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市からの連絡帳

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
建坂元律子様（３万円）
建社団法人西東京市医師会
　会長　玉置肇 様（６５０万円）　　
建郵便局会社・ゆうちょ銀行様
（サッカーＦＩＦＡワールドカップ　
南アフリカ大会公式試合球　レプリ
カ展示用セット　１９セット）
建豊かな老いじたくを考える会
北澤実夫様（紙芝居９冊、テープ
９本、舞台９個）
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０３）
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）

 募　集 

■ＮＰＯ市民フェスティバル
　実行委員
　平成２３年２月２０日掌に開催される
ＮＰＯ市民フェスティバルに向け
て、実行委員会を立ち上げます。こ
のフェスティバルの企画運営に実行
委員としてご協力いただける市民活
動団体や市民を募集します。
興第１回実行委員会
　時 １０月１５日晶午後６時～７時
　場 市民協働推進センターゆめこらぼ
　定 １０人
　申 はがき・ファックス・Ｅメールで、
①住所　②氏名（団体に所属する場
合は団体名）　③連絡先を明記し、
１０月８日晶（消印有効）までに、〒
１８８－００１２　南町５－６－１８イング
ビル１階市民協働推進センターゆめ
こらぼ「ＮＰＯ市民フェスティバル」
係へ（応募多数の場合は抽選）。
　問 市民協働推進センター
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
　（札４３８－４０４６）

 交　通 

■秋の交通安全運動
やさしさが　走るこの街　この道路
　秋の交通安全運動が９月２１日昇～
３０日昭まで実施されます。
　この運動は、交通安全運動をきっ
かけに、一人ひとりが交通安全に関
心を持ち、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーを実践するほか、地域
における道路環境の改善に向けた取
組みに参加するなど、皆さんの力で
悲惨な交通事故防止していくことを
目的に行われます。
興運動の基本
　高齢者の交通事故防止
興運動の重点
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止（特に、反射
材用品などの着用の推進）
②すべての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④二輪車の交通事故防止　
　夜の外出には、反射材をつけまし
ょう。
　反射材は、車のライトなどが当た
ると光を反射し、反射材を付けてい
る人は車の運転者から１２０ｍ程度離
れていても確認できます。
　反射材の種類は、靴のかかとやカ
バン、自転車の車輪などに貼るシー
ルタイプや、キーホルダーなどがあ
ります。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

 選　挙 

■選挙人名簿登録者数 
　（定時登録）確定
　選挙人名簿の登録には、年４回
（３・６・９・１２月）に登録する定
時登録と、選挙のつど行う選挙時登
録があります。
　９月２日の定時登録者数が確定し
たので、お知らせします。
　登録者数は、男性７万７，６３０人、女
性８万１，５９９人、計１５万９，２２９人です。
　６月２日の定時登録者数と比較す
ると、男性１０８人増、女性３０２人増、計
４１０人増加しています。
興定時登録の要件
①日本国民であること　②平成２年
９月２日以前に生まれた方　③平成
２２年９月１日現在、引き続き３か月
以上西東京市に居住している方（他
区市町村から転入された方は、平成
２２年６月１日までに西東京市の住民
基本台帳に記載された方）
興在外選挙人名簿登録の要件
①在外選挙人名簿に既に登録されて
いる者でないこと　②登録申請時に
満２０歳以上であること　③日本国民
であること　④在外選挙人名簿の登
録の申請に関し、その者の住所を管
轄する領事官の管轄区域内に引き続
き３か月以上住所を有する方
　９月３日現在の在外選挙人名簿登
録者数は、男性１４７人、女性１１３人、
計２６０人です。
◆選挙管理委員会事務局 　保 
（札４３８－４０９０）

制度）は、中小企業で働く従業員の
ための国の退職金制度です。
興中退共制度の特色
・国の制度なので安全・確実・有利。
・掛金の一部を国が助成。
・掛金は税法上、全額損金・必要経
費として非課税。
・掛金は口座振替で管理が簡単。
　申 所定の申込書に記入・押印のうえ、
お近くの金融機関へ。
　問 勤労者退職金共済機構中小企業退
職金共済事業本部
（札０３－３４３６－０１５１）
興市の助成
□要件　①市内に事業所または事務
所がある中小企業者　②勤労者退職
金共済機構（国）が実施する中小企
業退職金共済事業による退職金共済
契約を締結し、共済掛金を納付して
いることな

ど　
□金額　該当する従業員の掛金に対
して、加入時から３６か月を限度とし
て１人につき月額５００円を補助（ただ
し１か月の掛金が２,０００円以下の従
業員は月額３００円を補助）します。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 まちづくり 

■西東京都市計画生産緑地地
区変更案の公告および縦覧
　時 ・　場 ９月２４日晶～１０月８日晶・都
市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　都市計画案の区域
内に住所または利害関係のある方
は、期間中に意見書を提出すること
ができます。１０月８日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所都市計画
課へ郵送または、直接持参。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

■社会資本整備総合交付金事
業（保谷駅南口地区）の成果
～ご意見をお寄せください～
　社会資本整備総合交付金（旧まち
づくり交付金）事業は、事業実施前
の計画段階で目標となる数値指標を
設定し、事業最終年度に事後評価を
行うことになっています。
　今年度は保谷駅南口地区の最終年
度に当たるため、「事後評価原案」を
作成しましたので、原案に対する皆
さんのご意見を募集します。
　なお、「事後評価原案」は、９月２９
日昌から市　HP および都市計画課（保
谷庁舎５階）でご覧になれます。
□整備内容　市街地再開発事業、雨
水貯留施設整備事業、図書館・公民
館整備事業
□提出方法・提出先　住所・氏名・
案件名「社会資本整備総合交付金事
業　事後評価」と必ず明記し、次の
いずれかの方法で提出してください
（様式自由）。
① 郵送（〒２０２ー８５５５市役所都市計
画課あて）または直接持参。
② ファックス（胃４３８－２０２２)
③ Ｅメール（市　HP から）
□提出期間　９月２９日昌～１０月１２日
昇（必着）
□結果公表　１１月（予定）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

 防　災 

■防災市民組織結成のための
講演会・説明会

　防災市民組織は、「自分たちのま
ちは自分たちで守る」という考えの
もと、町内会や自治会などを単位と
して自主的に設立している組織です。
　大地震などの災害発生時には、協
力して初期消火や避難救助活動など
を行うことが重要です。そのために
は日ごろから災害に対する訓練や備
えをしておくことが必要です。
　市では、防災市民組織の結成を促
進するために講演会・説明会を開催
します。講演会は、東京消防庁派遣
職員の縄吉男主査がお話しする予定
です。また、説明会では防災市民組
織への助成などを説明しますので、
結成をお考えの方はぜひご参加くだ
さい。
　詳細は、お問い合わせください。
　時 １０月１２日昇午後６時から
　場 防災センター６階
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 文　化 

■文化芸術活動における　　
　アンケート
～ご意見をお寄せください～
　「（仮称）西東京市文化芸術振興計
画」の策定に向けて、市内で文化芸
術活動をされている皆さんのご意見
を伺うために、アンケートを実施し
ますので、ご協力をお願いします。
　時 ９月１５日昌～３０日昭
　場 市内各公共施設
　対 市内で文化芸術活動をされている
個人あるいは団体
　詳細は、市　HP をご覧ください。
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

■保谷こもれびホール休館日
　１０月７日昭は、館内設備点検など
により臨時休館します。
　ご理解とご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
　（札４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

 商工業 

■農業振興計画の中間見直し
　この度、農業経営基盤の強化の促
進に関する基本的な構想に位置づけ
られてる「西東京市農業振興計画」
について、前期５か年の取り組み状
況、課題を踏まえて後期５か年に向
け適切かつ効果的に対応できるよう
中間の見直しを行いました。
　計画書は、情報公開コーナー（両
庁舎１階）、市　HP でご覧いただけま
す。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

■おすすめします！　　　　
　国の「中退共制度」　　　　
～掛金の一部を補助します～
　中小企業退職金共済制度（中退共

■審議会等会議
■下水道審議会
　時 ９月２４日晶午後２時から
　場 保谷庁舎１階
　内 下水道使用料な

ど

　定 ４人
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５８）

■産業振興マスタープラン策定委
員会
　時 ９月２７日捷午後５時３０分から
　場 保谷庁舎別棟
　内 産業振興マスタープランの策
定な

ど

　定 ５人
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）
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■教育委員会
　時 ９月２１日昇午後２時から

　場 防災センター６階

　内 行政報告ほ
か

　定 １０人

◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）
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