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施設名 年末年始の休みの期間

庁
舎
な
ど

田無庁舎・田無第二庁舎

12月29日㈭～令和５年１月３日㈫

防災・保谷保健福祉総合センター、
保谷東分庁舎
出張所
エコプラザ西東京
住吉会館ルピナス
消費者センター分館
多文化共生センター 12月27日㈫～令和５年１月４日㈬
東伏見ふれあいプラザ 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
市民協働推進センターゆめこらぼ 12月28日㈬～令和５年１月３日㈫

市
民
交
流
施
設

南町・緑町・東伏見コミュニティセンター 12月29日㈭～令和５年１月５日㈭
下宿・谷戸・向台コミュニティセンター 12月28日㈬～令和５年１月４日㈬
芝久保コミュニティセンター 12月28日㈬～令和５年１月３日㈫
北町コミュニティセンター 12月28日㈬～令和５年１月５日㈭
市民集会所 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫ 

ス
ポ
ー
ツ

施
設

スポーツセンター　※１ 12月29日㈭～令和５年１月１日㈷
総合体育館・きらっと・武道場 　※１ 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
運動場・テニスコート　※１ 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫

※１　�教室事業は各施設にお問い合わせください。
※２　 お風呂は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しています。

施設名 年末年始の休みの期間

文
化
・
教
育
施
設
な
ど

公民館 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
図書館　※メンテナンスあり（下記参照） 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
郷土資料室 12月26日㈪～令和５年１月４日㈬
児童センター・児童館 12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
コール田無

12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
保谷こもれびホール
アスタ市民ホール 12月27日㈫～令和５年１月10日㈫

福
祉
関
係
施
設

障害者総合支援センター「フレンドリー」

12月29日㈭～令和５年１月３日㈫

保谷障害者福祉センター
田無総合福祉センター
老人福祉センター　※２
新町・富士町・ひばりが丘・下保谷福
祉会館・住吉老人福祉センター・老人
憩いの家おあしす　※２

□公共施設予約管理システムロビー端末の停止
a12月28日㈬午後８時～令和５年１月４日㈬午前０時
※スポーツ施設３館（スポーツセンター・総合体育館・きらっと）を除く▲

情報推進課np042－460－9806

□図書館kの停止
a12月28日㈬午後８時～作業終了次第
※休館中はインターネット予約不可。詳細は図書館kへ▲

中央図書館p042－465－0823

作業状況により、前後する
場合があります。ご不便を
お掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

ネットワークのメンテナンス作業に伴い、下記のサービスの利用ができなくなります

市役所や市施設をご利用する予定のある方は、通常スケジュールと異なる部分がありますので、
ご注意ください。なお、詳細は各施設にお問い合わせください。

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

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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　東京都は、ご自宅などで速やかに検査ができるよう、体外診断用医薬品
として承認を受けた抗原定性検査キットを配布しています。
※申込は、原則、専用k（右記QRコード）から。難しい場合は、
電話でjへ
d ● 発熱など新型コロナを疑う症状がある方（有症状者）

● 無症状の濃厚接触者
j東京都検査キット直接配送事務局
p0570－020－205（午前9時～午後7時）
※重症化リスクの高い方、小学生以下のお子さんは
発熱外来（診療・検査医療機関）を受診してください。

抗原定性検査キットの配布（東京都）
❖発熱等の症状がある方の相談窓口�
a24時間対応　※年中無休
　まずは、かかりつけ医にご相談ください。
□東京都発熱相談センター　看護師・保健師が対応
p03－5320－4592・03－6258－5780・03－5320－4551・
03－5320－4411
□東京都発熱相談センター・医療機関案内専用ダイヤル
　地域の身近な医療機関（市外含む）を案内
p03－5320－4327・03－5320－5971・03－5320－7030

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

新型コロナ
ワクチンは
７面へ 休日診療は５面へ

今年も１年ありがとうございました 「はなバスの運行状況」や
「ごみ出し」などのご案内は８面へ

　12月19日㈪～令和５年１月16日㈪
は、大変混雑します。㈪・㈮や㈷明
けを避けるなど、混雑の緩和にご協
力をお願いします。
□特に混雑が予想される日
12月19日 ㈪・23日 ㈮・24日 ㈯・
26日㈪・28日㈬、令和５年１月４
日㈬・６日㈮・10日㈫
※詳しい混雑予想カレンダーについ
ては市kをご覧ください。
□住民票異動届の手続期間
● 市外への転出…おおむね２週間前

から
● 市内への転入・転居…引っ越し後

２週間以内

□来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市庁舎駐車場は市役所で手続をす
る方は１時間まで無料ですが、超過
した分は有料になります。駐車台数
にも限りがありますので、ご協力を
お願いします。
□出張所もご利用ください
　住民票異動・印鑑登録・証明発行
は、出張所でも取り扱っています。
□証明書コンビニ交付サービスの休止
a12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
※戸籍全部（個人）事項証明書、戸籍
の附票の写しは12月28日㈬午後８
時から休止
d市内外の全ての店舗

▲▲

市民課市民課nnpp042－460－9820　042－460－9820　oopp042－438－4020042－438－4020市民課窓口混雑予想

　市民課（田無庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター）での受付
待ち人数と呼び出し中の番号を、パソコン・スマートフォンなど
で確認できるサービスです。ご自宅や外出先でも窓口の呼び出し
状況を確認できますので、ぜひご活用ください。

待合状況公開サービス

□対象窓口
● 田無庁舎２階
　市民課

田無庁舎

● 防災・保谷保健福祉
総合センター１階

　市民課 保谷庁舎

公式LINE
からも

お友だち登録
はこちら

➡

各種相談窓口

➡

検査キットの配布
（専用k）

➡
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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。

校３年生など…20万円
□受験料貸付限度額　
● 中学３年生など…２万7,400円　
● 高校３年生など…８万円
d在住世帯の生計の中心者
※貸付には条件があります。
□窓口開設日　平日午前８時30分～
午後５時
□申請期間　令和５年１月31日㈫まで

※詳細はjへお問い合わせください。
j社会福祉協議会p042－497－5073▲

地域共生課np042－420－2808

一時保育利用登録更新
　令和３年度までに登録を行い、令和
４年度に更新手続を行っていない方は、
更新手続が必要です。
□受付期間　随時
□提出書類　①①一時保育利用登録申請
書　②②児童連絡票　③③食事アンケート
④④食物アレルギー生活管理指導表（食
物アレルギーのある児童のみ）
□配布・提出場所　幼児教育・保育課

（田無第二庁舎２階）
※令和３年度までに登録済の方への事
前告知送付はありません。更新書類の
提出がない場合は利用ができませんの
でご注意ください。
※更新登録証は現在使用中のものと同
じ番号です。更新した方はそのままお
使いください。登録証を紛失した方は
下記へご連絡ください。▲

幼児教育・保育課n
　p042－460－9842

スポーツ施設利用者登録の更新
（５年に１度更新が必要です）

スポーツ

　平成29年４月１日～平成30年３月
31日にスポーツ施設の利用者登録ま
たは更新手続をした団体・個人は、５
年の有効期限が切れるため更新が必要
です。
※対象者には、令和５年１月１日㈷以
降に公共施設予約管理システムへログ
インした際、有効期限が表示されます。
□対象施設　スポーツセンター・総合
体育館・きらっと・武道場・向台運動
場・市民公園グラウンド・芝久保運動
場・芝久保第二運動場・ひばりアム・
健康広場

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

家屋などを取り壊したとき
税

　家屋などを取り壊したときは、資産
税課（田無庁舎４階）へご連絡ください。
また、登記されている建物を取り壊し
た場合は、不動産登記法により、所管
の法務局に滅失の登記が必要です。
j東京法務局田無出張所
　p042－461－1130▲

資産税課np042－460－9830

未分筆私道の非課税申告
　敷地の一部が未分筆のまま道路とし
て使用されている土地で、一定の要件
を満たすものは、申告をすることによ
り道路部分の固定資産税・都市計画税
が原則として翌年度から非課税となり
ます。詳細はお問い合わせください。▲

資産税課np042－460－9829

福祉
確定申告における
高齢者の障害者控除
　申請により、障害者控除対象者認定
書を交付します。これを基に確定申告
をすると、障害者控除の対象となります。
※認定書発行までに２週間ほどかかり
ます。確定申告書の提出期限を考慮し
て、お早めに申請してください。
d在住の65歳以上の方で、次の状態
に該当する方（身体障害者手帳・愛の
手帳所持者は申請不要）
● 障害者控除対象者…身体障害者３級

～６級までに準ずる方、知的障害軽
度・中度に準ずる方

● 特別障害者控除対象者…身体障害者
１級・２級に準ずる方、知的障害重
度に準ずる方、ねたきり高齢者（約
６カ月以上常に臥

が

床
しょう

し、日常生活に
支障がある）

※介護保険の認定者は、介護認定調査
票に基づく。認定者以外は、障害者控
除の対象になることを証明する医師の

意見書（市指定の様式）が必要です。
i令和５年１月４日㈬から、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
※郵送でも受け付けています。▲

高齢者支援課np042－420－2810

介護保険事業者ガイドブックの発行
　介護保険事業者ガイドブックには、
西東京市介護保険連絡協議会に参加し、
市と連携して介護保険サービスを提供
している事業者を掲載しています。ぜ
ひご活用ください。
□配布開始日　12月23日㈮
□配布場所　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）・出張所・地域包括支援
センター▲

高齢者支援課np042－420－2816

東京都身体障害者補助犬給付事業
　身体障害者補助犬の給付申請を受け
付けします（盲導犬・介助犬・聴導犬）。
d①①都内に１年以上居住する満18歳
以上の在宅の身体障害者
● 盲導犬…視覚障害１級の方
● 介助犬…肢体不自由１・２級の方
● 聴導犬…聴覚障害２級の方
②②世帯全体に係る所得税課税額の月平
均額が７万７千円未満の方
※事前に訓練事業者に補助犬の給付相
談が必要です。
※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
　l042－466－9666

受験生チャレンジ支援貸付事業
子育て

　学習塾などの受講料、高校や大学な
どの受験料を無利子で貸し付けること
で、一定所得以下の世帯の子どもの支
援を行います。入学した場合は、申請
により返済が免除されます。
❖今年度から支援対象拡大
　連帯保証人が不要になり、世帯の収
入基準額の緩和など、支援対象を拡大
しました。
□受講料貸付限度額　中学３年生・高

連 絡 帳
市からの □受付

a令和５年１月５日㈭～31日㈫
bスポーツセンター・総合体育館・
きらっと
□提出書類
● 個人登録（テニスのみ）…利用者登録

届書（指定様式）・本人確認書類
● 団体登録…利用者登録届書（指定様

式）・団体登録名簿（指定様式）・代
表者または担当者の本人確認書類

※指定様式は、受付場所で受け取るか
市kからダウンロードしてください。
※市内団体のうち、構成員が在勤・在
学の方の場合、在勤・在学を証明でき
るもの（写し可）が必要です（構成員の
過半数が在住の方の場合は不要）。
jスポーツセンターp042－425－0505▲

スポーツ振興課np042－420－2818

保谷こもれびホールの予約受付
（令和５年８月分以降）

くらし

　保谷こもれびホールの令和５年８月
分メインホール、同月以降の小ホール
について、令和５年２月１日㈬の抽選
会から順次、予約受付を行う予定です。
詳細は、jのkでご案内します。
※改修工事に伴う休館期間・施設を一
部変更します。詳細は、市kへ
j保谷こもれびホールp042－421－1919▲

文化振興課np042－420－2817

募集
婦人相談専門員
□人数　１人
□任期　令和５年２月１日㈬～３月31日㈮
□試験日　令和５年１月15日㈰
□募集要項　協働コミュニティ課（住
吉会館ルピナス・田無第二庁舎５階）・
職員課（田無庁舎５階）・市kで配布
※詳細は募集要項をご確認ください。
□受付期間　12月28日㈬まで▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

西東京市民マップへの広告掲載
　令和５年３月に発行する市民マップ
へ掲載を希望する事業主を募集します。
□募集枠　５枠

住宅耐震改修工事
□減額分　２分の１（改修工事により、
認定長期優良住宅になった場合は３分
の２）　※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①昭和57年１月１日以
前から市内にある住宅に対し、現行の
耐震基準に適合させる耐震改修工事を
実施　②②工事後３カ月以内に資産税課
へ申告　③③１戸当たりの工事費用が
50万円超
□必要書類　①①耐震基準適合住宅に係
る固定資産税の減額適用申告書　②②増
改築等工事証明書または住宅耐震改修
証明書　③③耐震改修工事費用の領収
書の写し　④④長期優良住宅の認定通
知書の写し（改修工事により、認定長
期優良住宅になった場合のみ）

住宅のバリアフリー改修
□減額分　３分の１（住宅面積100㎡まで）
□減額要件　①①新築日から10年以上経
過した市内の住宅に対し、一定のバリ
アフリー改修工事（※１）を実施　②②工事
後３カ月以内に資産税課へ申告　③③65
歳以上の方、要介護・要支援認定を受
けている方、障害者の方が居住する家
屋（賃貸住宅を除く）　④④改修後の床面
積が50㎡以上280㎡以下　⑤⑤１戸当た
りの工事費用が50万円超（補助金など
を除く自己負担額）　⑥⑥現在、新築住
宅軽減および耐震改修に伴う減額を受
けていない家屋
□必要書類　①①住宅のバリアフリー改
修に伴う固定資産税の減額適用申告書
②②工事内容などが確認できる書類（工事

明細書・現場の写真など）と工事費用の
領収書の写し　③③納税義務者の住民票
④④居住者の要件により次のいずれか
の書類　 ● 65歳以上…住民票　 ● 要
介護・要支援…介護保険被保険者証の
写し　 ● 障害者…障害者手帳の写し　
⑤⑤補助金などの交付を受けた場合は、
交付を受けたことが確認できる書類
※１…廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室・便所の改良、手すりの設置、屋
内の段差の解消、引き戸への交換、床
の滑り止め化

住宅の省エネ改修
□減額分　３分の１（改修工事により、認
定長期優良住宅になった場合は３分の
２）　※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①平成26年４月１日以前
から市内にある住宅（賃貸住宅を除く）に
対し、一定の省エネ改修工事（熱損失防
止改修 ※２）を実施　②②工事後３カ月以
内に資産税課へ申告　③③改修後の床面

積が50㎡以上280㎡以下　④④１戸当たり
の工事費用が60万円超（補助金などを
除く自己負担額）、または改修工事に係
る費用が50万円超であって、太陽光発
電装置、高効率空調機、高効率給湯器
若しくは太陽熱利用システムの設置工事
に係る費用と合わせて60万円超である
こと　⑤⑤現在、新築住宅軽減および耐
震改修に伴う減額を受けていない家屋
□必要書類　①①住宅の熱損失防止改
修等に伴う固定資産税の減額適用申告
書　②②増改築等工事証明書　③③工事
費用の領収書の写し　④④納税義務者
の住民票　⑤⑤交付または決定を受け
たことを確認できる書類（国または地
方公共団体から補助金等の交付を受け
た場合）　⑥⑥長期優良住宅の認定通知
書の写し（改修工事により、認定長期
優良住宅になった場合のみ）
※２…窓・床・天井・壁の断熱性を高め
る改修工事（外気などと接するもので、窓
の改修を含めた工事であることが必須）

固定資産税の減額

▲

資産税課np042－460－9830

　一定の要件を満たす改修工事を行っ
た家屋について、工事が完了した年の
翌年度分の当該家屋に係る固定資産税
を減額します（都市計画税を除く）。
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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、12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。

□サイズ　縦５㎝×横7.5㎝以内
□印刷予定部数　１万1,000部
□配布先　転入者・希望者
□掲載料　１万5,000円
□申込期限　12月22日㈭
※申込方法・掲載基準など詳細は市k
をご覧ください。▲

秘書広報課np042－460－9804

市立学校給食物資納入業者
　令和５・６年度の登録を希望する方
は、登録申請書および必要書類を添え
て学務課（田無第二庁舎３階）へ提出し
てください。
□登録申請書
　市kまたは学務課で配布
□申請期限　令和５年１月16日㈪▲

学務課np042－420－2825

選挙
12月１日現在の選挙人名簿
登録者数（定時登録）などが確定
□登録者数　男性８万2,679人、女性
８万9,314人、計17万1,993人
前回の定時登録者数と比較すると、男
性79人減、女性49人減、計128人減
少しています。
□今回の定時登録の要件
①①日本国民
②②平成16年12月２日以前に出生
③③12月１日現在、引き続き３カ月以
上居住している（他市区町村から転入
した場合は、９月１日までに本市の住
民基本台帳に記載）または８月１日以
降の転出で、転出前に３カ月以上居住
していた
□在外選挙人名簿登録者数　男性91
人、女性112人、計203人
□今回の在外選挙人名簿登録などの要件
①①日本国民
②②登録申請時に満18歳以上
③③在外選挙人名簿に登録されていない

④④国外に住所を有し、次のいずれかに
該当する
● その者の住所を管轄する領事官の管

轄区域内に引き続き３カ月以上住所
がある

● 本市の選挙人名簿に登録されており、
出国前に海外への転出届および在外
選挙人名簿登録移転申請をしている▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

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
● 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。
�匿名（掃除機）
�匿名（コンビカー）
�㈲瀬川工業所代表取締役 加藤幸恵 
様（リモデルトイレ）▲

総務課np042－460－9810
�池畠麻生 様（１万円）、加藤学 様（金
員）、肥田義光 様（100万円）
�㈲ジャパン・コーディネーター 代表
取締役 足羽博史 様（金員）、日本中央
競馬会 理事長 後藤正幸 様（１千万円）
�匿名２人（各１万円）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803

■教育委員会
a12月20日㈫午後２時
b田無庁舎５階
c／e行政報告ほか／10人▲

教育企画課np042－420－2822

■使用料等審議会
a12月20日㈫午後２時30分
b田無庁舎３階
c／e使用料・手数料等の適正化／５人▲

企画政策課np042－460－9800

■社会教育委員の会議
a12月23日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階

審議会など

c地域の活性化に向けた人材の育成
e２人▲

社会教育課np042－420－2831

■地域公共交通会議
a12月27日㈫午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e地域公共交通計画など／５人▲

交通課op042－439－4435

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

国民健康保険等保養施設
　国民健康保険および後期高齢者医
療の被保険者の皆さんに保養施設の
宿泊費の助成を行っています。
□助成金額（１人１泊）
　● 大人（13歳以上）…3,000円
　● 子ども（３～12歳）…2,000円
□利用限度・期間　年２回（１回２泊まで）
□対象施設
　市kまたは保険年金課窓口で配布
i西東京市の国民健康保険または
後期高齢者医療の被保険者であるこ

とを伝えて、直接施設へ予約
　予約後、利用日の前日まで（出張
所の場合は８日前まで）に保険証を持
参し保険年金課（田無庁舎２階）・市
民課総合窓口係（防災・保谷保健福
祉総合センター１階）・出張所へ
※出張所申込分は後日発送
□事業終了のお知らせ
　本事業は令和５年３月31日㈮宿
泊分の助成をもって終了します。▲

保険年金課np042－460－9821

高校生等医療費助成制度が始まります
　令和５年４月１日から、高校生等
医療費助成制度が開始することに伴
い、令和５年４月１日時点で高校２
年生または高校３年生年齢相当の子
どもがいる世帯に申請書を送付しま
した。
　なお、現在○子 医療証をお持ちの
方は、自動更新となりますので、申
請は不要です。

※医療証は、審査完了後、令和５年
３月中旬～下旬ごろに送付予定です。
※詳細は市kをご覧ください。
□提出書類
● 子供医療費助成制度　医療証交付

申請書（兼現況届）
● 対象の子ども（高校生等）の健康保

険証の写し▲

子育て支援課np042－460－9840

□申込開始　12月19日㈪午前８時30分（★印は、12月５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６日㈮・12日㈭・13日㈮午前９時～正午
１月10日㈫・16日㈪午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★12月27日㈫ 午前９時～11時30分
１月５日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 １月５日㈭・11日㈬・17日㈫午前９時～正午

不動産相談 電話・対面 ★12月23日㈮ 午前９時～正午
１月12日㈭ 午後１時30分～４時30分

登記相談 電話・対面 １月10日㈫ 午前９時～正午
１月19日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 １月10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 ※１月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 １月11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 ★12月26日㈪、

１月13日㈮ 午後１時30分～４時30分

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。

　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。

年末年始の救急事故防止

　次のポイントに注意し、楽しい年末
年始を過ごしましょう。
● 風邪やインフルエンザ、新型コロナ

ウイルス感染症予防のため、手指の
消毒、手洗いとうがいを徹底する。

● 飲酒する際は、自分の飲酒量を把握
し、一気飲みはしない。

● 餅は小さく食べやすい大きさに切
り、水分を取りながら食べる。
j西東京消防署p042－421－0119

公立昭和病院　12月29日㈭～令和
５年１月３日㈫一般外来診療を休診

　救急診療は通常どおり行いますが、
重症重篤患者を優先的に診療します。
来院の際は事前に電話でお問い合わせ
ください。また、紹介状がない場合に
は、選定療養費（7,700円）をご負担い
ただきます。
j公立昭和病院p042－461－0052

調理師の皆さんへ

　都内で調理業務に従事している調理
師免許取得者は、12月31日現在の就
業場所などの届け出が必要です。
i令和５年１月15日㈰までに、指定

の受理機関へ
※詳細はjのkをご覧ください。
j東京都福祉保健局健康安全部健康
安全課p03－5320－4358

医療従事者の皆さんへ

　医師・歯科医師・薬剤師・保健師・
助産師・看護師などは、12月31日現
在の届け出が必要です。
□提出先　保健所
□提出期限　令和５年１月16日㈪
j東京都福祉保健局医療人材課
　p03－5320－4434
※薬剤師の方は薬務課p03－5320
－4503

会社員のための確定申告休日無料
相談会（医療費控除・住宅ローン控除など）

　会社員の方を対象とした確定申告相
談を開催します。　※事前予約制
a令和５年１月28日㈯・29日㈰、２
月４日㈯・５日㈰午前10時～午後４時
※時間に制限があるため、複雑な相談
は別途有償で税理士にご依頼ください。
i申込書をjへファクスまたは郵送
※申込書はjのkからダウンロード可
b・j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038
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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。

市表彰式
　市政発展への貢献や善行・社会奉仕をされた方、ならびに永年にわたる
技能功労・産業振興に寄与された方々を対象に、11月９日に表彰式を開催
しました。表彰を受けた方は次のとおりです（敬称略）。▲

秘書広報課np042－460－9803

□功労表彰（２人）
氏名 職名または功績名

今井克治 元 西東京市固定資産評
価審査委員会委員西道隆

功労表彰および一般表彰□一般表彰（２人20団体）
氏名 職名または功績名

髙橋秀夫 元 保護司

菅野忠之
特定非営利活動
法人西東京市体
育協会副会長

西東京市青少年育成
かしわ会

教育・文化

保谷小学校区青少年
育成会
西東京市白梅子ども
育成会
新町柳沢青少年育成
会
西東京市青少年育成
会メタセコイア
東伏見小学校区青少
年育成会 会長 岡田勇
西東京市青少年育成
会『ひばり』
西東京市青少年育成
向台けやき会
西東京市碧山地区青
少年育成会
西東京市青少年育成
会芝久保こぶしの会 
会長 鵜野美代子
西東京市青少年育成
会『さかえ』

氏名 職名または功績名
西東京市青少年育成
けやき会

教育・文化

西東京市立東小学校
区青少年育成会
西東京市青少年育成
柳沢あしたば会
西東京市青少年育成
会ひろがり
西東京市立本町小学
校区育成会
住吉小学校区青少年
育成会「わかば」
西東京市青少年育成
会「にしはら」
日本中央競馬会 理
事長 後藤正幸 寄附
㈱ノジマ

□技能功労者表彰（９人）
氏名 職種

相田敏雄 農業従事者
築野幸彦 塗装工
衣斐勤晋 理容師

年稔 機械部品加工業
仲毅 調理師
下田正明 塗装工
髙橋久 内装工事業
櫻井清一 造園工および植木職
村田秀夫 農業従事者

西東京市商工業従業員表彰式
　永年にわたり市内の同一事
業所に勤務する従業員の方々

（勤 続10年49人、 勤 続20年
17人、勤続30年４人、勤続
45年１人）を対象に、11月９
日に表彰式を開催しました。
j西東京商工会p042－461－4573　

▲

産業振興課np042－420－2819

一般表彰

高齢者の不動産トラブル

消費生活相談

　高齢で一人暮らしの母から
「自宅を売ることにしたが、住

み続けられるから大丈夫」と突然言わ
れた。経緯を確認すると、不動産業者
が来訪し「自宅を買い取りたい。まと
まったお金が入るので施設に入っても
いいし、家賃を払えば住み続けること
もできる」と勧誘されたらしい。既に手
付金も受け取っているが、適正な売却
額なのかなど不明な点も多く解約して
ほしい。

　今回はリースバックに関する
相談です。リースバックとは、

自宅を売却して資金を得て、売却後は
家賃を払いながら自宅に引き続き住む

というサービスです。住み慣れた自宅
に居住し続けながら一括で資金を受け
取れたり、固定資産税の支払いが不要
になるといったメリットはあります。
しかし、自宅の所有権は業者に移るた
め、自由にリフォームができず、内容
によっては希望する期間どおりに住み
続けられなかったりとデメリットもあ
ります。消費者が所有する自宅を不動
産業者に売却した場合、クーリング・
オフはできません。
　今回は家族内でもよく話し合い、違
約金（手付金分）を事業者に支払うこと
で解約することとなりました。不動産
の売買は一人で決断せず必ず家族や周
囲に相談することが大切です。▲

消費者センターn
　p042－462－1100

生活習慣病 予防講演会
「冬の大敵!!『ヒートショック』と動脈硬化」

　動脈硬化を引き起こす生活習慣病
や血圧との関連について知り、ヒー
トショックから身を守りましょう。
　希望者に体組成測定を行います。
a令和５年１月18日㈬午後１時30
分～３時（１時開場）
b田無総合福祉センター
c医師と管理栄養士による生活習

慣病と生活改善についての講演・体
組成測定
d／e在住の方／30人（申込順）
i１月 11日㈬までに、電話・メー
ルで氏名・生年月日・住所・電話番
号を下記へ▲

健康課op042－438－4037
　m seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp

▲

健康課op042－438－4021　※健康課では予約の受付はしていません。

□第５回　胃がん検診　検診時間：午前８時45分～午後０時15分（予定）
会場 男性 女性

田無総合福祉センター 令和５年１月21日㈯ 令和５年１月10日㈫・25日㈬
防災・保谷保健福祉総合センター 令和５年１月30日㈪ 令和５年１月13日㈮・23日㈪

a／b下表参照
c問診・エックス線検査（バリウム使用）
※前夜からの食事・水分などの制限
が必要です。
d40歳以上（令和５年３月31日時
点）で、前年度に市の胃がん検診を
受診していない方
i12月15日㈭午前９時から、下記
申込専用電話またはWebで
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
※予約の際に「西東京市で行う胃が
ん検診の予約」と伝えてください。
※初日の午前中は電話がつながりに
くい場合があります。
②②Web予約　
（右記QRコードから） 

※申込完了後、受診票
を検診日の１週間から
10日前に発送

□受診できない方
● 妊娠中または妊娠の可能性がある
（授乳中は可）

● 腎臓病（透析）などで水分摂取制限
を受けている

● 過去にバリウム・発泡剤・下剤使
用後の体調不良やそれによるアレ
ルギー症状が出たことがある

● 高血圧（180／110以上）
●１年以内に脳血管障害や心疾患で

発作があった（脳梗塞・脳内出血・
心臓発作など）

● 検査に関する、技師からの指示（検
査に必要な動作）を行えない
□主治医の許可があれば受診可能な方
● 胃の手術をした
● 胃の治療中または経過観察中
● 腸閉塞・腸ねん転・大腸憩室炎な

どの既往がある

予約は12月15日㈭から電話やWebで 第５回 胃がん検診
今年度最後の申込受付

a12月19日㈪午前９時30分～11
時30分・午後０時50分～３時30分
b田無庁舎１階

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。

献血のご協力をお願いします！

▲

健康課o
　p042－438－4021

　日本脳炎の予防接種は平成17年
に積極的勧奨を差し控えていました
が、平成22年度から再開しました。
勧奨中止により予防接種を受けられ
なかった20歳未満の方は、特例と
して定期接種が可能です。
d平成19年４月１日までに生まれ、
接種当日に20歳未満の方
h母子健康手帳

※予診票は市指定医療機関で配布
※15歳の方が１人で接種を受ける
場合は、必要な書類があります。お
問い合わせください。
□接種方法　第１期初回（１・２回
目）・第１期追加・第２期のうち、
未接種分から接種を受けてください。▲

健康課op042－438－4021

日本脳炎の予防接種はお済みですか？15～19歳の方

技能功労者表彰

　本市栄養士連絡会が作成している「野菜たっぷりカ
レンダー」のイラストは、毎年保育園児・小学生を対
象に募集しています。令和５年版は応募535作品から
12作品が選出されました。
　このたび、１次審査を通過した78作品を展示します。
なお、カレンダーは公民館・市kで掲載します。
a令和５年１月13日㈮まで

b防災・保谷保健福祉総合センター４階▲

健康課o p042－438－4037

野菜たっぷりカレンダーイラスト原画展
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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。

※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

ボディケア講座～姿勢改善～　
【理学療法士による、姿勢改善に関する話と自宅で
できる体操】

１月11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
（１歳未満のお子さんの子連れ
参加可）

前日までに電話

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】

①①１月11日㈬午後２時15分～３時15分
②②１月19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

栄養ミニ講座　
【血圧が高めと言われたときに自分でできること】

１月13日㈮午前10時15分～11時30分
田無総合福祉センター 在住の方／15人 １月10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個別相談】

１月13日㈮午後１時～４時の間で１人30分程度
田無総合福祉センター 在住の方／４人 １月10日㈫までに電話

ファミリー学級・２日制　第10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：１月20日㈮午前10時～11時30分
２日目：１月28日㈯（時間は個別通知）
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：４～５月
※１日目は妊婦のみ

市kまたは右上電子申請A
申込期間：12月23日㈮～１月６日㈮

健
ひ
康
ろば

子
ど
も

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】

１月12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B）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：１月6日㈮

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】

①①１月16日㈪防災・保谷保健福祉総合センター２階
②②１月31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 ①は１月12日㈭までに電話
②は１月27日㈮までに電話

ふたごちゃんの会
【０歳から３歳の双子・三つ子の保護者同士のフ
リートーキング、情報交換】

１月23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３階

在住の０歳～３歳の双子・三つ
子とそのご両親／５組
※ご兄弟を連れてくる場合は、
申込時に要相談

１月16日㈪までに電話

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】

１月27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C）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：１月13日㈮

記入例

「離乳食講習会 ステップ」
申込
①１月27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

Cメール
「まますた」申込

①１月12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）

Bメール
「ファミリー学級」申込
A電子申請

≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階、田無第二庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター各階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

a12月19日㈪、１月23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
a12月15・22日㈭、１月５・19・26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

　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
a12月20日㈫、１月10・24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

a12月21日㈬、１月11・18・25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

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℃以上を含む）など感冒症状のある方は必ず電話予約のうえ、ご来院ください。 なお、現在感染拡大により電話が大変込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。
※休日診療所では「マイナ受付」に対応しています。

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

30日
浅野歯科医院 
ひばりが丘１－３－３
p042－421－1868

いのうえ歯科クリニック 
下保谷４－14－１　２階
p042－423－7660

本町歯科 
田無町２－９－６
野崎ビル201号
p042－462－4618

31日
小川歯科 
南町２－２－７
p042－461－9301

泉台歯科医院
泉町６－１－３
p042－421－4980

しげる歯科 
向台町５－１－１
p042－467－1107

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

18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

ますだ内科クリニック
芝久保町３－６－26
p042－463－1159 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

25日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後5時まで

p042－465－0700

石川クリニック
保谷町２－６－１　　　　
p042－464－1550

29日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

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

30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

さいとう小児科内科クリニック
下保谷４－２－21
p042－421－7201 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

31日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

南しばくぼ診療所
芝久保町２－22－36
p042－461－3764
廣川クリニック
東町４－８－28　
JUN西東京市101
p042－425－6476

受付
時間 午前10時～午後４時

18日 田無町歯科クリニック 
田無町４－23－４　p042－468－2221

25日 仲川歯科医院
ひばりが丘北２－８－15　p042－422－5450

29日
浅野第三歯科診療所 
芝久保町２－19－12 
p042－468－8714

鎌田歯科 
ひばりが丘北３－２－６
p042－423－2526

沼澤歯科医院 
田無町４－27－９
TK田無ビル２階
p042－465－8841
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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。

ENJOYニュースポーツ2022
12月25日㈰
午前９時30分～11時（受付：９時20分）
きらっと

　誰でもすぐにゲーム（ユニカール・
ボッチャなど）が楽しめます。普段運動
していない方、障害のある方もご参加
ください。
d在住・在勤・在学で小学生以上（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

i12月15日㈭から、電話で
下記または申込フォームへ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

先輩ママとお話しする会
令和５年１月12日㈭
● 午前９時15分～10時15分
● 　　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

　障害がある子どもの保護者が相談員
となって、同じ立場から相談を受け、
一緒に考えます。地域の学校や医療機
関についての情報も聞けます。
d／e障害がある子ども（就学前～高
校生）の保護者／各回１人（申込順）
j・i基幹相談支援センターえぽっ
くp042－452－0075▲

障害福祉課n p042－420－2805

科学ワークショップ
「色のじっけん！
ペンの色を分けてみよう！」
令和５年１月14日㈯
午前10時30分　田無公民館

　身近な水性カラーペンを使って色を
分ける実験をします。
d／e小学生／30人
f多摩六都科学館
i12月20日㈫午前10時から、開館
時間中に電話または直接下記へ▲

中央図書館p042－465－0823

パリテ講座
幸せに生きるためのセルフコーチ
ング講座～未来の可能性を広げよう～

令和５年１月14日㈯
午前10時30分～正午
Zoomによるオンライン開催

　自分の可能性を信じて、人生を幸せ
に生きるヒントを見つけませんか？コー
チングの視点からお話しいただきます。
e50人（申込多数は抽選）
fみつはしあきこさん（ライフコーチ）
i12月15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
※詳細は市kをご覧ください▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

講演会＆映画上映会
2022くらしフェスタ西東京市
～あしたのためにくらしを考える～

令和５年１月14日㈯
午後２時～４時　コール田無

□講演会「何を選んで食べる？」＆上映
作品「タネは誰のもの」
e80人（申込順）
※保育あり。生後６カ月以上未就学児・
３人（申込順）
f纐纈美千世さん（日本消費者連盟事務局長）
i１月６日㈮（必着）までに、はがき・
メールで件名「消費生活展申込」・住所・
氏
ふ り が な

名・電話番号・保育希望の場合は子
どもの氏名・年齢を〒188－8666市
役所協働コミュニティ課へ　※当日参
加可
□企画・運営　第22回西東京市消費
生活展実行委員会▲

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

外国から来た保護者のための
小学校入学前説明会
令和５年１月15日㈰
午前10時～11時30分
Zoomによるオンライン開催

　日本の小学校を知らない外国から来
た保護者が、安心して入学準備ができ
るように学校で使う道具などについて
紹介します。
d／e小学校入学を控える子の保護
者のうち、外国から来た保護者／10人
i12月28日㈬までに、メールで件名

「説明会申込」・保護者の氏
ふりがな

名・子どもが
行く小学校の名前・電話番号をjの

「外国から来た保護者のための小学校
入学前説明会」担当へ
j西東京市多文化共生センター
　p042－461－0381
　mnimicwith@gmail.com▲

文化振興課n p042－420－2817

NPO市民フェスティバル
「レッツゴー 好奇心!! 見つけてっ!! 
あなたにあった市民活動」
令和５年１月21日㈯・22日㈰
午前10時30分～午後４時

　市内のNPOや市民活動団体の皆さ
んが、パネル展示や動画配信などで日
頃の活動の成果を紹介します。市民活
動の新たな楽しみを見つけましょう。
①①パフォーマンスなどのライブ配信・
市民活動団体紹介３分動画（ゆめこら
ぼ特設k・YouTube）
※市民活動団体紹介３分動画は３月下
旬まで配信予定
②②パネル展示（フレスポひばりが丘）
※１月27日㈮まで掲示予定
j西東京市市民協働推進センター
　ゆめこらぼp042－497－6950
　m yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

※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。

アーティストとのワークショップ
「探し物は、なんですか？」

令和５年
● １月22日㈰
午前９時30分～正午
● １月29日㈰
午後１時30分～５時
コール田無

　本市にゆかりのある、線画や水彩作
品などを多数手がけるアーティストの
O JUN（おー じゅん）さんと一緒に、
ボックスアートを作成するワーク
ショップを行います。２回目の最後に
展示を行い、全員で鑑賞します。
d在住・在勤・在学で両日参加でき
る小学５年生以上
e20人（申込多数は抽選）
i１月６日㈮までに、メールで件名

「探し物は、なんですか？」・参加希望
者全員の氏

ふ り が な

名・年齢・住所・電話番号
を下記へ
※詳細は市kをご覧ください。▲

文化振興課n p042－420－2817
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

講演会
「高次脳機能障害と共に成長する」

令和５年１月28日㈯
午後１時～４時
ルネこだいら（小平市民文化会館）

　高次脳機能障害と共に生きる若年世
代に対する支援について考えます。
e120人（申込順）
□第１部　基調講演
　「高次脳機能障害におけるコミュニ
ケーション支援」
f立石雅子さん（日本言語聴覚士協会副会長）
□第２部　トークセッション
　「高次脳機能障害と共に成長する～
若年当事者と家族の歩み～」
f当事者と家族・支援者（医療機関・
学校・パラスポーツ・就労支援などの
関係者）
□主催　北多摩北部地域高次脳機能障
害者支援ネットワーク協議会・国立病
院機構東京病院
□協力　東京都心身障害者福祉センター
i12月16日㈮から、下記QRコード・
電話・ファクスで氏名・住所・電話番
号・メールアドレス・希望する参加形
態（会場またはオンライン）・車いすの
有無を下記へ▲

障害福祉課n
　p042－420－2805
　l042－466－9666

消費生活親子講座
お金ってなんだろう？
令和５年１月29日㈰
午後２時～３時30分　田無第二庁舎４階

　クイズや貯金箱づくりをとおして、

親子で一緒に楽しくお金の大切さにつ
いて学びませんか。
d／e在住・在学の小学１～２年生
とその保護者／10組（申込多数は抽選）
f豊田眞弓さん（東京都金融広報委員会 
金融広報アドバイザー）
h筆記用具
i１月６日㈮までに申込フォームへ▲

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

ミニ手話講座（全５回）

令和５年１月31日㈫、
２月７・14・21・28日㈫
午後２時～４時　
イングビル

　初めて手話に触れる方を対象とした
講座です。手話を使ってコミュニケー
ションの幅を広げてみませんか。
d在住の20歳以上で手話学習経験の
ない方（手話講習会受講者・手話サー
クルに入っている方・過去に参加した
ことのある方を除く）
e15人（申込順）
i１月20日㈮までに電話で下記へ▲

障害福祉課n
　p042－420－2804

ドッジボールをやってみよう！
● 令和５年２月18日㈯
①①女子の部：午後１時30分～３時30分
● 　　　　　　19日㈰
②②男子午前の部：午前９時30分～11時30分
③③男子午後の部：午後１時30分～３時30分
スポーツセンター

　ドッジボールのルールやチームワー
ク、投げ方などを学んで仲間と一緒に
楽しみましょう。
cルール説明・動き方などの練習・
試合形式
d在住・在学の小学５･６年生
e①①４チーム、②②・③③各４チーム
※各チーム12～15人とし、当日責任
者（保護者などの成人）２人の付き添い
をお願いします。
※男子の部は②・③を指定しての申込
不可。男子の部に女子の参加可（ただ
し、参加申込は１回のみ）
※申込多数は抽選
h室内用運動靴・外履き靴を入れる袋・
運動ができる服装・飲み物・タオルなど

i１月13日㈮午後５時までに、参加
申込書を郵送・メール・ファクスまた
は直接下記へ（ファクスは、要送受信
確認）
※参加申込書は市kからダウンロード▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818
　l042－420－2893

市k

申込フォーム

「らしく」生きるを考えよう！
～ジェンダー平等に関する市民ワークショップ～ 
　これからのジェンダー平等につい
て一緒に考えてみませんか。ワーク
ショップを通して、皆さんの声をお
聞かせください。
a令和５年１月21日㈯午後１時～
３時（受付：午後０時30分）

b田無第二庁舎４階
d18歳以上の市民
e20人程度（申込多数は抽選）
i１月６日㈮までに、電話または
市kの申込フォームから▲

男女平等推進センターp 042－439－0075
j k

申込フォーム

申込フォーム

市k

市k



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。

接種場所と予約方法
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）

●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

〈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

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 

※12月29日㈭〜令和５年
１月３日㈫・㈷・㉁を除く 

※聴覚に障害のある方
l042－439－6171

12歳以上で３回目以降の接種の方 ※ファイザー社およびモデルナ社製オミクロン株対応２価ワクチン（BA.4- ５対応型）

集団接種会場（きらっと）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 ※ファイザー社製従来型ワクチン

【初回接種（１・２回目）・追加接種（３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。
市内病院・診療所・クリニックに加え、２・３回目接種を集団接種会場（きらっと）で12月17日㈯に実施します。

小児接種について５～11歳の方 ※ファイザー社製従来型ワクチン（小児用）

生後６カ月～４歳の方 ※ファイザー社製従来型ワクチン（乳幼児用）乳幼児接種について
対象となる方へ11月11日にご案内はがきをお送りしました。

【厚生労働省kのご案内】
新型コロナウイルスワクチンの有効性・安全性などの詳細は、厚生労働省kをご覧ください。

★ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果や安全性については、ご案内はがきなどをご覧いただきワクチン接種を受けるかを保護者の方がご検討ください。

❖接種場所と予約方法　市内病院・診療所・クリニック…医療機関へ直接予約　※詳細は、専用k・接種券に同封のご案内をご確認ください。

❖接種券の申請方法　※接種券は、住民票所在地に郵送します。　★接種をご希望の場合は、接種券の発行申請が必要です。

●電話
　（下記コールセンター）

東京都
大規模
接種会場

●窓口
　（下記相談窓口）

●郵送（〒202－8555市役所健康課新型コロナワクチン担当）
　※申請書（市kから）が必要です。

●電子申請

※オミクロン株対応ワクチン（ファイザー・モデルナ）は、現時点では１人１回の
接種とされています。オミクロン株対応ワクチンを接種した方は、その後の接種
を受けることができませんのでご注意ください。　

接種券の発送
従来型ワクチンの最終の接種完了日に応じて、随時発送します。
オミクロン株対応ワクチンは、以前お送りしている接種券（緑またはピンク
の封筒でお送りしています）で接種できます。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

オミクロン株対応ワクチンは、１人１回 接種できます。（従来型ワクチン最終の接種から３カ月後以降の日）
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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

　きみも動かせるロボット大集合！
あそぶ、つくる、考える。ホビーロ
ボットと楽しくふれあって、ものづ
くりと技術の世界をのぞいてみよう。
a12月24日㈯〜令和５年１月９日㈷
午前９時30分〜午後５時
※イベントなどにより開催日時・対
象・定員・参加費・申込方法が異なり

ます。詳細はjのkをご覧ください。
g入館券520円（４歳〜高校生210円）
□協力　㈱MANOI企画
b・j多 摩 六 都 科 学 館p042－
469－6100
※休館日：12月19日㈪・28日㈬〜令
和５年１月３日㈫

ナビ多摩六都科学館

冬の特別イベント「ロクトロボットパーク」

西東京市女性の
働き方サポート
推進事業

※オンライン講座は、各自通信機器とインターネットへの接続環境が必要です。
※講座はZoomによるオンライン開催になる可能性あり

i専用kから▲

産業振興課n p 042－420－2819 ハンサムママ

□令和５年１～３月セミナー

内容 定員
（申込順） 日時 場所・方法

アドバンス講座
アウトプットで固める

《超実践塾》
15人 １月19日㈭、

２月９日㈭、３月９日㈭
午前10時〜
午後０時30分

田無庁舎
５階

就労講座
「色」からみる私の強み
とコミュニケーション

20人 １月27日㈮

午前10時〜
正午

オンライン
（Zoom）

専門講座
効果的なネーミング
やっちゃいけないネー
ミング

20人 ２月16日㈭
田無第二
庁舎４階交流

集まる力・つながる力
ハンサムママ交流会

20人 ３月14日㈫

ハンサムMamaプロジェクト

　スマートフォンの使い方に関する初
心者向けの教室です。
a／b下表参照
※住吉老人福祉センターは令和５年３月予定
d在住の60歳以上でスマートフォンを
持っていないまたは使い慣れていない方
e各10人程度（申込多数は初めての方
を優先し抽選）

i12月23日㈮午後５時（必着）までに、
往復はがきで希望講座番号・住所・
氏
ふ り が な

名・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
j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課n p042－420－2812

各種教室「はじめてのスマホ教室」

講座番号 会場 日時
スマホ①① ひばりが丘福祉会館 令和５年２月３日㈮

午前10時〜正午
スマホ②② 下保谷福祉会館 　　　　２月７日㈫
スマホ③③ 新町福祉会館 　　　　２月９日㈭
スマホ④④ 田無総合福祉センター 　　　　２月14日㈫
スマホ⑤⑤ 富士町福祉会館 　　　　２月16日㈭

※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。

「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。



年末年始に下水が詰まったら
　下水道が詰まったら、12月29
日㈭～令和５年１月３日㈫の期間
は、下記のいずれかの工事店にご
相談ください。
❖㈱井田環境サービス
　p042－471－9935
❖㈲パイプ環境サービス
　p042－471－4005
※宅地内の個人管の詰まりは有料
です。公共ますから下流の下水道
管は市で清掃します。
※年末年始の期間、市への電話は
代表番号p042－464－1311へ
お問い合わせください。年末年始
を除く平日は下記まで▲

下水道課op042－438－4060

はなバス年末年始の運行
　12月29日 ㈭ ～
令和５年１月３日㈫
の年末年始の間は、
通常と異なる以下
のダイヤで運行し
ます。
　第１・２・３・４南ルートにつ
いては、「土休日ダイヤ」、第４北
ルートについては、「平日ダイヤ」
で運行します。
※令和５年１月４日㈬から、全
ルート通常ダイヤで運行となりま
す。お出掛けの際はお間違いのな
いようお願いします。▲

交通課o
　p042－439－4435

年末年始のご案内年末年始のご案内

総 人 口

西東京市の
人口と世帯

※（　）は先月比
　【　】は外国人
         住民

※QRコードは
㈱デンソーウェーブ
の登録商標です。

男 ／９万9,954人 （+  27）【2,475人】
女 ／10万5,998人（+  17）【2,474人】

人口 ／20万5,952人（+ 44）【4,949人】
世帯 ／10万1,138 （+ 21）【2,818】住民登録：令和４年12月１日現在

20万5,952人（+44）
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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。

年末・年始のごみ出しは計画的に
□年末のごみ・資源物収集日程
　年末・年始のごみ、資源物の収集
日程の詳細は「ごみ・資源物収集カ
レンダー」を参照してください。
□ご協力ください
　最終収集日以降にごみや資源物を
出すと回収されず、路上にごみが散
乱するなど危険な状態になることが
あります。次回の収集日まで出さな
いようにお願いします。
□ペットボトルの自動回収機をご利
用ください

　市では㈱セブン-イレブン・ジャパ
ンと地域包括協定を締結し、環境対
策の一環としてペットボトルの自動
回収機を市内27店舗に設置してい
ますのでご利用ください。
□市内資源物店頭回収をご利用くだ
さい
　市内では独自に資源物の店頭回収
を行っている店舗があります。各店
舗のルールに従ってご利用ください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

生活困窮相談窓口を開設
　年末年始に向けた生活困窮相談や
生活保護に関する新規相談、住居確保
給付金等の相談などを受け付けます。
a12月29日㈭午前10時～午後３時

b生活サポート相談窓口（田無庁舎
１階 福祉丸ごと相談窓口内）▲

地域共生課n p042－420－2809▲
生活福祉課n p042－460－9836

火の用心　ひとりひとりの　こころがけ
　西東京市消防団は、緊急時に対応
できるように市内に12個分団が配
備されています。
　12月29日㈭・30日㈮午後８時～
10時に、歳末特別警戒を実施し、
市内全域の警戒および巡回広報を行
う予定です（消防車両が警鐘を鳴ら

し、巡回警戒）。
　年末は火気を使用する機会が多く
なり、火災発生の危険性が増します
ので、取り扱いには十分に注意して
ください。▲

危機管理課o
　p042－438－4010

　再支給期間は３カ月です。収入や預貯金などの要件があります。
□申請受付期限　令和５年３月31日㈮まで

※本特例による再支給は１回限り
※詳細は市kまたはjへお問い合わせください。
j生活サポート相談窓口p042－420－2809▲

地域共生課n p042－420－2808

住居確保給付金の特例再支給
申請受付期限の延長 ３月31日㈮まで

「市役所・市施設の年末年始の休み期間」や
「市民課窓口混雑予想」などのご案内は１面へ

　市の公式LINEでは、さまざまな情報をお届けしています。
　新たな機能である「通報」を開始します。
　市内の道路や公園などの不具合があり
ましたら情報提供をお願いします。
● 市公式LINE機能について
　

▲
秘書広報課n p042－460－9804

● 道路について
　

▲

道路課o p042－438－4054
● 道路冠水について
　

▲

下水道課o p042－438－4059
● 公園について
　

▲

みどり公園課p042－438－4045

西東京市公式LINEによる
道路・公園などの通報を開始

12月15日㈭
午後２時（予定）から

こちらをタップ

お友だち登録
はこちら

➡

フードドライブにご協力くださいフードドライブにご協力ください
西東京市

社会福祉法人
連絡会 主催

　フードドライブは、ご家庭に保管
されたままの食品を提供していただ
き、食材として有効活用する取組です。
　お持ちいただいた食品は、食の支
援が必要な方にお配りします。
□受付期間　
令和５年１月５日㈭～19日㈭
午前８時30分～午後５時
※㈯・㈰・㈷を除く
b ● 田無庁舎２階総合案内横

● 防災・保谷保健福祉総合セン
ター１階警備室前

● ごみ減量推進課（エコプラザ西東京）
● そのほか市内の社会福祉法人事

業所
j社会福祉法人連絡会事務局
　p042－497－5180▲

環境保全課p042－438－4042

市k

新型コロナウイルスや物価高騰などでお困りの方や事業者への支援
　市では、新型コロナウイル
ス感染症の影響が長期化する
中で生活困窮されている方、
原油価格や電気・ガス料金を
含む物価高騰などに直面しお
困りの方へ支援事業を実施し
ています。
　詳細は、市k・右記へお
問い合わせください。

事業名 申請期限 担当課

市民
向け

子育て世帯生活支援特別給付金給付
令和５年２月28日㈫

▲

子育て支援課np042－460－9840児童３人以上子育て世帯給付金給付
子育て世帯生活支援特別給付金追加給付

▲

子育て支援課np042－452－6704（専用回線）
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付 令和５年１月31日㈫

▲

地域共生課p042－452－5025
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給 令和４年12月31日㈯

▲

地域共生課p042－452－7680
学生等応援特別給付金給付 令和５年２月28日㈫

▲

地域共生課p042－439－5188

事業者
向け

市内事業者物価高騰等対応支援 令和５年１月６日㈮

▲

産業振興課np042－420－2819
幼稚園・保育園等物価高騰等対応支援

令和５年１月31日㈫

▲

幼児教育・保育課np042－497－4926
児童養護施設等物価高騰等対応支援

▲

子ども家庭支援センターp042－425－3303
市内農業者物価高騰等対応支援

▲

産業振興課np042－420－2820
介護保険等高齢者関係事業者物価高騰等対応支援

▲

高齢者支援課np042－420－2813・2815
障害福祉サービス事業者物価高騰等対応支援

▲

障害福祉課np042－420－2804
市内中小企業者等高効率空調機器設置助成

▲

環境保全課p042－438－4042
清掃事業者物価高騰等対応支援 詳細は右記へ

▲

ごみ減量推進課p042－438－4043
交通事業者物価高騰等対応支援 令和５年１月31日㈫

▲

交通課op042－439－4435

申請期限をご確認ください

市k


	R04_1215_No544_01
	R04_1215_No544_02
	R04_1215_No544_03
	R04_1215_No544_04
	R04_1215_No544_05
	R04_1215_No544_06
	R04_1215_No544_07
	R04_1215_No544_08

