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市からの連絡帳

 募　集 

■学童クラブ指導嘱託員・体力
増進指導委員（平成２２年度採用）
□試験日・方法
　時 １２月１９日松・面接試験
□職種・採用予定者数
学童クラブ指導嘱託員・１０人程度
体力増進指導委員・若干名
□受験資格（概要）　以下の項目のい
ずれかの資格のある方（資格・免許
を取得見込みを含む）
①小・中・高等学校、中等教育学校
もしくは幼稚園の教諭資格または保
育士資格のある方
②地方厚生局長または地方厚生支局
長の指定する児童福祉施設の職員を
養成する学校その他の養成施設を卒
業した方
③学校教育法の規定による大学にお
いて心理学、教育学、社会学、芸術
学もしくは体育学を専修する学科ま
たはこれらに相当する課程を修めて
卒業した方
※ 詳しくは、募集案内で必ず確認し
てください。
□案内配布　１２月７日捷まで・児童
青少年課（田無庁舎１階）
※市　HP からダウンロード可
　申 郵送…１２月４日晶（消印有効）まで
持参…１２月７日捷まで
※仕事内容など詳しくは、募集案内
をご覧ください。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

にあること　⑤政治・宗教活動また
は営利事業を主たる目的とする団体
でないこと
　申 いずれの団体も１月４日捷～１５日
晶までにスポーツ振興課（保谷庁舎
４階）または総合体育館・きらっと
（５日は休館日）へ直接持参。
□提出書類　会則、２１年度事業報告
書（申請時までの実績分でも可）、２１
年度決算書（決算見込書でも可）、２２
年度会員名簿、２２年度の事業計画
書、２２年度の予算書
※決算書（決算見込書）には必ず会
計担当者の署名・捺印（朱印）をお
願いします。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

 表　彰 

■平成２１年度東京都青少年健
全育成功労者等表彰
　１０月１４日昌に都庁で、平成２１年度
東京都青少年健全育成功労者等表彰
式が行なわれ、当市では小野 千  代  乃 

ち よ の

さん（青少年育成かしわ会所属）と
福島 憲  子 さん（青少年健全育成会に

のり こ

しはら所属）が表彰されました。
　小野さんは、夏まつりなどの行事
の企画・運営を積極的に行い、福島
さんは、地域における幅広い人脈を
活用し、地域ふれあい学習を実施す
るなどして青少年健全育成に貢献さ
れました。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

 その他 

■こもれびホール休館日
　１２月８日昇は、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、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

 すまい 

■木造住宅の耐震診断、耐震
改修費用の助成
①木造住宅の耐震診断費用の助成
　市内の一定の条件を満たす木造住
宅の耐震診断の費用の一部を助成。
　対 昭和５６年５月３１日以前に建築され
た市内に存する木造住宅で、自己の
所有で居住の用に供している住宅。
□助成金額　６万円を上限に、耐震
診断費用の２分の１以内（千円未満
の端数は切捨て）
②木造住宅の耐震改修費用の助成
　対 耐震診断を行った結果、現行の耐
震基準に適合しない住宅で、市の定
める基準に適合した耐震改修を行っ
た住宅。
□助成金額　３０万円を上限に、耐震
改修費用の３分の１以内（千円未満
の端数は切捨て）
※別途、所得税の特別控除制度があ
りますので、お問い合わせを。
□共通事項　助成金の交付は、同一
住宅に対して耐震診断・耐震改修各
１回を限度とし、完了後となりま
す。
　その他助成条件がありますので、
必ず事前にお問い合わせください。
申請前に診断または着工された場合
は、助成できませんのでご注意くだ
さい。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 文化・スポーツ 

■平成２２年度青少年健全育成
団体・社会教育関係団体の認定
申請受付開始
　向台運動場・市民公園グラウンド・
芝久保運動場・北原運動場・健康広
場を使用する場合、青少年健全育成
団体として認定を受けると、スポー
ツ施設の使用料金が免除されます。
　また、市内のスポーツ施設を使用
する場合、社会教育関係団体として
認定を受けると、スポーツ施設の使
用料金が一部軽減されます
　対 敢青少年健全育成団体　①青少年
を健全に育成する団体として市内の
社会体育活動を行っていること　②
指導者が無償ボランティアであるこ
と　③規約または会則があり、団体
としての意思を決定・執行・代表す
ることのできる機能および独立した
経理・監査の機能が確立されている
こと　④団体の実績が客観的に認め
られるものであること　⑤市民が団
体の構成員の９０％以上であり、団体
の本拠として事務所または事務を行
う一定の場所が市内にあること　⑥
政治・宗教活動または営利事業を主
たる目的とする団体でないこと
柑社会教育関係団体　①市内の社会
教育活動を行っていること　②規約
または会則があり、団体としての意
思を決定・執行・代表することので
きる機能および独立した経理・監査
の機能が確立されていること　③団
体の実績が客観的に認められるもの
であること　④市民など（在住・在
勤・在学）が団体の構成員の６０％以
上であり、団体の本拠として事務所
または事務を行う一定の場所が市内

 環　境 

■「地球温暖化対策地域推進計
画」の答申提出
　平成２０年７月に「地球温暖化対策
地域推進計画」の諮問を西東京市環
境審議会に行い、９回の審議を経
て、平成２１年１０月に答申が提出され
ました。
　答申の中で、２０２０年度までに、当
市から排出される温室効果ガスを、
２０００年度比２５％削減するという目
標が出され、この目標に向けた取り
組みが提言されています。
　今後、この答申を受けて、今年度
中に計画を策定する予定です。
　答申の詳細については、市　HP また
は情報公開コーナー（両庁舎１階）
でご覧になれます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 交　通 

■はなバス第４ルートの運行
を一部迂回
　１２月上旬から施工予定の市道
２２８３号線舗装工事に伴い、第４ルー
トの運行を一部迂回します。
□期間　１２月７日捷から約３週間
□運行　月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後６時（天候により工
事中止の場合でも迂回します）
□ルート　下図参照（「９　芝久保２
丁目」と「１１　西武住宅北」の間の
一部区間を迂回して運行します。こ
のため、迂回期間中は「１０　西武住
宅南」（田無駅方面行）のバス停は通
りませんので、「１１　西武住宅北」を
ご利用ください。
　詳細は、決定次第、市　HP およびバ
ス停にてお知らせします。
　市民の皆さんにご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をお願いします。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

■西東京都市計画道路３・２・
６号調布保谷線街路整備事業
の市　HP トピックスの更新
　東京都により整備が進められてい
る西東京都市計画道路3・2・6号調
布保谷線街路整備事業の市　HP トピ
ックスを更新しました。調布保谷線
については、事業の進捗状況にあわ
せて今後も市報などでお知らせしま
す。
　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）

■審議会等会議

■生涯学習推進懇談会

　時 １２月１５日昇午前１０時
　場 保谷庁舎４階
　内 進捗状況調査
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

■社会教育委員の会議

　時 １２月１８日晶午後２時
　場 保谷庁舎４階
　内 社会教育委員の活動
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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□住宅の所在地　都内全域　
□募集戸数（家族向けのみ）
　あき家　６１戸　
□申込資格　都内に居住している
こと（単身者は申し込みできませ
ん。）、自ら居住するための住宅を
必要としていること、所得が定め
られた基準に該当すること、など
の申し込み資格が必要です。詳し
くは募集案内でご確認ください。
□申込書・募集案内配布
　時 ・　場 １２月１日昇～１０日昭（土・
日曜日は除く）・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、１２月５日松・６日掌
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　１２月１４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・抽せん会場
平成２２年１月２０日昌午前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（札０３－３４９８－８８９４　土・日
曜日は除く）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）
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