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JUN 2010 5市役所では、６月～９月にクールビズを実施しています。ご理解をお願いします。　◆職員課

市からの連絡帳

　これから生垣を作りたい方、ブロ
ック塀などを撤去して生垣にしたい
方はご利用ください。
敢生垣設置費用の補助金
　１ｍ当たり１万円（３０ｍを限度）
柑生垣に改造する場合の既存ブロッ
ク塀などの撤去費用の補助金
　１ｍ当たり６，０００円（３０ｍを限度）
　詳細は、お問い合わせを。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 くらし 

■しごとフェアｉｎ西東京 
就職面接会＆就職支援セミナー
　市では、ハローワーク三鷹と共催
で就職面接会と就職支援セミナーを
開催します。
　また、パート勤務希望者向けの求
人や就職に関する相談コーナーも開
設します（参加者の年齢制限はあり
ません）。
　時 ・　場 ６月２４日昭・きらっと
就職支援セミナー…午後１時～２時
就職面接会…午後２時３０分～４時３０分
□参加企業　１０～１５社程度
（市内、近隣企業が参加予定）
　持 複数の企業と面接ができますの
で、履歴書を数通お持ちください。
　申 セミナーは６月１０日昭から予約
（先着順）。面接会は予約不要、当
日直接会場へ。
※参加企業および求人内容などの詳
細は、開催日約１週間前に公開とな
ります。
　車での来場はご遠慮ください。
　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）

 募　集 

■「第１０回消費生活展」実行委員
　消費生活に関する知識、有益な情
報などを提供する「第１０回消費生活
展」の実行委員を募集します。
興テーマ　「みどり・環境」
興実行委員会
　時 ６月８日昇午前１０時～正午
　場 消費者センター
　申 ６月７日捷までに下記へ電話
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

「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 流域下水道本部
（札０４２－５２７－４８２８）
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５９）

■都市計画変更図書の縦覧
　西東京都市計画下水道の都市計画
変更図書の縦覧を行います。
□縦覧期間　６月１日昇～１４日捷
□縦覧場所　下水道課（保谷庁舎５
階）
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５９）

 緑　化 

■保存樹木などの指定を受付
　市では、保存樹木などの指定を受
け付けています。次の指定基準を参
照のうえ、申請してください。
□指定基準　周囲の住環境を損なわ
ない状態で、健全・美観上すぐれて
おり、次の基準のいずれかに適合す
るもの
敢保存樹木　①地上１．５ｍの高さで
幹の周囲が、１．５ｍ以上のもの
②木の高さが１５ｍ以上のもの　
③株立ちした樹木で、その高さが３
ｍ以上のもの　
④はん登性樹木で、枝葉面積が３０㎡
以上のもの　
⑤特異な樹木で、高さが３ｍ以上の
保存に値するもの
柑保存生垣　生け垣をなす樹木の集
団で、その長さが１０ｍ以上のもの
桓保存樹林　樹木の集団で、土地面
積が１００㎡以上のもの
□補助金
保存樹木…１本当たり年額５，０００円
保存生垣…１ｍ当たり年額２４０円
保存樹林…１㎡当たり年額６０円
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■生垣設置助成制度のご利用
を！
　市では、緑豊かな『うるおい』と
『やすらぎ』のあるまちづくりを推
進するため、道路に接する部分の生
垣設置に対し、助成制度を設けてい
ます。

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ってい
ます。
　時 ・　場 
①６月１９日松・保谷庁舎２階
②７月１０日松・田無庁舎１階
③８月２１日松・保谷庁舎２階
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
□対象住宅
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
建て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 都市計画課へ電話（申込順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 ご　み 

■廃棄物処理手数料の減免申請
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に配布します～
　生活に困っている世帯などを対象
に、減免（指定収集袋の無料配布）
の申請受付を行います。対象者が窓
口に来られない場合は、委任状など
を代理の方が持参し申請してくださ
い。
　申請時に配布しますので、持ち帰
り用の袋をお持ちください。なお、市
民税非課税の確認が必要な世帯は、
当日配布できない場合があります。
　日程などの詳細は、市報５月１５日
号をご覧ください。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 下水道 

■雨水浸透施設の助成制度の
ご利用を！
　市では、集中豪雨や台風による浸
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。この雨水浸透施設の
設置を希望する方に、設置費用を助
成しています。指定下水道工事店を
通じて申請してください。
　対 雨水を「雨どい」を通し『雨水浸
透施設』に接続する工事
興平成２２年３月末の制度利用状況
設置件数…６８８件
浸透ます設置個数…２，２４４個
　詳細はお問い合わせください。
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５９）

■浸水ゼロ・安全・快適！下水道
興浸水対策強化月間６月１日～３０日
　東京都下水道局では、雨期に向か
う６月を「浸水対策強化月間」と定
め、下水道施設の安全性の確保と皆
さんの防災意識の向上を図る取り組
みを行っています。
　また、東京の雨が一目でわかる

 教　育 

■小学校教科用図書の見本本
の展示
　今年度は、小学校教科書の採択年
度にあたるため、見本本を展示しま
す。
□展示期間　６月１日昇～３０日昌
□展示場所・時間
敢中央図書館
火～金曜日　午前１０時～午後８時
土・日曜日　午前１０時～午後６時
※月曜日休館
柑柳沢図書館、ひばりが丘図書館
火・木・土・日曜日　午前１０時～午
後６時
水・金曜日　午前１０時～午後８時
※月曜日休館のほか、柳沢図書館は
６月７日捷まで休館、ひばりが丘図
書館は６月７日捷～１４日捷まで休館
桓情報公開コーナー（保谷庁舎１階）
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日を除く）
◆教育指導課 　保 （札４３８－４０７５）

■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 ６月１７日昭午後６時３０分～７
時３０分・保谷庁舎３階
※随時補助金の申請手続きについて
の相談を受け付けますので、事前に
電話で予約のうえ、社会教育課まで
お越しください。
※申請書などの提出書類は社会教育
課（保谷庁舎３階）で配布。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

 すまい 

■住宅用太陽光発電システム
など設置助成金
　市では、地球温暖化の原因となる
温室効果ガスの削減に向け、平成２２
年１月以降に、市民の皆さんが住宅
用新エネルギーおよび省エネルギー
機器などを設置した場合に、その費
用の一部を助成します。
□助成対象機器と助成額

　申 助成金の受付は１１月に開始する予
定です。応募多数の場合、対象機器
別に抽選で決定します。
　詳細は１０月の市報、市　HP で掲載し
ます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

■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

予定
件数

助成金
予定額助成対象機器

１２上限
１０万円

住宅用太陽光発電シ
ステム（１ｋＷ当たり
４万円）

１８万円家庭用燃料電池
（エネファーム）

２０４万円
住宅用二酸化炭素冷
媒ヒートポンプ給湯
器（エコキュート）

１５２万円住宅用潜熱回収型給
湯器（エコジョーズ）

２４万円住宅用ガス発電給湯
器（エコウィル）

都 民 住 宅 入 居 者 募 集
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。
　申 ６月１５日昇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。
□抽せん日および抽せん会場
　時 ７月９日晶午前１０時から
　場 東京都住宅供給公社３階
　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）

□所在地　都内全域　
□募集戸数（家族向けのみ）
　あき家………………………６８戸
　対 都内在住者（単身者は申し込み
不可）その他詳細は募集案内でご
確認ください。
□案内配布　６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・各窓口センターで配布。
なお、６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
ターおよび東京都住宅供給公社募
集センターで配布。


