
秋におすすめな市内の散策スポットの
一部を紹介します。

▲
秘書広報課np042－460－9804

お気に入りの散策スポットを
見つけてみよう！

西東京市西東京市のの秋秋をを
楽しみませんか！楽しみませんか！

田無駅
東伏見駅西武柳沢駅

●

●

●●

市役所
保谷庁舎

多摩六都科学館

●
下野谷
遺跡公園

●

住吉会館
ルピナス

●

●

●きらっと
総合体育館 市役所

田無庁舎

保谷駅

スカイタワー西東京

ひばりヶ丘駅

西原自然公園

❶

❹
❸

❷

❺

下保谷四丁目特別緑地保全地区
(旧髙橋家屋敷林)❷

　豊かな自然を有す
る屋敷林です。通常
は入れませんが、月
２回程度一般開放さ
れるほかイベント時
は入れます。秋はも
みじなどの紅葉も見
られます。

西東京いこいの森公園❶

　散策や自然観察、
スポーツなど憩いの
場として親しまれて
いる市内最大規模の
公園です。これから
の時期は紅葉も楽し
めます。

田無市民公園❹

　タコの形をした滑り
台が特徴的で、夏は水
遊びもできます。季節
ごとのお花や秋には色
づくイチョウも見られ
ます。

谷戸イチョウ公園❺

　サクラやケヤキ、 
サツキやツツジなど、
四季折々の風情を楽
しめます。これからの
時期は色づくイチョウ
に秋を感じることが
できます。

都立東伏見公園❸

　広々とした広場や
展望の良い休憩施設、
遊具などを備えた公
園です。きれいな空
気の中お散歩してみて
はいかがでしょうか。

西東京市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

S
エスディージーズ

DGs 世
せ

界
かい

を救
すく

う17の目
もく

標
ひょう

No . 
詳細はホームページで

主 な 内 容

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む

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）

 p042－464－1311（代表）
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公式
LINE

そのほか
公式SNS

11 1ⓒシンエイ／
西東京市

いこいーな

【７面】西東京市のおみやげ「いっぴん便り」販売！　【８面】３虐待（児童・高齢者・障害者）防止キャンペーン　【８面】新型コロナワクチン接種のお知らせ
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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。

市税の休日・夜間納付相談窓口
税

a ●11月５日㈯・６日㈰午前９時～
午後４時　●11月８日㈫・10日㈭・
29日㈫午後８時まで

b納税課（田無庁舎４階）
c市税の納付および相談、納付書の
再発行など▲

納税課np042－460－9832

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の送付

保険

　１月１日～９月30日に国民年金保
険料を納付した方に「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」（以下「控除証
明書」という）が11月上旬に日本年金
機構から送付されます。確定申告や年
末調整の手続には、この控除証明書（ま
たは領収証書）の添付が必要となりま
すので大切に保管してください。
※家族の国民年金保険料を納付した場
合は、納付した方が社会保険料控除を
受けられます。
※10～12月に今年初めて納付をした
場合は、翌年２月上旬に送付されます。
j ● �ねんきん加入者ダイヤル
　p0570－003－004（ナビダイヤル）
　�（050から始まる電話からはp03
－6630－2525）

　平日：午前８時30分～午後７時
　�第２㈯：午前９時30分～午後４時
　�※12月29日～１月３日を除く
●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825

介護給付費通知を10月下旬に発送
福祉

　介護保険制度への理解を深めていた
だくことおよび事業の健全な運営のた
め、介護サービスの利用者に介護給付
費通知としてサービスの利用実績をお
知らせします。
d７・８月に介護（予防）サービスを
利用した方▲

高齢者支援課n
　p042－420－2813

入院期間中の紙おむつ代の助成申請
　医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院などに支払っている高齢
者の方などに助成を行います。
□対象期間　
７月１日～10月31日入院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実
費金額（上限月額4,500円）
□対象者　次の全てに該当する方
●�入院期間（上記対象期間）中に本市に
住民登録をしている

●�40歳以上で入院時に介護保険認定
において要介護１以上の認定を受け
ている

●�医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院などに支払っている

（令和４年度から、紙おむつの持ち
込みを認めている病院などに支払っ
ている場合も対象となります。ただ
し、ドラッグストアなどで購入して
持ち込んだ場合は対象外）

●�入院期間中に生活保護などを受給し
ていない

●�同一月内で、西東京市認知症および
ねたきり高齢者等紙おむつ給付サー
ビスを受けていない

□次のいずれかで申請
● �持参…11月10日㈭～30日㈬に下記
へ　※平日のみ

b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）
●�郵送…11月10日㈭～30日㈬（消印
有効）に〒188－8666市役所高齢者
支援課へ

□必要なもの
●紙おむつ助成金交付申請書
●紙おむつ助成金口座振込依頼書
●介護保険被保険者証のコピー
●�振込先の口座が分かるもの（通帳の
コピーなど）

●�病院または病院が別途委託している
業者などが発行した領収書などのコ
ピー
※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつの金額の記載が必要
です。紙おむつ代の記載がないものは
申請できません。領収書の金額にシー
ツやパジャマ代などが合算されている
場合は、別途病院や委託業者などが発
行した内訳のコピーが必要になります。
※申請書などは市kで配布
※次回（11月～令和５年２月入院分）
は令和５年３月に予定しています。▲
高齢者支援課n
　p042－420－2810

家族介護慰労金を支給
　在宅の高齢者を介護している家族の
経済的負担を減らし、在宅生活の継続
と向上のために、家族介護慰労金を支
給します。
d下表の要件を全て満たしている65
歳以上の高齢者を１年間以上介護し、
過去１年間以上住民税非課税世帯に属
する方
※申請日の属する月の前月末日が基準
※前年度支給を受けている方は申請か
ら１年以上経過していなければ申請で
きません。
□要件

過去
１年間
以上

要介護４または５と認定されて
いる
住民税非課税世帯に属する
介護保険サービスを利用してい
ない（通算７日間までの短期入
所生活介護（ショートステイ)ま
たは短期入所療養介護（医療型
ショートステイ）利用は除く）

過去
１年間

介護保険施設以外の病院などに、
延べ90日以上の長期入院をし
ていない

□慰労金支給額　年額10万円
□申請　12月28日㈬までに、介護保
険被保険者証・金融機関口座の分かる
ものを高齢者支援課（田無第二庁舎１
階、防災・保谷保健福祉総合センター
１階）へ持参▲

高齢者支援課n
　p042－420－2810

都営住宅の入居者募集
くらし

❖東京都直接募集
●家族向・単身者向…3,703戸
□案内・申込書配布
a11月１日㈫～10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・区市町村窓口・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
i11月16日㈬（必着）までに、申込書
を渋谷郵便局へ郵送またはオンライン
申込
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
●家族向（２人以上）…11戸
□案内・申込書配布
a11月16日㈬～25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
i11月30日㈬（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

緑と花の沿道推進事業補助制度
　緑があふれるまちづくりを推進する
ため、道路に接する部分の沿道緑化費
用の一部を補助します。なお、生け垣
に加え、新たに花壇・フェンス緑化も
補助対象として拡充しました。
□生け垣・花壇の設置費用の補助金
20mを限度に１mにつき１万円（既存塀
などの撤去を伴わない場合は２分の１）
□フェンスの緑化・造成
緑化：20mを限度に１mにつき2,000円
造成：20mを限度に１mにつき5,000円
（既存塀などの撤去を伴わない場合は
緑化助成のみ）
□生け垣・花壇に改造する場合の既存
塀などの撤去費用の補助金
20mを限度に１mにつき6,000円
※補助条件があります。詳細は市k
または下記へお問い合わせください。▲

みどり公園課p042－438－4045

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）にある申請書
に電気料金領収書などを添付し令和５
年１月16日㈪～27日㈮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op042－438－4055

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。
a／b11月９日㈬午後２時～５時／
東伏見コミュニティセンター
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
i11月４日㈮までに、電話で下記へ
□相談員　（一社）東京都建築士事務所
協会▲

住宅課op042－438－4052

募集
保育園保育推進員
□募集人数　若干名
□勤務地　市内公立保育園
□任用期間　12月１日㈭～令和５年
３月31日㈮�（勤務評定に応じて更新
予定あり）
□報酬（時給）　●有資格者1,480円
●無資格者1,430円
□募集期間　11月１日㈫～11日㈮
□配布場所
幼児教育・保育課（田無第二庁舎２階）、
市内公立保育園（向台・西原・けやき・
ひばりが丘・はこべら・こまどり・す
みよし・なかまち・ひがし・やぎさわ
保育園）で配布
※詳細は、募集要項・市kをご覧く
ださい。▲

幼児教育・保育課n
　p042－452－6777

「暮らしの便利帳」に広告を
掲載しませんか
　市では、行政情報などを掲載した
「西東京市暮らしの便利帳」の発行と
市内の全世帯への配布を予定してい
ます（令和５年３月末ごろから）。
　11月から広告募集のため、協働発
行する㈱サイネックスの担当者が市章
の入った名刺を持参し、事業
所などに伺いますので、ご協
力をお願いします。

連 絡 帳
市からの

　LED照明器具の設置費用（購入・
工事費）の半額を助成します。
※購入・工事ともに要事前申請
※今年度既に交付決定している方は
不可
d ●購入：市民
●�工事：市民・市内に集合住宅を有
する個人、市内中小企業者または
管理組合など

□申請受付期間　
11月１日㈫～12月28日㈬
※予算額に達した場合は受付終了。
ただし、購入の場合はキャンセル待ち
□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（購入費も含む）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）
□申請書などの配布場所
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からダウ
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（購入
の場合は郵送も可）
※詳細はチラシ・市kをご覧くだ
さい。▲

環境保全課p042－438－4042

LED照明器具（購入・工事費）半額を助成 追加募集
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各種事業に参加の際は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、咳や発熱など、体調不良の方はご遠慮ください。

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、11月１日㈫〜14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。

j㈱サイネックス 西東京支店
　p042－538－1040
※広告料の先払い要求などは絶対にあ
りません。詐欺行為にご注意ください。▲

秘書広報課np042－460－9804

期日前投票・不在者投票制度
選挙

　12月25日㈰は、西東京市議会議員
選挙の投票日です。投票日当日に投票
できない方は、期日前投票・不在者投
票をご利用ください。
□期日前投票
a�／b ● 12月19日 ㈪ ～24日 ㈯ ／ 田

無庁舎２階またはエコプラザ西東京
●  12月22日㈭～24日㈯／ひばりが丘

図書館
いずれも午前８時30分～午後８時
※㈯も開場
※選挙人名簿に登録されていれば、入
場整理券がなくても投票できます。宣
誓書兼請求書の記入が必要です。
□滞在先での不在者投票
　仕事・旅行などで市外に滞在する方
は、滞在先の選挙管理委員会で不在者

投票ができます。本市選挙管理委員会
に不在者投票用紙などの請求をし、投
票用紙などを受領後、お早めに滞在先
の選挙管理委員会で投票してください。
□指定病院などでの不在者投票
　不在者投票できる施設として指定を
受けた病院・老人ホームなどの施設に
入院・入所している方は、その施設内
で不在者投票ができます。希望する方
は、施設の担当者にお申し出ください。▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

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。
✿㈱ノジマ 様（家電製品など）
✿匿名（玩具）
✿山田章雄 様（写真集）▲

総務課np042－460－9810
✿樽見俊秀 様（１万円）
✿�明治安田生命保険相互会社 武蔵野

支社 支社長 宮崎達矢 様(55万円)▲

秘書広報課np042－460－9803

令和５年４月からの学童クラブ入会案内
　小学校などに通っている児童を持
つ保護者が仕事や病気などの理由で
放課後に児童を監護できない場合、
保護者に代わって児童の生活指導を
行います。
d小学校などに在学中の児童（小学
５・６年生は障害児童のみ）
□入会案内の配布
　11月７日㈪から、市kまたは田無
第二庁舎２階児童青少年課窓口、防
災・保谷保健福祉総合センター１階
市民課総合窓口係、児童館、学童ク
ラブで配布
i12月１日㈭～20日㈫（消印有効）に、
必要書類を〒188－8666市役所児童
青少年課へ郵送または次の窓口へ持
参

● 児童青少年課（田無第二庁舎２階）
　…平日午前８時30分～午後６時
●  児童館…㈪～㈯午前９時30分～

午後６時
●  学童クラブ…㈫～㈮午後１時～

６時
※学童クラブでの受付期間は12月
７日㈬～16日㈮
□注意事項
●  施設の利用状況および申請状況に

より、希望する学童クラブに近接
する学童クラブになる場合や入会
できない場合があります。

●  現在入会している方も、毎年度入
会申請手続が必要です。

※詳細は入会案内をご覧ください。▲

児童青少年課np042－460－9843

傍 聴 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

などの風邪症状や発熱など体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。

市議会定例会
　第４回定例会は11月18日㈮から
開催する予定です。
　本会議・委員会は傍聴できます。
　詳細は決まり次第、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

審議会など

■都市計画審議会
a11月７日㈪午後１時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e西東京都市計画生産緑地地
区の変更ほか／５人▲

都市計画課op042－438－4050

■文化芸術振興推進委員会
a11月８日㈫午後５時
bイングビル
c第２期文化芸術振興計画ほか

e５人▲

文化振興課np042－420－2817

■使用料等審議会
a11月９日㈬午前10時
b田無庁舎３階
c使用料・手数料等の適正化
e５人
■行財政改革推進委員会
a11月11日㈮午後２時
b田無庁舎３階
c／e第５次行財政改革大綱策定
に向けた検討／５人▲

企画政策課np042－460－9800

■国民健康保険運営協議会
a11月10日㈭午後７時
b田無庁舎５階
c令和５年度国民健康保険料のあり方ほか

e５人▲

保険年金課np042－460－9821

■図書館協議会
a11月18日㈮午後２時30分～４時
b田無第二庁舎４階
c次期図書館計画の策定に向けて
e２人▲

中央図書館p042－465－0823

年末保育の実施
　年末に保護者が就労のため家庭で
保育ができない場合に、市内公立保
育園で保育を実施します。
a12月29日㈭午前７時30分～午
後６時30分で、保護者の就労に応
じた時間
※午前10時までに登園。午後のみ
の保育は行いません。
□実施場所　すみよし保育園・向台
保育園（予定）
□保育要件　保護者の就労により家
庭保育が困難と認められたとき
d／e在住で満１歳～就学前の子
ども／各園30人（申込多数は抽選、
少数の場合は調整あり）
g�● 半日利用（午後１時まで）…1,500円
●  １日利用（午後１時を超えた場合）
　…3,000円（おやつ代を含む）
※昼食は弁当を持参してください。
i ● 一次募集：11月15日㈫～12月
５日㈪　 ● 二次募集：12月６日㈫
～15日㈭に、下記の提出書類を幼
児教育・保育課（田無第二庁舎２階）
または市内公設公営保育園（保育園

は一次募集のみ）へ持参
※一次募集の応募人数によっては、
二次募集がなくなる場合あり

□提出書類　 ● 年末保育利用申請書
● 勤務証明書（両親分）：12月29日㈭
が勤務であることを事業主が証明し
たもの　 ● 児童連絡票　 ● 食事アン
ケート　 ● 食物アレルギー生活管理
指導票（食物アレルギーがあり１日
利用でおやつを食べる児童のみ。市
内認可保育園在園の方は園から写し
をもらってください）
※各書類は幼児教育・保育課および
市内公立・私立保育園で配布
□決定通知発送予定　
一次募集：12月９日㈮ごろ

二次募集：12月20日㈫ごろ▲

幼児教育・保育課n
　p042－452－6777

□マイナポイントとは
　マイナンバーカードをお持ちの方が、
民間のキャッシュレス決済サービスで
利用可能なポイントを国が付与する事
業です。ポイントはご自分で選択した
キャッシュレス決済サービスのポイン
トとして、お買い物に利用できます。
□マイナポイントの対象となるキャッ
シュレス決済サービス
マイナポイント事業kを
ご参照ください。

❖マイナポイント第２弾の申込開始
□マイナポイントの申込終了時期
　ポイントの申込期間およびチャージ
または買い物期間は、いずれも令和５

年２月末まで（一部決済サービスで期限
より早く終了する場合あり）
□マイナポイントの対象となるマイナ
ンバーカードの申請期限
12月末まで延長
□利用方法
　マイナポイントの利用には、マイナ
ンバーカードの取得およびマイナポイ
ントの申込が必要です。
□申込
　ご本人やご家族が以下のものをお持
ちの場合、ご自宅で設定を行うことが
できます。
●  マイナンバーカード（利用者証明用

電子証明書を搭載したもの）
●  スマートフォン（公的個人認証サー

ビス対応のもの。対応機種に限りが
ある場合あり）またはパソコン・IC
カードリーダー
□マイナポイントに関するお問い合わせ
jマイナンバー総合フリーダイヤル
　p0120－95－0178

❖マイナンバーカードの申請
　申請をしてからカードを受け取れる
まで約１カ月かかります。
□申請方法
　個人番号カード交付申請書をお持ち
の方は、オンラインまたは郵送で申請
できます。個人番号カード交付申請書
をお持ちでない方は、郵送または窓口
で個人番号カード交付申請書を発行で

きます。
□出張所窓口で申請をサポート中
（要電話予約）
　顔写真撮影サービスあり

j ● 柳橋出張所p0422－51－3266
●  ひばりヶ丘駅前出張所
　p042－421－0120
□マイナンバーカードの交付に関する
お問い合わせ先
j西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

12月末まで延長マイナポイントの対象となる
マイナンバーカードの申請期限が

11月の人権・身の上相談のご案内
　人権侵害、偏見や差別、近所付き合
いでの悩みごとなど人権擁護委員が
市民の皆さんの相談をお受けします。
a11月10日㈭・24日㈭午前９時～
正午・午後１時～４時

b田無庁舎２階
i11月１日㈫から電話で下記へ▲

協働コミュニティ課
　p042－420－2821
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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。

防災行政無線などによる
全国一斉情報伝達試験

　武力攻撃や地震などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Jアラート）か
ら送られてくる国の緊急情報を確実
に皆さんへお伝えするため、市内で
緊急情報伝達手段の試験を行います。
この試験は、全国的に実施されます。
a11月16日㈬午前11時
c市内の防災行政無線スピーカー
より「これはJアラートのテストで
す」という音声を３回放送します。

※災害とお間違えないようにお願いします。
※詳細は市kをご覧ください（「安
全・安心いーなメール」でも本試験
をお知らせする内容を配信予定）。
□Jアラート
　国から送られてくる弾道ミサイル
情報や地震などの緊急情報を人工衛
星などを活用して瞬時に情報伝達す
るシステム▲

危機管理課op042－438－4010

11月16日㈬

119番の日 11月９日
秋の火災予防運動 11月９日㈬～15日㈫

令和４年度東京消防庁防火標語
「もう一度　確認 安心　火の用心」
（作者：菅野珠加さん（江戸川区在住））

　一人一人が防火防災に関する意識や
防災行動力を高め、火災から尊い生命
と貴重な財産を守りましょう。また、
これを機に、ご自宅の住宅用火災警報
器の点検や消火器の使用方法、119番
通報要領を確認してください。
　東京消防庁では初期消火や119番
通報要領が学べるリモート防災訓練
の動画を公開しています。また、防
火防災に関する関心を高めるため、防
火防災標語の公募をしています。詳
細はkをご確認ください。
❖東京消防庁公式アプリ
　消防や救急に関する情報を入手でき
る安全安心情報ツール
●チャットボット
　�防災や救急などの知りたいキーワー
ドを入力すると、キュータが会話形
式で疑問に答えます。

●緊急ツール
　�緊急時の通報や「＃7119」の救急相

談センターに簡単にアクセスできます。
●安否確認・検索ツール
　�事前に連絡先などを登録しておくと、
災害時に連絡したい相手に、本人の
安否情報や所在地を素早く知らせる
ことができます。
j西東京消防署
　p042－421－0119

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
　将来自衛隊において、高機能化・シ
ステム化された装備品を駆使・運用す
るとともに、国際社会においても自信
をもって対応できる自衛官となる者を
養成する陸上自衛隊の学校です。
□応募資格
中学卒業（見込含）17歳未満の男子
□試験日程
●推薦：令和５年１月５日㈭～７日㈯
●一般：令和５年１月14日㈯・15日㈰
□受付期間
●推薦：12月２日㈮まで

●一般：令和５年１月６日㈮まで

　　自衛隊　西東京
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

□申込開始　11月4日㈮　午前８時30分（★印は、10月18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

11月11日㈮・14日㈪・17日㈭・24日㈭
午前９時～正午

11月15日㈫・16日㈬
午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面
★11月�４日㈮ 午後１時30分～４時

11月22日㈫ 午前９時～11時30分

税務相談 電話・対面 11月18日㈮・22日㈫ 午後１時30分～４時30分

不動産相談 電話・対面
★11月10日㈭ 午後１時30分～４時30分

11月25日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話・対面
★11月�２日㈬ 午前９時～正午

★11月17日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★11月�２日㈬ 午前９時～正午

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 電話・対面 ※11月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 ★11月�７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 ★11月11日㈮ 午後１時30分～４時30分

■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。

無料市民相談

□特殊詐欺の被害防止のため、希望
する方に自動通話録音機を無償で給
付しています。
a11月１日㈫から

b危機管理課（防災・保谷保健福祉
総合センター５階）、高齢者支援課
（田無第二庁舎１階）、総務課（田無
庁舎５階）
d在住の65歳以上の方が居住する

世帯など　※過去に給付済みの世帯
を除く
h本人確認書類（運転免許証、保険
証など）
※申請者と使用者が異なる場合は使
用者分の写し
□給付台数　200台▲
危機管理課op042－438－4005

自動通話録音機給付の申請受付

■成人歯科健康診査　締切間近！
□健診期間　11月30日㈬まで

c問診・歯および歯周組織検査・歯科相談
d18歳以上の方（令和５年３月31日時点）
i11月15日㈫（消印有効）までに
●はがき（５面右上記入例C）
●�窓口（防災・保谷保健福祉総合センター
４階健康課・田無庁舎２階保険年金課）

●市kから（５面右上QRコードE）
■喉頭がん検診　締切間近！
申込は11月15日㈫まで

□検診期間　11月30日㈬まで

c喉頭内視鏡検査
d／g40歳以上（令和５年３月31日時
点）で、特にたばこを吸う方／600円
i11月15日㈫（消印有効）までに、
●はがき（５面右上記入例C）
●�窓口（防災・保谷保健福祉総合センター
４階健康課・田無庁舎２階保険年金課）

●市kから（５面右上QRコードE）▲

健康課op042－438－4021

■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
■１歳６カ月児医科・歯科健康診査
　小児科・内科、歯科の各指定医療機
関で受診してください。
c�●医科…身体計測、小児科・内科健
診、個別相談

●�歯科…歯科健診、歯磨き相談
d１歳６カ月～２歳の誕生日の前日
（１歳６カ月ごろに個別通知）
※詳細は個別通知をご覧ください。転
入などの方はご連絡ください。

健康 イガ ド

子宮頸
け い

がんワクチン任意予防接種の
償還払いを実施
　定期接種の対象年齢を過ぎてから、
自費で子宮頸

けい

がんワクチンの任意予
防接種を受けた方に対し、償還払い
（上限額あり）を実施します。
a11月１日㈫～令和７年３月31日㈪
（予定）
d�●本市に住民登録がある（令和４
年４月１日時点）

●�平成９年４月２日～平成17年４
月１日生まれの女性

●�小学６年生～高校１年生相当まで
の間に子宮頸

けい

がんワクチン定期予
防接種３回を完了していない

●�高校２年生以上の年齢で子宮頸
けい

が
んワクチン任意予防接種（２価お
よび４価）を受け、実費を負担
※詳細は市kまたは下記へ▲

健康課o
　p042－438－4021

　スマートフォンなどデジタル機器
の活用に関する疑問や不安を解消す
るために、アドバイザーによる１対
１の相談対応を実施します。
a11月17日㈭午後１時～４時
bアスタセンターコート
d60歳以上の都民でスマートフォ

ンなどのデジタル機器の利用に疑問
や不安のある方▲
スマートフォン普及啓発事業事務局
　�p03－5348－2735（平日午前
９時～午後５時・年末年始を除く）
　�l03－5348－2731・m support@
spcconsumer.onmicrosoft.com

高齢者のためのスマートフォン相談会

　輸血用血液の確保が厳しい状況が
続いています。西東京市献血推進協
議会による献血を実施します。
a11月７日㈪午前９時30分～11時
30分・午後０時50分～３時30分
b保谷こもれびホール前

d16～69歳の方
※65～69歳の方
は、60～64歳の間に献血経験があ
る場合は、献血できます。▲

健康課op042－438－4021

献血のご協力をお願いします！
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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op042－438－4087

健
ひ
康
ろば

※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・手指消毒にご協力をお願いします。

電子申請
E健康診査等電子申請一覧Dファミリー学級記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「まますた」申込
①11月15日
②母親と赤ちゃんの
　氏名（ふりがな）
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）

Aメール
「離乳食講習会 ステップ」申込

①12月８日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥第○子
⑦電話番号

Bメール
「〇〇健（検）診」申込

①氏名
②住所
③生年月日
④電話

Cはがき

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

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

11月15日㈫午後１時30分～３時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階 在住の方／２人 11月11日㈮までに電話

女性のための
腹筋・骨盤底筋エクササイズ講座
保育あり

11月17日㈭午前10時～11時
防災・保谷保健福祉総合センター３階

在住で18～64歳の女性（産後６カ月以上経
過している方）
８人（１歳未満のお子さんは子連れ参加可）

11月14日㈪までに電話

ファミリー学級・１日制（マタニティーズ）
【妊娠中から産後の生活と健康、赤ちゃんのお世
話について】

11月25日㈮午前10時～11時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階

在住で妊娠22週～36週の妊婦（パートナー
の参加可）／12組
※市のファミリー学級・２日制に参加して
いない方

11月22日㈫までに電話　

西東京しゃきしゃき体操パート２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！】　

11月25日㈮午前10時～11時30分
田無総合福祉センター 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）。

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個別相談】

12月２日㈮午前９時～正午の間で
１人30分程度
田無総合福祉センター

在住の方／４人 11月29日㈫までに電話

ファミリー学級・２日制　第９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：12月９日㈮午前10時～11時30分
２日目：12月17日㈯午前９時30分～午後
０時30分
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：３～４月
※１日目は妊婦のみ

市kまたは右上電子申請D
申込期間：11月11日㈮～25日㈮

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

まますた
【第一子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】

11月15日㈫午前９時45分～11時
（受付は９時30分から）
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／８組

電話・メール（右上記入例A）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：11月10日㈭

離乳食講習会 ステップ
【離乳食の中期から後期のお話、歯科の話】

12月８日㈭午前10時30分～11時45分
田無総合福祉センター

在住の６～８カ月の乳児と保護者
（第１子優先）／16組

メール（右上記入例B）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：11月24日㈭

▲

教育支援課np042－420－2829
事業名 日時╱場所 対象／定員 申込方法など

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語聴覚士などによる相談】

11月18日㈮午後１時30分～５時
教育支援課（田無第二庁舎４階）

５～12歳ぐらい／14人（申込順）
１人15分程度

11月１日㈫～17日㈭
午前９時～午後５時に電話
※予約制

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

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

３日
キンデンタルクリニック
ひばりが丘北３－３－52
Ponte Felice２階
p042－423－1470

野口歯科医院
西原町４－３－49
p042－467－3955

６日
黒川歯科医院
南町５－５－13　IBSビル２階
p042－463－2745

13日
畑中歯科医院
東町５－９－３　シャトー本多Ａ号
p042－423－8249

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）など感冒症状のある方は、必ず電話予
約の上、ご来院をお願いします。なお、現在感染拡大により電話が大変混み合いつ
ながらない場合もありますが、ご了承ください。
※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

３日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

藤原医院
ひばりが丘北４－８－４
p042－421－6168 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

６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

しげみつファミリークリニック
田無町５－４－13
ハママンション第二１階
p042－452－7411

13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

医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
11月１日 消化器外科　 ８日 循環器内科　15日 皮膚科
　　22日 眼科　　　　29日 呼吸器内科

p042－438－1100

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分

p042－466－2033

※専門医が相談に応じます。

電話相談

　2021年の世界の糖尿病人口は５
億3,700万人、成人の10人に１人
が糖尿病有病者と推定されています。
国連は11月14日を世界糖尿病デー
に指定し、全世界で糖尿病抑制に向
けたキャンペーンを推進しています。
　日本では、「糖尿病が強く疑われ
る人」の割合は、男性19.7％、女性
10.8％（令和元年「国民健康・栄養
調査」）となっています。糖尿病の重
症化予防のためには、早期発見・早
期治療が重要です。
❖血糖値が高くなる前に
　初期には血液検査でしか兆候が現
れないため定期的に健康診査を受け、
血糖値を確認することが大切です。
特に肥満・過食・運動不足・ストレ
スがある場合には、生活習慣を見直
しましょう。
❖血糖値が何年間も高いまま放置す
るとどうなるか？
　血管が傷つき、将来的に心臓病や

失明、しびれなどの神経障害や腎機
能が低下して腎不全になることもあ
ります。さらに進行すると、命に関
わることもあります。
❖糖尿病を詳しく知りたい方へ
□栄養・食生活相談
a／b11月８日㈫午後１時～４時
／田無総合福祉センター
c個々の食生活を踏まえながら、
健康的な食生活について管理栄養士
の個別相談
e４人（申込順）※１人30分程度
□糖尿病基礎講座
a／b11月14日㈪午前10時～11
時30分／田無総合福祉センター
c保健師・管理栄養士による糖尿
病についての基礎知識・食事の話
e10人（申込順）
□共通
i各開催日の３日前までに電話で
下記へ▲

健康課op042－438－4037

11月14日は世界糖尿病デー
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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、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。

NPO等企画提案事業
新規チャレンジ部門募集
　NPO等企画提案事業は、市民サー
ビスの向上と地域の課題解決を目的に、
NPOや任意団体などから事業の企画
提案を募り、審査により採択された事
業を市との協働で実施するものです。
採択された事業には、事業経費に対し
て補助金を交付します。
□募集事業
● �市と協働で行うことで、より効果が
見込める事業

●�地域の課題を解決する、先駆的で柔
軟な発想に基づいた事業

●�多様化する市民ニーズに応え、市民
の福祉の向上、市民の利益につなが
る事業

□補助金額　上限20万円（１事業）
詳細は市k・協働コミュニティ課窓口
（田無第二庁舎５階）・市民協働推進セ
ンターゆめこらぼで配布する募集要項
をご覧ください。
i11月１日㈫～30日㈬に、関係書類
を〒188－8666市役所協働コミュニ
ティ課に提出▲

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

スポセンマルシェ・きらっと
マルシェ
①①11月  5日㈯／スポーツセンター
②②　　 27日㈰／きらっと
午前９時30分～正午
※売切次第終了（雨天決行）
　農業者による生鮮野菜の販売を１月
までの第１㈯（スポーツセンター）・第
４㈰（きらっと）に行います（①JA東京
みらい西東京地区保谷直売会　②田無
農友会めぐみ会）。
□主催　●㈱東京ドームスポーツ
　p042－425－0505
●きらっとp042－451－0555
j ●JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479
●JA東京みらい田無支店
　p042－461－8047▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818▲

産業振興課np042－420－2820

いろいろなことばで
たのしむおはなし会
①①11月  6日㈰中国語
②②　　 12日㈯英語
③③　　 26日㈯ウクライナ語
各回午前11時30分（15分程度）
①②谷戸図書館　③中央図書館
c絵本のよみきかせ
d３歳以上　※未就学児は保護者同
伴にて可
e親子で①②は５組、③は４組まで（申込
順）
i各回前日までに、電話・メールま
たは直接下記へ▲

谷戸図書館p042－421－4545
　�m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

多摩六都フェア
多摩北部５市美術家展
11月８日㈫～13日㈰
午前10時～午後５時（最終日は午後４時まで）
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸２－６－41）

　多摩北部５市（西東京・小平・東村山・
東久留米・清瀬市）を代表する著名な
美術家の展覧会です。
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議会
j清瀬市郷土博物館
　p042－493－8585▲

企画政策課np042－460－9800

NPO等企画提案事業
「元気か～い3.11ラジオです」
を放送します
11月12日㈯
午前10時～10時30分
　東日本大震災により本市に避難して
こられた被災者を中心に、市職員と生
活企画ジェフリーが心を込めてお届け
するトーク番組です。3.11から11年
がたった今だからこそ話せるいろいろ
な思いや真実などを、エフエム西東京
84.2MHzの電波に乗せてお届けします。
□番組名　「元気か～い3.11ラジオです」
※以降、２月までの第２㈯の同時刻に
全４回で放送
※アプリ「FM＋＋」をダウンロードし、
エフエム西東京を選択すれば、スマー
トフォンからも聴けます。
jNPO法人生活企画ジェフリー�渡辺
　p042－467－2089▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821　　��

耐震フェア
11月19日㈯／イングビル
①①午前９時30分～午後０時30分　
※１人35分程度
②②午後１時～５時　
※１人45分程度
　皆さんの生命と財産を保護し、災害
に強いまちづくりを推進します。
□相談会
①木造住宅耐震無料相談会
②分譲マンション耐震化相談会
d①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
②分譲マンションの管理組合など

e①８人�②４人（申込順）
i①・②11月16日㈬までに電話で下
記へ▲

住宅課op042－438－4052

NPO等企画提案事業
防災まち歩き（オンライン併用）
11月19日㈯・26日㈯
午前10時～正午（集合：９時30分）
保谷駅前公民館　※荒天中止
　水害に備えた防災のポイントを学び
ましょう（２日間コース）。

※イベントの開催方法に変更が生じる可能性があります。
※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。

c①①事前学習：防災ジオラマで学ぶ地
形と水害　②②防災まち歩き（下保谷四丁
目特別緑地保全地区・旧髙橋家屋敷林
見学あり）
d在住・在勤・在学の方
e現地参加20人・オンライン参加40
人（申込順）
i11月１日㈫午前９時～13日㈰に、
下記申込フォームまたはメールで住
所・氏

ふり

名
がな

・電話番号・メールアドレス・
現地参加希望の有無・①②または両
方の参加希望を下記へ
f・j西東京レスキューバード�荘
　mnishitokyo.rb@gmail.com▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821
　　　　　　　申込フォーム�

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
●11月19日㈯／田無総合福祉センター
●　　 29日㈫／住吉会館ルピナス
午前10時～正午
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と子どもを預かる方
（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・j各回説明会前日の午後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▲

幼児教育・保育課n
　p042－452－6777

YAイベント
「詠んでみよう、
わたしの短歌」
11月19日㈯、12月10日㈯
午後１時～３時
ひばりが丘図書館
　YA世代が短歌について詳しく学び、
自分でも作ってみることで、さらに短
歌の世界を楽しめるイベントです。
d12歳（小学校６年生）～18歳
e15人（申込順・在住者優先）
f小島なおさん（歌人）
i11月２日㈬～17日㈭に、電話・メー
ルまたは直接下記へ▲

ひばりが丘図書館
　p042－424－0264
　�m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

自治会・町内会講演会
「デジタルを活用した
地域活動をはじめませんか？」
11月19日㈯ 午後２時～４時
田無第二庁舎４階
　コロナ禍で、自治会などの地域活動
がしにくくなっていませんか。LINE
をはじめとした情報発信・情報共有用
のデジタルツールの使い方をご紹介し、
自治会・地域活動のためのヒントをお
伝えします。
d自治会など地域活動に携わっている方
e30人・オンライン10人（申込多数
は抽選）
f佐藤琢磨さん（日野市南平台自治会�
会長）

hスマートフォン・タブレット・PC
のいずれか一つ
i11月13日㈰までに、
申込フォームから　　　　　　�▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

ENJOYニュースポーツ2022
11月20日㈰ �

午前９時30分～11時（受付：９時20分）
きらっと
　誰でもすぐに楽しめるスポーツです。
普段運動していない方、障害のある方
もご参加ください。
cユニカール、ボッチャなど

ストーンやボールをいかに標的に近づ
けるかをカーリングのように競います。�
d在住・在勤・在学の小学生以上（小
学３年生以下は保護者同伴）
e30人（申込順）
h室内用運動靴・運動ができる服装・
タオル・飲み物など

i11月１日㈫から電話で下記へ▲

スポーツ振興課np042－420－2818

息子介護者の会・娘介護者の会
11月26日㈯ � 午前10時30分～正午
イングビル
　高齢者の介護を担っている息子さん・
娘さんならではの悩みやご苦労を同じ
立場の方同士で語り合ってみませんか。
d高齢者の介護を担っている息子さ
ん・娘さん
i前日までに、電話でお住まいの地
域を担当する地域包括支援センターへ▲

高齢者支援課np042－420－2811

障害者サポーター養成講座（中級編）
11月26日㈯ 
午後２時30分（受付：２時）
保谷駅前公民館
　参加・体験型の内容で開催します。
受講者の方には、障害者サポーターと
して登録後、障害者支援などの活動を
していただきます。
※受講者の方には、受講証明としてサ
ポートリストバンドを贈呈
d初級編受講者
h初級編でお渡ししたサポートバン
ダナまたはサポートキーホルダー
i前日までに電話でjへ
j（福）さくらの園・カノン
　p042－452－7062▲

障害福祉課np042－420－2804

お詫びして訂正します
　市報10月15日号７面掲載の
「パリテ講演会・パネル展示」の記
事における、講師名に誤りがあり
ました。正しくは次のとおりです。
正）村瀬幸浩さん
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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。

LINE(ライン)とTwitter(ツイッター)とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は市kをご覧ください。　

▲

秘書広報課n

11月２日㈬は、都市農業の日！
　平成27年４月に、「都市農業振興
基本法」が成立したことを受け、都
市に農地がある素晴らしさや農業と
触れ合うことの喜びを分かち合い、
都市農業を盛り上げるきっかけとす
るために制定されました。

　市では、都市農業の魅力をPRし、
都市農業と触れ合えるイベントを随
時開催しています。ぜひご参加くだ
さい！
まちの畑は役に立つ！ ▲

産業振興課np042－420－2820

西東京市創業スクール（全５回）

11月27日㈰、
12月４・11・18日㈰、
令和５年１月８日㈰  

午後１時～５時
田無第二庁舎４階

　全５回の講義を通じて、創業期に必
要な知識の習得やビジネスプランの作
成を目指す、実践的なカリキュラムです。
d／e創業に興味がある・創業を目
指している方、創業後間もない方／
20人（申込順）
g５回で3,000円（初回に集金）
i市kの申込フォームから　  
□企画・運営　多摩信用金庫　市k
j創業支援センターTAMA（多摩信用
金庫）p042－526－7766▲

産業振興課np042－420－2819

パリテ講座
発達障害について知ろう!
～それぞれの育ちと育ての
場づくりに向けて～
12月３日㈯　午前10時30分～正午
Zoomによるオンライン開催

　発達障害という言葉を知っています
か。周りの大人が発達障害の特徴や気
持ちを少しでも理解し、その子の立場
になって考えることができたら、子ど
もたちの良好な関係づくりに役立つか
もしれません。
d／e小・中学生の子どもの保護者、こ
のテーマに関心のある方／25人（申込順）
f波田野茂幸さん（放送大学准教授ほか）
i11月１日㈫午前９時から、市kの
申込フォームまたはメールで件名「パ
リテ講座」・住所・氏名・電話番号・参
加時のニックネームを下記へ▲

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

北東部地域協力ネットワーク
設立準備講演会

「ネイバーフッドデザインの
まちづくり」
12月４日㈰ 午後２時～４時
下保谷児童センター

　ひばりが丘地区をはじめ日本各地の
エリアマネジメントに関わる講師に都

市部におけるコミュニティ形成の理論
であるネイバーフッドデザインの考え
方から、つながりのある地域づくりの
ヒントを学びます。
※設立準備中の北東部地域協力ネット
ワークの準備委員とのパネルディス
カッションも同時に開催します。
e40人（申込多数は抽選）
f荒昌史さん（HITOTOWA INC.代表）
i11月24日㈭までに、
申込フォームから▲

協働コミュニティ課n       
　p042－420－2821 申込フォーム

耳から昔話を楽しむ
～大人のためのおはなし会～
12月４日㈰  

午後２時～４時（１時45分開場）
柳沢公民館　※当日、直接会場へ
c素話「豆の上に寝たお姫さま」『子ど
もに語るアンデルセンのお話』こぐま
社、「浦島太郎」ほか

※未就学児の入室はご遠慮ください。
e40人（先着）
□共催・公演　もぐらの会▲

柳沢図書館p042－464－8240

シニア大学単科講座
｢古典文学への招待｣

（全２回）受講者募集
● 第１回：12月12日㈪
● 第２回：令和５年１月23日㈪
午後２時～３時45分
田無総合福祉センター

　初心者向けの古典文学の入門講座です。
d在住の60歳以上で両日出席できる
方（１日のみ参加の方は、その旨をお
書きください）
e20人（申込多数は初めての方を優先
し抽選）
f久保貴子さん（実践女子大専任講師）
i11月11日㈮午後５時（必着）までに、
往復はがきで講座名・住所・氏

ふ り

名
が な

・年
齢・電話番号・「福祉会館・老人福祉
センター利用証の有無」を〒188－
0011田無町５－５－12西東京市社会
福祉協議会福祉支援課へ
※はがき１枚につき１人のみ

j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課n
　p042－420－2812

環境フェスティバル2022
　2050年までに二酸化炭素排出量
の実質ゼロを目指す都市である「ゼ
ロカーボンシティ」をテーマに、地
球温暖化に関するさまざまな展示や
体験プログラムを用意しました。さ
らに、お笑いコンビの完熟フレッ
シュさん（西東京市PR親善大使）が
登場する環境アワード表彰式も同日
フェスティバル内で開催します。
a11月13日㈰午前10時～午後４時

bアスタセンターコート
c�● パネル展示（地球温暖化・環境

かるた・市の取組・市民団体など）
●  体験プログラム（LED・ゲーム・VRなど）
□環境アワード表彰式
a午後１時
※詳細は市kをご覧ください。▲

環境保全課
　p042－438－4042

a11月13日㈰ 午前10時～午後２時
b田無駅北口ペデストリアンデッキ
※売切次第終了（荒天中止）
　環境フェスティバルと連携して、市
内産の農産物や加工品を販売します。
cめぐみちゃんメニュー参加農業
者と認定提供店が出品する即売会

（出店数・品目は、収穫状況などに
より決定）

※お買い物された方は、環境チャレンジの
｢地産地消｣のポイント付与対象になります。▲

産業振興課np042－420－2820

めぐみちゃん農産物等販売会（マルシェ）

※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。

ようこそ としょかんへ
乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ。

11月

中　央 p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時
■開館時間延長の試行を実施しています
　（令和５年３月31日まで）
４・11・18・25日㈮　開館時間:午前９時～午後８時
19日㈯・20日㈰　開館時間:午前９時～午後６時

◦ おはなし会　毎週㈭午後３時30分／３
歳児から４組まで

◦ サンサンおはなし会　20日㈰午前11時
／３歳児から４組まで

◦ おはなしおばさんのおはなし会（図書館
協力）　６日㈰午前11時／３歳児から４
組まで

保谷駅前  p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後6時

◦ おはなしひろば　11・25日㈮午後３時
30分／３歳児から３組６人まで

◦ おはなしのへや　12日㈯午後３時／５
歳児～小学３年生　３組６人まで

芝久保  p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

◦ おはなし会　10・17・24日㈭午後４時
／３歳児から５組10人まで

谷　戸  p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

◦ おはなし会　９日㈬午後３時30分／３
歳児から10人まで

柳　沢  p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

◦ わくわくドキドキ紙芝居　12日㈯午前
11時／どなたでも　６組12人まで

◦ おはなしひろば ２・９・16日㈬午後３
時30分／３歳児から６組12人まで

 ひばりが丘  p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

◦ おはなしひろばサタデー　５日㈯午前
11時／３歳児から７組15人まで

◦ おはなしひろば　２・16日㈬午後４時
／３歳児から７組15人まで

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ　  

10日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　２日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

休館日

７日㈪・14日㈪・21日㈪・
23日㈷・28日㈪

※芝久保・谷戸図書館は、３日㈷休館

西東京市一店逸品事業
西東京市のおみやげ「いっぴん便り」販売！
　一店逸品事業の認定商品を集めた
お土産セットを販売します。一店逸
品の味を少しずつ楽しみたい方や各
種ご贈答用などにご利用ください。
□セット内容
①①いっぴんお茶セット2,000円（税込）
②②いっぴん珈琲セット2,000円（税込）
　セット内容の詳細は、一店逸品専
用kをご確認ください。
※賞味期限は10日前後。商品の在
庫の状況により、終了および変更の
場合あり

i11月30日㈬までに一店逸品専 

用kから

西東京市一店逸品
□引渡日
● 12月26日㈪にjで現金と交換
● 引取時間：午前10時～午後４時
※郵送（クレジット対
応の方、送料800円）
は、12月23日 ㈮ ご
ろ発送予定
j西東京商工会
　p042－461－4573▲

産業振興課n
　p042－420－2819

②いっぴん
珈琲セット
のイメージ

　「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。



　新型コロナウイルス感染症の影響
で生活にお困りの大学生などを支援
するため、食料品や生理用品を無償
配布します。
a11月12日㈯午前10時～正午
bイングビル

d在住または在学の大学生など（短大
生・専門学校生を含む）
h現住所・学生であることが確認
できる身分証（学生証・通学定期など）、
マイバッグ▲

地域共生課np042－420－2807

コロナの影響を受けている
大学生などに食料を配布 無償

　電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、令和４年度の住民
税均等割が非課税である世帯や家計が急変した世帯などに対し、１世帯あた
り５万円を支給します。
d下表①～③のいずれかに該当する方
※①②の世帯にはお知らせを送付します。ただし、①のうち令和４年１月２
日以降に転入した方・住民税が未申告の方がいる世帯には送付していません。
※詳細は市kまたは下記へお問い合わせください。▲

地域共生課p042－452－5025

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円）を支給

基準日 対象要件 支給額

令和４年９月30日時点で
本市に住民登録がある世帯で

①①令和４年度住民税均等割が非課税
の世帯

１世帯あたり
一律で
５万円

②②生活保護を受給している世帯（医
療扶助等の単給を含む）

申請時点で
本市に住民登録がある世帯で

③③家計が急変し、令和４年１月以降の
１カ月間で、住民税均等割非課税世帯
と同様の事情にあると認められる世帯

　国の児童虐待防止推進月間である11月に、
児童に加えて、高齢者・障害者への虐待防止も
推進する、３虐待防止キャンペーンを行います。
a11月１日㈫午前９時
b田無駅・ひばりヶ丘駅
cキャンペーングッズの配布

▲

● 子ども家庭支援センター
　　p042－425－3303
　 ● 高齢者支援課n
　　p042－420－2811
　 ● 障害福祉課n
　　p042－420－2805

　家族や友人、隣人など身近な人で気がかりなことがありましたら、ささいな
ことでもご相談ください。相談した方の秘密は守ります。

　◇高齢者支援課np042－420－2811
　□受付時間　㈪～㈮　午前８時30分～午後５時
　◇地域包括支援センター
　□受付時間　㈪～㈯　午前９時～午後６時
　ご自身の地域のセンターについては、高齢者支援課へお問い合わせください。

　◇障害福祉課np042－420－2805
　□受付時間　㈪～㈮　午前８時30分～午後５時15分

　◇西東京市役所（代）　p042－464－1311

　◇子ども家庭支援センターのどか　p042－439－0081
　□受付時間　㈪～㈯　午前９時～午後４時

　◇児童相談所全国共通ダイヤル　p189番

　◇子ども相談室 ほっとルーム　p0120－9109－77

高齢者に関する相談窓口

障害者に関する相談窓口

高齢者・障害者に関する夜間・休日の連絡先

子育て家庭に関する相談窓口

児童に関する夜間・休日の緊急時の連絡先

子どもの相談・救済に関する窓口

３虐待（児童・高齢者・障害者）
防止キャンペーン

相談窓口

令和４年（2022年）11月１日号８

「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰　❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。 
詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー4545へお問い合わせください。

音声版「声の広報」も
作成しています

広報

※QRコードは
㈱デンソーウェーブ
の登録商標です。

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。

西東京市新型コロナワクチン相談窓口
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、インターネット
による予約サポートなど　※予約をご希望の方は接種券をご持参ください。

西東京市新型コロナワクチンコールセンター
ワクチン接種に関するお問い合わせはこちら
p03－5369－3904
a㈪～㈯  午前８時30分～午後７時 ※㈷・㉁を除く 

※聴覚に障害のある方
l042－439－6171

オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮され、 最終の接種から３カ月後以降の日  から接種できるようになりました。

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。

また、ファイザー社製ワクチンは、11月１日㈫からオミクロン株対応ワクチン(BA.4-5対応型)を使用します。
※モデルナ社製ワクチンは、当面の間、オミクロン株対応ワクチン(BA.1対応型)を使用します。

集団接種会場（田無庁舎）のみで実施中。詳細は接種券に同封の案内をご確認ください。　※接種券の再発行などは下記コールセンターへ

12歳以上で1・2回目未接種の方

【初回接種（１・２回目）】　実施中　詳細は、接種券に同封の案内をご確認ください。
【追加接種（３回目）】 ❖対象者　２回目接種完了から５カ月以上経過した５～11歳（接種日時点）の方　※接種日の時点で市に住民登録がある方
	 	 ❖接種券の発送　６月15日までに２回目の接種完了した方に、10月19日に発送しました。以降、接種日に応じて順次発送します。
  ❖	接種場所　市内病院・診療所・クリニックに加え、追加接種（３回目）を集団接種会場（防災・保谷保健福祉総合センター）で11月

19日㈯に実施します。

５～11歳の方 小児接種について ※ファイザー社製ワクチン（小児用）

接種券の発送

※お手元に届くまで数日かかる見込みです。
※７月15日までに最終の接種を完了した方には、発送済みです。
最終の接種後に転入した方や接種券の再発行をご希望の方は、下記コールセンターへ

最終の接種完了日 発送日（予定）

7月16日～			8月	8日 11月			2日㈬
8月			9日～31日 11月			7日㈪
9月			1日～			8日 11月16日㈬

接種場所と予約方法

●インターネット
　で予約
スマートフォンかパソコン
からアクセス

接種券が届き次第、
最終接種から３カ月後以降の日をご予約ください。

●電話で予約 （通話料有料）
（下記コールセンター）

〈集団接種／市内５病院〉

※詳細は専用k・接種券に同封の案内をご確認ください。

〈市内診療所・クリニック〉医療機関へ直接予約

❖対象者　生後６カ月～４歳（接種日時点）
❖接種回数・間隔　３回(通常、３週間の間隔をおいて２回、その後８週間以上の間隔をおいて１回）
詳細は決まり次第、市報・kでお知らせします。

生後６カ月～４歳の方 ※ファイザー社製ワクチン（乳幼児用）乳幼児接種について

厚生労働省k
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