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市からの連絡帳

 事業者 

■介護保険地域密着型サービ
　ス事業者募集
　対 西東京市に地域密着型サービス開
設予定事業者
□応募期間　６月１６日昭～３０日昭
午前９時～午後５時（時間厳守）
※土、日曜日は除く。
□配布　募集要項・申請書などは高
齢者支援課（保谷保健福祉総合セン
ター１階・田無庁舎１階）で配布、
または市　HP からダウンロード。
□提出　高齢者支援課（保谷保健福
祉総合センター１階）へ
興募集するサービス事業

◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

※期間中、継続的に勤務できる方を
優先。
□賃金　有資格９８０円（保育士資格、
教諭免許取得者）、無資格９１０円
　申 ６月２３日昭（必着）までに、市販
の履歴書（写真貼付）、資格証明書の
写し（有資格者のみ）を〒１８８－８６６６
市役所児童青少年課へ郵送または直
接持参（田無庁舎１階）。
※詳細は、お問い合わせください。
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

■第１１回西東京市立児童館 
　キャンプ指導員
□資格　１９歳以上でキャンプ経験が
あり、子どもが好きで心身ともに健
康な方。指導員打合せ会・オリエン
テーションの両日とも参加できる
方。（一部保険料・昼食代など実費負
担あり）
□人数　８人
□謝礼　８，０００円（日額）×４日（実
施日とオリエンテーション）
興キャンプ
　時 ８月２日昇～４日昭【２泊３日】
　場 群馬県前橋市富士見町赤城山２７　
国立赤城青少年交流の家
興指導員打合せ会　
　時 ７月１日晶午後７時
　場 田無庁舎
興オリエンテーション・スタッフ最
終打合せ　
　時 ７月２２日晶午後１時～７時　
　場 きらっと
　申 市販の履歴書（写真添付）に必要
事項を記入し、６月２日昭～１６日昭
午前９時３０分～午後６時（日曜日は
除く）までに、最寄りの児童館に直
接持参。
　問 田無柳沢児童センター
（札０４２－４６４－３８４４）
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

■「第１１回消費生活展」実行委員
興第１回実行委員会
　時 ６月１４日昇午前１０時～正午
　場 消費者センター
　申 ６月７日昇までに下記へ電話。
◆消費者センター
（札０４２－４２５－４１４１）

■明るい選挙の取り組みを　
　呼びかけるポスター募集
　優秀作品には、賞状と記念品を贈
呈します。
　対 小学校児童、中学校・高等学校の
生徒（１人１点、自作のもの）
□紙の大きさ　四つ切り（５４２㎜×３８２
㎜）、八つ切り（３８２㎜×２７１㎜）の画用
紙またはそれに準ずるもの
□募集期限　９月９日晶まで
□応募方法　作品の裏面の右下に、
学校名・学年・氏名（ふりがな）を
記入し、〒２０２－８５５５市役所選挙管
理委員会事務局へ郵送または直接持
参（保谷庁舎別棟）。
◆明るい選挙推進委員会・
選挙管理委員会事務局 　保 
（札０４２－４３８－４０９０）

福祉協議会に委託して、試行的に開
始しています。
興「ほっとネット推進員」研修
　時 ６月１８日松午前１０時～正午
　場 田無総合福祉センター２階
（田無町５－５－１２）
　申 電話またはファックスで、氏名・
住所・電話番号を明記し、６月１３日
捷までに、下記へ。
　問 ほっとネットステーション
地域福祉コーディネーター　 利  光 

とし みつ

（田無町５－５－１２田無総合福祉セ
ンター４階・札０４２－４９７－４１５８・
胃０４２－４６６－３５５５：月～金曜日　午
前８時３０分～午後５時）
◆生活福祉課 　保 
（札０４２－４３８－４０２４）

■東京都介護支援専門員実務  
　研修受講試験受験者
□試験日　１０月２３日掌
□受験要項の配布場所　高齢者支援
課（田無庁舎１階・保谷保健福祉総
合センター１階）、各出張所、都庁
□配布　６月６日捷～７月１３日昌
※郵送希望者は３９０円切手を貼った
「角２サイズ」の返信用封筒を同封
し、東京都福祉保健財団（〒１６２－
０８２３新宿区神楽河岸１－１セント
ラルプラザ１４階）へ。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３２）

■学習支援員（嘱託員）
　小学１年生が、学校生活へより円
滑に適応できるようにすることを目
的に学習支援員を募集します。
□資格　次のいずれかに該当する方
①小学校教諭免許を取得している方
（取得見込者を含む）
②学校教育法の規定による大学にお
いて、心理学、教育学、児童学を専
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
□人数　１人
□雇用期間　７月１日～平成２４年３
月３１日（更新有り）
□勤務時間　午前８時３０分以降、５
時間（学校、または時期によって勤
務時間・月の勤務日数などが異なり
ます）
□報酬　時給１，５００円
□選考方法　書類選考・面接試験
□試験日　６月１９日掌
□募集要項の配布　６月１日昌～１０
日晶（市　HP および窓口で配布）
　申 ６月１０日晶までに、所定の履歴書
などを、〒２０２－８５５５市役所教育指
導課へ郵送または直接持参（保谷庁
舎３階）。
◆教育指導課 　保 
（札０４２－４３８－４０７５）

■夏季アルバイト　　　　　
　学童クラブ指導員
□職種・募集人数　
　学童クラブ指導員補助・３０人程度
□対象　１８歳以上（高校生除く）
□期間　７月２１日昭～８月３１日昌
□勤務日・場所　月～金曜日の週５
日程度、午前８時３０分～午後６時
（７時間４５分程度）・市内学童クラブ

 下水道 

■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
めています。下水道施設の安全性の
確保と都民の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
「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０４２－４３８－４０５９）

■雨水浸透施設の助成制度
　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。
　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。
□助成対象　雨水を、「雨どい」を通
し『雨水浸透施設』に接続する工事
□申請　指定下水道工事店を通じて
申請してください。
興平成２３年３月末の助成制度利用状況
設置件数･･･７５２件
浸透ます設置個数･･･２，４５１個
※詳細は、お問い合わせください。
◆下水道課 　保 （札０４２－４３８－４０５９）

 募　集 

■国民健康保険運営協議会委員
　市長の諮問に応じ、国民健康保険
の運営に関し意見を述べます。
□資格　西東京市の国民健康保険に
加入している１８歳以上の方
※ほかの審議会などとの兼任はでき
ません。
□人数　３人
□任期　７月から２年間
□会議　不定期（日時は運営協議会
で調整、通常夜間開催）
□報酬　日額１万８００円
□選考方法　作文による選考
興テーマ「西東京市の国民健康保険
について（８００字程度）」
　申 ６月１０日晶（必着）までに、住所・氏
名・生年月日・電話番号を明記し、作
文を、〒１８８－８６６６市役所保険年金
課へ郵送または直接持参（田無庁舎
２階）。６月下旬に選考結果を送付。
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２１）

■ほっとネット推進員登録研修
　『ほっとネット推進員』とは、地域
福祉コーディネーターと連携して地
域課題の解決や地域の問題解決をす
るしくみづくりに協力していただく
方のことです。ぜひ、研修にご参加
ください。
※この事業は平成２２年度から中部圏
域（田無・保谷・泉・谷戸第二・本
町小学校の通学区域）で、市が社会

　一般的に「危険物」と言えばガソ
リンや灯油、軽油などの燃料類と
思われがちですが、身近な物では
家庭で利用している接着剤、アロ
マオイル、防水スプレー、アウトド
アで使用する燃料や消毒用のアル
コールに至るまでさまざまに利用
されています。
　これらの製品を安易に取り扱っ
たり、廃棄したりすることによっ
て火災などの事故が発生していま
す。
　危険物安全週間を機会に、身近
な危険物の存在についてもう一度
確認し、その正しい取り扱いや保
管に努めましょう。
◆西東京消防署
（札０４２－４２１－０１１９）

計画数事業名

２ユニット認知症高齢者グループホーム
（介護予防を含む。）

２施設認知症対応型通所介護（介護予
防を含む。）

７施設小規模多機能型居宅介護（介護
予防を含む。）

２施設小規模介護老人福祉施設

※認知症高齢者グループホームは小規模
多機能型居宅介護または小規模介護老人
福祉施設の併設に限ります。

危険物安全週間
「確かめよう　自分の周りの　危険物」

6月5日㈰～11日㈯

■第９回男女平等参画推進委員会
　時 ６月８日昌午後７時～９時
　場 田無庁舎１階
　内 平成２２年度男女平等参画推進計
画実績評価についてほ

か

　定 ５人
◆協働コミュニティ課
（札０４２－４３９－００７５）

■社会教育委員の会議
　時 ６月１７日晶午後２時から
　場 保谷庁舎３階
　内 提言
　定 ５人
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）

審議会な
ど


