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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

 防災・防犯 

■住宅用火災警報器の訪問販
売に注意
　先日、市内の住宅に訪問販売員が
訪れ「消防法令が改正された。消防法
で義務付けられている。」と言って、
ホームセキュリティシステム一式の
販売を契約した案件がありました。
　契約内容を確認すると、ドアセン
サー・窓センサーのほか、「煙センサ
ー」とありましたが、検定をうけた
「住宅用火災警報器」ではありませ
んでした。
　この案件は、早い時期に問い合わせ
があったことから、クーリングオフの手
続きをとり、事なきを得ました。
　平成２２年４月１日から、全ての住
宅に「住宅用火災警報器」が義務と
なります。住宅用火災警報器は必ず
下記のマークをご確認のうえご購入
ください。
　また、消防署職員が、住宅用火災
警報器を販売することはありませ
ん。高額な金額を要求する等、少し
でもおかしいな？と思ったら、西東
京消防署へご相談ください。
興新築・改築する場合

※１日本消防検定
協会の鑑定に適合
したもの

興すでにお住まいの住宅の場合
※２アメ
リカ合衆
国が開発
した製品
安全性評

価規格（ＵＬ２１７規格）のうち、２００１
年１０月２１日に改定した規格以降の規
格に適合し、認証を取得したもの
問西東京消防署予防課
（札４２１－０１１９内線５２０）　
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■全国地域安全運動実施　
　１０月１１日昭～２０日松の１０日間、全
国一斉に地域安全運動が行われま
す。この運動は、地域の皆さんと警
察・防犯協会・自治体・関係機関等
が一体となって「安全で明るく住み
よい街づくり」を実現するために実
施するものです。
　今年の運動の統一重点は、①子ど
もの犯罪被害防止 ②振り込め詐欺、
還付金詐欺の被害防止 ③侵入窃盗、
ひったくり、性犯罪の被害防止です。
　ぜひ、この機会に犯罪を未然に防
ぐ防犯対策を考えましょう。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 商業 

 

　西東京商工会は、市の支援を受

■教えてください！
「西東京の魅力的な場所」

け、商店街情報等とともに市内の魅
力的な場所を載せた、（仮称）商店街
マップを作成します。
　市内でまだ知られていない場所を
市民の皆さんに歩いていただくきっ
かけになり、商店街とのふれあいや
市への愛着が増すようなマップを目
指して、市内の魅力的な場所の情報
を募集しています。
　例えば、ほっとする場所や人が集
まって賑やかな場所、好きなことが
できる場所や便利な場所等、おすす
めな場所の情報をぜひお寄せくださ
い。
□募集する場所の条件　
①市内に位置すること
②市民の皆さんに紹介したいおすす
めの場所であること
申はがき・ファックス・Eメールに、
魅力的な場所の所在地・名称・推薦
理由（どのような点が魅力的か）・推
薦者の住所・氏名・電話番号を明記
し、１０月１５日捷（消印有効）までに、
〒１８８－００１２南町５－６－１８イング
ビル３階西東京商工会へ
※採用者には、粗品を進呈します。
□選考　推薦された魅力的な場所の
調査を行い、市民の方等で構成され
る（仮称）商店街マップ作成委員会
で検討し、決定します。
　問 西東京商工会田無事務所（仮称）
商店街マップ担当係
（札４６１－４５７３・胃４６３－７３１１）
糸tanasi@shokokai-tokyo.or.jp
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

■屋外広告物講習会
　時 １２月４日昇・５日昌
午前９時３０分～午後４時１５分
　場 都民ホール
　対 東京都内で屋外広告業を営んでい
る方または営もうとしている方
　定 ２５０人（先着順）
□受講手数料　４,９００円（別途指定す
るテキストを持参）
　申 １０月１５日捷～１９日晶午前９時３０分
～午後４時３０分の間に、申込書に受
講手数料を添えて、東京都都市整備
局市街地建築部市街地企画課（都庁
第二本庁舎３階南）へ持参
□申込書の配布　東京都、市役所の
屋外広告物担当窓口へ
　HP http://www.toshiseibi.metro.tokyo. 
jp/index.html
　問 東京都都市整備局市街地企画課
（札０３ー５３８８ー３３３５）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

 募集 

■（仮称）女性センター愛称
　住吉福祉会館の建替えに伴い、女
性相談室や、学習室が設けられる(
仮称）女性センターが平成２０年４月
に開館します。このセンターが市民
の皆さんに親しんでいただけるよ
う、愛称を募集します。
□応募資格　１８歳以上で市内在住・
在勤・在学の方
　申 はがき・ファックス・メール・直
接持参で、愛称とその理由（１人１
点まで）・住所・氏名・年齢を明記し、
１０月１５日捷（必着）までに、〒１８８－
００１１田無町４－１５－１１市民会館２階
男女平等推進係「愛称募集係」へ

※採用された方には、図書カードを
差し上げます。
糸bunka@city.nishitokyo.lg.jp
◆ 生活文化課男女平等推進係
(札４５０－００５５・胃４５０－００５０)

■学童クラブ事業運営事業者
□委託開始時期　平成２０年４月から
□委託施設　向台・向台第２・谷戸
学童クラブ
□対象事業者　市内・近隣地域で子
育て支援事業を展開するNPO
□選考方法　企画提案方式による総
合評価により決定
□募集期間　１０月１２日晶まで
※詳しくは、　HP またはお問い合わせ
を。
◆児童青少年課 田（札４６０ー９８４３）

■「西東京市エコリーダー」 
養成講座
　

　今日の環境問題は、異常気象の頻
発や大気汚染、みどりの減少等、私
たちの日常生活に深く関わっていま
す。そのため一人ひとりが環境に配
慮した取り組みを行うことが重要と
なっています。さらに、環境を守る
さまざまな活動へ積極的に参加して
いくことが大切です。
　このことから、市ではそれぞれの
地域や施設等で、さまざまな環境の
課題・問題に取り組むため、環境学
習や環境保全の活動を市と協働で取
り組む人材を育成することを目的に
「西東京市環境エコリーダー」の養
成講座を開催します。環境学習や環
境保全活動に関心があり、エコリー
ダーとして活動したい方は、ぜひご
参加ください。
　時 下表参照

　場 田無庁舎
　対 ①市内在住・在勤・在学の１８歳以
上の方で、市内をフィールドとして
環境保全活動等を行っている方
②拠点施設等での環境学習や環境保
全活動を市と協働してできる方
③地域での環境学習や環境保全活動
を自ら行うことができる方
④全ての講座が受講可能な方
　定 ２０人（定員になり次第受付終了）
　申 はがき・ファックス・メールで、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・在
勤の場合は会社名、在学の場合は学
校名・環境保全活動の内容等を明記

し、１０月１９日晶（消印有効）までに〒
２０２－８５５５市役所環境保全課へ
糸kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課 　保 
（札４３８－４０４２・胃４３８－６２８２）

 その他 

■あなたの好きな「西東京市が
見えてくる」写真に投票を！
　市では、西東京市を代表する景観
やお気に入りの景観「西東京市が見
えてくる」写真を募集し、９月から
　HP 投票を実施しています。
　今後、下記の日程で市内を巡回し
ますので、ぜひご覧いただき、投票
をお願いします。
　上位に入選された写真は、写真を
もとに、シンエイ動画株式会社の協
力を得て、アニメの背景画として作
成したものをプレゼントするほか、
来年度公共施設に掲示するカレンダ
ーに掲載する予定です。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

■男女平等情報誌「エガール」
を配布
　西東京市男女平等情報誌「エガー
ル」VOL.１８を発行しました。
※市役所両庁舎、図書館、公民館等
にも置いてありますので、ご覧くだ
さい。
◆生活文化課男女平等推進係
（札４５０－００５５）内　容日　程

 開講式・基礎講座１１月２１日昌１

 リーダーとしての心構え１１月２８日昌２

 自然環境１２月５日昌３

 生活環境１２月１１日昇４

 地球温暖化１２月１８日昇５

 環境教育・環境学習１月２３日昌６

 環境における協働１月３０日昌７

 ワークショップ・閉講式２月６日昌８

※いずれも午後１時３０分～４時３０分
　修了者には「エコリーダー修了証」をお渡
　しします。

日　程場　所
１１月１０日松
 億億億 ～１１日掌

市民まつり（いこいの
森公園　管理棟）

１０月１日捷
 億億億 ～５日晶

田無庁舎　２階ロビー
（昭和写真展同時開催）

１０月４日昭
 億億億 ～１１日昭

東伏見コミュニティセ
ンター

１０月１８日昭
 億億億 ～２５日昭下保谷図書館

１０月２２日捷
　　　～２６日晶アスタ　センターコート

１０月２９日捷
～１１月２日晶保谷庁舎　１階ロビー

１１月８日昭
 億億億 ～１２日捷保谷公民館　ロビー

審議会等会議の開催
□行財政改革推進委員会
　時 １０月１２日晶午後１時３０分
　場 田無庁舎
　内 ①地域経営戦略プランの前期取
り組みの評価について
②地域経営戦略プランの実施項目
の見直し・目標修正について
□傍聴人数　５人
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）
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■市役所への電話のかけ間
違いにご注意を！

　７月から市役所の電話番号が
各課へのダイヤルイン（直通）と
なりました。おかけ間違いのない
ようお願いします。
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）
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※２


