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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

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。

８月は、市・都民税普通徴収
第２期の納期です。

〜納付には、便利な口座振替を〜▲

納税課np042－460－9831

移送サービス
ハンディキャブけやき号の運行

福祉

　車いすのまま乗車できる自動車の無
料運行・送迎サービスを行っています。
c田無庁舎を中心に半径30㎞以内
※有料道路などは利用者負担、要付き
添い。利用条件などあり

d在住で以下のいずれかに該当する方
●�車いすなどを使用しなければ外出が
困難な方

●�重度の視覚障害のある方
i電話でjへ
jつくば観光交通㈱
　p050－5812－0678▲

障害福祉課np042－420－2804

東京都福祉サービス第三者評価
　福祉サービス第三者評価は、福祉
サービスの質の向上を図り、利用者の
方へ良質で適切なサービスを提供する
ため、公正・中立な第三者機関が専門
的かつ客観的な評価を行うものです。
□市内施設も積極的に第三者評価を受
けています
　市報や市kで第三者評価を普及・
啓発するとともに、介護保険連絡協議
会などを通じ、事業者に第三者評価受
審を促進しています。評価結果は、（公
社）東京都福祉保健財団kで閲覧する
ことができます。
□受審済ステッカーは評価を受けた目印
　第三者評価を受審した事業者には、
東京都福祉サービス評価推進機構から
受審済ステッカーが交付されます。事
業所の入り口や自動車などに掲示して
いますので、利用時に参考にしてくだ
さい。
□事業所に受審費補助金を交付します
　市内に事業所があり、東京都が定め
る福祉サ－ビスを提供する事業者に対
し、第三者評価を受審する費用の一部
を補助します。補助金を活用し第三者
評価を実施する場合は、評価機関によ
る評価受審実施前に市の認定が必要
となります。詳細は下記へご連絡くだ
さい。▲

地域共生課np042－420－2807

庁舎窓口に手話通訳者を配置
　各課での手続、相談の際にご利用く
ださい。
□手話通訳者配置日　午後１時〜５時
防災・保谷保健福祉

総合センター 田無庁舎

８月３日㈬ ８月19日㈮
９月７日㈬ ９月16日㈮

※通訳者配置日以外にも手話通訳者を
派遣します。詳細はお問い合わせくだ
さい。▲

障害福祉課n
　p042－420－2804
　l042－466－9666

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の現況届のご提出を

子育て

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を
受給している方（手当が支給停止の方
を含む）に、現況届のお知らせを送付
しました。受給者本人が子育て支援課
窓口でご提出ください。
※未提出の場合、手当の支給が停止と
なりますので、お早めにご提出ください。
□児童扶養手当
a８月１日㈪〜31日㈬
□特別児童扶養手当
a８月５日㈮〜31日㈬
※詳細は送付した「お知らせ」をご覧く
ださい。▲

子育て支援課np042－460－9840

雨水浸透施設などの助成制度
くらし

　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するため、屋根に降った雨を道路や
河川に流さないための取組をしていま
す。宅地内に雨水浸透施設などを設置
する際の設置費用の一部（上限額15万
円）を助成します。
d市内にある個人所有の住宅
□実施期間　12月28日㈬まで（予定）
※詳細は市kまたは下記へ▲

下水道課op042－438－4059

「LED照明器具」設置費用の助成
（要事前申請）
　地球温暖化対策の推進のため、LED
照明器具の設置費用（購入費・工事費）
の半額を助成します。
□対象者　●購入：市民
●�工事：市民・市内に集合住宅を有す
る個人・中小企業者または管理組合など

□申請受付期間　
９月５日㈪〜10月７日㈮
※予算額に達した場合は受付終了（購
入費の助成はキャンセル待ち）
□�助成額　●購入：購入費の50％（千
円未満切り捨て）、上限１万円

●�工事：工事費（購入費を含む）の
50％（千円未満切り捨て）、上限５
万円（ただし、集合住宅の共用部分
を含まない場合は上限２万円）

□申請書等配布場所　田無庁舎２階総合
案内、エコプラザ西東京環境保全課ほか

（市kでもダウンロード可）
□申請方法　申請書に必要書類を添え
て、環境保全課窓口に持参してくださ
い（購入の場合は郵送も可）。
※助成内容や必要書類など詳細はチラ
シ・市kをご覧ください。▲

環境保全課p042－438－4042

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
●家族向（ポイント方式）…1,299戸
● �単身者向・車いす使用者向・シルバー
ピア…428戸

□案内・申込書配布
a８月１日㈪〜９日㈫（平日のみ）
b田無庁舎２階、防災・保谷保健福
祉総合センター１階、住宅課、出張所
※都庁・市区町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i８月16日㈫（必着）までに申込書を
各申込先へ郵送

※単身者向・車いす使用者向・シルバー
ピアはオンライン申込も可
j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター（申込受付期間中p0570－
010－810／それ以外p03－3498－
8894）
❖西東京市地元募集
●単身者向シルバーピア…３戸
□案内・申込書配布
a８月22日㈪〜30日㈫（平日のみ）
b田無庁舎２階、防災・保谷保健福
祉総合センター１階、住宅課、出張所
i９月２日㈮（必着）までに申込書を
〒202－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができま
す。
a８月20日㈯午前９時30分〜午後０
時30分
b田無庁舎地下１階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人35分程度
i８月17日㈬までに、電話で下記へ
□相談員　西東京市・住みよい町をつ
くる会▲

住宅課op042－438－4052

はなバス第３ルート「上向台地区会館」
停留所の名称変更
　施設名称変更に伴い、８月１日㈪か
ら停留所名称を「上向台市民集会所」に
変更しました。なお、時刻表は変更あ
りません。▲

交通課op042－439－4435

西東京市議会議員選挙
「GO!投票!にしとうきょう!」

選挙

　12月25日㈰は、西東京市議会議員
選挙の投票日です。
　立候補を予定されている方を対象に
説明会を開催します。
a10月13日㈭午後２時
b田無庁舎５階▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

募集
農業振興計画推進委員
c市の農業振興計画や課題などにつ
いて提言
□資格／人数　在住・在勤・在学で
18歳以上の方／３人
※ほかの附属機関委員などの兼任不可
□任期　９月29日㈭から２年間
□会議数　年２〜５回程度
□謝礼　１回2,000円
□選考方法　小論文「都市農業につい
て思うこと」（400字以内）による選考
i８月15日㈪（消印有効）までに、住
所・氏名・生年月日・性別・電話番号
を明記し、〒188－8666市役所産業
振興課へ郵送
□募集・選考要領　市k・情報公開
コーナー（田無庁舎５階）で配布▲

産業振興課n
　p042－420－2820

連 絡 帳
市からの 通常学級介助員

□時間・日数　児童生徒の登校から下
校時間内
※登録時に活動可能時間・日数を応相談
□場所　市立小中学校（通常学級）
□内容　安全配慮を必要とする児童生
徒への介助
□謝礼　時給1,040円
□登録方法　事前連絡のうえ、市販の
履歴書に記入し、学務課に持参（田無
第二庁舎３階）
※登録後、活動校が決定次第、連絡▲

学務課np042－420－2824

介護認定調査員
（令和４年10月採用予定 会計年度任用職員）
□資格　介護支援専門員の資格を有す
る方
□人数　１人
□雇用期間　10月１日㈯〜令和５年
３月31日㈮（更新あり）
□試験日・方法　９月３日㈯・書類選
考、面接試験
□受付　８月１日㈪〜15日㈪（平日のみ）
□報酬　月額19万7,820円
□募集要項　８月１日㈪から高齢者支
援課（両庁舎１階）で配布
※詳細は募集要項をご覧ください。▲

高齢者支援課np042－420－2816

障害者支援相談員
（令和４年９月採用予定　会計年度任用職員）
□資格　次のすべてに該当する方
●�社会福祉士・介護福祉士・介護支援
専門員・精神保健福祉士などの資格
を有する

●�障害者に関する施設または在宅にお
いて障害者福祉に関する業務の実務
経験がある

□人数　１人
□報酬　日額１万3,500円
□試験日・方法
８月27日㈯・面接試験（個別）
□受付　８月22日㈪まで（平日のみ）
□募集要項　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）、職員課（田無庁舎５階）、市k
で配布
※詳細は募集要項をご覧ください。▲

障害福祉課np042－420－2805

議員の寄附行為は禁止されています
その他

　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。実費が伴う
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
●�暑中見舞いなどの時候の挨

あい

拶
さつ

状の送付
（答礼のための自筆によるものを除く）
●�地域の祭り、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

寄附
　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。
✿シチズン時計㈱�卓球部�様
　（卓球台一式）
✿森薗政崇�様（ユニホーム）▲

総務課np042－460－9810


