
5月1日号

MAY 2011 3

市からの連絡帳

《ちょこっと節電・温水洗浄便座》便座のふたはこまめに閉め、節電モードに設定しましょう。
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　対 ・　定 市内在住、在勤、在学者・１０人
　申 電話・ファックスで、①氏名　②
住所　③電話番号を明記し、５月１４
日松までに下記へ。
　問 ＮＰＯ法人生活企画ジェフリー・
渡辺（札０４２－４６７－２０８９・
胃０４２－４６７－２０９６）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

■第４回パリテまつり 
実行委員募集

　住吉会館で行う「第４回パリテま
つり」を一緒に企画運営してくださ
る団体・グループ、関心のある方の
参加をお待ちしています。
興実行委員会
　時 ５月２８日松午前１０時～正午
　場 男女平等推進センター　パリテ
　申 ５月２０日晶までに電話で下記へ。
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

募集案内で必ず確認してください。
□試験日・方法　５月１４日松・面接
□案内配布　５月９日捷まで、児童
青少年課（田無庁舎１階）で配布。
※市　HP からダウンロード可。
　申 郵送…５月６日晶（消印有効）
　持参…５月９日捷まで
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

■障害者支援相談員
□人数　１人
□職務内容　障害者福祉サービス利
用に係る相談、障害程度区分認定調
査などに関すること
□報酬額　日額１万３，５００円
□応募資格　介護福祉士および介護
支援専門員の両資格があり、障害者
に関する施設または在宅での実務経
験がある方
□選考方法　書類選考、面接試験
□試験日　６月４日松（面接）
□案内配布　５月９日捷～２０日晶、
障害福祉課（両庁舎１階）および職
員課（田無庁舎５階）で配布。また
は、市　HP からダウンロード可。
　申 ５月９日捷～２０日晶までに直接障
害福祉課（保谷庁舎１階）へ。
◆障害福祉課 　保 
（札０４２－４３８－４０３４）

 市民委員 

■社会教育委員の募集
　内 教育委員会の要請に応じ、意見を
述べること、審議事項に伴う調査研
究活動、各種研修会への参加な

ど

□資格・人数　市内在住・在勤・在
学の２０歳以上（４月１日現在）で、
市内で文化・学習などの社会教育活
動を行っている方・２人
※ほかの附属機関委員との兼任はで
きません。
□会議　月１回約２時間程度（平日
の午後開催予定）
□募集期間　５月９日捷～２０日晶
□任期　７月１日～平成２５年６月３０日
□報酬額　月額２万９,０００円
□選考方法　作文による選考
　申 ５月２０日晶（必着）までに、作文「社
会教育活動と地域づくりについて」
を８００字程度にまとめ、別紙に、①氏
名（ふりがな）　②住所　③電話番号
④生年月日　⑤性別　⑥社会教育活
動歴を明記し、〒２０２－８５５５市役所
社会教育課へ郵送または直接持参。
　公募要領は、両庁舎情報公開コー
ナーおよび市　HP でご覧いただけます。
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）

 募　集 

■ＮＰＯ等企画提案事業　女性史
の研究に興味ある方（冊子づくり）
　『西東京市の女性の聞き書き集』発
刊を機に、新たな視点をもった冊子
づくりを目指します。男女問わず女
性史の研究や編集に関心をお持ちの
方、いっしょに活動しませんか。
　時 ５月１９日昭午後１時～３時
　場 イングビル

■グリーンバンク制度のご利用を
　市内のみどりを守り・育てるため、樹
木の提供を希望する方と樹木の引き取
りを希望する方を市があっせんし、双方
が直接話し合い、樹木の引き渡しなど
を行っていただく制度です。
　提供したい、引き取りたい樹木を
市に登録し、その情報を市　HP などで
公表します。
□登録要件
①樹木提供希望者　樹木を無償で提
供できる方
②樹木引き取り希望者　引き取り希
望樹木を市内で植栽し、営利目的や
第三者への譲渡を目的としない方
③提供樹木　市内で植栽されている
もの、生育状態が良好なもの、掘取
り・搬出が可能なもの
　詳しくは、ご相談ください。
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

 住まい・下水道 

■都営住宅入居者の５月募集
　は見合わせます
　５月９日捷～１７日昇に予定してい
ました都営住宅入居者の募集は、東
日本大震災の状況を踏まえ、見合わ
せます。
　問 東京都都市整備局指導管理課
（札０３－５３２０－４９８１※土・日曜日を
除く）
◆都市計画課 　保 
（札０４２－４３８－４０５１）

■公共下水道への切り替えを！
　公共下水道は自然や住宅環境を守
り、環境衛生の向上のために整備さ
れています。
　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができますが、ま
だ公共下水道への切り替えをされて
いない方（浄化槽・汲み取りな

ど）は、
早い時期に公共下水道への切り替え
にご協力をお願いします。
　切り替え工事は、市の指定下水道
工事店（市　HP でご覧になれます）を
通じてお申し込みください。
◆下水道課 　保 （札０４２－４３８－４０５８）

 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。
建西東京市建災防協会
　会長　菊池　清一様
　（１００万円）
◆秘書広報課 　田 
　（札０４２－４６０－９８０３）

 嘱託・臨時職員 

■学童クラブ指導嘱託員・体力増
進指導委員（平成２３年度採用）
□職種・採用予定者数
学童クラブ指導嘱託員　１人程度
体力増進指導委員　１人
□職務内容・応募資格

平成２２年国勢調査　人口および世帯数速報結果
※なお、総務省からの平成２３年１０
月公表予定の確報値とは、相違す
る場合があります。
◆総務法規課 　田 
　（札０４２－４６０－９８１０）

　平成２２年１０月１日現在で実施さ
れた「平成２２年国勢調査」の人口
および世帯数の速報値が総務省か
ら公表されましたので、お知らせ
します。　ご協力ありがとうござ
いました。

人口
世帯数国勢調査

増減率（％）増減数総数（人）

－－１８万９,７３５８万２,６０５平成１７年

３.５６６,７５９１９万６,４９４８万６,６５９平成２２年

教育委員長、教育委員の再任

児童福祉週間

　おいでおいで　
　　みんなで一緒に　遊ぼうよ　
＜平成２３年度児童福祉週間標語＞
　
　児童福祉週間とは、子どもや家
庭、子どもの健やかな成長につい
て国民全体で考える週間です。
　毎年５月５日の「子どもの日」か
ら１週間、全国的に実施しています。
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

　～　夏の電力不足に向けて、節電のお願い　～
　今後も引き続き、なお一層の節電に向け、ご協力をお願いします。

【問い合わせ先】
①東京電力多摩カスタマーセンター（札０１２０－９９５－６６２）受付：月～金曜
日午前９時～午後７時、土曜日午前９時～午後６時（日曜日、祝日を除く）
②西東京市危機管理室　（札０４２－４３８－４０１０）
受付：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

５月１日掌からの公共施設などの利用状況
　大規模停電回避に向けた節電
取り組みとして公共施設などで
臨時休館（室）としていましたが、
右記のとおり順次通常開館します。
　なお、電力消費の大きいグラウ
ンドなどの夜間照明は使用中止
を継続します。また、各施設では
節電のために照明・空調・エレベ
ーターなどの利用制限を行って
いますので、ご理解とご協力をお
願いします。

興１日掌から平常運営を実施します。
　公民館、小･中学校施設利用（ただ
し、田無第三中学校夜間照明の使用
は中止）、図書館、市民集会所、地区
会館、コミュニティセンター、スポーツ
センター、総合体育館、きらっと、武道
場、西原総合教育施設会議室
興２日捷から平常運営を実施します。
　アスタ市民ホール
興市民公園グラウンドおよび向台運動
場の夜間利用は中止です。

　３月３０日の市議会で同意され、
 森  本  寛  子 氏が教育委員として再任
もり もと ひろ こ

されました（任期４年）。また、 沼  本 
ぬま もと

 禧  一 氏は、３月３０日で任期満了の
き いち

ため退任されました。
　続いて、３月３１日に開催された
教育委員会臨時会の選挙におい
て、 竹  尾  格 氏が教育委員長に再任

たけ お いたる

され（任期１年）、 角  田  冨  美  子 氏が
かく た ふ み こ

委員長職務代理者に指定されまし
た。
　なお、３月２７日付で、 野 

の

 蒼 
ざき

 芳  昭 
よし あき

教育長が教育委員を辞職しまし
た。西東京市教育委員会教育長の
職務代理者の指定に関する規則の
規定に基づき、 手  塚  光  利 教育部長

て づか みつ とし

が教育長の職務を代理することに
なりました（職務代理期間３月２８
日～教育長選任の日）。
◆教育企画課 　保 
（札０４２－４３８－４０７０）

■介護保険運営協議会・高齢者保
健福祉計画検討委員会
　時 ５月１２日昭午後１時から
　場 田無庁舎３階
　内 市民アンケート調査結果ほ

か

　定 ５人
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

審議会な
ど


