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第3次行政改革大綱策定に関する
答申書が提出されました

7月12日、瑞穂町行政改革推進委員会の佐々木利郎委員長と吉野ゆかり
副委員長から「瑞穂町第3次行政改革大綱の策定に関する答申書」が、石塚
町長へ提出されました。（写真）
委員会では、昨年11月24日から5回の会議を開催し、町における今後の

行財政のあり方とその方策について審議を重ねてきました。
答申にあたり、佐々木委員長は「住民と行政の協働により、最も身近な行政府を構築し、自立都市を形成する

ことを基本的テーマとしてきました。地域課題を協力して解決していくために行政改革を進めていくべきと考え
ます。」と委員会を代表して意見を述べられました。
町では今後、委員会の答申を尊重して、行政改革大綱の策定を進めていきます。

みずほ伝言板

問合せ　企画課　�557―7468

グラフを見ると、男女共に長寿化が進み、それぞれの
生涯での出来事は、総じて長くなっています。
一方、晩婚化が進んでいるものの、それ以上に長寿化

が進んでいることから、一生のうち夫婦でいる期間（夫
死亡年齢－結婚年齢）は、約4年の増加となります。末
子の小学校入学後の女性の人生は、43年から48年、男性
も36年から40年と増加しています。
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このように、男女共にライフサイクルが長くなっている
ため、どのような人生を送るのか、主体的に考えることが
重要となってきています。
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　「広報みずほ」7月号で、国際化推進派遣
事業参加者を募集したところ、たくさんの
応募をいただきありがとうございました。

　派遣者は次の6名に決まりました。
�狩野 沙織 さん　�久保田  朋子 さん
�小林 美砂 さん　�柴田 夏江 さん　
�鈴木 彩香 さん　�吉　 力雄 さん （五十音順）
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平成17年度に瑞穂町国際化推進計画を策定し
ます。この計画は、これからの町の国際化をどの
ように進めていくか、皆さんと共に考えながら
策定します。町の国際化に関心があり、計画策定
に意欲のある方、ぜひご応募ください。

【募集人員】 2名（報酬はありません）
【応募方法】 レポートを企画課へ提出

テーマ 「わたしの考える国際化」
（400字詰め原稿用紙1枚）

【応募期限】 9月15日�

問合せ　企画課　�557―7469
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現在の住宅防音助成区域は昭和
52年の騒音度調査の結果に基づき
官報告示していますが、当時と比
べて航空機の騒音状況に変化が見
られ、また当初からの希望者に対
する住宅防音工事が100％完了し
ていることなどから、平成15年度
に航空機に係る音響の調査機関に
委託し、専門的科学的手法を用い
て調査を行いました。
調査結果によると、騒音の影響度が高い航空機（特に大型ジェット）の飛行回数が、南北方向共に約5割減少した

ことにより、第一種区域の面積が縮小しています。

騒音度調査の結果に基づき、新たな第一種区域等の素案
を作成しました。
この素案については、平成17年7月15日付で東京都知事

および埼玉県知事を通じ、関係自治体に意見聴取を行った
ところであり、今後、新たな区域を官報告示する予定です。

住宅防音工事については、平成13年度までに当初から工
事を希望する世帯の助成を完了している状況ですが、今回
の見直しにより縮小される区域内に所存する世帯について
は、官報告示後1年6カ月程度、従前の住宅防音工事等の助
成を行うこととしています。

今回の第一種区域等の見直しに併せて、真に騒音の著し
い区域に有効な施策を講じるとの観点から、当面、次の住
宅については、新たな施策として住宅防音工事の助成対象
とすることとしています。
対　象 見直し後の騒音区域が85ＷECPNL以上の区域で、

昭和59年4月1日から平成元年3月31日までの間
に建設された住宅

東京防衛施設局からのお知らせ

横田飛行場に係る第一種区横田飛行場に係る第一種区域（住（住宅防音助成対象区域）宅防音助成対象区域）

等の見直しについて等の見直しについて
横田飛行場に係る第一種区域（住宅防音助成対象区域）

等の見直しについて
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�以前から防音工事対象区域指定値を航空機騒
音の環境基準である70WECPNLにすることや、
区域指定告示後に建築した家屋も助成対象と
するよう要望してきたが、改正されていない。
�横田飛行場は、米軍再編により基地機能が変化
する旨の報道もあり、さらなる航空機騒音の増
大が懸念される中での区域見直しは時期尚早
である。
�横田飛行場が全国の他の飛行場に先駆けて区
域見直しを実施することにより、調整交付金に
よる補助事業について、不利益が生ずることが
懸念される。
�飛行直下で甚大な騒音被害を受けている町民
の理解が得られない。

問合せ　企画課　�557―7476

①横田飛行場における平成
15年度騒音度調査の結果

②見直し作業の状況

③縮小区域の経過措置について

④新たな施策

みずほ伝言板

問合せ　�東京防衛施設局事業部施設対策第三課　�（048）600―1821・1822

�横田防衛施設事務所　�551―0319

横田飛行場周辺の新たな住宅防音工事の対象
区域は、まだ決まっていませんが、一部業者に
よる悪質（巧妙・強引）な勧誘が行われていま
すので、ご注意ください。

※
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【こんなことができます】

�仕事をお探しの方に対する個別相談
�求人検索用パソコンで、町内をはじめ都内全域と
埼玉県隣接地域の求人情報を検索
�求人募集を行う会社の方に、ハローワーク青梅へ
の求人申し込みの取り次ぎや人材情報提供
�ミニ面接会の随時開催などの各種サービス

『10月1日は国勢調査』 問合せ　産業振興課

�557―7633

今年は5年に1度の国勢調査の年。
今の日本を知る上で大切なこの調査は
雇用や福祉、街づくりなど身近なところでお役に立ちます。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●9月下旬から10月上旬にかけて、総務大臣から任命された国勢調査員が、皆さんのお宅へ調査票の配布
と受け取りに伺います。

●国勢調査員をはじめとする調査関係者には守秘義務があり、調査票の記入内容はしっかりと保護されます。

中高年齢者再就職支援セミナーと就職面接会

10月開設
瑞穂ハローワーク

求人情報コーナー

申込み

�直接の場合…ハローワーク青梅1階職業相談コーナー
※ハローワークカードまたは受給資格者証をご持参ください。

�電話の場合…ハローワーク青梅　�（0428）24―8609

セミナー

面 接 会

9月30日�開　催

駐車場は、役場来客用駐車場を

ご利用ください。

瑞穂町とハローワーク青梅が共同で、10月から瑞穂町役場庁舎裏別棟1階に開設します。
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行政連絡委員
8月1日付で下記町内会の行政連絡委員を委嘱しま

した。任期は、8月1日から平成19年3月31日です。

農業委員会会長と
会長職務代理者

瑞穂町農業委員の改選に伴い、会長および会長
職務代理者が決定しましたのでお知らせします。

ひひと紹介ひと紹介ひと紹介ひと紹介 （敬称略）

 職　名　 　　     氏　名 　　 選出地区名

　会　　長　　  久保田 晴利 　箱根ヶ崎

会長職務代理者　 山　 幸三　 　二本木

地　区　町内名　職名　氏　名

箱根ヶ崎

　

東三丁目

正　　原田 五郎

副　　田嶋 和男

副　　小池 正子

問合せ 産業振興課　�557―7630 問合せ 地域振興課　�557―7608

採用予定日 平成18年4月1日

受験資格
昭和50年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれ、

次のいずれかに該当する方
①電気工学（電気科）・機械工学（機械科）・環境工
学（化学）等の課程を修了または平成18年3月に課
程を修了見込みの方
②電気主任技術者・ボイラータービン主任技術者・
廃棄物処理技術管理者・公害防止管理者・クレー
ン5ｔ超などの資格（免許）を有する方
③清掃工場での実務経験を有する方
※地方公務員法第16条に該当する方は受験できません。

募集内容 ○職種 一般技術職　○募集人員 若干名
※事務系職種への異動もあります

【申込書の配布・応募受付】※土・日曜日、祝日は除きます
配布期間 9月 5 日�～21日�
受付期間 9月12日�～21日�
時 間 午前9時～午後5時15分
※本人が必要書類を持参し、手続きをしてください。
※申込書等はホームページからダウンロードすることもで
きます。（ホームページ　http://www.nishiei.or.jp）

【一次試験】

日　　時　10月2日�　午前9時
試験内容 一般教養・適性検査・作文

応募期限 9月14日�
申込み 自筆の履歴書（写真

添付）を総務課へ提
出してください。

電話交換

役　　場
宿日直員

20歳から60
歳までの方

55歳から63
歳までの方

宿直…午後5時～翌朝午前8時30分
日直…午前8時30分～翌朝午前8時30分

職　種　　 対　　象　 　　　　　　勤　務　時　間　等

仕事の内容…警備、戸締まり、電話受付など

仕事の内容…電話交換を中心に一般事務
月～金曜日、1日5時間、週3日以内

申込期間 9月1日�～15日�
（土・日曜日は除きます）

利用期間 区画決定日～平成19年12月

利用料金 6,000円
区 画 数 5区画　

※申し込み多数の場合は抽選となります。
申 込 み 産業振興課へ

(電話による申し込みはできません）

問合せ　産業振興課　�557―7630

問合せ　総務課　�557―0614

問合せ　西多摩衛生組合総務課　�554―2409


	3083-09-CID.p6.pdf
	3083-09-CID.p7.pdf
	3083-09-CID.p8.pdf
	3083-09-CID.p9.pdf
	3083-09-CID.p10.pdf

