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SEP 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。
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 施　設 

■保谷こもれびホール休館日
　１０月４日昇は、館内設備点検およ
び定期清掃などにより臨時休館しま
す。ご理解、ご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
（札０４２－４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）

 事業者 

■「広報西東京」作成業者
　広報西東京発行における企画・編
集など支援業務および印刷業務の委
託業者を募集します。
□募集期間　９月１５日昭～３０日晶
　詳細は、市　HP をご覧ください。
◆秘書広報課 　田 
（札０４２－４６０－９８０４）

 選　挙 

■選挙人名簿登録者数
　９月２日の選挙人名簿登録者数
（定時登録）が確定したのでお知ら
せします。
　【登録者数】　男性７万 ８,５４４人、
女性８万 ２,７７６人、合計１６万 １,３２０人
　６月２日の定時登録者数と比較す
ると、男性 ７２人増、女性 １８４人増、
計 ２５６人増加しています。
□定時登録の要件　①日本国民であ
ること　②平成３年９月２日以前に
生まれた方　③平成２３年９月１日現
在、引き続き３か月以上西東京市に
居住している方（他区市町村から転
入された方は、平成２３年６月１日ま
でに西東京市の住民基本台帳に記載
された方）
□在外選挙人名簿登録の要件　
①在外選挙人名簿に既に登録されて
いる者でないこと　②登録申請時に
満２０歳以上であること　③日本国民
であること　④在外選挙人名簿の登
録の申請に関し、その者の住所を管
轄する領事館の管轄区域内に引き続
き３か月以上住所を有する方
　９月３日現在の在外選挙人名簿登
録者数は、男性 １３４人、女性 １０６人、
計 ２４０人です。
◆選挙管理委員会事務局
（札０４２－４３８－４０９０）

 下水道 

■下水道使用料の減免を受けら
　れる方の範囲が拡大
　対 市民税が非課税の世帯で下記のい
ずれかの手帳を持つ方が同居してい
る世帯
①身体障害者手帳（１・２級）
②愛の手帳（１・２度）
③精神障害者保健福祉手帳（１級）
　申請受け付け後、次の検針分から
基本料金を免除します。
□申請開始日　１０月３日捷
□必要なもの　
①印鑑　②対象の手帳　③最近の水
道・下水道料金の領収書、または水
道・下水道料金口座振替済のお知ら
せ（検針票）
□申請方法　
　下水道課（保谷庁舎５階）の窓口
で申請用紙に必要な事項を記入・押
印し、提出してください。　
　対象者が窓口に来られない場合
は、上記「必要なもの」のほかに、
代理人が委任状と代理人の確認がで
きるものを持参し、申請してくださ
い。
※水道料金の減免はありません。
◆下水道課 　保 （札０４２－４３８－４０５８）

　市内の道路、公園などに散乱し
ているごみの回収を、西東京市高
齢者クラブ連合会主催、シルバー
人材センターの皆さんの協力で行
います。
　当日、ご協力いただける方は、市
内の公共の場所（道端や公園な

ど）に
捨てられたごみ（可燃ごみ、不燃ご
み、空き缶、空きビン、ペットボト
ル）を拾い集め、午前１０時までに臨
時集積所にお持ちください。
　団体、個人の参加も歓迎です。

　環境美化の推進に、ご理解ご協
力をお願いします。
　時 ９月２４日松午前８時３０分～１０時
　（雨天決行）
　場 臨時集積所
（下表参照）
※臨時集積所に家庭
内のごみは絶対に持
ち込まないようお願
いします。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

□臨時集積所一覧

ひばりが丘北わんぱく公園
（ひばりが丘北２－２）１３谷戸イチョウ公園

（谷戸町２－１２）１

あらやしき公園（下保谷４－８）１４谷戸第二地区会館
（谷戸町３－１３）２

武道場（東町２－４）１５谷戸地区会館（谷戸町１－９）３

住吉会館「ルピナス」
（住吉町６－１５）１６緑町三丁目都営アパート集会所

（緑町３－８）４

保谷庁舎正面入口（中町１－５）１７田無町七丁目都営アパート公園
（田無町７－５）５

中町児童館（中町４－４）１８芝久保地区会館
（芝久保町３－１５）６

第２えのき児童遊園
（保谷町５－２）１９田無駅北口第一自転車駐車場　

西側出口前（田無町４－５）７

富士町福祉会館（富士町６－６）２０南町六丁目小林宅（南町６－９）８

千駄山広場（東伏見１－４）２１田無庁舎中庭（エスカレーター寄り）
（南町５－６）９

むくのき公園（柳沢２－３）２２南町第一児童遊園（南町２－２）１０

新町福祉会館（新町５－２）２３向台公園東側入口
（向台町２－５）１１

東伏見コミュニティセンター
（東伏見５－１０）２４北町緑地保全地域（北町５－５）１２

　市では、市内放射線の状況を把握するため、市内を２キロメートルメ
ッシュで区分し、小中学校・保育園・公園の５か所と武蔵野大学内（協
力）１か所の合計６か所で空間放射線量を測定しています。

市内の空間放射線量測定結果
 （定点測定・９月 ９日現在）

線量率
（マイクロシーベルト／時）

測定日町名測定場所区分
地表面

（地上５㎝）地上１ｍ

０.０９０.０９９月５日捷 栄町栄小学校北部

０.０７０.０７９月６日昇 中町なかまち保育園東部

０.０７０.０５９月７日昌 北原町田無第二中学校中央部

０.０６０.０７９月８日昭 西原町田無第三中学校西部

０.０６０.０６９月９日晶 向台町田無市民公園南西部

０.０５０.０６９月７日昌 新町 武蔵野大学（協力）南部

　８月１６日昇付けで、災害時の被
災者の救護、必要な職員の派遣、
資機材・生活必需品の提供、避難
所の融通など、相互の応援協力に
ついて、新座市（埼玉県）との協
定を締結しました。
　締結式は、西東京市防災センタ
ーで行われ、坂口光治西東京市長
と須田健治新座市長が、協定書に
双方署名しました。
　この協定を受け、来る１０月２９日松
に実施される総合防災訓練には、新
座市からの職員派遣・物資提供訓
練を予定しています。

　災害時における市民への支援態
勢の充実のために、今後も隣接自
治体などとの一層の連携を図って
まいります。
◆危機管理室 　保 
（札０４２－４３８－４０１０）

環環境境美美化化一一斉斉清清掃掃ににごご協協力力をを 災害時における相互応援協定災害時における相互応援協定をを
新座市と締結しまし新座市と締結しましたた

興健康への影響がご心配な方は、多摩小平保健所（札０４２－４５０－３１１１）
にご相談ください。　　　　　　　　
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

■教育委員会
　時 ９月２０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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■都市計画審議会
　時 ９月２１日昌午前９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
ついてほか
　定 １０人
◆都市計画課 　保 
（札０４２－４３８－４０５０）
　
■中小企業等資金融資検討委員会
　時 ９月２１日昌午後２時～４時
　場 防災センター６階
　内 中小企業等融資制度について
　定 ５人
◆産業振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４１）
　
■文化芸術振興推進委員会
　時 ９月２６日捷午後３時～５時
　場 保谷庁舎１階
　内 パブリックコメントの結果について
　定 ５人
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）
　
■図書館協議会
　時 ９月２９日昭午後３時～５時
　場 田無公民館
　内 図書館事業評価（二次評価）について
　定 ５人
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

審議会な
ど

協定締結式


