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平成24年6月15日号

市役所では、６月～10月の間、クールビズを実施しています。ご理解をお願いします。

認知症サポーター養成講座

募　集

　認知症サポーターとは、認知症を正し
く理解し、地域で生活している認知症の
方や家族を見守り、自分でできる範囲で
支援する方のことです。
６月29日㈮午後２時～３時30分
西東京市民会館
「認知症について」「認知症サポーター
100万人キャラバンについて」「認知症の
方を地域で支えるためには」
・ 市内在住・在勤で、当講座を受
講したことがない方・50人
※受講者にはサポーターの証しであるオ
レンジリングを差し上げます。
往復はがきに、住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し、６月22日㈮（必着）
までに、〒202－8555　市役所高齢者
支援課「認知症サポーター養成講座」担当
へ郵送（申込多数の場合は抽選）。
※５人以上集まれば、出張講座をします。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4102）

公園などの管理に
参加してみませんか
　市と協働で、公園などの清掃・除草・
花植えなどの美化活動を行う「公園管理
協力員」を募集しています。
※花植えについては「西東京花の会」「す
みれ会」「西東京ガーデニングクラブ」と
の協働になります。
市内の公園・広場・ポケットパーク・樹林

地など、みどり公園課が管理している場所
原則として、維持管理を希望する公

園などの付近の市民および団体
□登録方法　みどり公園課（保谷庁舎４
階）にある申請書を提出（随時受け付け）。
□災害補償　登録者に、活動に係る事故
に対する補償（保険）制度あり。
◆みどり公園課 （ 042－438－4045）

平成24年度東京都介護支援専門員
実務研修受講試験要項の配布
□試験日　10月28日㈰
❖受験要項の配布
６月18日㈪～７月25日㈬
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
※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、〒162－
0823新宿区神楽河岸１－１セントラル
プラザ14階　東京都福祉保健財団へ郵
送で請求。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4032）

市立保育園の夏季補助職員
□資格・人数　18歳以上（高校生除く）で、
子ども好きな方、夏季期間中休まず勤務
できる方・13人程度
□勤務日時　7月23日㈪～8月31日㈮の
期間で月～金曜日午前8時30分～午後5時
※すでに旅行などの計画がある場合は応
募時にご相談ください。
□賃金　980円(保育士資格者)
　　　　910円(無資格)
７月２日㈪までに市販の履歴書(写真

添付)に必要事項を記入し、保育課(田無
庁舎１階)へ直接持参。
◆保育課 （ 042－460－9842）

行財政改革推進委員会委員
　行財政改革を推進するため、地域経営
戦略プラン2010（第３次行財政改革大
綱）や行政評価に関する助言・提言を行
う委員を募集します。
□資格・人数　６月１日現在18歳以上で、
市内在住・在勤・在学の方・３人
□任期　委嘱する日（8月上旬予定）から2年間
□会議数　６回程度（平日昼間）
□謝礼　１回1万800円
□選考方法　①小論文「西東京市の行財
政改革」についてテーマをひとつ設定し、
意見を書いてください（800～1,200字）、
②自己アピール文（字数制限なし。行政
への市民参加やボランティア・NPO経
験などのほか、各種実績・経験・資格な
どを記載）による選考（書式は不問）
７月２日㈪（必着）までに、①・②と

住所・氏名・電話番号・生年月日・職業
を明記したものを、〒188－8666市役
所企画政策課へ郵送・Ｅメールまたは直
接持参（田無庁舎3階）。 
◆企画政策課
（ 042－460－9800・ kikaku@
city.nishitokyo.lg.jp）

教育計画策定懇談会の市民委員
　平成26～30年度の教育計画に関する
ことについて検討します。
□資格・人数　18歳以上で、市内在住・
在勤・在学の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任はできません。
□任期　７月～平成26年３月
□会議数　毎月1回程度（平日午後に開催予定）
□謝礼　１回2,000円
□選考方法　「私が考える西東京の教育」
をテーマとした作文（800字～1,200字
程度）による選考
７月３日㈫（必着）までに、作文に住

所・氏名・生年月日・電話番号を明記し、

〒202－8555市役所教育企画課へ郵送
または持参（保谷庁舎３階）
◆教育企画課 （ 042－438－4070）

介護保険地域密着型
サービス事業者を募集

事業者

□募集事業・計画数
❖認知症高齢者グループホーム・6ユニット
❖認知症対応型通所介護・２施設
❖小規模多機能型居宅介護・３施設
※いずれの事業も介護予防を含む。
※認知症高齢者グループホームは小規模
多機能型居宅介護の併設に限ります。
西東京市に地域密着型サービス施設

を開設予定の事業者
７月２日㈪～17日㈫午前９時～午後

５時（土・日曜日を除く。時間厳守）に、
市 からダウンロードした募集要項・
申請書などを、高齢者支援課（保谷保健
福祉総合センター１階）へ提出。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4030）

西東京市スポーツ・運動施設
指定管理者を募集
□指定期間　平成25年度から５年間

□応募資格　法人など

□募集要項の配布　６月20日㈬から、
スポーツ振興課（保谷庁舎３階）で配布。
※市 からもダウンロード可
◆スポーツ振興課
（ 042－438－4081）

西東京市実行委員会第３回総会
　５月11日㈮に開催され、第２回および第３回常任委員会での審議決定事
項の報告と、開催に係る諸規定の議案事項の承認が行われました。
詳細は市 をご覧ください。◆スポーツ振興課 （ 042－438－4082）

470日開催まであと 6月15日現在第68回国民体育大会
西東京市は正式競技のバスケットボールと

デモンストレーションとしてのスポーツ行事のティーボールを実施します。

６月26日㈫午後２時から
防災センター６階
行政報告ほか

10人
◆教育企画課 （ 042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

■都市計画審議会
6月25日（月）午前10時30分から
田無庁舎3階 
西東京都市計画生産緑地地区の

変更予定案件について
10人

◆都市計画課 （ 042－438－4050）
■国民保護協議会
７月３日㈫午後２時
防災センター５階
テロ対応訓練などについて
５人

◆危機管理室 （ 042－438－4010）

傍　聴 審議会など

　まちづくり市民ワークショップの参
加者を募集します。
□Ａコース（土曜コース）
・ ７月21日㈯・28日㈯午後１時

30分～5時・田無庁舎５階
□Ｂコース（日曜コース）
・ ７月22日㈰・29日㈰午後１時

30分～5時・防災センター６階
グループに分かれて、市の将来像

についての意見交換、発表などを行い、
アイデアを出し合う中で、計画のイ
メージ、内容などを検討します。
18歳以上の市内在住、在勤、在学

または、市内で活動をされている方で、
両日ともに参加のできる方。
各コース60人程度

応募用紙に必要事項を記入のうえ、
希望するワークショップを選択し、６
月29日㈮（必着）までに〒188－8666
市役所企画政策課へ郵送・ファクス・
Ｅメールまたは、直接持参（田無庁舎
３階）。
※応募用紙は両庁舎総合案内で配布す
るほか、市 からダウンロード可。
お申し込みいただいた方には、後日、
選考結果などの通知をお送りします
（申し込み状況により、人数や分野を
調整させていただく場合があります）。
◆企画政策課
（ 042－460－9800・ 042－
463 － 9585・ kikaku@c i ty .
nishitokyo.lg.jp）

ち くりづま

□試験区分・受験資格・採用予定者数

□第１次試験日　７月14日㈯
□試験案内の配布　６月25日㈪まで、職員課（田無庁舎５階）・保谷庁舎総合案
内（保谷庁舎１階）で配布。
※市 からもダウンロードできます。※詳細は試験案内で必ずご確認ください。
６月25日㈪（消印有効）までに、必要書類を郵送。

◆職員課 （ 042－460－9813）

試験区分 受験資格 予定者数
一般事務Ⅰ類
（大学卒程度・身体
に障害のある方）

● 昭和57年４月２日～平成２年４月１日に生まれた方
●障害者手帳の交付を受けている方 若干名

司書Ⅰ類
（大学卒程度）

● 昭和57年４月２日～平成２年４月１日に生まれた方
● 司書資格がある方または平成24年10月１日までに資
格取得見込みの方

若干名

心理技術Ⅰ類
（大学卒程度）

●昭和57年４月２日～平成２年４月１日に生まれた方
●臨床発達心理士・臨床心理士の資格がある方 若干名

市の職員募集 平成24年10月１日付採用

市民ワークショップ ～ 新たな総合計画の策定に向けて ～

　市報６月１日号の６面
「平成23年度下半期の予
算執行状況をお知らせし
ます」の記事に誤りがあ
りました。正しくは次の
とおりです。お詫びして
訂正します。

◇「財産の状況」のうち、
「市有財産」の表中、区分
「債権」の現在高…
（正） 334万円
（誤） 38万円

お詫びと訂正

◆財政課 （ 042－460－9802）

◇「市債の状況」の円グラフ（正）

一般会計
538億7,812万円
市民１人当たり27万2,485円

下水道事業特別会計
119億1,330万円
市民１人当たり6万251円

保谷駅南口地区第一種市街地
再開発事業特別会計
15億8,184万円
市民１人当たり8,000円

駐車場事業特別会計
1億9,225万円
市民１人当たり972円

5円

地

合　計
675億6,551万円
市民１人当たり

34万1,708円


