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市からの連絡帳

②年齢２５歳～満６２歳の健康でほかに
職業を持たず保育に専念できる方
③現に養育する６歳未満のお子さん
がいない方
④保育専用室として通風採光のよい
６畳以上（３名の場合）の部屋が１
階にあること
□募集人数　若干名　
□受け入れ児童　産休明けから３歳
未満で３人まで（補助員をつけると
５人まで預かれます。）
□保育日　月～土曜日（日曜日・祝
日・年末年始を除く）
□保育時間　おおむね午後６時まで
□委託費　市から委託費が出ます。
①基本料金…年間３０万円
②入所した子ども１人あたり…月額
８１,２００円（平成１８年４月現在）
　申 保育課(田無庁舎１階)
※直接連絡をください。その後お宅
に訪問させていただきます(兼現場
確認)　なお、認定にあたっては先
着順ではなく、保育経験・保育の実
施場所等により選考します。
※詳細は、お問い合わせください。
　締 ６月２９日晶
◆保育課 　田 （緯内線１５３２）

■臨時職員募集
　老人保健法による機能訓練事業に
従事してくださる方を募集します。
□資格　理学療法士（地域在宅支援・
リハビリに熱意のある方で、３年以
上の実務経験者）
□募集人数　若干名
□勤務日　週１～２回程度（各半日）
　場 保谷保健福祉総合センター
　申 市販の履歴書（写真添付）および
免許の写し各１通を、〒２０２－８５５５
市役所健康推進課保健係へ郵送
(応募書類は返却しません)
※詳細はお問い合わせください。
◆健康推進課 　保 （緯内線２３６５）　　

られています。
　そこで、公園を利用する市民の皆
さんに協力をいただき、市と協働で
維持管理をすることにより、「市民
みんなの公園」という意識を持ち、
安全・快適に利用していただくもの
です。
　内 公園内の清掃・除草・せん定・花
植え等の美化活動、遊具等公園施設
の点検通報、ルール違反者への注
意、利用方法の助言・指導等に関する
こと　
※花植えは「西東京花の会」との協
働となります。
　場 市内の公園・広場・ポケットパー
ク・樹林地等(公園緑地課が管理して
いる公園)
　対 原則的には、維持管理を希望する
公園等付近の市民と団体
　申 公園緑地課（保谷庁舎３階）にあ
る申請書で、簡単にいつでも登録で
きます。
□災害補償　登録者には活動に係る
事故に対する補償（保険）制度があ
ります。
□会員登録数　７４か所の公園で、団
体・個人会員合わせて現在６１７人の方
が登録しています。
◆公園緑地課 　保 （緯内線２４３４）

■家庭福祉員（保育ママ）募集
　家庭福祉員（保育ママ）制度とは
施設保育とは異なり、家庭的な雰囲
気の中で小人数の乳幼児の保育をす
るものです。子どもの保育に熱意が
あり、市の認定を受けた方の家庭
で、仕事等の理由で子どもを保育で
きない保護者に代わり、３歳未満の
子どもを預かります。
□資格・要件
①保育士・看護師・助産師・保健師
または教員の資格がある方で、子ど
もの保育の経験がある方

■新予約システム（スポーツ施
設）の利用者懇談会を開催
　現在のスポ－ツ施設予約システム
を、今後改修する予定です。日ごろ
利用されている皆さんからさまざま
なご意見をいただき、より良い予約
システムに改修するため、利用者懇
談会を開催します。
栢テニスコート利用者
　時 ５月１０日昭  午後３時３０分～５時
栢テニスコート以外のスポーツ施設
利用者
　時 ５月１１日晶  午後３時３０分～５時
　場 スポーツセンター　
◆スポーツ振興課 　保 
 (緯内線２７１４・２７１５）

 交　　　通 

■はなバス第１ルートの車両
が変更になります
　５月中旬に、第１ルートで運行し
ている車両が「日野ポンチョ」に変
更となります。
　写真は、変更される車両と同型の
車両です。色は、現在走行している
「はなバス」と同じです。
◆交通計画課 　保 （緯内線２４７２）

 募　　　集 

■市ホ－ムペ－ジの　　　　
　「バナ－広告」募集             
　ホームページをお持ちの企業・事
業所の皆さん、月約6万件のアクセス
がある市ホームページに「バナー広
告」を掲載しませんか。
□掲載場所　トップページ下段
□サイズ　120ピクセル×60ピクセル
□掲載時期　8月から（1か月単位、
最長12か月まで）
□広告料　月額25,000円
　申 5月３1日昭まで
※詳細は市　HP 「事業者向け情報」コー
ナーをご覧ください。
◆広報広聴課 　田 （緯内線1141）

■ご参加ください！               
市立公園等管理協力会員
栢公園等管理協力会員とは
　市内の市立公園等を対象に、公園
の維持管理や運営に、自主的に参加
するボランティアの市民・団体のこ
とです。
栢公園ボランティアとは
　公園は市民皆さんのものであり、
いつでも誰でも一定のルールに基づ
き自由に利用できるものです。
　しかし、ほんの一握りの方のルー
ル違反により、たくさんの方が迷惑
を被っています。行政だけの維持管
理にも限界があり、除草・犬の放し
飼い・花火等、数多くの苦情が寄せ

■審議会等会議の開催
■社会教育委員会議

　時 ５月１０日昭  午後２時

　場 保谷庁舎３階会議室

　定 ５人

□議題　社会教育関係団体補助金

◆社会教育課 　保 （緯内線２７１１）

■地域密着型サービス等運営委員会

　時 ５月１６日昌  午後７時

　場 田無庁舎５０３会議室 

　定 ５人

□議題　地域密着型サービス等運

営委員会の運営についてほ
か

◆高齢者支援課 　保 （緯内線２３２１）
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問合せその他選考報酬任務・【任期】資格人数名称

社会教育
課　保 
（緯内線
２７１１）

募集・選考方法
の要領等は、情
報公開コーナ
ー・各課　HP を、
ご覧ください。

課題「地域の社会教育活動の振興
について」に関する作文（８００字
程度）に氏名を明記し、別紙に氏
名・住所・電話番号・生年月日・
職業・社会教育活動歴を記入し、
５月１８日晶(必着)までに、〒２０２－
８５５５ 市役所社会教育課へ郵送ま
たは持参

月額
２９，０００円

社会教育に関する諸計
画を立案すること。
教育委員会の要請に応
じ、意見を述べること
等
【７月１日
  ～平成２１年６月３０日】

市内在住・在勤・
在学の２０歳以上
（平成１９年４月
１日現在）で、
市内で文化・学
習等の社会教育
活動を行ってい
る方

２人社会教育
委員

企画課　田 
（緯内線
１１２２）

会議数・平日の
昼間年３回程度

課題「あなたが描く西東京市の未
来」に関する作文を８００字程度にま
とめ、住所・氏名・電話番号・生
年月日・以前他の審議会等に参加
した場合はその内容を明記し、
５月７日捷(必着)までに、〒１８８－
８６６６ 市役所企画課へ郵送または
持参

日額
１０，８００円【５月から２年間程度】

市内在住・在勤・
在学の１８歳以上
の方

４人
総合計画
策定審議
会委員

スポーツ
振興課　保 
（緯内線
２７１４）

募集・選考方法
の要領等は、情
報公開コーナ
ー・各課　HP を、
ご覧ください。

課題「地域のスポーツの振興につ
いて」に関する作文（８００字程度）に
氏名を明記し、別紙に氏名・住所・
電話番号・生年月日・職業・社会
体育活動歴を記入し、５月１８日晶
(必着)までに、〒２０２－８５５５ 市役
所社会教育課へ郵送または持参

日額
１０，８００円

社会体育に関する諸計
画を立案すること。
教育委員会の諮問に応
じ意見を述べること。
会議に出席すること。
【７月１日～
 億 平成２１年６月３０日】

市内在住・在勤・
在学の２０歳以上
（平成１９年４月
１日現在）で、
市内でスポーツ
振興等の活動経
験がある方

１人
スポーツ
振興審議
会委員

学務課　保 
（緯内線
２６２１）

会議数・平日の
昼間年６回程度

課題「市立小・中学校施設の適正
規模・適正配置について」に関す
る作文を１,０００字程度にまとめ、
住所・氏名・電話番号・生年月日
職業を明記し、５月１４日捷(消印
有効)までに、〒２０２－８５５５ 市役所
学務課へ郵送または持参

謝金１回
２，０００円

【６月１日
  ～平成２０年３月３１日】

市内在住・在勤・
在学の１８歳以上
の方

５人

(仮称)
学校施設
適 正 規
模・適正
配置検討
懇談会委
員

■ ( 仮称）西東京市リサイクル
プラザの運営等に関する　　
市民会議の参加者募集
   市では、（仮称）西東京市リサイク
ルプラザの平成２０年６月開館に向け
て、運営方法や事業内容を考える市
民会議に参加していただける方を募
集します。
　プラザを運営していく方法、実施
する事業等について、意見とアイデ
アを出し検討していただきます。
□会議回数　６月～１１月の毎月１回、
平日昼間に合計６回開催予定
□資格　市内在住・在勤・在学で、リ
サイクルや環境に関心のある方
　申 はがきに、住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を明記のうえ、５月２５日晶（消
印有効）までに、〒２０２－８５５５ 市役所
ごみ減量推進課へ郵送。または直接電
話で申し込みください。
□報酬　報酬・謝金等はありません
◆ ごみ減量推進課 　保 
（緯内線２２２１～２２２３)

■審議会等の委員募集　審議会等の委員を下記のとおり募集します。皆さんの参加をお待ちしています。


