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3 月 15 日号

品　　目 採取日時
検査結果【放射能濃度（Bq/kg）】
放射性ヨウ素 放射性セシウム

暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値
キャベツ
(露地栽培)

平成23年11月8日
午前10時

2,000 
ＮＤ

500 
ＮＤ

ホウレンソウ
(露地栽培)

平成24年1月24日
午前９時30分 ＮＤ ＮＤ

※｢ND｣とは、検査機関の分析による検出限界値未満を示します。

市内の空間放射線量測定結果

市内産農産物の放射能検査結果

（3月7日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を2㎞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。

　東京都は、西東京市内産農産物について検査をした結果、すべての検体につ
いて暫定規制値を下回りました。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率

（マイクロシーベルト／時）

地上 1m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町 3月5日㈪ 雨のため測定なし
東部 なかまち保育園 中町 3月6日㈫ 0.065 0.067
中央部 田無第二中学校 北原町 3月7日㈬ 0.053 0.061
西部 田無第三中学校 西原町 3月1日㈭ 0.049 0.054
南西部 田無市民公園 向台町 3月2日㈮ 0.047 0.052
南部 武蔵野大学（協力） 新町 3月7日㈬ 0.056 0.053
※次回は、4月15日号に掲載します。最新の情報は市 でご覧ください。
◆環境保全課 （ 042－438－4042）

◆産業振興課  （ 042－438－4044）

　東京都市長会は、宮城県女川町の
災害廃棄物の処理について、東京都・
宮城県・女川町と最大限の協力を行っ
ていくことを申し合わせました。
　今回、清瀬市、東久留米市および
西東京市の３市で構成される一部事
務組合の柳泉園組合では、23区内の
清掃工場において12月に実施された
焼却試験の結果を受けて、宮城県女
川町の災害廃棄物の受け入れに関す
る柳泉園組合および３市合同による
住民説明会を開催します。
4月5日㈭ 午後7時
柳泉園管理棟3階見学者説明室

　（東久留米市下里4－3－10）
□交通　西武池袋線東久留米駅西

口より〈武21〉「久留米西団地・錦城
高校経由武蔵小金井駅」行きに乗り、
「久留米西団地」下車徒歩6分
西武新宿線花小金井駅北口より〈花
01・02〉「久留米西団地」行きに乗り、
「久留米西団地」下車徒歩6分
宮城県女川町での選別・破砕状況、

運搬方法、放射線測定結果や安全対
策について、DVDなどを使用しながら
説明します。
清瀬市、東久留米市および西東京

市に在住・在勤の方
当日直接会場へ
柳泉園組合（ 042－470－1555）

◆ごみ減量推進課
　（ 042－438－4043）

お役立ちガイドお役立ちガイド
■社会福祉協議会臨時職員募集
□職種　看護師　１人
□勤務場所　心身障害児放課後対
策事業「さざんかクラブ」（田無町5
－5－12）
□勤務日　週２日（水・土曜日）午前
10時～午後５時
□契約期間　６月30日㈯まで　
詳細は、お問い合わせください。
保谷障害者福祉センター

（ 042－463－9861）

■シニア対象パソコン教室　4月 受講者募集
❖パソコンの始め方と入力　 ５日
㈭午後１時～4時／ 無料／ ３月
26日㈪まで
❖パソコン入門講座　 ６日㈮・13
日㈮・20日㈮・27日㈮の午前（計４
回）／ ６,０００円／ ３月27日㈫まで
❖ワード初級講座　 ３日㈫・10
日㈫・17日㈫・24日㈫の午前（計４回）
／ ６,０００円／ ３月23日㈮まで
❖エクセル初級講座　 ３日㈫・10
日㈫・17 日㈫・24 日㈫の午後
（計４回）／ ６,０００円／ ３月23
日㈮まで
❖パソコンの楽しい活用講座
　ご自分のパソコンでも受講できま
す。詳細は資料をご請求ください。
６日㈮・13日㈮・20日㈮・27日㈮
の午後（計４回）
１回１,５００円（過年に当教室の講
座を受講された方は１回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み
無料講座以外は午前９時30分～

正午、午後１時30分～４時
シルバー人材センター東伏見教室
・ 「パソコンの始め方と入力」
および「入門講座」以外は文字入力
のできる方・いずれも10人
往復はがきで、希望講座名・受講

日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、下記へ。
※締め切り後でも受講可能な場合が
ありますので、お問い合わせを。
西東京市シルバー人材センター

（〒202－0013 中町1－6－8・保谷
東分庁舎・ 042－425－6611)

■東日本大震災における東北地方復興支援事業

3月23日㈮～24日㈯ 午前10時～
午後4時
田無駅北口アスタ２階センター

コートおよびペデストリアンデッキ
東北地方の特産品および東北の各

シルバー人材センターで作製している
作品の販売、保谷和太鼓の競演など
西東京市シルバー人材センター　

（ 042－425－6611）

■アディダス・早稲田大学フューチャーズ国際テニストーナメント
2012

　国内外の大学生による大会です。
３月17日㈯～25日㈰
早稲田大学庭球部東伏見三神記念テニスコート
無料・観戦自由 

※詳細はお問い合わせください。
早稲田大学庭球部（ 042－469

－3487・午前9時以降）

場　所 日　時

市民相談室　 ・ 毎週月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時

一般市民相談

専門相談（予約制）
3月19日㈪午前8時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話（★印は、

3月5日㈪から受付中）　なお、予約開始日は大変込み合いますので、ご了承ください。
市民相談室 （ 042－460－9805）・ （ 042－438－4000）

内　容 場所 日　時

法 律 相 談

3月27日㈫・28日㈬、4月5日㈭　午前９時～正午
※4月5日㈭は人権・身の上相談を兼ねる
※3月22日㈭は午前9時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
3月27日㈫、4月3日㈫・4日㈬午後１時30分～４時30分
※3月27日㈫は女性弁護士による相談

人権・身の上相談
★4月 5日㈭

午前 9時～正午
★3月22日㈭

税 務 相 談
3月23日㈮

午後１時30分～4時30分
4月 6日㈮

不 動 産 相 談
4月 5日㈭

午後１時30分～4時30分
4月12日㈭ 

登 記 相 談
4月12日㈭ 

午後１時30分～4時30分
4月19日㈭ 

表 示 登 記 相 談
4月12日㈭ 

午後１時30分～4時30分
4月19日㈭ 

交 通 事 故 相 談
4月11日㈬

午後１時30分～4時30分
★3月28日㈬

年金・労災・雇用
保険・人事一般相談 4月 9日㈪ 午後１時30分～4時30分

行 政 相 談 4月20日㈮ 午後１時30分～4時30分
相続・遺言・成年
後見等手続相談 ★4月 4日㈬ 午後１時30分～4時30分

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

「犯罪のない安全なまち・西東京の推進に関する覚書」を締結

　当サービスセンターは、市からの支
援を受けて市内に事業所のある中小企
業、商店や福祉施設などにお勤めの勤
労者、事業主の皆さんの福利厚生を担っ
ています。
□会員のメリット　会員の方は、健康
診断・人間ドックの受診料の補助をは
じめ、遊園地・コンサートなどのチケッ
トあっせん、宿泊旅行補助、季節ごと
にバスツアーや講習会など、さまざま
な事業が格安で利用できます。また、
共済給付事業も充実しています。
①市内の中小企業（従業員300人

以下）の事業主と従業員の方、パート

の方、商店主などの自営業の方や一緒
に働いているご家族（事業所単位で入
会となります）。
②市内に居住し、西東京市外の中小
企業で働く事業主と従業員の方
１人につき入会金300円、月会費

500円
※事業主が負担する入会金と会費は、
税法上、必要経費として処理できます。
西東京市勤労者福祉サービスセ

ンター（中町1－5－1保谷庁舎３階・
042－464－1311内線 2897）
http://www16.ocn.ne.jp/̃kinrousc/

～身近な暮らしのパートナー  働く人たちを応援します～
西東京市勤労者福祉サービスセンター会員募集

　市では「西東京市犯罪のない安全な
まちづくり条例」に基づき、防犯施策
を推進していますが、このたび、田無
警察署との連携を強化し、犯罪のない
安全なまちづくりをさらに推進するため、

「犯罪のない安全なまち・西東京の推進
に関する覚書」を締結しました。　
◆田無警察署 生活安全課
　（ 042－467－0110内線2612）
◆危機管理室 　（ 042－438－4010）

災害廃棄物受け入れに関する住民説明会


