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市からの連絡帳

業計画等により実施します。
　申 商工会事務局にある「チャレンジ
ショップ事業申込書」に必要事項を
記入し、必要書類を添付のうえ、６
月２９日晶（消印有効）までに、〒２０２
－０００５ 住吉町６－１－５  西東京商
工会保谷事務所、〒１８８－００１２ 南町
５－６－１８ 商業ビル「ｉｎｇ」３階
西東京商工会田無事務所へ郵送また
は直接持参
　問 西東京商工会
保谷事務所（緯４２４－３６００）
田無事務所（緯４６１－４５７３）
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４１）

■地域の底力再生事業助成金
　この助成事業は、町内会・自治会
の皆さんが行う地域の課題を解決す
るための先駆的な取り組みに対し
て、東京都が助成金を交付し「地域
力」の向上に寄与するものです。
　対 都内に所在する地縁団体（町内会・
自治会）が複数で構成する組織（連
合組織）が対象。ただし、連合組織
がない場合等は、単一の町内会・自
治会についても下記の対象事業①に
ついては対象となります。
□対象事業　①地域の課題解決のた
め、ほかの団体（ＰＴＡ等）との協
働により実施する事業で、地域力向
上に寄与する先駆的な事業
②地域における新たな課題解決のた
め、新規に実施するチャレンジ・提
案型事業
□交付決定　助成金は、審査委員会
で事業内容を審査のうえ決定
　締 ６月２９日晶
　問 東京都生活文化スポ－ツ局都民生
活部管理法人課市民交流国際係
（緯０３－５３８８－３１６６）
※詳細はガイドラインを参照くださ
い（東京都の　HP からダウンロードで
きます。生活文化課窓口でも配布）。
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１４）

　　 　防災・防犯 

■防災ボランティア制度に基
づく「被災建築物応急危険度判
定員養成講習会」
　防災ボランティア制度は「東京都地域
防災計画」に基づくもので、専門的な技
術をもつ民間の方 に々平常時から登録し
ていただき、災害時にボランティアとして
活動をお願いする制度です。
　 この業務のひとつが応急危険度制度
であり、建築技術の専門家である建築
士の方 に々協力をしていただく分野です
（無料）。
　時 ９月７日晶・１０月１５日捷　いずれ
も午後１時３０分～５時
　場 東京都庁第一本庁舎５階大会議場
□資格　建築士の資格を有する方、
または行政職員として３年以上建築
技術に関する実務経験があり、都内
に在住・在勤の方
　定 各５００人
　申 ①東京都防災ボランティア登録申
込書　②写真２枚　③封筒　④建築
士免許書の写しまたは「都知事が特
に必要と認めた者」の要件に該当す
る旨の証明を用意し、７月２０日捷ま
でに市の防災課まで郵送または持参
　問 都庁都市整備局建築企画課
（緯０３－５３８８－３３４４）
◆防災課 　保 （緯内線２２３３）

■地域安全マップをつくろう！
　地域安全マップは、子どもたちが
自分たちの住む地域を自ら歩き、犯
罪にあいそうな危険な場所や安全な
場所を確認しながらつくる地図で
す。マップづくりを通じて「どんな
場所が危険か」自分で判断できるよ
うになり、危険を回避する能力が身
につきます。
　学校・自治会・地域のグループ等
一定以上の人数で地域安全マップを
つくる際は、職員がお手伝いします

のでご連絡ください。
◆生活文化課 　田 （緯内線１４２５）

　　 　環境･下水道　　　 
■市指定収集袋と粗大ごみ処
理シール販売店募集
　平成２０年１月から、指定収集袋に
よる有料収集を実施します。　これ
に先立ち、「市指定収集袋」と「市粗
大ごみ処理シール」の販売店を募集
しますので、説明会を開催します。販
売希望者はご参加ください。
　時 ６月２０日昌 午後６時３０分
　場 保谷こもれびホール　
◆ごみ減量推進課　保 
（緯内線２２２１～２２２３）

■ドッグランの管理運営組織
に関する懇談会
　人と動物との共生社会の実現に向
けた取り組みとして、千駄山広場内
（東伏見一丁目）に設置を予定して
いるドッグランの管理運営に関し、
市と協働で携わっていただけるボラ
ンティア組織の立ち上げに向けた懇
談会を開催します。
　時 ・　場 ６月１５日晶  午後７時・保谷庁舎
◆公園緑地課 　保 （緯内線２４３２）

■浸水ゼロ・安全・快適！下水道
６月は下水道浸水対策強化月間
　東京都下水道局では、雨期に向か
う６月を「浸水対策強化月間」と定
め、下水道施設の安全性の確保と都
民の防災意識の向上を図る取り組み
を行っています。

※東京の雨が一目でわかる「東京アメ
ッシュ」をインターネット等で公開中
　HP  
http//www.gesui.metro.tokyo.jp/
　問 都流域下水道本部　
（緯０４２－５２７－４８２８）
◆下水道課 　保 （緯内線２４８４・２４８５）

■雨水浸透ますの助成制度の
ご利用を
　集中豪雨や台風による浸水被害を
少なくするため、「降った雨をでき
るだけ河川に流さない、川へ出るの
を遅らせる」等の工夫をしています。
これが浸透による雨水の処理施設で
す。この雨水浸透ます設置を希望する方
に、設置費用を助成しています。
※詳細は市　HP をご覧ください。
　対 雨水を「雨どい」を通し『雨水浸
透施設』に接続する工事　　　　　
　申 指定下水道工事店を通じて申請　
◆下水道課 　保 （緯内線２４８４・２４８５）

　　        文    化 

■図書館の資料を保谷庁舎で
も返却可能に！
　２４時間利用できる「図書返却ポス
ト」が、６月１日に保谷庁舎玄関横
に設置されますので、利用ください。
　返却ポストは、市内各図書館、東
伏見駅、新町福祉会館でも利用でき
ます。なお、ＣＤ、カセット、ほか
の自治体からの借用資料は返せませ
んので、注意ください。
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）

■（仮称）保谷駅前公民館・図
書館実施設計が閲覧できます
　（仮称）保谷駅前公民館・図書館基
本計画に基づく実施設計ができました。
実施設計の概要は、情報公開コーナー、
各公民館・図書館で閲覧できます。
◆保谷公民館（緯４６４－８２１１）
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）

戸別収集・プラスチック容器包装・家庭ごみ有料化市民説明会日程表

６月１日から、粗大ごみの受け付けは専用電話（緯４２１ー５４１１）へ！

　市民の皆さんのご理解とご協力をいただく
ため、市民説明会（６月１６日～８月２８日）を
開催しますので、お近くの会場にお越しくだ
さい。
　なお、６月２３日松、２４日掌のアスタセンタ
ーコートでは、展示を中心とし職員が個別に
応対します。ご不明な点について、お気軽に
相談ください。
◆ごみ減量推進課 　保 （緯内線２２２１）

　場　所日　時
保谷小学校（体育館）午後２時～４時６月１６日松
東伏見小学校（体育館）午後２時～４時　　１７日掌
南町地区会館午後２時～４時　　１８日捷
芝久保地区会館午後２時～４時　　１９日昇

〃午後６時～８時〃
下宿地区会館午後２時～４時　　２１日昭

〃午後６時～８時〃
芝久保第二地区会館午後２時～４時　　２２日晶
アスタセンターコート午後２時～４時　　２３日松

〃午後２時～４時　　２４日掌
田無庁舎５０２会議室午後２時～４時　　２５日捷

〃午後２時～４時　　２６日昇
〃午後６時～８時〃

上向台地区会館午後２時～４時　　２８日昭
〃午後６時～８時〃

新町市民集会所午後２時～４時　　２９日晶
芝久保小学校（体育館）午前１０時～正午　　３０日松

　場　所日　時
田無小学校（体育館）午後２時～４時７月１日掌
柳橋市民集会所午後２時～４時　　２日捷
柳橋第二集会所午後２時～４時　　３日昇

〃午後６時～８時〃
新町福祉会館午後２時～４時　　５日昭
市民会館午後２時～４時　　６日晶
向台小学校（体育館）午前１０時～正午　　７日松
保谷第二小学校（体育館）午前１０時～正午　　８日掌
北町市民集会所午後６時～８時　　９日捷
ふれあいセンター午後６時～８時　　１０日昇
ひばり北市民集会所午後６時～８時　　１２日昭
東町市民集会所午後６時～８時　　１３日晶
向台地区会館午後６時～８時　　１７日昇
谷戸第二地区会館午後６時～８時　　２０日晶
泉小学校（体育館）午前１０時～正午　　２１日松
碧山小学校（体育館）午前１０時～正午　　２２日掌
ひばりが丘市民集会所午後６時～８時　　２３日捷
谷戸地区会館午後２時～４時　　２４日昇

〃午後６時～８時〃
保谷町市民集会所午後２時～４時　　２６日昭

〃午後６時～８時〃
下保谷福祉会館午後６時～８時　　２７日晶
中原小学校（体育館）午前１０時～正午　　２８日松
谷戸第二小学校（体育館）午前１０時～正午　　２９日掌
富士町市民集会所午後６時～８時　　３０日捷
東伏見市民集会所午後２時～４時　　３１日昇

〃午後６時～８時〃

場　所日　時
住吉市民集会所午後６時～８時８月２日昭
保谷公民館午後２時～４時　　３日晶
保谷小学校（体育館）午後２時～４時　　４日松
東伏見小学校（体育館）午後２時～４時　　５日掌
南町地区会館午後６時～８時　　６日捷
田無地区会館午後２時～４時　　７日昇

〃午後６時～８時〃
ひばりが丘公民館午後２時～４時　　９日昭
芝久保第二地区会館午後６時～８時　　１０日晶
コール田無午後６時～８時　　１１日松
市民会館午後６時～８時　　１２日掌
田無庁舎市民会議室午後２時～４時　　１３日捷

〃午後２時～４時　　１４日昇
〃午後６時～８時〃

南町地区会館午後６時～８時　　１７日晶
上向台小学校（体育館）午前１０時～正午　　１８日松
けやき小学校（体育館）午前１０時～正午　　１９日掌
防災センター午後２時～４時　　２０日捷

〃午後２時～４時　　２１日昇
〃午後６時～８時〃

東伏見コミュニティセンター午後２時～４時　　２３日昭
住吉公民館午後２時～４時　　２４日晶
泉小学校（体育館）午前１０時～正午　　２５日松
栄小学校（体育館）午前１０時～正午　　２６日掌
防災センター午後６時～８時　　２７日捷
芝久保公民館午後２時～４時　　２８日昇


