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JUL 2011 3市税がコンビニで納付できるようになりました。早朝・夜間や休日など、ご都合に合わせて納付できる「コンビニ納付」をぜひご利用ください。

市からの連絡帳
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スポーツ祭2013
第68回国民体育大会

②氏名（ふりがな）　③生年月日　④
電話番号　⑤職業を明記のうえ、８
月５日晶（消印有効）までに〒２０２－
８５５５市役所都市計画課へ郵送・Eメ
ールまたは直接持参（保谷庁舎５階）
※現在、ほかの審議会などに参加し
ている方は選考対象となりません。
※選考後、結果を連絡。
※作文は返却しません。
※選考結果は公表しません。
◆都市計画課 　保 （札０４２－４３８－４０５０・
死 toshikei@city.nishitokyo.lg.jp）

■第１１回西東京市民まつり　
　出店者

　時 １１月１２日松午前１０時～午後４時、
１３日掌午前９時～午後３時３０分
　場 西東京いこいの森公園
　内 まつり会場での模擬店出店者（飲
食物・物品販売・展示・相談・ＰＲな

ど）
　対 市内在住者、公益的市民団体、市内
商工業者、公共的な団体な

ど（実行委員
会が定めた「出店要領」に基づく）
　￥ １万２，０００円～２万円（出店料）
【２間×１．５間のテント１張、机２
台、椅子４脚で１セット】
※電気コンセント、机、椅子の追加
などは、別途費用がかかります。
　申 はがきに、市民まつり出店申込・
出店団体（者）名・代表者名・住所・
電話番号・出店内容・希望テント数
（１団体２張まで）を明記し、８月
１９日晶（必着）までに、〒２０２－８５５５
市役所文化振興課内「市民まつり実
行委員会事務局」へ（応募者多数の
場合は、テント数の削減など選考に
より決定）。
※詳細は、後日開催する「市民まつ
り出店説明会」でお知らせします。
※なお、今回から出店者用駐車場が
中原小学校に変更になります（車両
については、一部制限あり）。
※野外演芸などの参加者募集は市報
８月１日号でお知らせする予定で
す。
※「出店要領」は、市　HP からダウンロ
ード可。
　問 市民まつり実行委員会（文化振興
課内）（札０４２－４３８－４０４０）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

の評価機関が、客観的に福祉サービ
スの内容や質などを評価し、その結
果を公表します。
◎市内施設も積極的に第三者評価を
受けています！
　平成２２年度は、市内の公立施設７
か所、民間施設４０か所が第三者評価
を受けました。その結果は、下記　HP 
で閲覧することができます。
　HP  http://www.fukunavi.or.jp/
　市では、市報や市　HP で第三者評価
を普及、啓発するとともに、介護保
険連絡協議会などを通じ、事業者に
第三者評価受審を促進しています。
◎受審費補助金を交付します！
　市では、市内に事業所があり、東
京都が定める福祉サービスを提供す
る事業者に対し、第三者評価を受審
する費用の一部を補助します。補助
金を活用し第三者評価を実施する場
合は、市の認定が必要になりますの
で、生活福祉課までご連絡ください。
◎認定ステッカーは評価を受けた目
印です！
　第三者評価を受審した事業者に
は、東京都福祉サービス評価推進機
構から認定ステッカーが交付されま
す。ステッカーは事業所の入口や自
動車などに掲示していますので、参
考にしてください。
◆生活福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０２４）

 募　集 

■都市計画審議会委員
□審議内容　市の土地利用や、まち
づくりなど、都市計画に関する事項
□回数　年６回程度（平日昼間）
□募集人数　２人（市内に在住・在
勤・在学する満１８歳以上の方）
□任期　１０月１日から２年間
□報酬　日額１万８００円
□選考方法　作文による選考
□課題　「私の考える魅力的なまち
づくり」をテーマとした作文を８００字
以内（自由形式）にまとめ、①住所

■年金受給者の住所変更届な
　どが省略できます
　平成２３年７月より、日本年金機構
に住民票コードが収録されている年
金受給者（※１）の方について、直接、
日本年金機構において住民基本台帳
ネットワークから住所変更情報など
が取得できるようになったことか
ら、これまで年金事務所に届け出て
いただいた「住所変更届」や「死亡届」
が原則不要（※２）となります。
※１　６月に日本年金機構から郵送
された「平成２３年度年金振込通知書」
に記載されている「住民票コード収
録状況等に関する確認」欄で住民票
コード収録状況が収録済となってい
る方
※２　日本年金機構に届けている住
所と住民票上の住所が異なる場合
は、引き続き「住所変更届」を提出
していただく必要があります。
　詳細は、年金事務所へお問い合わ
せください。
興受給権者の氏名変更届は、年金の
振込不能などの問題があり、届出手
続の省略の対象外となりますので、
これまでどおり年金事務所への届出
が必要です。
　問 武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆保険年金課 　田 （札０４２－４６０－９８２５）

 福　祉 

■東京都福祉サービス第三者
　評価をご存知ですか
　市では、福祉サービスの利用者が
自分に合ったサービスを選択する際
の目安となる情報提供を行うこと
と、サービス提供事業者のサービス
向上への取り組みを支援することを
目的とし、福祉サービス第三者評価
の普及、啓発を進めています。
◎福祉サービス第三者評価とは
　事業者でも利用者でもない第三者

■教育委員会
　時 ７月２６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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　東日本大震災の影響により、記念
事業の実施方針を一部見直し、市主
催事業のうち記念式典など祝賀的な
事業は中止することとしました。
　なお、市民活力の向上や健康の増
進、地域・産業振興につながる事業
や、市民団体などが中心的に関わる
事業は、復興支援の観点から実施し
ます。今後の事業の予定など、詳細
は市　HP でご案内します。
◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

　第６８回国民体育大会西東京市実行委員会第２回総会が、６月３０日
昭に開催され、実行委員会会則の改正、総会から常任委員会への委
任事項の改正、平成２２年度事業報告および収支決算などについて了
承されました。
　　　　　　　　　　◆スポーツ振興課 　保 　（札０４２－４３８－４０８１）

　都民体育大会は、都内市区
町村の対抗戦で行われる歴史
のあるスポーツ大会です。
　今年の春季大会において、
西東京市は、男子卓球競技で
７年連続の優勝を果たしまし
た。また、男子バドミントン
競技で第２位、女子卓球競技
で第３位の好成績を収めまし
た。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

第６４回都民体育大会（春季）の結果 西東京市誕生１０周年記念事業
実施方針の見直しについて

■市内公共施設での受付
□受付期間　９月３０日晶まで
□義援金箱設置場所
田無庁舎（２階総合案内）、保谷庁舎
（１階総合案内）、各公民館、ひばり
が丘図書館、保谷こもれびホール、
西東京市民会館、コール田無
※いずれも開庁・開館時間内の受付
◆生活福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０２４）７年連続優勝の男子卓球メンバー

■子ども福祉審議会
　時 ７月２２日晶午後１時から
　場 田無庁舎３階
　内 次世代育成支援行動計画の評価
方法について
　定 ２人
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４１）

■社会教育委員の会議
　時 ７月２２日晶午後２時から
　場 防災センター６階
　内 社会教育委員の任務
　定 ５人
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）

■文化芸術振興推進委員会
　時 ７月２５日捷午後１時～３時
　場 保谷東分庁舎
　内 （仮称）西東京市文化芸術振興
計画の素案について
　定 ５人
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）

■青少年問題協議会
　時 ７月２６日昇午後２時から
　場 田無庁舎５階
　内 第５期青少年問題協議会の総括
　定 ２人
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４１）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
■環境審議会
　時 ７月２９日晶午後２時～４時
　場 エコプラザ西東京
　内 今年度の会議予定ほ

か

　定 ５人
◆環境保全課
（札０４２－４３８－４０４２）

審議会な
ど

東日本大震災義援金への
ご協力ありがとうございます。
これまでの義援金総額
　（市内公共施設での受付）

　１２,５２７,１８９円　（７月１日現在）
引き続き、ご協力をお願いします。


