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市からの連絡帳

   　  産  業      

■商店街マップを配布中！
　市内の魅力的な場
所と商店街情報を載
せた西東京市商店街
マップを無料配布し
ています。
　内 ①商店街分布　 
②まち歩きの情報
（市の施設・文化財・公園・緑の散
策ルート・おすすめスポット・はな
バスルートな

ど）  ③商店街からの情
報  ④商店街イベント歳時記
□サイズ　Ａ１版（約８４×５９センチ）
□配布場所　西東京商工会（保谷事
務所：住吉町６－１－５、田無事務
所：南町５－６－１８イングビル３階）
商店街にある「配布中」のポスターが
あるお店・両庁舎総合案内・田無庁舎
市民相談室・出張所・図書館・公民館
　問 西東京商工会保谷事務所
（住吉町６－１－５・札４２４－３６００）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

   　 スポ－ツ      

■市民スポーツまつり           
実行委員会へご参加を！
　１０月１３日の体育の日に、市民のス
ポーツまつりが開催されます。運営
実行委員会を立ち上げるため、第１
回目の会議を開催します。
　時 ７月８日昇  午後７時から
　場 田無庁舎
　対 市内在住・在勤の方
◆スポーツ振興課　保 （札４３８－４０８１）

■スポーツ施設における事前
申請の受付場所の変更
　スポーツ施設の管理・運営が指定
管理に移行したことにともない、７
月１日から事前申請の提出場所が変
更になります。
□受付場所　スポーツセンター
※申請場所が変更になる点以外は大
きな変更はありません。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課　保 （札４３８－４０８１）

■夏の開放プール
　お子さん・団体・一般市民の皆さ
んに、小・中学校のプールを無料開
放します。
興児童開放プール
□開放日　次ペ－ジ表１参照
□開放時間　午前…午前１０時～正
午、　午後…午後１時３０分～３時３０
分（総入れ替え制）
　対 小学生・おむつのとれた２歳以上
の幼児（必ず幼児２人に水着・水泳

などと偽り、住宅用火災警報器など
を販売するケースが発生していま
す。市役所や消防職員が販売すること
はありませんので、悪質な訪問販売に
はくれぐれもご注意ください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０)

   　  環境・公園      

■エコプラザ西東京から
　エコプラザ西東京は７月１日から
一般利用がはじまりますが、市民の
皆さん向けの事業については、情報
誌「エコエコ」でご案内します。
　「エコエコ」は、今年度は奇数月に
発行予定で、エコプラザ西東京の事
業案内や環境・リサイクル情報など
が掲載されます。創刊号は７月１０日
発行で、公共施設にありますので、
ぜひご覧ください。
　エコプラザ　HP もあわせてご利用を。
※７月１９日松 初心者向け講座「布ぞう
りをつくろう」の参加者募集中

◆エコプラザ西東京（札４２１－８５８５）

■光化学スモッグ情報を 
メ－ルで受け取れます
　日差しが強く気温も高く風の弱い
日は、オキシダントの濃度が高くな
り、光化学スモッグが発生しやすく
なります。光化学スモッグ注意報が
発令の際は、防災行政無線などでお
知らせしていますが、メールでも受
信することができます。
　東京都環境局のホームページにア
クセスし、画面の指示に従いメール
アドレスを登録すると、最新の光化
学スモッグ注意報などの情報をメー
ルで受信することができます。
□メールサービス登録アドレス
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp
/mail/regist.html
　また、光化学スモッグ注意報発令
時は、ＦＭ西東京（84.2ＭＨｚ）で
もお知らせし、公共施設では看板に
掲示します。注意報は、日没になる
と解除されますが、その前に解除さ
れる場合は、防災行政無線などでお
知らせします。詳細情報は、次のサ
－ビスをご利用ください。
建東京都大気汚染テレホンサービス
（札０３－５３２０－７８００）
　HP http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.
jp/smog.htm
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp
/ox.php（携帯電話）
市　HP からもアクセスできます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

話で。なお、今年度の委員会日程
は、表1・2の通りです。
◆教育相談センター
　保 （札４３８－４０７６）

   　  高齢者支援       

■介護保険
　６５歳以上の方（第１号被保険者）
の介護保険料について、平成２０年度
介護保険料納入通知書を７月中旬に
発送します。保険料は期間内に必ず
納付してください。納入通知書は、
シルバーパス発行の手続きをすると
きの確認書類として活用できるた
め、必要な方は保管してください。
～普通徴収の方は口座振替が便利～
　納付書で保険料を納めていただく
方には、口座振替依頼書を同封しま
す。口座振替依頼書の必要事項を記
入・捺印のうえ、市指定の金融機関・
郵便局(ゆうちょ銀行)でお申し込み
ください。
※市指定金融機関・郵便局(ゆうちょ
銀行)は、納付書の裏面に記載。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３１）

   　  防  災       

■住宅用火災警報器の購入・取
り付け助成制度申請受付中
～受領委任払いもご利用を～
　高齢者の方を火災から守るため、
住宅用火災警報器の購入・取り付け
の助成をはじめました。
□助成条件　市内にお住まいで住民
票があり、７５歳以上の方のみの世帯
の世帯主の方
□助成対象　住宅用火災警報器の購
入と取り付け費（１世帯２個まで）
※６月１日以降の購入と取り付けに
限ります。
□助成金額　上限は１０,０００円です。
１０,０００円を超える分については自己負担
となります。申請は１世帯１回限り。
□申請書配布・提出先
建高齢者支援課（田無庁舎）
建危機管理室（保谷庁舎）　
建各出張所(谷戸・中原・柳橋)
建西東京消防署・消防出張所(田無・
西原・保谷)
～悪質な訪問販売にご注意を～
　消防職員のような服装で「消防署
から来た。市役所から派遣された。」

      子育て ・教育    

■子育て支援ショートステイ
□要件　①市内に住所がある家庭
②２～１２歳（小学校６年生）までの
お子さん  ③保護者が病気・出産・
親族の看護・出張・育児疲れなどに
より、お子さんの世話をすることが
一時的に困難な場合
※お子さんの健康状態などによって
は、お預かりできない場合がありま
す。
□利用期間　原則７日以内
□利用料　日帰り３,０００円（午前８時
～午後７時）、宿泊６,０００円（１泊２
日）
※住民税非課税世帯、生活保護受給
世帯は減免措置があります。
□食費　実費負担
□実施施設　クリスト・ロア会聖ヨ
ゼフホーム（児童養護施設）
　申 月～金曜日午前９時～午後５時の
間で、利用希望日の３日前までに子
ども家庭支援センターへご相談くださ
い。
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５－３３０３）

■ファミリー・サポート・センタ
ーファミリー会員登録説明会
　子どもを預けたい方（ファミリー
会員）、子どもを預かる方（サポート
会員）からなる会員同士の相互援助
活動を行っています。
　ファミリー会員登録希望の方は出
席してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 ①７月５日松午前１０時～正
午・保谷庁舎  ②２４日昭 午前１０時～
正午・イングビル３階
□必要なもの　①保護者の顔写真
（縦３㎝×横２．５㎝）１枚  ②印鑑
③８０円切手１枚（会員証郵送用）
　申 ・　締 ①７月４日晶 午後５時  ②２３
日昌 午後５時までに、センタ－へ電
話でお申し込みください。
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

■障害のあるお子さんの 
就学相談
　教育委員会では来年の４月に市立
小・中学校通常学級、特別支援学級
（固定制）、都立特別支援学校（盲・
ろう・養護）へ入学または転学を希
望している児童・生徒の保護者を対
象に就学相談を行っています。ま
た、通級指導学級への入級相談も行
っています。学校生活や就学につい
て、不安がある方にも専門の相談員
が応じます。　
　相談は常時実施します。予約は１１
月中旬までに教育相談センターへ電

表１　就学指導委員会日程
対象予定者相談申込み期限開催日時回
中 学 校 就
学 者 と 転
学者

７月３日昭７月２４日昭第１回

小学校･中
学校就学者
と転学者

８月７日昭８月２８日昭第２回

小学校就
学者と転
学者

９月１１日昭１０月２日昭第３回

１０月９日昭１０月３０日昭第４回

１１月６日昭１１月２７日昭第５回

１２月４日昭１２月２５日昭第６回

１２月１５日捷平成２１年
１月１５日昭第７回

表２　通級指導学級入級委員会日程
相談申し込み期限開催日時回
７月１４日捷  ９月９日昇第４回

９月２２日捷  １０月１４日昇第５回

１０月２８日昇  １１月１８日昇第６回

１１月１８日昇  １２月９日昇第７回

煙を感知する型の
住宅用火災警報器
です。

「岩手・宮城内陸地震」災害義援金の受け付け
　市では、義援金箱を次のとおり
設置します。この義援金は、日本
赤十字社岩手県支部、宮城県支部
へ送られます。
　皆さんのご協力をお願いします。
　時 7月１8日晶正午まで
　場 ①田無庁舎（２階総合案内）
　②保谷庁舎（１階総合案内）

　③保谷公民館
　④田無公民館
　⑤ひばりが丘公民館
　⑥谷戸公民館
　⑦芝久保公民館
　⑧ひばりが丘図書館
◆生活福祉課
　　保 （札４６４ー１３１１　内線２３１２）


