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数の業者から見積もりを取り、金額だけ
ではなく見積書の内容なども確認し、信
頼できる業者と契約するようにしましょ
う。契約前の見積書であれば、「住まい
るダイヤル」（※１）で確認・助言しても
らえます。
　また、市ではリフォームなどを依頼し
たいが地元の建設業者となじみがないと
いう方に、業者をあっせんする事業を
行っています。詳細は、西東京市リフォー
ムあっせんセンター（※２）までお問い合
わせください。

※１ （公財）住宅リフォーム・紛争処理支
援センター「住まいるダイヤル」（p0570－
016－100　※平日午前10時～午後５時）
※２ 西東京市リフォームあっせんセン
ター（p0120－029－011またはp042－
463－1066　※平日午前10時～午後５時）
◆消費者センターo（p042－425－4040）

　自宅のポストに雨どいを無料交
換するというチラシが投函されて

いた。西東京地域が対象で、赤字で重要
と記載されていた。無料交換と言いなが
ら後から高額な工事費を請求されること
はないのか。

　このような雨どいの無料交換の
ほか、地域一斉の排水管清掃を破

格で行う、屋根を無料で点検するなどと
勧誘され、無料や低料金の契約のつもり
が結果的には高額な契約をしてしまった、
という相談は多数寄せられています。
　消費者センターでは個別の事業者の信
用性はお答えしていませんが、地域や期
間を限定して契約を急がせたり、断って
いるのに無料だからとしつこく契約を迫
る事業者との契約は、慎重にするよう助
言しています。
　リフォームなどの契約をする場合は複

消費生活相談
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市内の空間放射線量測定結果 （12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カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※最新の情報は市kでご覧ください。 ◆環境保全課（p042－438－4042）

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 12月７日㈪ 0.043 0.044

東部 なかまち保育園 中町 12月１日㈫ 0.038 0.038

中央部 田無第二中学校 北原町 12月２日㈬ 0.051 0.059

西部 田無第三中学校 西原町 12月３日㈭ 0.049 0.050

南西部 田無市民公園 向台町 12月４日㈮ 0.034 0.038

南部 武蔵野大学（協力） 新町 12月２日㈬ 0.043 0.043

■専門相談（予約制）
□予約開始　12月17日㈭午前８時30分（★印は、12月４日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

12月21日㈪・22日㈫、１月７日㈭午前９時～正午 
※１月７日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
12月24日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
１月５日㈫・６日㈬・12日㈫ 午後１時30分～４時30分 

人権・身の上相談 n 　  1月  7日㈭
午前９時～正午

o ★12月24日㈭

税務相談 n 　12月25日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　  1月15日㈮

不動産相談 n 　  1月  7日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月14日㈭

登記相談 n 　  1月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月21日㈭

表示登記相談 n 　  1月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月21日㈭

交通事故相談 n 　  1月13日㈬
午後１時30分～４時

o ★12月21日㈪
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　  1月18日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　  1月  7日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★  1月  8日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

シニア対象パソコン教室
（平成28年１月）

①パソコン入門講座（全４回）
a８・15・22・29日㈮の午前
②ワード初級講座（全４回）
a７日㈭、12・19・26日㈫の午前
③エクセル初級講座（全４回）
a７日㈭、12・19・26日㈫の午後
④パソコンの楽しい活用講座（月４回）
a８・15・22・29日㈮の午後
※④の詳細は、資料をご請求ください。
□共通事項
a�午前：９時30分～正午 
午後：１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①以外は文字入力のできる方
e各10人（申込多数の場合は抽選）
g①～③6,000円　④各回1,500円
i①～③は12月25日㈮、④は各回10
日前までに、往復はがきに希望講座名・
受講日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記しjへ
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0021東伏見６－１－36・p042
－425－6611）

西東京市被災地復興支援事業
復興支援物産品の直送販売　
～宮城県 海産物詰め合わせセット～

　東日本大震災から４年９カ月が経過し
ました。市民と被災地域のつながりを醸
成し、震災の記憶を風化させないために、
被災地域の経済活性化支援を目的とした
物産品の直送販売を特別価格で行います。
漁師歴40年の自慢の商品をぜひご賞味
ください。
□販売品・販売数　宮城県 海産物詰め
合わせセット・300セット

2015感謝祭（野菜即売会）

a12月25日㈮午前９時
※雨天決行。売り切れ次第終了
b・j JA東京みらい田無支店（田無町５
－10－１・p042－461－8047）

東村山税務署からのお知らせ

　東村山税務署の確定申告作成会場は、
平成28年２月８日㈪に開設します。会
場開設前は、申告書作成・相談会場はあ
りません。１月４日㈪～２月５日㈮は常
設窓口での対応のみとなり、大変混雑し
ます。申告書の作成・相談が必要な方は、
会場開設後の２月８日㈪以降に来署して
ください。また、申告書の作成は国税庁k
をぜひご利用ください。

c①さんまみりん干し４枚　②わかめ
200g　③金華さば干物１枚　④あぶり
焼きいわし100g
g2,000円（税込み・300セットまでの
特別価格・送料無料・「茎わかめ」のおま
け付き）
□販売元　海産工房ささき（代表者 佐々
木克彦さん・宮城県石巻市・p0225－
66－2122・l0225－66－2325）
i平成28年２月28日㈰までに、電話ま
たはファクスで販売元へ
※振替用紙での支払いになります。
j西東京商工会（p042－461－4573）

海産物詰め合わせセット

耐震キャンペーン

a平成28年１月22日㈮
b東京都庁第一本庁舎５階
❖耐震フォーラム
a午後１時～４時15分
e400人（申込順）
❖耐震化個別相談会
a午後１時30分～４時15分
e50組（申込順）
□共通事項
i耐震キャンペーン事務局（p03－4285
－8160・l03－5491－5092・m taishin
2016@steward.co.jp）へ
※詳細は、東京都k「東京都耐震ポータ
ルサイト」をご覧ください。
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）

j東村山税務署個人課税第１部門
（p042－394－6811　※音声案内に従
い「２」を選択）

サラリーマンのための確定申告
休日無料相談会

a平成28年１月16日㈯・17日㈰午前
10時～午後４時
cサラリーマンを対象とした確定申告
相談（医療費控除・住宅ローン控除など）
ijのkから（要予約）
※時間に制限がありますので、複雑な相
談はご遠慮ください。
b・j東京税理士会東村山支部（東村山
市本町１－20－27・p042－394－
7038）

　西東京商工会との共催により、永年に
わたり市内の同一事業所に勤務する従業
員の方々を表彰する表彰式を、11月18
日に開催しました。勤続10年41人、勤
続20年27人、勤続30年１人の方が表彰
を受けました。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

西東京市商工業従業員表彰式


