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市からの連絡帳

■社会体育（スポ－ツ）関係団
体の実施事業に対する補助金
説明会
　市内で社会体育（スポーツ）活動
をしている自主団体が広く市民や市
内在勤・在住者を対象に行う事業の
経費の一部を補助します。希望する
団体は説明会へご参加ください。
　時 ６月１３日晶  午後６時３０分～８時
　場 保谷庁舎
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　　　　  募　集 

■行財政改革推進委員会委員
　行財政改革を推進するため、市長
の諮問に応じて答申し、また推進状
況などに対して助言を行う財政改革
推進委員を募集します。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

■「第８回西東京市消費生活
展」実行委員
　消費生活に関する知識や情報など
を提供する「第８回西東京市消費生
活展」の実行委員を募集します。
　一緒に活動する消費者団体・グル
ープの参加をお待ちしています。
興実行委員会
　時 ６月１０日昇  午前１０時～正午
　場 消費者センター
　申 ６月９日捷までに電話で。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

■援農ボランティア
　一定の農業技術を習得後、援農ボ
ランティアとして農家の方とともに
農産物の生産を担う制度で、ＪＡ東
京みらい保谷支店・ＪＡあぐり田無
支店・市が実施します。
　今年度は野菜と果樹栽培農家を希
望する方を募集します。
　対 市内在住で農業に関心がある２０歳
以上の健康な方。７～１１月に実施す
る技術講座（講義２回、実技１０回を
予定）を受講し、援農ボランティア
の認定後、援農活動に参加できる方
（技術講座は、原則平日実施）
ＪＡみらい保谷支店は梨・ぶどう栽

り異なる）
□計画案の縦覧・申出書の配布場所
東京都都市整備局都市計画課または
西東京市都市計画課（ただし、当市
では区部の計画案の縦覧は不可）　
□縦覧期間　６月２日捷～１６日捷
※詳細は東京都都市整備局　HP をご
覧ください。
　HP http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）
公聴会開催会場（8月）

 図書館・文化・スポ－ツ 

■下保谷図書館閉館後の       
予約資料の受け取り
　下保谷図書館は、保谷駅前図書館
移転準備のため５月１８日掌をもって
閉館しました。
　予約資料の受け取り館が下保谷図
書館の場合は、６月１日掌～２５日昌
までは、ひばりが丘図書館で受け取
りができます。２９日掌午後２時以降
は、保谷駅前図書館での受け取りに
なります。その他の館での受け取り
を希望の場合は、ひばりが丘図書館
までご連絡ください。
◆ひばりが丘図書館（札４２４－０２６４）
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

■社会教育関係団体が行う事
業に対する補助金の説明会
　時 ・　場 
①６月２０日晶  午後６時３０分～７時
３０分・田無庁舎
②６月２６日昭  午後６時３０分～７時
３０分・保谷庁舎
※補助金の交付を希望する団体は、
個別の相談会を開催しますので、事
前に電話で予約をしてください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

■スポーツ振興事業の補助金
申請制度のご利用を
　市内在住の方または団体（市外の
スポーツクラブなどで活動している
場合は対象外）が、市または市内の
所属団体を代表して、次の各種競技
大会に出場する場合、経費の一部を
補助します。
　対 国際大会・国・地方自治体が主催・
共催する全国大会または関東大会な
どで、地方大会の結果として出場権
を得た大会
　申 スポーツ振興課へ申し込みをして
ください。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

（札０４２－５２７－４８２８）
◆下水道課 　保 （札４３８ー４０５９）

■雨水浸透ますの助成
　集中豪雨・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、河川へ出るの
を遅らせるなどの工夫をしていま
す。これが浸透による雨水の処理施
設です。この雨水浸透ますの設置を
希望する方に、設置費用を助成して
います。
　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し
てください。
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５９）

■都市計画の素案への公述申
出と公聴会の開催
□対象計画案　都市再開発の方針、
住宅市街地の開発整備の方針　
□対象区域　特別区・市・瑞穂町お
よび日の出町
□公述の申し出　区域内に在住また
は計画案に利害関係のある方
（１人約１０分）
　申 公述申出書を６月１６日捷(必着）ま
でに〒１６３－８００１  東京都都市整備局
都市計画課（札０３－５３８８－３２２５）へ
※意見要旨などを考慮し選定
□傍聴　当日先着約１００人（会場によ

 すまい 

■わが家の耐震診断をしよう
　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
どの無料相談を行なっています。希望
の方は電話でお申し込みください。
　時 ・　場 ①６月２１日松、８月１６日松・
保谷庁舎  ②７月１２日松・田無庁舎
①②とも午前９時３０分～午後０時３０分
※相談時間は１人約４０分
　定 各回８人
□対象住宅　次の①～③の要件をす
べて満たすもの
①市内にある一戸建住宅・２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（申し込み順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

　　　　 まちづくり　   　

■浸水ゼロ・安全・快適！　　
６月は下水道「浸水対策強化月間」
　東京都下水道局では、６月を「浸
水対策強化月間」と定めています。
下水道施設の安全性確保と都民の皆
さんの防災意識の向上のための取り
組みを行っています。
　また、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
トで公開しています。
　HP http//www.gesui.metro.tokyo.jp/
　問 東京都流域下水道本部

開催会場時間月日
東京都庁第２本庁舎午前１０時４日
立川市女性総合センター午前１０時５日

小平市福祉会館（西東
京都市計画区域につい
ては当会場での開催）

午前１０時６日

調布市文化会館たづくり午前１０時７日
東京都庁第２本庁舎午後７時８日

■地域経営戦略プラン（第２
次行革大綱）や事務事業評価
について意見を述べる
■第３次行革大綱策定や施策
評価制度についての検討

設   置     
目   的な

ど

３人人数

６月１日現在１８歳以上で、市
内在住・在勤・在学の方資格

今年度６回程度（平日昼間）会議数

委嘱する日（７月中旬予定）
から２年間

委嘱する
期間

１０，８００円（出席１回につき）謝礼

作文選考方法

①「私が考える行財政改革」
（８００字～１，２００字）
②自己アピール文（字数制限
なし。行政への市民参加やボ
ランティア・ＮＰＯの経験の
ほか各種実績、経験、資格な
ど自己をアピールする事項を
記載）

作文テー
マ・字数

住所・氏名・電話番号・生年
月日・職業を明記し、〒１８８－
８６６６市役所企画政策課へ郵送
または直接持参

提出方法

６月２７日晶必着提出期限東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

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。

□住宅所在地　都内全域　
□募集戸数（家族向けのみ）
あき家…５３戸　
□申し込み資格　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　※詳細は募集案内でご確認くだ
さい。
□申込書・募集案内配布期間　６月２日捷～１１日昌（土・日曜日は除く）
□申込書・募集案内配布場所　都庁案内所、区・市役所、町村役場、東
京都住宅供給公社募集センター・各窓口センター。なお、６月７日松・
８日掌は、午前９時３０分から午後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および東京都住宅供給公社募集センターで配布しま
す。　
　また、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。
□受付期間　６月１６日捷までに東京都住宅供給公社募集センターに届い
た申込書に限り受け付けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ただし、先着順受付は随時募集センターにて受け付けます。
□抽せん日・会場　７月１０日昭　午前１０時から・東京都住宅供給公社３
階研修室
　問 東京都住宅供給公社募集センター（土・日曜日は除く）
（札０３－３４９８－８８９４）　　　　　
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）


