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市からの連絡帳

 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

 ご　み 

■粗大ごみの申し込みと収集・
排出物の対応
～粗大ごみの申し込みと収集～
　６月より粗大ごみの受け付けは独
立し、市役所では受け付けていませ
ん。直接、粗大ごみ受け付け専用電
話にお申し込みください。
興粗大ごみ受付専用電話
（札４２１－５４１１）
午前８時３０分～午後６時
※月～土曜日（日、祝日除く）
□注意事項
・シール販売所での粗大ごみ申し込
み受け付けは行っていません。必ず
事前に申し込みをしてから、「西東
京市粗大ごみシール」を購入してく
ださい。
・他区市のシールを誤って購入され
た場合、回収できません。また、シ
ール購入後の返金は行っていません
ので、ご注意ください。　
・土、月、火曜日に申し込みの場合、
翌週の水～金曜日に収集します。
・水～金曜日に申し込みの場合、翌
週の月、火曜日に収集します（年末
年始を除く）。
・市内全域を回るため、日時の指定
等は受け付けられません。
・大量の粗大ごみが出るとき等は、
事前に相談してください。
・シール券を貼って出した粗大ごみ
の持ち去りが起きています。特に集
合住宅の管理者の方は、持ち去り防
止について、ご協力をお願いします。
・出された粗大ごみの譲渡を希望さ
れる方は、シールを排出者に返還す
る等、配慮をお願いします。
～事業系ごみの処理について～
　９月３日から始めました家庭ごみ
の戸別収集では、皆さんのご理解と
ご協力をいただきありがとうござい
ます。
　市内での仕事で出るごみ（事業系
ごみ）については、今までどおりの
自己処理になります（市では、回収

していません）。平成２０年１月から
始まる家庭ごみ有料化についても現
在のとおり自己処理となります。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

■（仮）西東京市リサイクルプ
ラザの名称が決定
　６月１５日～７月８日まで募集した
（仮）西東京市リサイクルプラザの
名称については、多くの応募をいた
だきありがとうございました。
　全２７件の応募があり、選定の結
果、『エコプラザ西東京』（柳沢在住・
 八  十  住 さんの作品）に決まりました。
や そ ずみ

　名称の『エコプラザ西東京』には、
「誰が見ても分かりやすく、何をす
る目的かが一目りょう然なことが大
切」という思いが込められています。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

 選　挙 

■選挙人名簿登録者数（定時登
録）確定
　選挙人名簿の登録には、年４回３
月・６月・９月・１２月に登録する定
時登録と、選挙のつど行う選挙時登
録があります。
　９月２日の定時登録者数が確定し
ました。
　登録者数は、男性７万６，９９２人、女
性７万９，９６４人、計１５万６，９５６人です。
　６月２日の定時登録者数と比較す
ると、男性１９１人増、女性２７５人増、
計４６６人増加しています。
□定時登録の要件
①日本国民であること
②昭和６２年９月２日以前に生まれた
方
③平成１９年９月１日現在、引き続き
３か月以上市内に居住している方
（他区市町村から転入された方は、
平成１９年６月１日までに市内の住民
基本台帳に記載された方）
□在外選挙人名簿の要件
①在外選挙人名簿にすでに登録され
ている方でないこと
②登録申請時に満２０歳以上であること

③日本国民であること
④在外選挙人名簿の登録の申請に関
し、その方の住所を管轄する領事官
の管轄区域内に引き続き３か月以上
住所をがある方
　９月３日現在の在外選挙人名簿登
録者数は、男性１４１人、女性１３６人、
計２７７人です。
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

 文　化 

■第七回西東京市民文化祭「筝
曲の部」に参加しませんか！
　市民文化祭の「筝曲の部」では、
一般の方々の参加を受け付けていま
す。お筝は貸し出しますので、お気
軽に参加してください（初心者可）。
□演奏曲　「さくら２１」
□練習日　１０月１２日晶、１３日松
□発表日　１０月１４日掌
　場 保谷こもれびホール
　申 １０月５日晶までに第七回西東京市
民文化祭実行委員会「筝曲の部」・鈴
木（札４６２－８２４１）へ電話予約
※詳細は上記へお問い合わせを。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

 調　査 

■平成１９年就業構造基本調査
にご協力を
　就業構造基本調査が１０月１日を基
準日として実施されます。
　この調査は、統計法に基づき国民
の就業状態を調査するもので、総務
省統計局が実施する全国規模の調査
です。調査方法は、約１００世帯に１
世帯の割合で、国の基準により選定
された世帯の皆さんにご協力をいた
だく抽出方式で行われます。
　なお、調査票の配布・回収等に、
東京都知事より任命された調査員
が、９月下旬～１０月上旬に対象のご
家庭を訪問させていただきますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１０）

 その他 

■西東京市振興基金の活用状況
　この基金は、市民の連携の強化と
地域振興を図ることを目的に設置し
たものです。平成１８年度は「地域再
生＆交流連続講演会（３回開催）」と
「南町スポーツ・文化交流センター
（きらっと）のオープンを記念した
地域活性化のためのイベント事業」
に４２７万円の基金を充当しました。
　今年度は、「環境フェスティバル
事業」と「地租改正絵図修正事業」
を予定しています。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

問い合わせ先参加費場所日時種目

伊　藤（札４２４－５８８０）月１０００円（大人）
月８００円（高校生以下）スポーツセンター第１・３掌　午前９時～正午剣道

藤　原（札４２２－５６０８）無料武道場第１～３掌　午前９時～１１時４５分柔道
小　林（札４６３－１７６７）１回７５０円スポーツセンター第１昭・晶　午前１０時～正午水泳

下　田（札４６２－２２１７）１回１００円
東町テニスコート第２・４松　午後１時～３時

ソフトテニス
芝久保第二運動場第３松　　　午後１時～３時

伊　藤（札４６１－９６７４）１回３００円スポーツセンター第１・３昌　午前９時～正午卓球

 雲 　 野 （札４２３－０６３７）
うん の

１回５００円スポーツセンター第２～４昭　午後６時～９時バドミントン

久保田（札４６２－１０１１）１回１００円スポーツセンター第１昭・３松　午後６時～９時バスケットボール

 妹 　 尾 （札４２１－１２９１）
せの お

月１０００円武道場第１・２松　午後０時３０分～２時３０分アーチェリー

 菅 　 野 （札４２１－７０７５）
かん の

月１０００円総合体育館第１・２晶　午後６時～９時躰道

岡　村（札４２２－１２１５）無料スポーツセンター第１～３昌　午後６時～９時少林寺拳法

清　水（札４２３－１３５０）１回３００円
東町テニスコート

第３松　午前９時～１０時３０分
硬式テニス 第４昇　午後１時～２時３０分

芝久保第二運動場第４松　午前９時～１０時３０分
佐々木（札４６１－７５１０）１回７００円武道場第３・４掌　午前９時～正午太極拳

 茂 　 木  （札４２２－５８７８）
もて ぎ

１回５００円スポーツセンター第１掌　午後３時～６時ダンススポーツ

　林  　（札４６４－７３７０）月３００円北原運動場第１・２松　午前１１時４０分～午後２時２０分ターゲットバードゴルフ

 西 　 潟 （札４６１－７０５８）
にし がた

無料北原運動場第１～３捷　午前１１時４０分～午後２時２０分グラウンドゴルフ

芝　田（札４７８－０３５１）無料総合体育館第１・２捷　午後７時～９時合気道
※種目によっては、日程変更等があります。なお、参加資格・内容等は各団体へご確認ください。

　体育協会加盟団体では、さ
まざまなスポーツ教室を開催
しています（右記のとおり）。
　幅広い種目がありますの
で、この機会にぜひご参加く
ださい。
※保険料は参加者負担です。
◆スポーツ振興課
　保 （札４３８－４０８１）

審議会等会議の開催

□教育委員会
　時 ９月２５日昇　午後２時
　場 防災センター
　内 行政報告ほ

か

□傍聴人数　１０人
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

□地域密着型サービス等運営委員会
　時 ９月２６日昌　午後７時
　場 田無庁舎
　内 地域密着型サービス事業者の応
募状況について
□傍聴人数　５人
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）
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新潟県中越沖地震災害義援金
　市の施設に設置した義援金箱に
寄せられた義援金額は、３５７,７３７
円です（７月２０日～８月３１日）。
　この義援金は、日本赤十字社新
潟県支部に送金させていただきま
した。
　ご協力ありがとうございました。
◆生活福祉課 　保 （札４３８－４０２５）

　　平成１９年度　後期　スポーツ教室 期間：１０月～平成２０年３月


