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AUG 2011 3東日本大震災義援金へご協力をお願いいたします。両庁舎・各公民館ほかで義援金箱を設置しています。

市からの連絡帳

　対 市内在住・在勤で１８歳以上の意欲
をもって取り組んでいただける方
　申 当日直接会場へ。
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）

 事業者 

■保育園運営委託事業者
　市では、市立保育園の運営を平成
２５年４月１日から民間事業者に委託
することにともない、事業者を募集
します。
□委託保育園
西東京市立ひがしふしみ保育園
（東伏見２－１１ー１１）
□資格
　申込時点において、都内または東
京近郊において認可保育所の運営実
績のある社会福祉法人などの事業者
で、平成２５年４月１日から西東京市
と保育園の運営業務委託契約を締結
できること。
□委託内容　保育園運営業務
□選定方法　企画提案競技（プロポ
ーザル方式）
□募集期間　
８月１５日捷～１０月７日晶
□募集要領
　市　HP から保育園の運営業務委託
募集要領をダウンロード、または保
育課（田無庁舎１階）で配布。
□応募　期限までに必要書類を保育
課へ提出。
◆保育課 　田 （札０４２－４６０－９８４２）

スター・標語の募集を行います。
□応募区分　
①小学校低学年の部（１～３年生）
②小学校高学年の部（４～６年生）
③中学生の部
④高校生の部
□応募規格　
敢ポスターの部門
Ｂ判四つ切りまたはＢ３判で、画材
はクレヨン、水彩絵具などを使用。
写真そのほかの材料の貼付不可。
柑標語の部門　
はがき、またははがき大の用紙
　申 応募作品の裏面に、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・学校名・学年・
学校所在地を明記し、９月１５日昭
（必着）までに、〒２０２－００１１泉町３
－１２－３５エコプラザ西東京内ごみ減
量推進課へ郵送、または直接持参。
※市で各区分ごとに１作品を東京都
に推薦します。
※応募作品は協議会で審査終了後に
返却します。また、著作権は東京都
および協議会に帰属します。
　なお、応募作品は環境行政の各種
広報などに使用する場合があります。
□主催　関東甲信越静環境美化推進
連絡協議会および東京都
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

■どんど焼実行委員
　どんど焼とは、お正月に飾った門
松、竹、しめ縄などを持ち寄り、小
正月に焼くもので、日本の伝統行事
のひとつです。
　市では、市民の方々による実行委
員会を組織し、企画・準備・運営・
片づけなどを実施しています。
　実行委員として参加を希望される方
は、下記準備会に出席してください。
□どんど焼実行委員準備会
　時 ９月５日捷午後２時から
　場 保谷庁舎４階

公共施設の適正配置等に関する
基本計画（素案）

 億億億億億億億億億億億億億億 ◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

　各施設の課題に対応し、施設資源の再配分や統廃合
などを進めるための公共施設の適正配置等に関する基
本計画（素案）について、市民説明会を開催し、報告
するとともに、皆さんのご意見を募集します。

策定趣旨

８月２３日昇から
情報公開コーナー（両庁舎１階）、市　HP  閲覧方法

市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所
がある法人、または団体対　　象

８月２３日昇～９月２６日捷提出期間

①直接持参（田無庁舎３階）
②郵送（〒１８８－８６６６　市役所企画政策課）
③ファックス（胃０４２－４６３－９５８５）
④市　HP から

提出方法

　時 ８月２３日昇　①午後２時～　②午後７時～
　場 ①田無庁舎５階　②防災センター６階

説明会

１１月公表予定日

※意見提出には、住所・氏名の記載が必要です。
※匿名意見は受け付けませんので、必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

 

興集団回収とは
　町内会、自治会、集合住宅など
で組織された団体で、新聞、雑誌、
ダンボール、古布類などの資源物
を自主的に集め、回収業者が直接
回収し、この回収に応じて市から
年２回、１㎏あたり７円の奨励金
を支払います。
興集団回収の目的
　ごみの減量および資源の再利用
を図るとともに、集団回収運動を
通じ、市民の方々に資源有効利用
についての認識を深めていただく
ことを目的に実施しています。
興集団回収にご参加ください！
　ごみの減量と資源化の意識を高
め、地域のコミュニケーションを
深めていただくとともに、奨励金
を地域のために有効にご利用くだ
さい。

集団回収活動を

 始めてみませんか！
 

興在宅医療で使用したプラスチッ
ク製品
　衛生上の理由から「可燃ごみ」とし
て処理します。黄色い指定収集袋で
可燃ごみの日に出してください。
※医療機関に返却できる場合はご
協力をお願いします。
興注射針本体
　「ごみ」として出せません。購入
した薬局、医療機関に返却してく
ださい。
　ご不明な点は、お問い合わせく
ださい。

在宅医療器具の出し方

■教育委員会
　時 ８月２３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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◆ごみ減量推進課（札０４２－４３８－４０４３）

ごみの出し方ワンポインごみの出し方ワンポイントト

審議会な
ど

　第３回市議会定例会は、９月２
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　HP に掲載しますので、ご覧く
ださい。
　なお、請願・陳情はいつでも受
け付けしていますが、第３回定例
会で審査を行うためには、８月２６
日晶までにご提出ください。
◆議会事務局 　田 
（札０４２－４６０－９８６１）
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■小中学校通学区域見直し等に関
する地域協議会
　時 ８月１８日昭午前１０時から
　場 東小学校１階
　内 通学区域の現状と課題などにつ
いて
　定 １０人
◆教育企画課 　保 
（札０４２－４３８－４０７０）　　
■交通安全対策会議
　時 ８月１９日晶午後１時３０分から
　場 田無庁舎３階
　内 交通安全計画策定の考え方・施
策の方向について
　定 ５人
◆道路管理課 　保 
（札０４２－４３８－４０５５）　　
■社会教育委員の会議
　時 ８月１９日晶午後２時から
　場 防災センター６階
　内 提言について
　定 ５人
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）　

■都市計画審議会
　時 ８月２３日昇午後２時から
　場 田無庁舎３階
　内 ひばりヶ丘駅北口地区地区計画
について
　定 １０人
◆都市計画課 　保 
（札０４２－４３８－４０５０）　
■文化芸術振興推進委員会
　時 ８月２３日昇午後３時～５時
　場 保谷庁舎１階
　内 （仮称）西東京市文化芸術振興
計画の素案についての意見交換
　定 ５人
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）　　
■文化財保護審議会
　時 ８月２６日晶午前１０時から
　場 保谷庁舎３階
　内 市内文化財について
　定 ５人
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）

どんど焼の様子

〈注射針は、購入先に返却してください〉


