
3令和４年（2022年）５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。

≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　

▲

秘書広報課n

公園管理協力会員
　公園の維持管理にご協力いただく公
園管理協力会員を募集します。
□活動場所
市が管理している公園・緑地・ポケッ
トパーク・樹林地など

□活動内容
公園内の清掃・除草などの美化活動など

□参加条件
原則、維持管理を希望する公園などの
付近の市民・団体
※登録が必要です。詳細は下記へお問
い合わせください。▲

みどり公園課p042－438－4045

教育計画策定懇談会の市民委員

c令和６～10年度の教育計画につい
ての検討
□資格／人数　在住・在勤・在学の
18歳以上／２人
※ほかの附属機関などの委員との兼任
不可
□任期　７月～令和６年３月（予定）
□会議数　 ● 令和４年度　５回程度
● 令和５年度　９回程度（予定）
□謝礼　日額2,000円
i６月10日㈮（必着）までに、作文「私

が考える西東京の教育」（800～1,200
字以内）に住所・氏名・生年月日・電
話番号を明記し、〒188－8666市役
所教育企画課へ郵送・メールまたは持
参（田無第二庁舎３階）　
※詳細はkをご覧ください。▲

教育企画課n
　p042－420－2822
　mkyouiku-k＠city.nishitokyo.lg.jp

事業者募集
ごみ・資源物収集カレンダーの広告
　毎年９月に発行する「ごみ・資源物
収集カレンダー」に掲載する広告を企
業・事業者から募集します。
□掲載対象　ごみ・資源物収集カレン
ダー（10月～令和５年９月）
□掲載位置　カレンダー各月ページ下部
□枠数・掲載料　24枠・１枠５万円
□発行部数　14万1,000部
□提出書類　広告掲載申込書・広告原
稿案・会社概要が分かる書類
i５ 月16日 ㈪ ～30日 ㈪（必 着）に、
〒202－0011泉町３－12－35市役所
ごみ減量推進課へ郵送・メールまたは
持参（エコプラザ西東京）
※詳細は市kをご覧ください。

■教育委員会
a５月24日㈫午後２時
b田無庁舎５階
c行政報告ほか

e10人▲

教育企画課np042－420－2822

■都市計画審議会
a５月19日㈭午前９時
b防災・保谷保健福祉総合センター
６階
c都市計画マスタープランなどの
策定にかかわる検討状況ほか

e５人▲

都市計画課op042－438－4050

■図書館協議会
a５月20日㈮午後２時30分
b中央図書館
c令和４年度図書館事業計画ほか

e２人▲

中央図書館p042－465－0823

■行財政改革推進委員会
a５月23日㈪午前10時
b田無庁舎３階
c第５次行財政改革大綱策定に向
けた検討
e５人
■総合計画策定審議会
a５月25日㈬午後１時30分
b田無庁舎３階
c第３次総合計画策定に向けての
基本構想・基本計画の検討
e５人▲

企画政策課np042－460－9800

■個人情報保護審議会
a５月23日㈪午後２時
b田無庁舎４階
c個人情報保護制度

審議会など

e５人▲

総務課np042－460－9811

■地域公共交通会議
a５月23日㈪午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター
６階
cはなバスの乗降調査の予定など

e５人▲

交通課op042－439－4435

■子ども子育て審議会
a５月24日㈫午前９時30分
b田無第二庁舎４階
c子ども・子育て支援事業計画の
中間見直しなど

e５人▲

子育て支援課n p042－460－9841

■消防委員会
a５月24日㈫午後３時
b防災・保谷保健福祉総合センター
５階
c令和４年度西東京市消防団訓練
等実施計画ほか

e２人▲

危機管理課op042－438－4010

■男女平等参画推進委員会
a５月24日㈫午後６時15分
b田無庁舎５階
c西東京市第４次男女平等参画推
進計画の評価ほか

e３人▲

協働コミュニティ課p042－439－0075

■社会教育委員の会議
a５月27日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階
c提言ほか

e２人▲

社会教育課np042－420－2831

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 聴傍 聴

中等度難聴児補聴器購入費助成
　身体障害者手帳の交付対象となら
ない中等度難聴児に対して、早期の
補聴器装用による言語の習得や生活
能力・コミュニケーション能力など
の向上のため、補聴器の購入費用の
一部を助成します。
d次の全てに該当する児童（所得要件あり）
● 市内に住所がある18歳未満の児童
● 身体障害者手帳（聴覚障害）交付の

対象となる聴力ではない児童
● 両耳の平均聴力がおおむね30dB

以上で、補聴器装用により、言語

の習得など一定の効果が期待でき
ると医師が判断した児童

□助成額　補聴器の購入費用と助成
基準額（１台13万7,000円・耐用年
数５年）のうち少ない額の９割（生活
保護世帯・住民税非課税世帯は10割）
※修理代は助成対象外
i購入前に、申請書に医師意見書・
見積書を添付して下記へ
※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

補聴器の種類 １台あたりの
基準価格

基準価格に
含まれるもの

耐用
年数 備考

高度難聴用
ポケット型

13万7,000円

補聴器本体（電池を含む）
およびイヤモールド

５年

デジタル式補
聴器で、補聴
器の装用に関
し専門的な知
識・技能を有
する者による
調整が必要な
場合は、2,000
円を加算する
こと。

高度難聴用
耳かけ型
重度難聴用
ポケット型
重度難聴用
耳かけ型
耳あな型

（レディメイド）
耳あな型

（オーダーメイド） 補聴器本体（電池を含む）

骨導式ポケット型
補聴器本体（電池を含む）
骨導レシーバー
およびヘッドバンド

骨導式眼鏡型 補聴器本体（電池を含む）
および平面レンズ

補聴システム（FM型・デジタル方式） １台当たりの基準価格 備考
ワイヤレスマイク ９万8,000円 更新する場合は、前

回支給から５年以上
経過していること。

受信機 ８万円
オーディオシュー 5,000円

▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043
　mgomigen@city.nishitokyo.lg.jp

障害者基本計画および障害福祉計画・障害児
福祉計画策定等支援業務委託にかかわる事業者
　障害者基本計画および第７期障害福
祉計画・第３期障害児福祉計画策定等
支援業務委託事業者の募集・選定をし
ます。
□選考方法
企画提案競技 （プロポーザル方式）
i５月27日㈮午前９時～６月６日㈪
午後５時（必着）に、必要書類を〒188
－8666市役所障害福祉課へ郵送また
は持参（田無庁舎１階） 
※本計画は２カ年かけて策定予定
※募集要項など詳細は市kをご覧く
ださい。▲

障害福祉課np042－420－2804

地域活動支援センター ブルームの
運営委託事業者
　知的障害者を主な対象とする地域活
動支援センター（田無総合福祉セン

ター内ブルーム）の運営委託事業者を
募集・選定します。
□選定方法
企画提案競技（プロポーザル方式）
□募集要項など　
市kで公開
i６月13日㈪～17日㈮午後５時に、
必要書類を障害福祉課へ持参（田無庁
舎１階）
※詳細は市kをご覧ください。▲

障害福祉課n
　p042－420－2804

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。
✿坂口光治 様（非核平和に関する写真
パネル・書籍・CD・アップライトピ
アノ・洋人形など）
✿「PROJECT ONE」一柳夢吾 様（サッ
カーボール）▲

総務課n
　p042－460－9810

子ども食堂連絡会
　団体同士の情報交換や令和４年度
子ども食堂推進事業補助金の説明な
どを行います。
d ● 市内で子ども食堂を運営して
いる方　 ● 子どもの居場所づくりの
活動をしている方　 ● 活動を検討し
ている方
a５月23日㈪午後２時

b住吉会館ルピナス
※参加できない方には、同内容の連
絡会を５月27日㈮午前10時からも
住吉会館ルピナスで行います。
※詳細はお問い合わせください。▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

　
Twitter Facebook YouTubeLINESNSでも市の情報を

発信しています！


