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市からの連絡帳

社の業種が分かる書類　③広告案
※詳細は、市　HP （事業者向け情報）
またはお問い合わせを。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■平成１９年度環境白書の発行
　平成１９年度の市の環境保全などに
関する施策と環境の現状をまとめた
環境白書を発行しました。
　環境白書は、情報公開コーナー
（両庁舎１階）、図書館、エコプラザ
西東京で閲覧できます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 公　園 

■市立公園等管理協力会員に
ご参加ください！
□公園等管理協力会員とは
　市内の市立公園などの維持管理と
運営に、自主的なボランティアとし
て参加する市民や団体のことです。
□活動内容　公園内の清掃・除草・
せんてい・花植えなどの美化活動や
遊具施設の点検・通報、ルール違反
者への注意、利用方法の助言
※花植えは、『花いっぱい運動』実施
団体との協働になります。
□活動場所　市内の公園、広場、ポ
ケットパーク、樹林地など、みどり
公園課が管理している場所
□登録方法　みどり公園課（保谷庁
舎３階）で申請。
□会員登録数　７３か所の公園で５６９
人（個人・団体会員）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 すまい 

■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・助言などの相談を行っています。
　時 ・　場 ①５月９日松、７月１１日松・
田無庁舎　②６月２０日松、８月１５日
松・保谷庁舎
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
　定 各回８人
　対 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原則として、新耐震

員による就職に関する相談から求人
企業への紹介に至るまで、就職に関
する総合的な業務を行っています。
　場 田無庁舎
□取扱時間　月～金曜日午前９時～
午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
□業務内容　①求人情報の提供（正
社員求人のほかパート求人もあり、
情報量が豊富です。求人検索パソコ
ンを１０台設置してあり、都内および
所沢・朝霞方面の求人情報が閲覧で
きます。また、操作は画面上の希望
条件をタッチ（選択）していくので
簡単です）　②就職に関する相談・求
人企業への紹介　③各種就職に関す
る情報誌の展示・提供　④市内企業
からの求人申込みの取次ぎ業務
　問 地域職業相談室（就職情報コーナ
ー）（札４６４－１８６０）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

■認定農業者制度
　この制度は市の農業振興を図るた
め策定した市農業基本構想に基づ
き、市内で農業を営んでいる方を市
や関係機関が支援する制度です。
　認定を受けるには経営改善の方向
や経営規模の拡大に関する目標・生
産方式・経営管理の合理化などにつ
いてまとめた５年間の「農業経営改
善計画」を作成し、市に申請します。
市の審査後認定を受けることができ
ます。
　認定農業者になると次のような支
援が受けられます。
①低金利の融資　②経営改善に必要
な研修への参加　③経営相談　④農
業者年金保険料の助成な

ど

□説明会
　時 ５月１４日昭午後６時３０分
　場 保谷庁舎
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 環境・ごみ 

■ごみ袋の厚さが変わります
～より良い環境のために～
　４月１日以降に製造するごみの指
定収集袋の厚さを変更しました。
　すべての大袋（４０狩）、中袋（２０狩）
を０．０３㎜から０．０２５㎜へ薄くします。
　これにより、すべての指定収集袋
が同じ厚さとなり、製造時の原材料
と経費の削減につながるとともに、
焼却時のCO２排出量を約１３％削減
できます。
　なお、改善にあたっては、廃棄物
減量等推進員や職員、製造業者によ
るモニタリングを行い、使用時や収
集時まで問題なく使えるかを十分に
検証しています。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■ごみ袋の広告募集
　市では、市民が家庭ごみの排出に
使用する指定収集袋（ごみ袋）に掲
載する広告を企業や事業者の方から
募集します。
　この広告掲載事業は、市の財源確
保と地域の産業振興を目的としてい
ます。
□募集期間　５月７日昭～２２日晶
　申 募集期間内に次の書類をごみ減量
推進課までお持ちください。
①広告掲載申込書　②会社概要等会

日本赤十字社の活動資金としてご協
力いただける方々のことです。
　日本赤十字社では、皆さんから寄
せられた活動資金で、国内外におけ
る災害時などの救護・救援活動、血
液・医療事業、救急法・家庭看護法
の普及、赤十字奉仕団活動など、赤
十字の人道・博愛の理念に基づくさ
まざまな活動を実施しています。
　この期間中、皆さんのお宅を赤十字
協賛委員や奉仕団員が伺いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１１）

 子育て 

■児童手当・児童育成手当の新
規申請
～６月が年度更新月～
　現在手当を受給されていない方で
支給要件に該当する方は、新規申請
手続きが必要です。所得・扶養人数
などの関係で新年度から該当の方
は、５月中に申請してください。手
当の支給は申請の翌月からとなりま
す。所得が一定額以上の場合は、手
当は支給されません。
　支給要件などの詳細は、市　HP また
は５月１５日号の市報をご覧ください。
◆ 子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０)

 産業・商工 

■就職活動支援セミナー
～保育サービスあります！！～
　市では、ハローワーク三鷹および
東京労働局との共催により就職活動
中の皆さんへの支援事業の一環とし
て、セミナーを開催します。
　時 ①６月１６日昇　午後１時３０分～３
時３０分「就職活動準備と自己理解・
職業理解」（講義形式）
②６月１７日昌　午後１時３０分～３時
３０分「履歴書・職務経歴書の書き方」
（講義形式）
③６月１８日昭　午後１時３０分～３時
３０分「面接対策」（講義形式）
　場 田無庁舎
　定 各回５０人（申込順）※全回受講可。
　持 筆記用具、雇用保険受給中の方は
「雇用保険受給資格者証」
□保育　対象年齢６か月～４歳、各
回１０人
　申 ５月１日から受付。セミナー申込
みは、叙ジェイックへ（事前にハロ
ーワークで求職申込みが必要）。保
育希望の方は、６月１５日捷正午まで
に産業振興課へ（先着順）
□運営委託先　叙ジェイック
（札０１２０－８７－７６０３※午前９時～
午後５時）
　問 ハローワーク三鷹職業相談部門
（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

■就職情報コーナーご利用を
　当コーナーはハローワーク三鷹の
出先機関であり、ハローワークの職

 税・年金 

■今年度の納期
　今年度の市民税・都民税、固定資
産税・都市計画税などの納期は、下
表のとおりです。納税には口座振替
が便利です。
　なお、納期限を過ぎると延滞金が
加算されたり、差し押さえなどの滞
納処分を受けることがあります。
　納税などでお困りの事情がある方
は、ご相談ください。

　コンビニエンスストアやペイジ
ー、クレジットカードで納付いただ
ける専用の納付書があります。希望
の方は納税課へ。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

■携帯電話やパソコンからでも
国民年金保険料が納められます
　国民年金保険料の携帯電話やパソ
コンからの納付は、利用される金融
機関とモバイルバンキングやインタ
ーネットバンキングの契約がなされ
ていれば、お手元に納付書を準備い
ただくだけで、納付ができます。モ
バイルバンキング・インターネット
バンキングなどの詳細は、各金融機
関へお問い合わせください。
　なお、国民年金の保険料に関する
お問い合わせは、お近くの社会保険
事務所までお願いします。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 福　祉 

■赤十字会員（社員）募集月間
～赤十字活動資金へのご協力をお願
いします～
　５月１日から１か月間、全国一斉
に赤十字会員（社員）募集運動が始
まります。「赤十字会員（社員）」と
は、年額５００円以上の会費（社費）を

１期
固定資産税・都市計画税

５月
軽自動車税

１期市民税・都民税（普通徴収）６月
２期固定資産税・都市計画税７月
２期市民税・都民税（普通徴収）８月
３期市民税・都民税（普通徴収）１０月
３期固定資産税・都市計画税１２月
４期市民税・都民税（普通徴収）１月
４期固定資産税・都市計画税２月

※納期限日は、各納期月の末日（ただ
し、１２月は２５日）です。
※納期限日が土・日曜日、祝日などの金
融機関休業日の場合は、翌金融機関営
業日に繰り延べます。
※口座振替は、振替開始希望日の４５日
前までに申し込んでください。

可燃・不燃ごみ兼用袋、プラ
スチック容器包装類専用袋掲 載 対 象

指定収集袋の表面下部に一
色で印刷します。掲 載 位 置

大袋（４０狩）：縦１８０㎜×横
１７０㎜／１００，０００円
中袋（２０狩）：縦１３０㎜×横
１２０㎜／７０，０００円
各袋とも１枚につき２枠の
広告を掲載します。

掲載枠及び
掲 載 料

各袋とも５００，０００枚（販売完
了した時点で掲載終了）掲 載 枚 数

■プレミアム商品券販売予定！
　西東京商工会では６月（予定）
に、購入額１万円で１万１,０００円の
買い物ができるプレミアム商品券
の発行を行います。３億３,０００万
円分の販売を予定しています。詳
細については、５月１５日号市報折込
のパンフレットをご覧ください。
　問 西東京商工会保谷事務所
（札４２４－３６００）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）


