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市からの連絡帳

　対 ９月に介護または介護予防サービ
スを利用された方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

 ごみ・下水道・すまい 

■ごみカレンダー訂正
　『平成２０年（２００８年）１０月～２１年
（２００９年）９月ごみ・資源物収集カ
レンダー』の年末の日程に一部誤り
がありました。
　お詫びして訂正します。
■柳沢・東伏見・中町・保谷町・富
士町地域
１２月２９日捷
（誤）古紙・古布・プラスチック容
器包装類→（正）休
１２月３０日昇
（誤）休→（正）可燃ごみ
■田無町・西原町・北原町・谷戸町・
緑町・ひばりが丘地域
１２月２９日捷
（誤）びん・缶・ペットボトル・ス
プレー缶・ライター→（正）休
１２月３０日昇
（誤）休→（正）可燃ごみ
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■指定収集袋の原材料の変更
～プラスチック原材料を改良～
　１１月から製造している市指定収集
袋（ごみ袋）の原材料の一部に再生
プラスチックを使用しています。こ
れにより、環境に配慮し、原油高騰
によるコスト上昇を抑えることがで
きます。色合いが多少落ちますが、
使用には支障はありません。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■「油・断・快適！下水道」
～下水道に油を流さないで～
　環境を守るには、下水道を利用す
る皆さんの協力が不可欠です。一人
ひとりが排水のマナーを守ることで
大きな改善効果が得られます。
油の処理は……
①使いきる 
②ふき取る 
③吸い取る 
④リサイクルする
◆下水道課 　保 （札４３８－４０６０）

■わが家の耐震診断
　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・助言な
どの無料相談を実施中です。
※要電話申し込み
※相談時間は１人約４０分
　時 ・　場 １２月２０日松・２月２１日松…保
谷庁舎、１月１０日松・３月１４日松…
田無庁舎　いずれも午前９時３０分～
午後０時３０分
　定 各回８人
□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２階建以下の木造軸組在来工
法の住宅 ②自ら所有し、かつ住んでいる
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） 

 文 化  

■保谷公民館の名称に関する
アンケート調査実施中
　保谷駅前公民館のオープンにとも
ない「保谷公民館」との名称に重複
が生じたため、保谷公民館の施設名
称変更についてうかがいます。
□用紙配布・回収　各公民館・図書
館で実施中
□締切　１２月１５日捷
□結果公表　公民館だより、館内の
掲示板などで公表します。
◆保谷公民館（札４６４－８２１１）

■こもれびホ－ル休館日
　１２月８日捷は、館内保守点検のため
臨時休館します。ご迷惑をおかけします
が、ご理解ご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール　　　　　
（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

 選  挙  

■市長選挙投票日
　時 ２月８日掌 午前７時～午後８時
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

 まちづくり 

■都市計画案の縦覧
□対象計画案　西東京都市計画都市
再開発の方針、西東京都市計画住宅
市街地の開発整備の方針
□対象区域　市内の全域
□縦覧場所　東京都都市整備局都市
計画課（都庁第二本庁舎２１階北側）・
市役所都市計画課
□縦覧期間　１２月１２日晶まで
※区域内に在住または計画案に利害
関係のある方は、期間中東京都へ意
見書を提出できます。　　　　　　
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１） 
 

 　　　　募 集　　　　　
■地域活動情報ステーション  
ホ－ムペ－ジ登録団体
　市では、まちづくりを支える多様
な主体の支援のため、平成２１年１月
（予定）に、「西東京市地域活動情報
ステーション」を開設します。
　地域活動情報ステーションとは、
市が新たに開設する市民活動を支援
する　HP であり、営利を目的としない
市民活動団体の皆さんが、情報を掲
載・更新することができるものです。市
民の皆さんは、この　HP に登録した団体
の情報を得て参加できます。開設準備に
あたり、登録団体を募集します。
□資格　営利を目的としない市民活
動団体。個人不可。なお、登録後半
日程度の研修に参加していただきま
す。日程は別途連絡します。
　申 市　HP からダウンロ－ド、または公民館・
社会教育課・企画政策課にある申込書
に記入し、企画政策課へ直接持参
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　西東京都市計画道路３・２・６
号調布保谷線は、現在東京都にお
いて整備が進められていますが、
　この度市との協議を踏まえ、市
道など既設道路との接続および横
断に係る計画案がまとまりました
のでお知らせします。
　計画区間は、市内で整備を進め
ている東伏見六丁目（青梅街道）か
ら北町三丁目（新座市境）までの延
長約３．９㎞の区間です(図参照)。
　計画案は、下記のとおり１２月１
日捷から閲覧できます。
　なお、調布保谷線については、
事業の進ちょくにあわせて今後も
市報などでお知らせします。
□閲覧場所　①情報公開コーナー
(両庁舎1階)  ②市　HP 

　問 東京都北多摩南部建設事務所
工事第一課（札０４２－３３０－１８３８）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

調布保谷線と既設道路との接続
および横断に係る計画案を公開します
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　東京都住宅供給公社が都民住宅あき家の入居者を募集します。

□所在地　都内全域　
□募集戸数（家族向けのみ）　あき家　※４６戸　
□申込資格　①都内に居住していること（単身者は申し込みできませ
ん） ②自ら居住するための住宅を必要としていること ③所得が定められ
た基準に該当することな

ど      　以上のような申し込み資格が必要です。
   詳細は募集案内でご確認ください。
□申込書など配布期間　１２月１日捷～１０日昌（土・日曜日は除く）
□申込書など配布場所　①都庁案内所 ②区・市役所、町村役場　③東京
都住宅供給公社募集センター・各窓口センター
※１２月６日松・７日掌には、午前９時３０分～午後５時まで、都庁第一本
庁舎１階北側東京都観光センター内、東京都住宅供給公社募集センター
で配布。
※申込書配布期間中のみ公社　HP （http://www.to-kousya.or.jp/）から入手で
きます。
□申込期間　１２月１５日捷までに東京都住宅供給公社募集センター必着。
先着順受付は、随時募集センターで受け付けします。
□抽せん日・会場　平成２１年１月２１日昌午前１０時・東京都住宅供給公社
３階大会議室
　問 東京都住宅供給公社募集センター（札０３－３４９８－８８９４廠）
※土・日曜日は除く
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１） 

■審議会など会議
■男女平等推進センタ－　　　　
企画運営委員会
　時 １２月６日松 午後４時
　場 住吉会館ルピナス　
　内 男女平等推進センタ－の企画運営
　定 ５人
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

■第５回男女平等参画推進委員会
　時 １２月１０日昌 午後７時
　場 田無庁舎
　内 第２次男女平等参画推進計画の
検討
　定 ５人
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

■生涯学習推進計画策定懇談会
　時 １２月１１日昭 午後２時
　場 保谷庁舎　
　内 計画素案の検討な

ど

　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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