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市からの連絡帳

■１１月３日（土）から廃棄物処
理手数料の減免申請を受付
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に配布します～
　平成２０年１月４日から家庭ごみの
有料化が始まります。これに伴い、
生活に困っている世帯を対象とし
て、減免（指定収集袋の無料配布）
の申請受付を行います。対象者が窓
口に来られない場合は、代理の方が
委任状等を持参のうえ、申請してく
ださい。
　配布枚数等の詳細は、市報１０月１５
日号をご覧ください。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

 環　境 

■苗木の無料配布
　市内緑化の一環として今年も苗木
の無料配布を行います。
　時  １１月１０日松 午前１０時（先着順）
□配布場所　谷戸小学校校庭
　（第７回西東京市民まつり共催）
～アンケートへのご協力をお願いし
ます～
　今後の参考のため右記のアンケー
トにご協力ください。該当箇所に丸
をつけて切り取り、配布会場で投稿
してください。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■生垣設置助成制度のご利用を
　みどり豊かなまちづくりを推進す
るために、生垣設置助成制度を行っ
ています。道路に面した場所に新し
く生け垣を作りたい方やブロック塀
等を撤去して生け垣にしたい方は、
ぜひご利用ください。
①生け垣設置費用の補助金…
　１ｍ当たり１万円（３０ｍを限度）
②生け垣に改造する場合の既存ブロ
ック塀等の撤去費用の補助金…
　１ｍ当たり６千円（３０ｍを限度）
※詳しくは、お問い合わせを。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 防　災 

■秋の火災予防運動
　１１月９日晶～１５日昭
「備えよう　防火の心と
　　　住警器（住宅用火災警報器）」
　火災予防運動中に消防職員と消防
団員が合同で防火診断を実施します
ので、ご協力をお願いします。

～防火のつどい～
　火災予防業務協力者に対する表彰
式やテレビで活躍中のリポーター東
海林のり子さんの講演を行います。
　時  １１月８日昭
　 午後１時３０分～３時３０分
　場 コール田無 
　申 当日、直接会場へ
　問 西東京消防署予防課指導調査係
　（札４２１－０１１９）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 くらし 

■住宅リフォームなどをお考
えの方に
　市内の建築関連事業者で組織する

「西東京市住宅リフォーム斡せんセ
ンター」を通して、住宅増改築や修
繕、畳、植木、塗装、屋根等、各種
職人を斡せんします。
□受付　都市計画課（保谷庁舎５階）
　　　　午前９時～午後４時３０分
※住宅増改築相談を毎月第１金曜日
（休日に当たるときは翌週）午後１
時３０分～４時、田無庁舎２階・保谷
庁舎１階のロビーで行います。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

■わが家の耐震診断をしよう
　市では、地震災害に備えるため建
物の設計図を基に簡易耐震診断をし、
皆さんが抱える問題に対する指導・助
言等の無料相談を行っています。　

□対象住宅
①市内にある一戸建住宅、二世帯住
宅、店舗兼用住宅で階数が地上二階建
以下の木造軸組在来工法による住宅
②自ら所有し、かつ居住している住宅
③新耐震設計基準（昭和５６年６月１
日施行）以前に建築した住宅
□相談員
西東京・住みよい町をつくる会に所
属する東京都防災ボランティアに登
録されている相談員
　申 電話で都市計画課へ（申込順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 スポーツ 

■スポーツ施設新予約システ
ム利用者説明会
　平成２０年４月から、現在の予約シ
ステムが新しくなります。スポーツ
施設を利用の皆さんに新しい予約シ
ステムの内容と変更点等をお知らせ
します。
　時 ・　場 ①１１月８日昭午後６時３０分・
スポーツセンター
②１１月９日晶午後２時・きらっと
　申 当日、直接会場へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

 その他 

■全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間
　法務省の人権擁護機関では、「女
性の人権ホットライン」強化週間と
して全国一斉に、夫・パートナーか
らの暴力や職場等におけるセクシュ
アル・ハラスメント、ストーカー行
為といった女性をめぐる各種の人権
問題に関する相談に応じます。
　時  １１月１２日捷～１８日掌
　 午前８時３０分～午後７時
（土・日曜日は、午前１０時～午後５時）
「女性の人権ホットライン」
（札０５７０－０７０－８１０※全国共通番号）
□電話相談担当者　
人権擁護委員・法務局職員
□主催　東京都人権擁護委員連合
会・東京法務局
※強化週間以外でも常設相談所とし

て「女性の人権ホットライン」を設
置（札０３－５６８９－０５３４※平日午前８
時３０分～午後５時１５分）
　問 東京法務局人権擁護部内
　東京都人権擁護委員連合会事務局
（札０３－５６８９－０５１２）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

 募　集 

■西東京市交通少年団員

　交通少年団は自転車走行の技術向
上、交通安全規則のマナーだけでな
く、心豊かな社会人に成長すること
を願い集団行動訓練、交通安全教
室、社会奉仕活動、スポーツ・レク
リエーション等の活動を行なってい
る団体です。
　そこで、交通少年団は小学校１～
６年生までの男女を対象に団員を募
集します。
　問 西東京市交通少年団団長・ 小  菅 

こ すが

（札４６２－１９１６）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

■臨時職員（栄養士）
□募集職種　栄養士（育休代替）
□募集人数　１人
□勤務日・時間　月～金曜日・午前
８時１５分～午後５時
□時給　１,０７０円
□勤務場所　本町小学校
□雇用期間　
１２月３日～平成２０年３月３１日
□資格等　栄養士免許、簡単なパソ
コン操作ができる方
□応募方法　職員課に事前連絡のう
え、履歴書・栄養士免許の写しを持
参してください。
※詳しくは、お問い合わせを。
◆ 職員課 　田 （札４６０－９８１３）

申請に必要なもの減免対象
印鑑、生活保護担
当者確認印を押し
た申請書

生活保護世帯

印鑑、手当証書
または受給証明

児童扶養手当受給
世帯

印鑑、手当証書
または受給証明

特別児童扶養手当
受給世帯

印鑑、
年金証書または
年金振込通知書

老齢福祉年金受給
世帯

印鑑、
年金証書または
年金振込通知書

遺族基礎年金受給
世帯

印鑑、
身体障害者手帳

身体障害者手帳１
級または２級の所
持者で市民税非課
税世帯

印鑑、精神障害者
保健福祉手帳

精神障害者保健福
祉手帳１級または
２級の所持者で市
民税非課税世帯

印鑑、愛の手帳

愛の手帳１度また
は２度を所持して
いる市民税非課税
世帯

※重複する場合は、１つのみ対象

申請受付場所申請受付日

防災センター１１月３日抄～９日晶

田無庁舎１１月１０日松～１６日晶

下保谷図書館１１月１８日掌～１９日捷　

芝久保公民館１１月２２日昭～２４日松

保谷公民館１１月２５日掌・２７日昇

ひばりが丘公民館１１月２９日昭～１２月１日松

※午前１０時～午後５時
（正午～午後１時を除く）

審議会等会議の開催

□行財政改革推進委員会
　時  １１月１日昭 午前１０時
　場  田無庁舎
□議題　①平成１９年度行政評価結
果およびパブリックコメントによ
る市民意見の報告について
②平成１８年度評価対象事業の取り
組み状況（フォローアップ調査）
□傍聴人数　５人
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

□社会教育委員会
　時  １１月１５日昭 午後２時
　場  保谷庁舎
□議題　社会教育関係団体補助金
についてほ

か

□傍聴人数　５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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定員場所日時

各回
８人

保谷庁舎
１２月１５日松
２月１６日松

田無庁舎
１月１２日松
３月８日松
※いずれも午前９時３０分～午後０時３０分
　相談時間は、１人４０分程度

切り取り線

切り取り線

ご住所
北　町北原町泉　町
下保谷芝久保町栄　町
田無町住吉町新　町
東伏見西原町中　町

ひばりが丘北ひばりが丘東　町
緑　町保谷町富士町
柳　沢向台町南　町

谷戸町
お住まいの状況

集合住宅一戸建て
今まで苗木を受け取ったことがありますか

ないある
「ある」と答えた方
　元気に育っている
　枯れてしまった
今後の苗木配布について
　続けてほしい
　やめたほうが良い


