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地域協力ネットワーク合同オンライン講演会
「もっと楽しい地域活動のススメ
～みんなを元気にするコミュニティのデザイン～」
a２月20日㈰午後２時
※Ｚoomによるオンライン開催
f山崎亮さん（コミュニティデザ
イナー）
i詳細は市kをご覧ください。
□主催　南部・西部・中部地
域協力ネットワーク
□共催　協働コミュニティ課

北東部地域協力ネットワーク設立準備中
　地域協力ネットワークは、市内を南部、西部、中部、
北東部の４つのエリアに分けて設立を進めています。
　現在、最後の１つとなる北東部地域の令和４年度
末の立ち上げに向け
て、モデル会議を開
催するなど準備をし
ています。興味のあ
る方は、協働コミュニ
ティ課へお問い合わ
せください。

平成27年度設立
南部地域

令和４年度設立予定

北東部地域

　ピアッザアプリは地域に特化したSNS（ソーシャルネッ
トワーキングサービス）です。
　アプリ内には「西東京市エリア」情報があり、市内に関す
る投稿を共有し、身近な地域情報の収集や住民同士の交流
などを効果的に行えます。また、ピアッザ公認のコミュニ
ティデザイナーが地域を盛り上げます！
　地域SNSだからこそできる新しいご近所コミュニティに
参加しませんか？
※市は、PIAZZA㈱と連携協定を締結し、本アプリを通じ

て地域コミュニティの活性化に取り組むほか、行政・地域
情報の発信を行っていきます。

子育て世代におすすめ

こみゅラジ～今日どう（協働）？放送中
　コロナ禍で地域協力ネットワークの活動が制限される
なか、「地域の活動を伝えたい」「地域で活躍する人たち
の生の声を伝えたい」そんな思いで、南部、西部の地域
協力ネットワークがお届けするFM西東京のラジオ番組。
□放送日時
奇数月第３㈯
午前10時から
生放送！
※１月15日㈯、南部の愉快な
仲間たちが出演します。

　地域協力ネットワークは、住民、自治会・町内会、市民活動団体、福祉団体、
学校、企業、NPO、行政機関などのさまざまな団体などが連携・協力してまち
づくりを進める住民自治組織です。
　コロナ禍で人と人、地域のつながりが希薄になりつつあるからこそ、地域をゆ
るくつなぐご近所ネットワークの活動に一緒に参加しませんか？
　地域協力ネットワークでは、次のような活動を行っています。▲

協働コミュニティ課np042－420－2821

令和元年度設立
中部地域

ふらわーネット

にしにしnet.

平成29年度設立
西部地域

●引っ越してきたばかりで、地域のことが分か
らない

●子育ての悩みを共有したい
●近所で趣味の合う仲間とつながりたい
●ローカルなイベント情報を発信したい

次のような方にもおすすめ

「中原小の学校建替記念イベント」にラジオ
屋台で出張生放送！（令和３年11月20日）︎
➡イベント準備に励む中原小父親の会や小
学生の思いをお伝えしました。
※写真撮影時のみマスクを外しています。

が

地域をつなげて・もっと楽しいまちへ！

活動しています活動しています
地域協力ネットワーク地域協力ネットワーク

集う

つながる

伝える

つくる

地域をつなぐ活動
　各地域協力ネットワークは２カ月に１回の定例会を開催して
います。定例会ではさまざまな団体からの情報提供が行われ、
地域での顔の見える関係の構築に役立っています。
　また、さまざまな活動を通じて地域をつなぐ基盤とし
ての役割を担っています。
□そのほかの活動
●広報誌やSNSを通じた情報発信　●地域のイベントへの協力
●あいさつ運動　●命の黄色いハンカチ運動
●防災ワークショップ　●地域を花で彩る活動　など

※写真は、平成29・30年の活動の様子です。

●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
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 p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）︎
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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、１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。

市k

➡︎番組ブログ・
アーカイブ

マスクの着用 人との距離の
確保 手洗い・消毒 「３密」の回避

密閉

密集 密接

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
引き続きご協力をお願いします。

ワクチン接種に
ついて（10面へ）
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償却資産の申告はお済みですか
税・年金・保険

　市内に償却資産（事業用資産）を所有
している方は、１月31日㈪までに申
告が必要です。償却資産をお持ちの方
でまだ申告がお済みでない場合は、至
急申告してください。申告書をお持ち
でない方は下記へご連絡ください。▲

資産税課n p042－460－9830

公的年金等の源泉徴収票が
日本年金機構から送付されます
　令和３年中に国民年金・厚生年金等
の老齢または退職を支給事由とする公
的年金を受けていた方に「令和３年分
公的年金等の源泉徴収票」が送付され
ます。確定申告などの際に添付してく
ださい。未着・再交付はjにお問い
合わせください。
※例年、１月下旬に送付（障害年金・
遺族年金は非課税所得のため送付され
ません）
j ● ねんきんダイヤル
　p0570－05－1165（ナビダイヤル）
　※050から始まる電話からは
　p03－6700－1165
● 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

東京都後期高齢者医療制度の被保険者へ
医療費等通知書の発送
　ご自身の健康と医療について認識を
深めていただくとともに、医療費の適
正化を目的として医療費等通知書を１
月下旬にお送りします。通知書には、
診療年月・医療機関などの名称・医療
費の総額（自己負担分＋保険者負担分）、
医療費等（自己負担分）が記載される予
定です。
d令和２年９月〜令和３年８月の12
カ月間に医療費の総額（自己負担分＋
保険者負担分）が５万円を超える月が
ある方
※全ての被保険者に送付するものでは
ありません。

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

□注意
　確定申告（医療費控除）の際に医療費
等通知書を添付することで、令和３年
１月〜令和３年８月の診療などは、「医
療費控除の明細書」への記載を省略す
ることができます。ただし、令和３年
９月〜令和３年12月の診療などは、
翌年度の発送となりますので、申告が
必要な場合はお持ちの領収書に基づい
て別途「医療費控除の明細書」を作成し
て申告書に添付していただく必要があ
ります（この場合、医療費の領収書は、
確定申告期限から５年間保存する必要
があります）。
j東京都後期高齢者医療広域連合お問
い合わせセンター
　p0570－086－519▲

保険年金課n
　p042－460－9823

生活つなぎ資金貸付
福祉

　急を要する事情で一時的に金銭的に
お困りの方へ貸付を行います（上限２
万円）。
※貸付には条件があります。詳細はお
問い合わせください。▲

地域共生課np042－420－2808

令和４年度　心身障害者（児）施設
緊急一時保護の利用登録開始
　現在「心身障害者（児）施設緊急一時
保護」の利用登録をしている方は、３
月31日で終了となります。令和４年
度の利用登録の受付を、１月17日㈪
から開始しますので、利用予定前まで
に申請手続をしてください。
b障害福祉課（田無庁舎１階、防災・
保谷保健福祉総合センター１階）▲

障害福祉課np042－420－2804

くらし
民間賃貸住宅への入居や
居住継続にお困りの方へ
　保証人が見つからないなどの理由に
より、民間賃貸住宅への入居や居住継
続にお困りの方に対し、住宅探しのお
手伝いや保証委託契約のあっせんなど
を行っています。
❖住宅探しのお手伝い
　担当者が住宅探しのお手伝いをするなど

❖保証委託契約のあっせん
　住宅を借りる際に保証人が見つから
ない場合のあっせん▲

住宅課o p042－438－4052

自治会などが所有する街路灯に
補助金を交付
　道路課（保谷東分庁舎１階）にある申
請書に書類を添付し、１月28日㈮ま
でに下記へ提出してください。既に補
助金を受けている団体には申請書を送
付します。▲

道路課o p042－438－4055

防犯活動経費の一部補助
　市内で防犯活動を行う団体に対し
て、活動経費の一部を補助します。
d市に防犯活動団体として登録をし
ている団体
□補助金額　防犯資器材の購入経費な
どの２分の１以内で、１団体の上限額
は20万円まで

※申請多数は、補助金を減額調整する
場合あり

□申請期間…２月７日㈪〜18日㈮
※本年度最後の申請受付になります
が、団体登録は随時受け付けています。
※詳細はお問い合わせください。▲

危機管理課op042－438－4010

令和４年度予算要求の概要を作成
市政

　市では現在、令和４年度予算の編成
作業を進めています。各課からの予算

連 絡 帳
市からの 要求を取りまとめた「令和４年度予算

要求の概要」は、財政課（田無庁舎３
階）・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。▲

財政課n p042－460－9802

図書館・特別整理休館
　蔵書点検のため、下記の日程で順次
休館します。ご理解とご協力をお願い
します。

▲

中央図書館臨時窓口
　p042－465－0823

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。
✿小野寺由美子 様（文房具）
✿匿名（楽器など）
✿匿名（卓球台）▲

総務課n p042－460－9810
✿匿名（７万円）
✿匿名（１万円）
✿加藤学 様・西武信用金庫 理事長 髙
橋一朗 様（金員）▲

秘書広報課np042－460－9803

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。

　ご利用には、署名用電子証明書が
搭載されているマイナンバーカード
が必要です。カードの申請から受け
取りまで約１カ月かかります。早め
の申請をお願いします。
※住民基本台帳カードでは確定申告
ができませんので、ご注意ください。
❖マイナンバーカード申請方法
Ａ：申請書を地方公共団体情報シス
テム機構に郵送またはオンラインで
申請し、窓口で受け取る
Ｂ：窓口で申請をして本人限定受取
郵便でご自宅で受け取る
□Ｂの場合
a平日：午前８時30分〜午後５時
● 夜間：午後５時15分〜８時（第３㈫

…防災・保谷保健福祉総合セン
ター、第４㈫…田無庁舎）
b市民課窓口
h①①通知カード（マイナンバーが記
載された緑色の紙製のカード）

②② 顔写真（縦4.5㎝×横
3.5㎝。最近６カ月以内
に撮影された正面・無帽・
無背景のもの）
③③本人確認書類（下記のうち２点）
● 官公署発行の顔写真付きのもの
（運転免許証・旅券・在留カードなど）

● 氏名に加え生年月日または住所が
記載されたもの（保険証・年金手
帳・預金通帳・社員証・学生証など）

※詳細は、下記へお問い合わせください。
④④ 住民基本台帳カード・マイナン
バーカード（お持ちの方のみ）
※不足書類があった場合、窓口で申
請を受けられません。カードはご自
宅ではなく、窓口でのお受け取りに
なります。
j西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845▲

市民課n p042－460－9820
 o p042－438－4020

　高齢者世帯・障害者世帯に「家具
等転倒防止器具取付け等サービス」
を実施します。
※１世帯につき１回のみ。過去に給
付を受けた世帯は申請不可
d
● 高齢者世帯…65歳以上の方のみ

の世帯（老人福祉施設などに入居
している方を除く）

● 障害者世帯…身体障害者手帳４級

以上または愛の手帳４度以上をお
持ちの方のみの世帯
cポール式器具・ストッパー式器
具などの給付・取付けなど

□申請期限　２月18日㈮　
※詳細はお問い合わせください。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2810▲

障害福祉課n
　p042－420－2804

マイナンバーカードを利用して
e-Taxで確定申告をする方はお早めに申請を

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　西東京市交通安全計画（案）
 

▲

交通課op042－439－4435

策定趣旨 　市民が安全で安心して生活できる交通事故のない「まち」の実
現を目指し、「西東京市交通安全計画」を策定する。

閲覧方法 １月17日㈪から、情報公開コーナー・市k
対象 在住・在勤・在学、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 １月17日㈪〜２月16日㈬（必着）

提出方法

①①持参(保谷東分庁舎）　
②②郵送（〒202－8555市役所交通課）　
③③ファクス（l042－439－3025）　
④④市kから　

⑤⑤メール（mkoutsuu@city.nishitokyo.lg.jp）
結果の公表 ３月（予定）

館 名 特別整理休館期間

芝久保・谷戸 ２月15日㈫〜17日㈭

ひばりが丘 ３月 １日㈫〜 ３日㈭

柳沢 ３月 ８日㈫〜10日㈭

保谷駅前 ３月16日㈬〜18日㈮

家具等転倒防止器具取付け等サービス
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（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

■教育委員会
a１月25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

■廃棄物減量等推進審議会
a１月17日㈪午後２時
bエコプラザ西東京
c／e市の廃棄物行政／５人▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

■図書館協議会
a１月20日㈭午後２時〜４時
b田無第二庁舎２階
c／e図書館事業評価ほか／３人▲

中央図書館p042－465－0823

■居住支援協議会
a１月28日㈮午前10時30分
b保谷東分庁舎
c居住支援に関することなど

e３人▲

住宅課op042－438－4052

■社会教育委員の会議
a１月28日㈮午後２時
b田無第二庁舎４階

審議会など

c／e地域学校協働活動／２人▲

社会教育課np042－420－2831

■国民健康保険運営協議会
a１月28日㈮午後７時
b田無庁舎５階
c国保財政健全化計画の見直しほか

e５人▲

保険年金課np042－460－9821

■学校選択制度に関する検討懇談会
a１月31日㈪午前10時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／eアンケート結果・制度の成
果および課題／５人▲

学務課n p042－420－2824

■防災会議
a２月２日㈬午後１時30分
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c西東京市国土強靭化地域計画ほか

e５人▲

危機管理課op042－438－4010

■総合教育会議
a２月３日㈭午後１時30分
b田無庁舎４階
c／e教育に関する協議・調整／10人▲

企画政策課np042－460－9800

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

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。

□申込開始　１月18日㈫午前８時30分（★印は、１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

１月26日㈬・27日㈭、２月４日㈮・10日㈭
午前９時〜正午	
１月28日㈮、２月１日㈫・２日㈬・８日㈫
午後１時30分〜４時30分	

交通事故相談 電話・対面
★１月25日㈫ 午前９時〜11時30分
２月３日㈭ 午後１時30分〜４時

税務相談 電話・対面 ２月３日㈭、９日㈬ 午前９時〜正午

不動産相談 電話・対面
２月10日㈭ 午後１時30分〜４時30分
２月25日㈮ 午前９時〜正午

登記相談 電話・対面
２月２日㈬ 午前９時〜正午
２月17日㈭ 午後１時30分〜４時30分

表示登記相談 電話・対面 ２月17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 ２月14日㈪ 午後１時30分〜４時30分

行政相談 電話・対面 ※２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 ２月４日㈮ 午後１時30分〜４時30分

　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。

　最近の、若者を狙う悪質商法では、
SNSなどを悪用した手口が増加して
います。誰もが悪質商法の被害に遭
う可能性があります。被害に遭って
も、自分に落ち度があると感じて、
相談しない人も多いようです。困っ
たら一人で悩まず、西東京市消費者
センターにご相談ください。
❖若者を狙うこんな手口に注意
①①SNSで知り合った人に、「将来成
功できる」などとオンラインサロン
の入会を勧められ、高額な契約をさ
せられる。
②②先輩から「簡単にもうかる」と投資

のノウハウが入ったUSB教材の購入
を勧められる。友人を誘えば紹介料
も入ると言われ、学生ローンで借り
て契約するが、全くもうからず、借
金だけが残る。
□相談先
　西東京市消費者センター
　p042－462－1100
a㈪〜㈮●午前10時〜正午
　●午後１時〜４時
b田無第二庁舎５階　
※来所相談の場合は要予約▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

１〜３月は
若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

困ったら一人で悩まずご相談ください

cアンケート（５回）の回答など

d都内在住の18歳以上（令和４年４月
１日現在）で、jのk閲覧とメールの
送受信ができる方（公務員・モニター
経験者・島しょ在住者を除く）
e1,000人程度（申込多数は選考）
□任期　４月１日から１年間
□謝礼　回答数に応じ、図書カードを
贈呈（任期末にまとめて送付）
i２月28日㈪まで

※詳細はjのkをご覧ください。
j東京都下水道局総務部広報サービス課
　p03－5320－6693

a２月５日㈯午後１時〜２時30分
b東伏見小学校体育館・校庭
c応急救護訓練・初期消火訓練・煙
ハウス体験・スタンドパイプ設置体験・
備蓄倉庫公開・避難所設置体験など

※自衛隊・消防署・警察署も参加　
j総合型地域スポーツクラブ「ココス
ポ東伏見」p042－452－3446
※㈪休館（㈷の場合は、明けが休館）

❖自衛官候補生募集
□応募資格　18歳以上33歳未満の方
□試験　２月中旬
□受付　２月４日㈮必着
❖予備自衛官補募集（一般・技能）
　教育訓練終了後、「予備自衛官」とし
て任用します。
□応募資格
●一般：18歳以上34歳未満の方
●技能：18歳以上で保有技能に応じ
53〜55歳未満の方

□試験日程　４月中旬
□受付期間　４月８日㈮必着
自衛隊　西東京
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

□西東京創業カフェ（参加無料）
a２月25日㈮午前10時〜11時30分
b／eイングビル／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

ココスポ東伏見 総合防災訓練

自衛隊からのお知らせ下水道モニター募集

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

空き巣にご注意‼
　空き巣被害に遭わないために次の
ことに注意してください。
□泥棒を寄せ付けない
●センサー付きライトの設置
●補助錠の設置
□日頃からの心掛け
●戸締まりは確実に

●	足場になるようなものは、周りに
置かない
　「地域の目」で犯罪の起きにくい街
にしましょう。不審な人を見かけた
ら、すぐに110番をしてください。
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理課op042－438－4010

１月15日〜21日は「防災とボランティア週間」
１月17日は「防災とボランティアの日」
　平成７年１月17日に発生した阪
神・淡路大震災を契機に、上記の週
間と日が定められました。災害時の
防災活動やボランティア活動の認識
を深め、災害への備えを充実強化す
ることを目的としています。
　また、大地震などの災害が発生し
た場合、消防をはじめとした行政機
関では対応に限界があります。災害
による被害をできるだけ少なくする
ためには、一人一人が自ら取り組む
「自助」、地域で助け合って取り組む
「共助」の力を高めることが大切です。
自分たちで「初期消火」、「救出・救助」、
「応急手当」ができるようになれば、
共に助け合うことができます。
　防災館での防災体験や地域で行う
防火防災訓練に参加し、地域の防災
行動力を高めましょう。
□東京消防庁災害時支援ボランティ
アとは
　震度６弱以上の地震や大規模な自
然災害・事故が発生した場合、あら

かじめ登録している消防署や最寄り
の消防署に参集し、消防活動を支援
するボランティアです。約4,300人
が登録しています。東京消防庁では
東京消防庁災害時支援ボランティア
の登録を促進しています。
　登録要件や活動内容についてはj
へお問い合わせください。
□事業所の防災力向上のために
　災害時、事業所としては、まず事
業所内の被害拡大を防ぎ、地域の一
員として「共助」の役割を担います。
そのためには、定期的な自衛消防訓
練などにより、事業所の皆さん一人
一人の防災行動力を高めることが重
要です。
　コロナ禍でもYouTube東京消防
庁公式チャンネルの「リモート防災訓
練」や「ネットで自衛消防訓練」で訓練
することができますので、ぜひ活用
してください。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課op042－438－4010

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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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。

市民税・都民税の申告

□申告が必要な方
①①令和４年１月１日現在、市内に住所
があり、以下に該当する方
● 令和３年中に所得があった方
● 所得がない場合でも国民健康保険、後

期高齢者医療保険に加入している方
②②令和４年１月１日現在、市外に住所
があり、市内に事務所・事業所・家屋
敷などがある方
③③給与所得者で次に該当する方
● 勤務先から市に給与支払報告書の提

出がなかった方
● 地代・家賃・原稿料・年金など、給

与所得以外の収入があった方
※給与所得者または公的年金の所得の
みの方で、勤務先などから市へ支払報
告書の提出があった方でも、扶養親族や
生命保険料などの控除が、支払報告書の
内容から変更になる場合は申告が必要
※所得税の確定申告書を税務署に提出
される方は、市・都民税の申告は不要
□申告用紙の郵送と配布
　申告書は、１月26日㈬に次の方へ
発送予定です。
● 昨年、申告書を提出した方
● 昨年、市に転入し、かつ国民健康保

険に加入した方
※市・都民税の申告が必要な方で、申
告書が届かなかった方には、次の場所
で配布します。また上記以外の方で、
市の申告書が必要な方は市kよりダ
ウンロードができます。

場所 日程

田無
庁舎

４階市民税課 　２月 １日㈫
～ ２月15日㈫

２階申告会場 　２月16日㈬
～３月15日㈫

防災・保谷保健福祉
総合センター１階 

　２月 １日㈫
～２月 ７日㈪

保谷
臨時
窓口

保谷東分庁舎 　２月 ８日㈫
～３月 ８日㈫

防災・保谷保健福祉
総合センター６階

　３月 ９日㈬
～３月15日㈫

柳橋・ひばりヶ丘駅前
出張所 

　２月 １日㈫
～３月15日㈫

※㈯・㈰・㈷を除く　※所得税の確定
申告書も上表のとおり配布しますが、
税務署からの配布数に限りがあり、数
日で配布を終了する場合があります。
※確定申告書のダウンロードや作成は、
国税庁k「確定申告書等作成コーナー」
からも可

所得がなかった方も申告を

　令和３年中に所得のなかった方も申
告をすることにより、非課税証明書の
発行（都営住宅の収入報告・シルバー
パス申請などに必要）、国民健康保険
料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の算定、国民年金の免除申請などの
手続、後期高齢者医療被保険者証の発

行などの基礎資料になりますので、申
告書表面の該当箇所および申告書裏面
の「所得（収入）がなかった方」欄にご記
入のうえ、提出してください。

申告の際に必要となるもの

①①申告書・筆記用具・計算機
②②マイナンバー制度導入に伴う本人
確認書類（番号確認および本人確認）
③③令和３年中の収入額が分かる書類

（源泉徴収票など）
④④下記の控除を受ける場合
A国民健康保険料・後期高齢者医療保

険料（保険年金課）、介護保険料（高齢
者支援課）…令和３年中に支払った金
額を計算してあれば、領収書などの
控除証明書の添付は不要（金額が不明
の場合は、各担当課で確認できます）

B国民年金保険料・生命保険料・地震
保険料・寄附金控除…令和３年中に
支払った金額が分かる控除証明書な
どの添付が必要

⑤⑤医療費控除の申告（令和３年１月１日
～令和３年12月31日に支払われたも
のが対象）には、平成30年度より領収
書の代わりに「医療費控除の明細書」を
必ず作成し、添付が必要です（領収書
の添付は不要ですが領収書はご自身で
５年間保存する必要があります）。
　作成する際は、医療を受けた人、病
院・薬局ごとに医療費を合計して記載
してください。
　また、平成30年度より、新たにセルフ
メディケーション税制（医療費控除の
特例）が開始されました。詳細は、市k

「セルフメディケーション税制（医療費
控除の特例）」をご覧ください（従来の
医療費控除制度とセルフメディケー
ション税制のどちらを適用するかは、
申告者本人が選択しいずれかの適用）。
⑥⑥障害者手帳または認定書（障害のある方）
⑦⑦申告者名義の銀行などの口座番号
が分かるもの（所得税還付申告の方）
※昨年確定申告をされた方は、その控
えをお持ちください。
※申告書に添付する源泉徴収票などの
書類の写しが必要な方は、あらかじめ
コピーを取ってください。
□申告についての注意
● 申告の期間を過ぎてから申告をした

場合、課税決定が遅れ、課税・非課
税証明書の発行時期が遅れます。普
通徴収（個人納付）の場合は、納期限
が過ぎると通常４回ある納期が減り、
１回分の納税額が多くなりますので、
期間中に申告してください。

● 住民税における上場株式等に係る配
当所得等について、所得税と異なる
課税方式を選択する場合は、市・都
民税特別徴収税額の決定通知書また
は納税通知書が送達される前までに

「市民税・都民税申告書」および「市
民税・都民税申告書　別表（課税方
式選択用）」が必要となります。また、
所得金額が増えることで国民健康保
険料、後期高齢者医療保険料や介護
保険料などに影響する場合があります。

● 配偶者やそのほかの親族の年金から
差し引かれた介護保険料、後期高齢
者医療保険料は、その方が支払われ
たものとなり、申告者の社会保険料
控除の対象とすることはできません。
ただし、国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料は、口座振替による支
払いを選択できますので、その選択
をして申告者の口座から振替により
支払われた場合には、申告者の社会
保険料控除に含められます。

● 住宅ローン控除を受ける初年度は、必
ず税務署への確定申告が必要となり
ます。田無庁舎および防災・保谷保
健福祉総合センターの申告会場での
相談をお受けすることはできません。

市でご相談・お預かりできる
所得税の確定申告書

□提出のみの方　税額の計算まで内容
が全て記入済みの申告書
□簡易な申告の方　給与所得者の還付
申告・公的年金（個人年金所得を含む）
の申告など

申告書へマイナンバーの
記載が必要です

　市・都民税の申告にはマイナンバーの
記載が必要です。それに伴い、本人確認

（番号確認・本人確認）が必要となります。
※窓口提示または写しの添付
□確認書類
①①マイナンバーカード　②②通知カー
ド・公的機関が発行した顔写真付きの
証明書（運転免許証・パスポート・住
基カードなど）　③③マイナンバーが記載
された住民票（写しでも可）・公的機関
が発行した顔写真付きの証明書（運転
免許証・パスポート・住基カードなど）
※顔写真付きの証明書をお持ちでない
場合は、年金手帳など公的機関が発行
した証明書２点が必要です。
※通知カードは令和２年５月25日に
廃止されていますが、通知カードに記

２月16日㈬～３月15日㈫申告期間
１月31日㈪～２月７日㈪に開設する
出張窓口もご利用ください

来月から　  の申告が始まります税
市民税・都民税（令和４年度）の申告は市役所へ ▲

市民税課np042－460－9827・9828

混雑緩和や感染症対策にご協力をお願いします
●可能な限り少人数でご来庁ください。
●マスクの着用や入り口などでのアルコール消毒液による手指の消毒をお願
いします。

※会場は窓を開けるなど換気をしています。

● �市民税・都民税の申告書は郵送でも受け付けています。　申告書に必要事
項を記入のうえ、源泉徴収票や証明書類などを添付し、〒188－8666市
役所市民税課へ郵送してください。申告書の「控え」部分の返送をご希望の
方は、返送先の住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封して
ください（就学援助費の申請などで必要となることがあります）。

　市・都民税（住民税の申告）は２月16日㈬から市役所が、所得税の申告は東
村山税務署（今年は税務署に限り２月１日㈫から）が管轄する業務となります。
申告期間中に限り市でも所得税の申告の受付を行っていますが、ご相談・お
預かりできない内容もございます。必ず、ご来庁前に詳細をご確認ください。

〈税の申告について〉 載された氏名・住所などが、住民票に
記載されている内容と一致している場
合に限り、引き続き番号確認書類とし
て利用可

市でご相談できない
所得税の確定申告
　下記①①～⑨⑨に該当する方は、税務
署にご相談ください。
①①配当所得などの申告　②②青色申告
③③収支内訳書が未作成の事業所得の
申告および不動産所得の申告　④④土
地・建物および株式などの売却による
譲渡所得の申告　⑤⑤住宅ローン控除の
申告（初年度および住宅ローン控除申
告書が未作成のもの）　⑥⑥相続または
贈与などに係る生命（損害）保険契約な
どに基づく年金所得の申告　⑦⑦国外居
住親族に係る扶養控除や市外居住の方
の申告　⑧⑧過年分や亡くなった方の申
告（令和２年分以前の申告）　⑨⑨そのほ
か特殊な申告（例：雑損控除・災害減免・
外国税額控除・仮想通貨の申告など）
※ご相談の必要がなく申告書の提出の
みの場合は、お預かりできます。

公的年金等の受給者の
確定申告不要制度

　１年間（１月１日～12月31日）の公
的年金などの収入金額が400万円以下
で、そのほかの所得金額が20万円以
下の方は、所得税の確定申告をする必
要はありません。
　ただし、所得税の還付を受ける方や
外国で支払われる年金など所得税の源
泉徴収の対象とならない年金を受給し
ている方は、確定申告が必要です。ま
た、確定申告が不要でも、市・都民税
の算定で「公的年金等の源泉徴収票」に
記載のある控除内容を変更・追加する
場合は、市・都民税の申告が必要です

（税務署に確定申告書を提出の場合は
市・都民税の申告は不要）。
※東村山税務署に限り、公的年金を受
給されている方は、２月１日㈫以前で
も相談を受け付けています。東村山税
務署にご確認ください。
　市では、２月16日㈬からの受付と
なりますので、ご注意ください。

※ID・パスワードの発行は申告が始まると混雑するため、期間前の申請がおすすめ
※マイナンバーカード方式の場合、令和４年１月以降、ICカードリーダーライタが
なくても、マイナンバーカード読取対応のスマホがあれば、e-Tax送信が可能

パソコン・スマホなどから確定申告ができることを知っていますか？

今年も税務署に申告
書を提出しに行った
けど、混んでたな…
来年も税務署に行く
のが大変だなぁ

でも、マイナンバー
カードはまだ取って
いないし、ICカード
リーダライタも持っ
てないよ
どうしよう…

そういう方でも大丈夫！
税務署でIDとパスワード
を受け取れば自宅のパソ
コンやスマホからe-Tax
で申告ができるよ！

ICカードICカード
リーダライタリーダライタ

マイナンバーマイナンバー
カードカード

ええ そうなんだ！

マイナンバーカード
方式！

ID・パスワード
方式！

知らなかったよ！

マイナンバーカードと
ICカードリーダライタ
があれば、自宅のパソ
コンからe-Taxで申告が
できるよ！
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にせ税理士にご注意を　 ● にせ税理士の情報…東村山税務署p042－394－6811　 ● 税理士に関して…p042－394－7038

場所 日程 受付時間 市民税・都民税の申告 所得税の確定申告
相談 提出のみ 相談 提出のみ

出
張
窓
口

柳沢公民館 １月31日㈪ 【柳沢公民館およびひばりが丘公民館】
午前９時30分～11時30分
午後１時～3時30分

【上記以外の会場】
午前９時30分～午後１時30分

（正午～午後１時も開設）
午前９時までは入場できませんので、
ご注意ください。

○ ○ － ○
ひばりが丘公民館 ２月 １日㈫ ○ ○ － ○
住吉会館ルピナス ２月 ２日㈬ ○ ○ － ○
新町福祉会館 ２月 ３日㈭ ○ ○ － ○
下保谷福祉会館 ２月 ４日㈮ ○ ○ － ○
芝久保公民館 ２月 ７日㈪ ○ ○ － ○

田無庁舎２階展示コーナー ２月16日㈬
～３月15日㈫

午前９時～午後４時
※２月18日㈮・25日㈮は、
夜間窓口（午後６時～８時）も開設

○ ○ ○ ○

保谷
臨時
窓口

保谷東分庁舎 ２月 ８日㈫
～３月 ８日㈫ 午前９時～午後４時

○ ○ － ○

防災・保谷保健福祉総合
センター６階

３月 ９日㈬
～15日㈫ ○ ○ ○ ○

防災・保谷保健福祉センター６階
※税理士による無料申告相談

２月 ８日㈫
～10日㈭

午前９時30分～午後３時30分
※正午～午後1時も開設 － － ○ －

【事前にご確認ください】

 〈全般〉
● ㈯・㈰・㈷を除く。
●「提出のみ」は、税額の計算まで内容が

全て記入済みの申告書をお預かりする
ものです。

● 各窓口の受付時間は、混雑の状況によ
り早く締め切る場合があります。

● 受付初日と受付締切間際は、窓口が大
変混み合います。混雑する時期を避け
るなど、ご協力をお願いします。

● 車での来場は、ご遠慮ください。
●「税理士による無料申告相談」以外の全

ての窓口は、市職員が対応します。税
務署の職員はおりません。

 〈所得税の確定申告〉
● 税理士による無料申告相談については、

１月１日号をご確認ください。
● 確定申告の「提出のみ」の場合は、直接

税務署への提出（郵送可）にご協力をお
願いします。

市民税・都民税と簡易な所得税の確定申告の相談・申告の受付窓口

日曜窓口
　税務署は平日のみ開庁ですが、２月
20日㈰・27日㈰に限り、所得税お
よび復興特別所得税・個人消費税・
贈与税の確定申告相談と申告書の受
付を行います。
※国税の領収・納税証明書発行・電
話相談は行いません。

申告書は国税庁kで
パソコンやスマホで

作成できます！ 
　国税庁kの「確定申告書等作成
コーナー」で、ご自宅のパソコンや
スマートフォン・タブレット端末等
から申告書を作成できます。作成し
た申告書はマイナンバーカードと
ICカードリーダライタを利用する
方法（マイナンバーカード方式）や税
務署で発行するIDとパスワードを
使用する方法（ID・パスワード方式）
で、「e-Tax（電子申告）」することが
できるほか、プリンターで印刷（白
黒でも可）して郵送で税務署に提出
することができます（コンビニエン
スストアのプリントサービスで印刷
することも可）。
　ID・パスワード方式を行うため
には、事前にID・パスワード方式
の届出完了通知の発行が必要となり
ます。
　ID・パスワード方式の届出完了
通知については、税務署で職員と対
面による本人確認を行った後に発行
しますので、発行を希望される方は
運転免許証などの本人確認書類をお
持ちのうえ、お近くの税務署にお越
しください。
　また、スマートフォンで見やすい
専用画面をご利用できます。さらに、

「マイナンバーカード」と「マイナン

バーカード対応のスマートフォン」
をお持ちの方は、e-Taxで送信でき
ます。マイナンバーカード対応のス
マートフォンなどをお持ちでない方
も、ID・パスワード方式を利用し
てe-Taxで送信できます。
□申告および納付に関するご質問は
税務署へ
　操作に関するお問い合わせは、

「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
　p0570－01－5901（e-コクゼイ）まで

便利で安心、振替納税を
ご利用ください！ 

　申告書の提出後に、納付書の送付
や納税通知などによる納税のお知ら
せは行っていません。納付には便利
な振替納税をご利用ください。
□令和３年分確定申告書振替納付日
●  所得税および復興特別所得税…

４月21日㈭
●  消費税および地方消費税（個人事

業者）…４月26日㈫
　電子納税をご利用になると、自宅
やオフィスなどのインターネットを
利用して納付できます。

医療費控除を受けるためには、 
「医療費控除の明細書」の

添付が必要です 
　医療費控除を受ける際に「医療費
控除の明細書」の添付が必要となり
ます（領収書の提出は不要）。
　明細書作成時には、①①医療を受け
た人、②②病院・薬局ごとに医療費を
合計して記載します（明細書を含め、
医療費控除の申告は国税庁kから
できます）。また、医療費の領収書
は自宅で５年間保存する必要があり
ます（税務署の求めにより、提示ま
たは提出）。

今年も申告書には 
マイナンバーの記載が必要です！

　所得税および復興特別所得税・消
費税および地方消費税・贈与税の申
告書には税務署へ提出する都度、「マ
イナンバーの記載」と「本人確認書類

（番号確認書類および身元確認書
類）」の提示または写しの添付が必要
となります。
　税務署窓口で提出の際は、番号確
認および身元確認に時間を要します
ので、①・②について事前のご用意
をお願いします。
①①マイナンバーカード（個人番号カード）
※１枚で「番号確認」と「身元確認」が
できます。
②②「番号確認書類」＋「身元確認書類」
※②は、①のマイナンバーカードが
ない場合の確認方法です。
●  番号確認書類とは、通知カード・

マイナンバーの記載のある住民票
の写しなど

●  身元確認書類とは、運転免許証・
パスポート・身体障害者手帳、公
的医療保険の被保険者証など

※郵送にて申告書を提出する際は、
①の写し（両面）または②の写しを添付

年金申告不要制度 
　公的年金などの収入金額の合計額
が400万円以下であり、かつ、その
公的年金などの全部が源泉徴収の対
象となっている場合において、公的
年金などに係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下である場合には、所
得税および復興特別所得税の確定申
告は必要ありません。ただし、所得
税の還付を受けるには確定申告が必
要です。
※所得税などの申告が必要ない場合
でも、住民税の申告が必要な場合あり

復興特別所得税の計算を
お忘れなく

　平成25年分～令和19年分の各年
分は、復興特別所得税を所得税と併
せて申告・納付が必要です（還付申
告でも計算が必要）。
　復興特別所得税の額は、各年分の
基準所得税額（原則その年分の所得
税額）に2.1％の税率を乗じて計算
した金額です。
　また、平成25年１月１日～令和
19年12月31日に生ずる所得につい
て、源泉所得税が徴収されている場
合には、復興特別所得税が併せて徴
収されています。

父母などから
財産の贈与を受けた場合の

注意点！ 
　暦年課税の場合、父母などの直系
尊属から財産の贈与を受けた人（贈
与を受けた年の１月１日において
20歳以上の人に限る）のその財産に
係る贈与税の額は、一般税率ではな
く「特例税率」を適用して計算します。
　この適用を受けた場合で、贈与を
受けた財産の価額の合計額から基礎
控除額（110万円）を差し引いた後の
金額（基礎控除後の課税価格）が300
万円を超えるときは、贈与税の申告
書とともに、財産の贈与を受けた人
の戸籍の謄本または抄本その他の書
類でその人の氏名・生年月日・その
人が贈与者の直系卑属に該当するこ
とを証する書類を提出する必要があ
ります（過去の年分において同じ贈
与者からの贈与について「特例税率」
の適用を受けるためにその書類を提
出している場合は不要）。

j東村山税務署
〒189－8555東村山市本町１－20－22・p042－394－6811
※１月11日から税務署の駐車場は使用できませんので、お車での来署はご遠慮ください。

□受付時間　午前８時30分～午後４時（提出は午後５時まで）
□入場整理券
混雑緩和のため、当日会場で配付します。
※国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、事前に入手で
きます。詳細は国税庁kをご覧ください。
※状況によっては、受付を早めに締め切る場合があります。
□感染症対策にご協力ください
● マスクの着用　 ● 可能な限り少人数での来署　 ● 入口での手指消毒お
よび検温

所得税および復興特別所得税・贈与税 …………………３月15日㈫
消費税および地方消費税 …………………………………３月31日㈭

申告と納税の期限（令和３年分）

２月１日㈫～３月15日㈫
東村山税務署の申告書作成会場開設は

東村山税務署からのお知らせ
確定申告は
税務署へ

マイナンバーカードの申請方法などは、
２面「マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告をする方はお早めに申請を」をご覧ください。
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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。

□会計年度任用職員とは
　１会計年度（各年４月１日から翌年３月31日まで）内の任期を定めて任用される一般職の非常勤職員です。年齢の上限
はなく、市外在住の方も受験可能です。報酬額は令和3年度実績です。詳細は、各問い合わせ先へご連絡ください。

一定の条件を満たす方は、
期末手当や社会保険の対象
となります。

令和４年度に採用する会計年度任用職員を募集します

行政経験事務職（10人程度）
試験日：２月７日㈪～10日㈭の間
で１日
受付期限：１月28日㈮
報酬：職務内容による▲

職員課n
　p042－460－9813

国民年金相談員（１人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額9,300円▲

市民課o
　p042－438－4020

福祉サービス指導等事務員（１人）
試験日：２月７日㈪
受付期限：１月28日㈮
報酬：日額１万800円▲

地域共生課n
　p042－420－2807

住居確保給付金就労支援相談員
（１人）
試験日：１月27日㈭
受付期限：１月21日㈮
報酬：月額19万5,300円▲

地域共生課n
　p042－420－2808

家庭相談員（１人）
試験日：２月11日㈷
受付期限：２月１日㈫
報酬：月額19万5,300円▲

生活福祉課n
　p042－460－9835

介護保険料収納推進員（１人）
試験日：２月４日㈮または５日㈯
受付期限：１月24日㈪
報酬：月額16万5,000円▲

高齢者支援課n　
　p042－420－2814

介護認定調査員（４人） 
試験日：２月５日㈯ 
受付期限：１月24日㈪ 
報酬：月額19万7,820円 ▲

高齢者支援課n  
　p042－420－2816

乳幼児等医療事務員（２人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月４日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

児童手当等事務員（１人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月４日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

保育園保育推進員（43人程度）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月10日㈭
報酬：時間額1,390円以上1,440円
以下▲

保育課n
　p042－460－9842

保育園看護支援員（１人程度）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月10日㈭
報酬：月額20万4,120円▲

保育課n
　p042－460－9842

学童クラブ指導員（20人程度）
試験日：２月13日㈰
受付期限：（窓口）２月３日㈭

（郵送）２月２日㈬（消印有効）
報酬：月額20万340円▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

子ども家庭専門員（１人程度）
試験日：２月13日㈰
受付期限：１月31日㈪
報酬：月額19万5,300円▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

消費生活相談員（２人）
試験日：２月４日㈮
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額１万3,000円▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

婦人相談専門員（１人程度）
試験日：２月４日㈮
受付期限：１月28日㈮
報酬：月額19万5,300円▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

エコプラザ西東京事務員（２人）
試験日：２月16日㈬
受付期限：２月３日㈭
報酬：時間額1,340円▲

環境保全課
　p042－438－4042

建築行政専門員（１人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：１月31日㈪
報酬：月額19万5,300円▲

建築指導課o
　p042－438－4019

出納事務員（１人程度）
試験日：２月17日㈭
受付期限：１月28日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

会計課n
　p042－460－9850

学校事務員（４人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月26日㈬
報酬：月額16万8,800円▲

教育企画課n
　p042－420－2822

西原総合教育施設受付管理員
（２人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月26日㈬
報酬：時間額1,340円▲

教育企画課n
　p042－420－2823

就学相談員（３人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月27日㈭（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

学務課n
　p042－420－2824

中学校栄養職員（４人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月27日㈭（消印有効）
報酬：日額8,340円▲

学務課n
　p042－420－2825

学校司書（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：日額8,640円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

スクールアドバイザー（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

教育支援アドバイザー（１人）
試験日：２月２日㈬
受付期限：（窓口）１月25日㈫
(郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

教育指導課n
　p042－420－2828

学校生活支援員（５人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮
(郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：時間額1,250円▲

教育指導課n
　p042－420－2828

副校長業務支援員（２人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：時間額1,570円▲

教育指導課n
　p042－420－2826

教育相談員（若干名）
試験日：１月30日㈰
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額１万2,500円以上１万
6,100円以下▲

教育支援課n
　p042－420－2829

文化財保護専門員（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：１月28日㈮
報酬：時間額2,700円▲

社会教育課n
　p042－420－2832

公民館専門員（５人程度）
試験日：２月６日㈰
受付期限：（窓口）１月26日㈬

（郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：月額17万2,800円▲

柳沢公民館
　p042－464－8211

公民館保育員（14人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月26日㈬

（郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：時間額1,150円▲

柳沢公民館
　p042－464－8211

図書館専門員（月額制）（11人程度）
試験日：１月31日㈪
受付期限：１月15日㈯～22日㈯
報酬：月額14万400円以上18万
720円以下▲

中央図書館
　p042－465－0823

図書館専門員（時間額制）（２人程度）
試験日：１月31日㈪
受付期限：１月15日㈯～22日㈯
報酬：時間額1,440円▲

中央図書館
　p042－465－0823

〈共通の注意事項〉
● 募集要項を必ずご確認ください。
● 募集要項は、担当課の窓口・職員課（田無庁舎５階）・市kで、１月17日㈪から各職種の受付期限終了日まで配布します。
※図書館専門員（月額制・時間額制）は１月15日㈯から各図書館の窓口にて配布・受付を行います。
　なお、市kでは全職種一斉で１月17日㈪に掲載します。予めご了承ください。

専任職

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

職員課n
　p042－460－9813

事務補助員（障害者枠）
報酬：時間額1,041円▲

職員課n
　p042－460－9813

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

健康課o
　p042－438－4037

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

学務課np042－420－2825
※具体的な業務は学校給食費関係事務
または中学校給食配膳事務に分かれます。

看護業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

看護業務補助員
報酬：時間額1,600円▲

保育課n
　p042－460－9842

栄養業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

栄養業務補助員
報酬：時間額1,250円（職員代替の
場合）▲

学務課n
　p042－420－2825

助産業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

心身障害児指導補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格1,120円・
無資格1,041円▲

健康課
　p042－422－9897

保育業務補助員（有資格）
報酬：時間額1,070円▲

健康課o
　p042－438－4037

保育業務補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格 1,070円・
無資格 1,041円▲

保育課n
　p042－460－9842

調理作業補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格1,090円・
無資格1,041円▲

保育課n
　p042－460－9842

児童指導業務補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格 1,070円・
無資格 1,041円▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

廃棄物電話対応等事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

養護補助員
報酬：時間額1,390円▲

教育指導課n
　p042－420－2826

特別支援学級介助員
報酬：時間額1,120円▲

学務課n
　p042－420－2824

部活動指導員
報酬：時間額1,600円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

〈共通の注意事項〉
● 勤務を希望される方は事前の登録が必要です。
● 登録案内を必ずご確認ください（担当課の窓口・市kで、１月17日㈪から配布します）。
● 欠員が生じた場合に条件の合う方へ連絡し、後日面接を行います。必ず

面接または採用されるわけではありませんので、ご了承ください。

【登録制】補助職

注目！

一緒に
働いてみませんか
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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o（p042－438－4087）

※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

健康ポイントアプリ「あるこ」使い方講座
※歩数や体重記録などに応じてポイントがたまる
アプリです。

１月27日㈭午後２時～３時30分	
防災・保谷保健福祉総合センター３階

スマートフォンをお持ちで、健
康ポイントアプリ「あるこ」に登
録したい方／６人

前日までに電話

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】

２月２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

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】

２月８日㈫午前９時～正午	
田無総合福祉センター 在住の方／４人 ２月３日㈭までに電話

西東京しゃきしゃき体操パート１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！】　

２月８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）。

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】

２月15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 ２月９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】

①①２月２日㈬午後２時15分～３時15分
②②２月17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

２月25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.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：２月18日㈮

健
ひ
康
ろば

記入例

「美姿勢エクササイズ」申込
①２月25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
①２月24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

Bメール

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

離乳食講習会 スタート
【離乳食開始から初期のお話】

２月８日㈫午前10時15分～11時	
田無総合福祉センター

在住の３～５カ月の乳児と保護
者／30組 ２月４日㈮までに電話

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７日㈪防災・保谷保健福祉総合センター２階	
②②２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 ①①は２月３日㈭までに電話	
②②は２月18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】

２月24日㈭午前９時45分～11時	
（受付：９時30分）	
防災・保谷保健福祉総合センター３階

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B）	
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp	
申込期限（必着）：２月18日㈮

　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

a１月20・27日㈭、２月３・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

３～４カ月児健康診査

a１月25日㈫、２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
　（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

a１月24日㈪、２月28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
a１月19・26日㈬、２月２・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（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
受付
時間 午前10時～午後４時

16日 こみねキッズデンタルクリニック 
南町４－13－22　p042－460－4182

23日 大槻歯科医院 
北町１－４－２　p042－422－6488

30日 パンダ歯科クリニック 
田無町４－４－15　宮田ビル２階　p042－465－6480

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

16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

やまぐち内科眼科クリニック
（内科診療のみ対応いたします）
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

23日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

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

30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

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。

■母子健康手帳の交付・たまご面接
　医療機関で妊娠が確認されたら早め
にお越しください。
a午前９時～正午、午後１時～４時
※お時間に余裕をもってお越しください。
b健康課（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター４階）、子育て支援課（田無第二
庁舎２階）
c母子健康手帳の交付、妊婦の方と
保健師・助産師の面接相談▲

健康課op042－438－4037

■胃がん検診　追加日程受付中
　詳しい日程は、下記申込専用電話ま
たはＷebにてお問い合わせください。
※定員に達し次第終了
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
②②Web予約（QRコードから）▲

健康課o
　p042－438－4021
※健康課では受付しておりません。

健康 イガ ド

文化財防火デー１月26日
　昭和24年１月、奈良県の法隆寺金
堂で発生した火災により、白鳳時代
（７世紀末～８世紀初期）に描かれた
国宝の十二面壁画が焼損しました。
先人たちが残した文化財を火災から
守ろうと、昭和30年から１月26日を
「文化財防火デー」とし、文化財の防
火設備の点検と整備を行うとともに、
消防演習などを実施して文化財を火
災から守る運動をしています。
　令和元年に発生した沖縄県首里城
の火災同様、日本の文化財は、木や

紙などの可燃物で造られているもの
が多く、一度火災になると大きな被
害になる危険性が高くなります。東
京消防庁では、将来に継承すべき貴
重な財産である文化財を守るため、
１月26日を中心に訓練の実施など
を呼び掛け、文化財の火災予防を推
進しています。
※詳細は東京消防庁kをご覧くだ
さい。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課op042－438－4010

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

就職面接会in西東京
１月28日㈮　午後１時～４時
きらっと

　東京しごとセンター多摩と西東京市
を含む多摩地区４市の共催により、就
職面接会を開催します。
h履歴書（面接を希望する企業数分）・
室内履き・外履き入れ
□参加企業　10社程度
※参加企業はjのkに掲載
j東京しごとセンター多摩
　p042－329－4524▲

産業振興課np042－420－2819

安野光雅の絵本作りの
原点を探る
１月30日㈰　午後２時～４時
柳沢公民館

　安野光雅著「ふしぎなえ」「ABCの
本」「がまの油」などを取り上げ、書誌
学的な観点から絵本成立にいたるまで
の着想のルーツをたどります。
e50人（申込順）
f大貫伸樹さん（在住のブックデザイナーほか）
i１月15日㈯午前10時から件名「図
書館講演会」・氏名・電話番号を電話・
メールまたは直接、柳沢図書館へ▲

柳沢図書館p042－464－8240
　m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

知的障害者（児）
移動支援従業者養成研修（第２回）

２月２日㈬・３日㈭・４日㈮
午前９時15分
田無総合福祉センター・
田無第二庁舎３階

　知的障害者の外出に付き添いをする
ガイドヘルパーの養成研修です。
d次のいずれかに該当する方
● 在住・在勤で移動支援の従事が可能

で健康な方
● 市内を営業区域として移動支援を実

施している事業所、実施する予定の
ある事業所に勤務している方、また
は勤務する予定のある方
e各15人（申込順）
i１月28日㈮までに下記へ▲

障害福祉課np042－420－2804

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会
２月５日㈯　午前10時～正午
田無総合福祉センター

　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）からなる会員同士の相互援助
活動を行っています。ファミリー会員
に登録希望の方は出席してください。
e20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで

i説明会前日の午後５時までに電話
でjへ
jファミリー・サポート・センター
事務局p042－497－5079▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

できることから始めよう！
「楽しみながら省エネ生活」
オンライン講座
２月６日㈰
①午前10時～11時30分
②午後１時30分～３時

　うちエコ診断士の講師が、ライフス
タイルや性格にフィットした省エネを
紹介します。長続きする省エネのコツ
を学んで環境にも家計にも優しい生活
を送りましょう。家電製品の省エネ設
定の仕方なども紹介します。
d在住・在勤・在学の18歳以上の方
e各10人（申込順）
f秋山香織さん（環境省認定：うちエコ
診断士ほか）
i１月16日㈰午前10時から、メール
で住所・氏名・年齢・電話番号・受講
希望の時間をjへ
jエコプラザ西東京
　mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042
かしこい暮らしをかしこく選択

先輩ママとお話しする会
２月10日㈭
● 午前９時15分～10時15分
● 午前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

　障害があるお子さんの保護者が相談
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があ
るお子さんの保護者／各回１人
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

中学・高校生年代イベント
『パフォーマンス翔！笑?!SHOW!!!』
２月13日㈰　
午後２時30分（２時開場）
保谷こもれびホール

　高校生スタッフが企画・運営し、市
内近隣の中学生・高校生がさまざまな
パフォーマンスの発表をします。
d／e小学生以上／200人程度
i１月13日㈭～２月12日㈯に各児童
館・児童センターで無料チケットを配布
※チケットは無くなり次第終了
※詳細は市k「にしとうきょうキッ
ズ！」または電話でjへ
j田無児童館p042－462－6237▲

児童青少年課np042－460－9843

消費生活講座
「終活のはじめの一歩
～いちばん考えておきたい大切なこと～」
２月15日㈫
午前10時～11時30分
田無第二庁舎４階

　自分の人生を考えながら、終活につ
いて学び、行動するきっかけ作りをし
てみませんか。
d在住・在勤・在学の方
e30人（申込順）

※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。

f石崎公子さん（終活カウンセラー）
i往復はがき・メールで件名を「講座：
終活のはじめの一歩申込」・住所・氏名・
年齢・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

教えて！ペアレントメンター
２月15日㈫　午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　障害があるお子さんの悩みを話して
みませんか。障害があるお子さんの保
護者が相談員となって、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
があるお子さんの保護者／10人
i電話で下記へ▲

障害福祉課np042－420－2805

山仕事体験会と伐採木などの配布
２月19日㈯　午前10時～正午

（伐採木の配布は午後１時～３時）
西原自然公園　※雨天翌日

①①山仕事体験会
　伐採した樹木の太さ５㎝程度の枝を
手
てのこぎり

鋸で切る作業です。希望者には作業
終了後に伐採枝などを配布します。
d／e小学３年生以上（小学生は保護
者同伴）／15人（申込順）
h作業できる服装・靴・軍手
②②伐採木の配布
　雑木林で発生した伐採材を、資源再
利用を目的に希望者へ配布します。
□木の種類（樹種）
● ヒノキ・サワラ・エノキ・コナラ（太

さ×長さ：40～50㎝×50㎝）15本
程度

● クヌギ・コナラ（太さ×長さ：20㎝
ぐらい×35㎝）100本程度

※申込多数は調整
i２月10日㈭までに、メール・電話
で住所・氏名・電話番号（②②は希望本
数）を下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会▲

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

和
わ と

綴じ本を作ろう
２月20日㈰　
午前10時～午後０時30分
住吉会館ルピナス

　日本古来の和
わ と

綴じ本は印象的で美し
く耐久性に優れていて、句集・自分史・
御朱印帳など幅広く活用できます。
　不要になった包装紙と半紙で和綴じ
本を作ります。
d在住・在勤・在学の18歳以上
e20人（申込多数は抽選）
h不要になった包装紙（表紙用・ B４
サイズ（257×364㎜）・和紙系の包装
紙が適する）・筆記用具
※適当な包装紙がない場合はjで準
備します。
i１月22日㈯午前11時～午後３時
に、電話・ファクス・メールで住所・
氏名・年齢・電話番号をjへ　
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
包装紙を和綴じ本にチョイス！

下郷町（姉妹都市）の
郷土料理「しんごろう」を作ろう！
２月27日㈰　午後３時～５時
Zoomによるオンライン開催

　姉妹都市である福島県南会津郡下郷
町は渓谷や山々が連なる自然豊かな町
です。「しんごろう」（団子状にしたお
米に甘めの味

み そ

噌を塗って焼いて食べる
下郷町の郷土料理）を下郷町の方と一
緒にオンラインで作ります。
※オーブントースターを使用します。
d在住・在学の小学生と保護者
e10組（申込多数は抽選）
i２月４日㈮（必着）までに、メール
で全員の・氏

ふ り が な

名・小学生は学年・住所・
電話番号・メールアドレスを文化振興
課「下郷町の郷土料理をつくろう」係へ
※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n
　p042－420－2817
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

　「人と話すことがおっくうに感じ
る」「あまり外出する気にならない
…」そんな方、『はつらつサロン』に
参加してみませんか？
　『はつらつサロン』は、楽しいプロ
グラムに参加しながら、参加者同士
の交流や市内の活動の情報を知るこ
とで、地域の通いの場やサークルな
どの活動に参加できるようにお手伝
いをする市の介護予防事業です。
　また、「はつらつ相談窓口」として、
外出機会が少ない高齢者のご家族か
らの相談もお受けしております。ま
ずはお電話ください。
❖はつらつサロン
cおしゃべり・脳トレ ・趣味活動・簡
単な体操など

※期間は最長１年間
a・b右表参照
d外出機会の少ない、在住で満65歳

以上の方
※介護保険の通所のサービスを利用
していない方
e各10人程度
※詳細はお問い合わせください。

❖はつらつ相談窓口
a毎月第３㈬午後１時～４時
b田無総合福祉センター
□共通
j西東京市社会福祉協議会
　p042－497－5071▲

高齢者支援課np042－420－2811

「はつらつサロン」に参加しませんか「はつらつサロン」に参加しませんか

会場 日時
住吉老人福祉センター ㈪午前９時15分～11時30分
ひばりが丘福祉会館 ㈪午後１時30分～３時45分
下保谷福祉会館 ㈭午前９時15分～11時30分
老人福祉センター

（田無総合福祉センター内） ㈭午後１時30分～３時45分

新町福祉会館 ㈮午前９時15分～11時30分
富士町福祉会館 ㈮午後１時30分～３時45分
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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

□募集農園　下表参照
□利用期間　
３月１日㈫～翌年１月末日（コミュ
ニティ農園北町は４月１日㈮～翌年
２月末日）
d在住で熱意をもって農業に取り
組める方（ファーマーズTは、練馬区
民も可）
i １月31日㈪（必着）までに、往復
はがきで希望農園名・住所・氏名・年

齢・電話番号を希望する農園の申込
先へ
※申込多数は抽選。２月中旬までに
結果を通知
※返信はがきにも住所・氏名を明記
※農園によっては、事前説明会を開
催。詳細は各農園までお問い合わせ
ください。▲

産業振興課n
　p042－420－2820

おいしくて安全な野菜を作ろう農業体験農園
利用者募集

※１　令和４年新規開設
※２　指導料・肥料・苗・農産物代などを含む

□募集農園一覧

農園名・所在地 申込先・園主名・電話 総区
画数

１区画
当たり面積

募集
区画数 年間利用料※２

ファーマーズT
下保谷３－15

〒202－0004
下保谷３－16－３
髙田長司　
p090－1603－2422

71 30㎡ 若干 ４万3,000円

トミ－倶楽部
富士町１－２

〒202－0013
中町６－８－22
冨岡誠一　
p042－478－7175

118 20㎡ 15 ４万円

きたっぱら
北原町３－３

〒188－0003
北原町３－３－８
大谷孝良　
p042－469－9281

95 30㎡ 15 ４万6,000円

コミュニティ
農園北町  ※１

北町６－６

〒202－0003
北町６－１－24
青木隆夫　
p042－424－9565

６ 15㎡ ６ ４万2,000円

向台農知園 ※１

向台町１－18

〒188－0013
向台町１－16－14
下田将人　
p090－3815－2261

60 20㎡ 60 ４万4,000円

寅
と ら

ではなくトラの話
はなし

大人向けプラネタリウム
「ノチウ －アイヌ民族の星座をたずねて（2022 冬）」

ナビ多摩六都科学館

　アイヌ民族が冬の空に描いた星座
や星名を、北海道の緯度を再現した
星空で紹介します。平日の午後、ゆっ
たりと星空を楽しむ大人向けプラネ
タリウムです。前半には当日の東京
で見る星空の解説があります。
　約45分間
a１月19日㈬、２月16日㈬午後１
時10分～１時55分
d中学生以上
※小学生以下は入場不可

e180席（新型コロナウイルス感染
拡大防止のため変動する可能性あり）
g観覧付入館券（展示室とプラネタ
リウムを１回）1,040円（中・高校生
420円）
※当日開館時からインフォメーショ
ンにて販売（先着）
b／j多摩六都科学館
　p042－469－6100
※休館日：１月17日㈪・24日㈪～
27日㈭・31日㈪
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※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。

Nishitokyo Multicultural Center
西東京市多文化共生センター

～外国人の生活の中の困ったこと、知りたいことを多言語で相談できます！～
Multilingual Consultation Services Available!

　西東京市多文化共生センターでは、
相談員による通訳（英語・中国語・韓
国語・スペイン語）やタブレット端末
を利用した多言語通訳サービス（16
言語以上）による相談が可能です。
　タブレット端末は相談員が一緒に
操作しますので、お気軽にご相談く
ださい。
※相談者の個人情報は厳守します。

【対応言語】16言語
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・
スペイン語・フィリピン語・タイ語・
ネパール語・ヒンディー語・ベトナム語・
フランス語・ロシア語・インドネシア語・
クメール語・ミャンマー語・日本語
a平日午前10時～午後４時（正午～
午後１時を除く）
bイングビル

※通訳がいる時間帯のことは、j
へお問い合わせください。
j多文化共生センター
　p042－461－0381▲

文化振興課np042－420－2817

西武新宿線田無駅南口徒歩 2分
A two-minute walk from the south exit of 
Tanashi Station on the Seibu Shinjuku Line 

西武新宿
線

Seibu Sh
injuku L

ine

中央図書館
田無公民館
Chuo Library
Tanashi 
Kominkan 

田無駅
Tanashi Sta.

西東京市多文化共生センター
Nishitokyo Multicultural Center

南口
South exit

田無
第二庁舎
Tanashi 
2nd 
Bldg. 田無庁舎

Tanashi Bldg.

　市ではスズメバチの巣を専門業者
に依頼して駆除した場合、駆除作業
費用の２分の１の補助金（限度額１
万円）を交付しています。
　予算がなくなり次第、補助金交付
は終了します。また、年度が変わる
と申請ができなくなります。

　スズメバチの巣を業者に依頼して
駆除した方で、まだ補助申請手続が
お済みでない方は、早急に申請して
ください。
※詳細は下記へお問い合わせくださ
い。▲

環境保全課p042－438－4042

スズメバチの巣駆除作業補助申請は
お済みですか

　

Twitter Facebook YouTubeLINE

SNSでも市の情報を発信しています！ぜひご活用ください
□更新通知アプリHP来～る便　配信終了
　３月末をもって配信を終了します。
ご利用いただきましてありがとうござ
いました。新たに導入したLINEをはじめ、
市公式SNSのご利用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口など
■東京都発熱相談センター
　発熱などの症状が出たときは、まずは
かかりつけ医に電話でご相談ください。
p03－5320－4592　
a24時間対応　※年中無休

■新型コロナウイル
ス感染症の疑いが
あった場合の流れ

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４年１月１日現在

男 ／9万9,883人 （-  32）【2,272人】
女 ／10万5,922人（+  15）【2,371人】

人口 ／20万5,805人（-  17）【4,643人】
世帯 ／10万394 （-  15）【2,593】20万5,805人（-17）

令和４年（2022年）１月15日号広報10
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のお知らせ接種無料 　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。

　次のとおり対象が追加されました。また、初回の支給に加え、再支給（最大３カ月）
が可能となりました。要件など詳細は市kまたは下記までご確認ください。
□追加される対象　社会福祉協議会の緊急小口資金および総合支援資金（初回）を借り
終えた、一定の要件を満たす困窮世帯
i３月31日㈭（必着）までに郵送で必要書類を〒188－8666市役所地域共生課生活困
窮者自立支援金担当へ

▲

地域共生課p042－452－7680

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の対象の追加

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の準備をしています
　市では、住民税非課税世帯等に対する10万円の給付に関して、
令和３年度の住民税が非課税である世帯などに書類の発送ができる
よう準備を進めています。
　詳細が決まり次第、市報や市kなどでお知らせします。
※市コールセンター設置予定（番号未定）▲

地域共生課np042－420－2809

10万円

追加接種（３回目）のお知らせ

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〉

　予約をコールセンターで随時受け付けています。詳細は12月15日号・専用k・
西東京市新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。

これから12歳になる方・個別の事情で接種を受けられなかった方

　３回目接種は、１・２回目の接種と異なるワクチンを接種すること（交互接種）も認められています。
　使用するワクチンはファイザー社製、武田/モデルナ社製です。
　令和４年２～３月接種分として供給されるワクチンの配分割合は、ファイザー社製ワクチン54％、武田/モデルナ社製ワクチン46％です。
〈主なワクチン使用先〉●市内５病院および市内診療所・クリニック➡ファイザー社製
	 ●市内集団接種会場➡武田/モデルナ社製

ワクチンの種類および配分割合

令和３年６月１日～20日に２回目の接種を完了した18歳以上の方➡１月20日㈭に発送予定
令和３年６月21日～７月10日に２回目の接種を完了した18歳以上の方➡１月25日㈫に発送予定
※お手元に届くまで数日かかる見込みです。接種券が届かない場合は、西東京市新型コロナワクチンコールセンターへご連絡ください。

追加接種（３回目）の接種券の発送

前倒し接種を受ける方で、接種券が届かない場合は、西東京
市新型コロナワクチンコールセンターへご連絡ください。

 ●65歳以上の高齢者（昭和32年４月１日以前に生まれた方）　
　  ➡２回目接種日から７カ月以上　

 ●医療従事者・高齢者施設などの入所者および従事者など　
　  ➡２回目接種日から６カ月以上

　２回目接種日から原則８カ月以上。ただし、次の方は接種の前倒しが可能となりました。　接種間隔

接種券が届き次第予約できます。
接種間隔は上記をご参照ください。接種場所と予約方法

◆集団接種会場（使用ワクチン：主に武田／モデルナ社製）
会場名 実施期間 実施曜日 使用ワクチン

田無庁舎
１月15日㈯・19日㈬ ㈬・㈯ ファイザー

１月22日㈯～２月12日㈯
㈪～㈯ 

※㈷・㉁を
除く

ファイザー・
モデルナ

きらっと　※田無庁舎隣接 ２月15日㈫～当面の間 モデルナ

エコプラザ西東京 １月25日㈫～当面の間 ファイザー・
モデルナ

◆市内5病院（使用ワクチン：ファイザー社製）
● 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

◆市内診療所・クリニック（使用ワクチン：ファイザー社製）
　専用kまたは接種券に同封の「集団接種会場および医療機関一覧」を
ご覧いただき、医療機関へ直接ご予約ください。

２回目接種後に西東京市へ転入した方など
　①・②いずれかに当てはまる場合は、追加接種（３回目）用の接種券の発行には、申
請が必要です。他にも対象となる場合があります。詳細は専用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

●インターネットで予約
１月20日㈭午前８時30分〜

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・市内５病院の予約方法】
接種券が必要です。
※医療従事者などで、２回目接種日から７カ月未満で接種する方
は、電話のみの予約となりますのでご注意ください。
●電話で予約　（通話料有料）

l042－439－6171（聴覚に障害のある方）
p03－5369－3904

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

西東京市新型コロナワクチン相談および予約サポート窓口
b田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター４階

c接種券再発行・ワクチン接種に関するお問い合わせ・そのほか
お困りごと

相	談

a１月20日㈭以降
c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サポート
h追加接種（３回目）の接種券
※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。

予約サポート

使用するワクチン
は、曜日・時期に
よって異なります。
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