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市からの連絡帳

 募集 

■家庭福祉員
　家庭福祉員（保育ママ）制度とは、
施設保育とは異なり家庭的な雰囲気
の中で小人数の乳幼児の保育をする
もので、子どもの保育に熱意があ
り、市の認定を受けた方の家庭で、
仕事などの理由で子どもを保育でき
ない保護者に代わり、３歳未満の子
どもを預かるものです。
□資格・要件
①保育士・看護師・助産師・保健師
または教員の資格がある方で、子ど
もの保育の経験のある方
②年齢２５歳から満６２歳までの健康でほか
に職業を持たず保育に専念できる方
③現に養育する６歳未満の子どもが
いない方
④保育専用室として通風採光のよい
６畳以上（３人の場合）の部屋があ
ること
□募集人員　若干名　
□受け入れ児童
　産休明けから３歳未満で３人まで
（補助員をつけると５人まで預かれ
ます）
□保育日
　月～土曜日（日曜日、祝日、年末
年始を除く）
□保育時間　おおむね午後６時まで
□委託費　市から委託費が出ます。
①基本料金　年間３０万円
②入所した子ども１人あたり月額
８１,２００円（平成１９年４月現在）
　申 直接連絡をしてください。その後、ご自
宅へ施設確認も兼ねて訪問します。
※先着順ではなく、保育経験・保育
の実施場所などにより選考します。
□申込期限　６月３０日捷
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■エコプラザ西東京協力員
　エコプラザ西東京で行う環境学習活
動への協力などを行う協力員を募集。
□職務　エコプラザで開催される環
境学習事業への協力・普及
　申 次の要件を満たし協力員を希望す
る方は、西東京市エコプラザ協力員
登録書を、５月１日昭からごみ減量
推進課へ提出してください。登録書
は、ごみ減量推進課、市民相談室（田
無庁舎２階）にあります。
　対 市内在住・在勤・在学の１８歳以上
で、次のいずれかに該当する方
①環境学習活動についての指導・助
言を行うことができる方
②エコプラザ環境リーダー養成講
座・平成１９年度西東京市エコリーダ
ー養成講座・平成１８年度西東京市環
境サポーター養成講座のいずれかの
修了者
□登録　登録要件を審査し、協力員
として登録します。登録の有効期間
は登録した日から２年です。
□謝金　日額２，０００円
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

■エコプラザ西東京 
事務嘱託員
□人数　２人
□応募資格　①ワード・エクセルな
どのパソコンの基本操作ができる方
②土・日曜日、祝日、夜間に勤務で
きる方
③環境・ごみ問題に関心のある方
□選考方法　書類選考・面接試験
□試験日　５月２４日松
□受付期間　５月１日昭～１６日晶
□報酬　時給１,３４０円
※募集要項は、５月１日昭から職員
課、ごみ減量推進課（５月１２日捷か
らはエコプラザ西東京へ移転）で配
布します（土・日曜日、祝日は除く）。
※募集要項は市　HP からダウンロー
ドできます。
※勤務時間などの詳細は、募集要項
をご覧ください。
◆ ごみ減量推進課　　　　　　　
　保 （札４３８－４０４３）

■男女平等推進センター       
企画運営委員会委員
　４月に開館した男女平等推進セン

ターの事業を企画・計画・協議し、
運営していただきます。
□人数　８人
□任期　２年（最長４期８年、再任
を妨げない）
□謝金　日額２，０００円
　対 １８歳以上で市内在住・在勤・在学
の方
　申 作文「魅力ある男女平等推進セン
ターを目指して」について、８００～
１，０００字程度にまとめ、氏名・住所・
生年月日・電話番号を記入し、５月
１６日晶（必着）までに、〒２０２－０００５ 
住吉町６－１５－６ 生活文化課男女
平等推進係へ郵送、メールまたは直
接持参
糸bunka@city.nishitokyo.lg.jp
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

■男女平等推進センター　　
登録団体
□ 登録基準
① 会員の３分の１以上が市内在住・
在勤・在学の方で、５人以上の団体
② 団体規約または会則があること
③ 市が行う男女平等推進団体連絡
会に参加できる団体
④ 営利を目的とした団体でないこと
⑤ 特定の宗教や政党の活動を目的
とした団体でないこと
　申 登録を希望の団体は所定の申請書
に、団体の規約または会則・会員名
簿・活動計画書・活動報告書を添え
て、〒２０２－０００５ 住吉町６－１５－６
生活文化課男女平等推進係へメール
または直接持参
糸bunka@city.nishitokyo.lg.jp
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

■男女平等推進センター　　
登録保育士
□職務内容　当センタ－で実施する

女性相談・講座・講演会などを保育
付きで実施する場合の保育
□人数　１０人程度
□資格　保育士の資格のある方また
は保育経験者
□報酬　時給９８０円
　申 履歴書を５月１６日晶（必着）まで
に、生活文化課男女平等推進係 〒
２０２－０００５ 住吉町６－１５－６ 男女平
等推進センタ－「パリテ」へ郵送ま
たは直接持参
□結果　５月３０日晶までに郵送で通
知します。
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

■下保谷図書館臨時職員          
□作業内容　引越しにともなう作
業。本の移動作業・整理などの立仕
事中心。若干のパソコン操作あり。
□作業期間・勤務時間
６月２日捷～７月６日掌
午前10時～午後５時（休憩１時間）
※期間中15日以上勤務できること
□勤務地
下保谷図書館・保谷駅前図書館
□賃金　時給840円
□募集受付　５月７日昌～14日昌
午前10時～午後５時（12日を除く）
の間に、履歴書・80円切手を貼った
あて先明記の定形長３返信用封筒
１通（様と記入）を持参のうえ、下
保谷図書館へ。
※申し込み時に、簡単な面接有り
◆下保谷図書館（札４２１－３０６０）

■都営住宅の入居者募集　～東京都直接募集・西東京市地元募集～

■審議会等会議

■地域情報化計画策定審議会
　時 ５月１４日昌 午後３時
　場 田無庁舎
　内 地域情報化計画の策定に関する
検討についてほ

か

　定 ５人
◆情報推進課 　田 （札４６０－９８０６）

■社会教育委員の会議
　時 ５月１５日昭 午後２時～４時
　場 保谷庁舎
　内 菅平少年自然の家について
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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今回の募集は、東京都直接募集と西東京市地元募集を行います。それぞれの入居資格や配布期間が異なりますのでご注意ください。

◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

興東京都直接募集
①家族向・単身者向（一般募集住宅）…１，５０３戸
②定期使用住宅（若年ファミリー向）……１７０戸
③定期使用住宅（多子世帯向）……………　３０戸
④若年ファミリー向…………………………　２５戸
□配布期間　５月７日昌～１６日晶 午前８時３０分～午後５時
（土・日曜日を除く ）
□配布場所　案内受付（保谷庁舎１階）、市民ロビー（田無庁舎２階）、
各出張所
※都内各区・市役所などでも配布
※５月１０日松・１１日掌は、午前９時３０分～午後５時に、都庁第１庁舎１
階の東京都住宅供給公社募集センターでも配布。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　申し込みは郵送で、５月２０日昇（必着）までに渋谷郵便局へ
　問 東京都住宅供給公社募集センター
募集案内の配布期間中は（札０５７０－０１０８１０）、　
それ以外は（札０３－３４９８－８８９４）
興西東京市地元募集
家族向…１戸
□配布期間　５月 ２７日昇～６月５日昭  午前８時３０分～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）
□配布場所   案内受付（保谷庁舎１階）、市民ロビー（田無庁舎２階）、
各出張所
□受付　申し込みは郵送で、６月１０日昇（必着）までに都市計画課へ


