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市からの連絡帳

《ちょこっと節電・冷蔵庫》　温度設定を「強」から「中」に設定。扉の開け閉めは最小限にしましょう。

 事業者 

■ごみ・資源物収集日程一覧表
の広告募集
　市では、毎年９月に発行するご
み・資源物収集日程一覧表に掲載す
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１６日捷～６月６日捷
□掲載対象　ごみ・資源物収集日程
一覧表（１０月～平成２４年９月まで）
□掲載位置　収集日程掲載ページの
各ページ下部（全４地域で１地域に
つき２枠）
□枠数　８枠
□発行冊数　１２万冊
□掲載料　１枠　５万円
□提出書類　広告掲載申込書、広告
原稿案、会社概要がわかる書類
□申込場所　ごみ減量推進課
　申 ６月６日捷（必着）までに、下記
へ直接持参またはＥメール、郵送。
※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　（〒２０２－００１１
泉町３－１２－３５エコプラザ西東京
内・札０４２－４３８－４０４３・
死 gomigen@city.nishitokyo.lg.jp)

■地域密着型サービス事業者
　公募に係る事業者説明会
　時 ５月３０日捷午後２時から
　場 防災センター６階　
　対 市内に介護保険の地域密着型サー
ビス事業開設希望事業者
　申 下記へ電話。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

「紙芝居」などで、下記期間中に発
表予定の団体・個人
　時 １１月１９日松・２０日掌・２６日松・２７
日掌
　申 いずれも６月３０日昭午後５時まで
※希望団体多数の場合は調整。
※詳細は、西東京市民会館で配布中
の応募要項をご覧ください。
　問 西東京市民会館
（札０４２－４６３－５３８１）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

■援農ボランティア募集
　一定の農業技術を習得後、援農ボ
ランティアとして、農家の方とともに農
産物の生産を担っていただきます。
　この事業は、ＪＡ東京みらい保谷
支店・ＪＡ東京あぐり田無支店と市
が実施します。
　内 講義２回、実技１０回を予定。
興技術講座（原則平日実施）
□ＪＡ東京みらい保谷支店管内
野菜栽培農家（北町、栄町）
梨・ぶどう栽培農家（中町）
花き栽培農家（北町）
□ＪＡ東京あぐり田無支店管内
ぶどう栽培農家（向台町）
　対 ①市内在住で農業に関心がある２０
歳以上の健康な方
②７月から１１月に実施する技術講座
を受講し、援農ボランティアの認定
後、援農活動に参加できる方
　定 ２０人（果樹１０人・野菜５人・花き
５人）※申し込み多数の場合抽選
　￥ 無料（ボランティア損害保険料
１，０００円程度は自己負担）
　申 往復はがきに、①住所　②氏名
（ふりがな）③電話番号　④生年月
日　⑤希望する地区の農家を明記
し、５月２７日晶までに〒２０２－８５５５
市役所産業振興課へ郵送。
※返信はがきにも住所・氏名を記入
◆産業振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４４）

　不用になったテレビは　
　適正な処分を！
　７月２４日掌からテレビのアナロ
グ放送が地上デジタル放送に切り
替わります。不用になったテレビ
は「家電リサイクル法」に基づき
適正な処分をお願いします。
□ご協力をお願いします。

興買い換えでテレビを処分すると
きは、購入店に引き取りをお願い
してください。
興古いテレビの処分で購入店がわ
かる場合は、購入店に申し込んで
ください。
興テレビの購入店が不明な時は、
次の場所でも収集運搬処理を受け
付けしています（リサイクル料金
と収集運搬料金がかかります）。
　問 武蔵野清運（市収集委託業者）
（札０４２－４３８－８９３８・受付：午前
８時３０分～午後５時）

　せん定枝・草・落ち葉の　
　堆肥化事業を実施！　　
　ごみの減量を推進するため、大
量に出るせん定枝・草・葉を分別
収集し、たい肥化（資源化）します。
　５束・４０? 以上の袋で５袋以上
出される場合は、ごみ減量推進課
までご連絡ください。
□ご協力をお願いします。

興質の良いたい肥とするために
は、異物の混入は厳禁です。たば
この吸殻、ビニール類、紙類など
の「ごみ」や石ころは必ず取り除
いてください。また、材木、板な
どの木材製品も収集できません。
興集合住宅などで草むしりなどの年
間計画がある場合は、日程をファッ
クスなどでお知らせください。
興園芸業者などが行ったせん定
枝・草類は、収集をお断りする場
合がありますので、収集処理も含
めた契約をお願いします。

「ごみの出し方ワンポイント」
◆ごみ減量推進課（札０４２－４３８－４０４３）

　３月３０日昌に
開催された、第
１回市議会定例
会で、 加  藤  光  章 

か とう みつ ゆき

氏が副市長とし
て同意され、再
任されました。
任期は４年です。
◆秘書広報課 　田 
（札０４２－４６０－９８０３）

加藤副市長

副市長の選任

□減免対象と必要なもの

必要なもの減免対象（重複する場
合は、一つのみ対象）

印鑑、生活保護担
当者確認印を押し
た申請書

生活保護世帯

印鑑、本人確認証

中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に
関する法律に基づく支
給給付の支給決定され
ている世帯

印鑑、手当受給証児童扶養手当受給世
帯

印鑑、手当受給証特別児童扶養手当受
給世帯

印鑑、年金受給証
老齢福祉年金受給世
帯（対象が明治４４年
以前に生まれた方）

印鑑、年金受給証
遺族基礎年金受給世
帯（世帯に１８歳未満
の扶養者がいる方）

印鑑、身体障害者
手帳

身体障害者手帳１級
または２級の所持者
で市民税非課税世帯

印鑑、精神障害者
保健福祉手帳

精神障害者保健福祉
手帳１級または２級
の所持者で市民税非
課税世帯

印鑑、愛の手帳
愛の手帳１度または
２度を所持している
市民税非課税世帯

場　所申請受付日

保谷庁舎別棟６月７日昇～１１日松

田無庁舎２階６月１４日昇～１８日松

保谷駅前公民館６月２０日捷・２１日昇

芝久保公民館６月２２日昌・２３日昭

柳沢公民館６月２４日晶・２５日松

ひばりが丘公民館６月２８日昇・２９日昌

受付時間：午前９時～午後５時
　　　　　（正午～午後１時を除く）

　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、代理の方
が委任状などをお持ちになり申請してください。
　申請には下表の「必要なもの」をご持参ください。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。
※指定収集袋を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。　　　　　　　　　　◆ごみ減量推進課（札０４２－４３８－４０４３）

配布枚数（７月～平成２４年６月分）

・可燃・不燃ごみ兼用袋　１３０枚
・プラスチック容器包装類専用袋　５０枚

袋の大きさ

小袋（１０リットル相当）１人世帯

中袋（２０リットル相当）２～４人世帯

大袋（４０リットル相当）５人以上世帯

　時 ５月２４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０４２－４３８－４０７０）
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■消防委員会
　時 ５月１７日昇午後３時３０分から
　場 田無庁舎議会棟４階
　内 ・　定 平成２３年度消防団活動費予
算概要ほ

か・５人
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）
■地域密着型サービス等運営委員会
　時 ５月１８日昌午後７時～９時
　場 防災センター６階
　内 ・　定 地域密着型サービス事業者
の公募について・５人
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）
■中小企業等資金融資検討委員会
　時 ５月１８日昌午後３時～５時
　場 保谷庁舎２階
　内 ・　定 西東京市融資あっせん制度
について・５人
◆産業振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４１）
■社会教育委員の会議
　時 ５月２０日晶午後２時から
　場 保谷庁舎３階
　内 ・　定 提言・５人
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）
■図書館協議会
　時 ５月２６日昭午後３時～５時
　場 イングビル３階
　内 ・　定 図書館事業評価について・
５人
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）
■文化財保護審議会
　時 ５月２７日晶午後２時から
　場 保谷庁舎３階
　内 ・　定 市内文化財について・５人
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）

審議会な
ど

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

　第２回市議会定例会は、６月３
日晶から開催される予定です。
　本会議、委員会は傍聴できま
す。日程などは、決まりしだい市
議会ホームページに掲載しますの
で、ご覧ください。
　なお、請願・陳情の提出期限な
どについては、議会事務局へお問
い合わせください。
◆議会事務局 　田 
（札０４２－４６０－９８６１）
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