生活を支
援するため、子育て世帯等臨時特別
支援事業の一つとして、臨時・特別
の一時金を支給します。
d①①９月末時点で市内に住民登録が
あった方で、９月分の児童手当受給
者の方
②②新たに児童を出生し、当該児童に
係る10月分以降の認定を受けた児
童手当受給者の方
※①②の方が養育している平成15年
４月２日～平成18年４月１日に生ま
れた児童も支給対象
※特例給付（児童１人につき月額
5,000円）の受給者は支給対象外
i申請不要　※対象の方には、後日
ご案内をお送りします。
□支給日　12月27日㈪
□支給額　対象児童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（要申請）。
● ９月末時点で市内に住民登録が

あった方で、９月分の児童手当受
給者のうち、公務員の方

● 平成15年４月２日～平成18年４
月１日に生まれた児童を養育して
いて、保護者の所得が児童手当（本
則給付）と同等未満の方

※特例給付（児童１人につき月額
5,000円）の受給者は支給対象外

　詳細については決まり次第、市報・
市kなどで案内予定です。▲

子育て支援課n
 p042－460－9840

生活困窮相談窓口を開設
　年末年始に向けた生活困窮相談や
生活保護に関する新規相談、住居確
保給付金の相談などを受け付けます。
a12月29日㈬午前10時～午後３時

b生活サポート相談窓口（田無庁舎
１階　福祉丸ごと相談窓口内）▲

地域共生課np042－420－2809▲

生活福祉課np042－460－9836

西東京市×田無警察署　特殊詐欺撲滅宣言
　市と田無警察署は、誰もが安心し
て暮らすことができる「犯罪のない
安全なまちづくり」を推進していま
す。
　また、犯罪の中でも、特殊詐欺は、
高齢の方に被害が集中し、家族のた
め、老後のためこれまで大切に蓄え
た財産を、一瞬のうちに奪い取られ
るばかりか、大切な家族との信頼関
係まで崩壊する場合もあり、極めて
卑劣な犯罪です。絶対に許すわけに
はいきません。
　市と田無警察署は、特殊詐欺撲滅
に向け、より一層連携・調整を強化
しながら被害防止対策に取り組むと
ともに、市民お一人お一人の大切な

財産を守るべく、全力で取り組むこ
とを宣言しました。
　市民の皆さんにおかれましても、
お一人お一人が特殊詐欺被害を身近
なものとして捉えていただき、特殊
詐欺の手口を知っていただいたうえ
で、日頃から対策を講じるようお願
いします。
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理課op042－438－4005

年末年始のご案内は７面へ

子育て世帯臨時特別給付金
子育て世帯へ５万円支給（条件あ

り）

新型コロナワクチン接種のお知らせ接種無料

追加接種（３回目）のお知らせ □使用するワクチン　１・２回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、当面は薬事承認
されているファイザー社製　※今後、ワクチンの種類が追加される可能性があります。

　新型コロナワクチンの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。

※２回目接種日から８カ月後の同日から接種可、ただし同日がない場合はその翌月１日から接種可
　(同日がない場合の例：６月30日に２回目の接種をした場合は３月１日から接種可)

□接種場所
◆集団接種会場

西東京市役所田無庁舎 南町５－６－13
　接種場所が追加・変更される場合、市報やkでお知らせします。
※医療従事者などは、お勤めの医療機関で３回目の接種を受けら

れる場合もあります。詳しくは、勤務先にご確認ください。

□接種券の発送および接種の開始時期（予定）　※国からの通知により、スケジュールが変更になる場合があります。
２回目接種の終了時期 令和３年３～４月 ５月 6月 ７月 ８月 ９月 10月 11月
追加接種（３回目）の接種券発送時期 令和３年11月29日 12月23日㈭ 令和４年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
追加接種（３回目）の開始時期 実施中 令和４年１月 2月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

追加接種（３回目）の予約方法
　当面の間、電話で西東京市新型コロナワクチンコールセンターへ
※ご予約は、追加接種（３回目）の接種券が届くまでお待ちください。
※現在予約できるのは、追加接種（３回目）の接種券が届いた、３月

～５月に２回目の接種を完了した18歳以上の方（主に医療従事
者・高齢者施設入所者など）です。

　令和３年５月に２回目の接種を完了した18歳以上の方（主に医療従事者・高齢者施設入所者など）に

12月23日㈭に追加接種（３回目）の接種券を発送します。　※お手元に届くまでに数日かかる見込みです。
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