
2 令和４年（2022年）８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。

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

福祉
戦没者などのご遺族の皆さん
特別弔慰金の請求はお早めに
　第十一回特別弔慰金の請求期限は令
和５年３月31日㈮までです。お早め
にご請求ください。▲

地域共生課np042－420－2808

住民基本台帳の閲覧状況
市政

　住民基本台帳法に基づき、令和３年
度の住民基本台帳の閲覧の状況を公表
します。
●国または地方公共団体（住民基本台帳

法第11条第１項による閲覧）…９件
● 個人または法人（住民基本台帳法第

11条の２第１項による閲覧）…38件
※詳細は市kまたは情報公開コーナー

（田無庁舎５階）でご覧ください。▲

市民課np042－460－9820

募集
農業委員会委員の推薦・公募
□資格
農業に関する識見を有し、農地法など

に定める法令業務のほか、農地の利用
の最適化など農業委員会の所掌事務を
適切に行える方
□人数　19人
□任期　令和５年１月21日から３年間
i８月15日㈪～９月15日㈭に、「農業
委員会委員候補者推薦書」または「農業
委員会委員候補者募集応募申込書」を
〒188－8886市役所産業振興課へ郵
送または持参（田無第二庁舎５階）
□募集要項
　市k・情報公開コーナー（田無庁舎
５階）でご覧ください。▲

産業振興課n
　p042－420－2820

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。
�日本郵便オフィスサポート㈱
代表取締役社長 福本誠 様

（絵本「ゆうびんです！」）
�平岡倫子 様（紙芝居）▲

総務課n
　p042－460－9810
�池田匠輝 様（１万円）、石原聡 様（１
万円）、岩田慎 様（金員）、裏千家教授
和心庵 折元宗和 様（10万円）、小方茂
弘 様（１万円）、菊池宏治 様（１万円）、
桑形麻樹子 様（１万円）、田渕友昭 様

（１万円）、三澤政光 様（１万円）
�匿名（30万円）、匿名５人（各１万円）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

連 絡 帳
市からの

　　　　「還付金」詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください。 　　　　
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。
★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。

　市の情報公開制度・個人情報保護制度の概要をお知らせし、令和３年度の運用状況を報告します。▲

総務課np042－460－9811

情報公開制度とは
　市が保有する公文書を市民の皆さん
からの求めに応じて公開し、市政の透
明性を確保するための制度です。

個人情報保護制度は
　市が保有する個人情報を適正に管理
し、利用するための方法などを定め、
市民の皆さんの個人情報に関する権利
を守るための制度です。

開示請求をするには
□公開の対象となる文書　市が現に保
有している文書で、公文書として組織
的に用いられているもの

□文書の公開を求めることができる方
● 情報公開制度による開示請求…在

住・在勤の方や市の事業に利害関係
を有する方など（それ以外の方でも、
任意的開示の申出可）

● 個人情報保護制度による開示請求…原
則、市が保有する個人情報の本人のみ

□開示請求の方法　情報公開コーナー
（田無庁舎５階）にある公文書開示請求
書または自己情報（開示・訂正・削除・
中止）請求書を提出してください。
※市kからもダウンロード可
□開示・不開示の決定　請求があった
日の翌日から14日以内（30日を限度に
延長する場合などあり）に開示するかど
うかを決定し、書面でお知らせします。

□救済の手続　決定に不服があるとき
は、一定の期間内であれば審査請求を
することができます（任意的開示の申
出を除く）。この審査請求は、内容に
よって西東京市個人情報保護・情報公
開審査会に諮問されます。市では審査
会の答申を尊重して、再度開示・不開
示を決定します。また、決定について
処分取消しの訴えを提起することもで
きます。

市で発行する資料をご覧になれます。

情報公開コーナー（田無庁舎５階）

□情報公開制度の運用状況

公文書開示請
求などの件数
※所管部署が
複数に及ぶな
ど、１件の請
求に複数の決
定をする場合
があります。

合計 185件
【内訳】
全部開示決定 62件
一部開示決定 106件
不開示決定 12件
取り下げ ４件
却下 １件

審査請求 ２件

□個人情報保護制度の運用状況

自己情報開示
請求件数

合計 2,662件
【内訳】
承諾（全部開示） 2,639件
不承諾（不開示） 13件
一部承諾（一部開示） ８件
取り下げ １件
却下 １件

審査請求 ２件

訂正などの
請求件数 合計 ０件

■市議会定例会
　第３回定例会は８月29日㈪から
開催する予定です。
　日程などは決まり次第、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

■教育委員会
a８月19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n
　p042－420－2822

■青少年問題協議会
a８月22日㈪午後２時
b田無第二庁舎４階
c／e活動報告など／３人▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

■個人情報保護審議会
a８月25日㈭午前10時
b田無庁舎３階
c／e個人情報保護制度／５人▲

総務課n
　p042－460－9811

審議会など
■子ども子育て審議会
a８月26日㈮午前９時30分
b田無庁舎５階
c／e子ども・子育て支援事業計
画中間見直しほか／５人▲

子育て支援課n
　p042－460－9841

■社会教育委員の会議
a８月26日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階
c地域の活性化に向けた人材の育成
e２人▲

社会教育課n
　p042－420－2831

■男女平等参画推進委員会
a８月30日㈫午後６時15分
b田無庁舎５階
c／e第４次男女平等参画推進計
画の評価ほか／３人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

■総合計画策定審議会
a９月６日㈫午後６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

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

　情報公開・個人情報保護制度ご存じですか ❖令和３年度の
実施状況

おくやみ窓口の開設
　身近な方を亡くされたご遺族が負
担なく市役所で手続が行えるよう、
ワンストップで支援する「おくやみ
窓口」を開設します。
　死亡届の提出日から約２週間後を
目安にご利用ください。
□開設日　８月22日㈪
□開設時間　平日
①①午前10時～11時　②②11時～正午
③③午後１時～２時　④④２時～３時
□予約方法　ご希望日の３開庁日前
までに電話で下記へ
□持ち物　市kでご確認ください。
b田無庁舎２階市民課窓口前個別ブース

d死亡届を提出したご遺族の方▲

市民課np042－460－9820▲

予約専用ダイヤル
　p042－497－6633（８月22日㈪から）

総合案内

スロープ

階段

階段

エスカレーター

入  口

エレベーター

エレベーター
おくやみ窓口

田無庁舎２階

市民課・保険年金課

予約制

データベース専用席
　新聞記事や法律・判例、企業情報などのデータベー
スが無料で利用できます。有料でプリントアウトも
可能です。調べものにぜひご活用ください。詳細は
図書館kをご覧ください。
b中央図書館
h西東京市図書館利用カードまたは
身分証明書（マイナンバーカードなど）▲

中央図書館
　p042－465－0823

中央図書館

図書館k

　
Twitter Facebook YouTubeLINESNSでも市の情報を

発信しています！


