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水道の使用開始・中止はご連絡を

　インターネット申込もできます（下記
QRコードから）。
j東京都水道局多摩お客さまセンター
　�p0570－091－100� �
（ナビダイヤル）
　p042－548－5100　
　※午前８時30分～
　午後８時（㈰・㈷を除く）

東京都子育て支援員研修（第１期）

c地域型保育（小規模・家庭的・事業所
内保育）や一時預かり事業・企業主導型
保育事業などの各事業に従事するうえで
必要な知識や技能などを有する「子育て
支援員」の養成研修（地域保育コース）
d在住・在勤で、子育て支援員として就
業する意欲のある方など

i４月10日㈫～23日㈪
※詳細はjのkをご覧ください。
j（公財）東京都福祉保健財団
　p03－3344－8533

西東京市交通少年団員募集

　交通少年団に入って、交通ルールやマ
ナーを身に付け、優しさと思いやりを
持った交通社会人を目指してみませんか。
d小学生以上
※詳細は、お問い合わせください。
j西東京市交通少年団
　p中村042－465－5576

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□西東京創業カフェ
a４月13日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業支援マネジャーのサポートによ
るディスカッション
e10人（申込順）
□事業計画書作成セミナー
a４月23日㈪午後６時30分～８時30
分（受付は午後６時から）�
b田無庁舎２階
e20人（申込順）

東京都シルバーパス（半年パス）

　満70歳以上の都民で希望する方に、
都バス・都営地下鉄・都内民営バスに乗
車できるシルバーパスを発行します。
□有効期限　９月30日
i住所・氏名・生年月日が確認できる証
明書（健康保険証など）と、次の①～③の
うち該当する項目の書類・費用を持参し、
最寄りのシルバーパス取扱バス営業所へ
※満70歳になる月の初日から申込可
①住民税が非課税の方
…介護保険料納入（決定）通知書・住民税
非課税証明書・生活保護受給証明書（生
活扶助の記載があるもの）のいずれかと、
1,000円
②住民税が課税で、前年の合計所得金額
が125万円以下の方
…介護保険料納入（決定）通知書・住民税
課税証明書のいずれかと、1,000円
③住民税が課税で、前年の合計所得金額
が125万円を超えている方
…１万255円
j㈳東京バス協会p03－5308－6950

c「小規模事業者持続化補助金」をサン
プルに事業計画書の作成ポイントを解説
i・j西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

世界自閉症啓発デー（４月２日）
発達障害啓発週間（４月２日～８日）
青（ブルー）でつたえたい私たちの思い

　癒やしや希望などを表す色、ブルーを
シンボルカラーとして、自閉症や発達障
害に関する啓発イベントが行われます。
j（一社）日本自閉症協会（kあり）
　p03－3545－3380

事業承継の相談

　後継者不足などで事業の存続に悩みを
抱える事業者の相談に専門家が応じます。
公認会計士・弁護士・税理士などや民間
の支援機関とも連携し引継ぎ支援を行い
ます。相談日を設けて、お話を伺います。
i平日午前９時～午後５時に電話でjへ
b・j東京都多摩地域事業引継ぎ支援セ
ンター（立川商工会議所内）
　p042－595－9510

お役立ちガイド ※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　４月４日㈬午前８時30分（★印は、３月19日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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np042－460－9805
� 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談 n ４月12日㈭・20日㈮午前９時～正午

o ４月10日㈫・11日㈬・17日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　５月11日㈮ 午前９時～正午
※１枠１時間o 　４月26日㈭

交通事故相談 n ★４月11日㈬
午後１時30分～４時

o 　４月25日㈬

税務相談 n 　４月13日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　４月20日㈮

不動産相談 n ★４月19日㈭

o ★４月12日㈭

登記相談 n ★４月12日㈭

o ★４月19日㈭

表示登記相談 n ★４月12日㈭

o ★４月19日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★４月�９日㈪

行政相談 n ★４月20日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　５月11日㈮

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

　日々巧妙化する振り込め詐欺の手口。
息子や孫などをかたる「かばんを電車
に置き忘れた」などに加え、最近では
デパートや家電量販店、警察などをか
たり｢あなたのキャッシュカードで買
い物をしている人がいる｣｢犯人があな
たのカードを持っていた｣と電話を掛
けた後、警察官や銀行協会などを装う
者が自宅を訪問して｢今持っている
カードを渡して。暗証番号を教えて｣
と言ってキャッシュカードをだまし取
り、預金を引き出すという手口が増え

ています。
　警察や銀行協会などがキャッシュ
カードを預かることは絶対にありません。
　このような電話が掛かってきたらす
ぐに110番をしてください。
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理室op042－438－4010

カード預かり型詐欺に注意
□児童・生徒への防災教育
災害はいつ起こるか分かりません。東
日本大震災では、学校での
防災教育が津波からの効果
的な避難に大きく影響しま
した。年齢に応じた防災教
育を幼児期から継続的に行
うことで、将来の地域防災
の担い手の育成につながり
ます。

□新入社員への防災教育
４月は新入社員や人事異動などで人事
配置が大きく変わる時期です。防火防
災教育を徹底し、119番通報や初期消
火、避難誘導などがスムーズにできる
ようにしましょう。

※池袋・本所・立川にある防災館では
消火体験や応急手当て、煙からの避難
などさまざまな体験ができます。

j西東京消防署p042－421－0119�

▲

危機管理室op042－438－4010

総 合 防 災 教 育 を 行 い ま し ょ う

東京消防庁
マスコット
キュータ

■そのほかの相談
内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
p042－438－4077

【電話相談】平日午前９時～午後５時
p042－425－4972

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【電話相談】午前９時～午後５時
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－438－4077

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
p042－439－0081

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無庁舎１階）
子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
●平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
●㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午／
　田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活保護相談
平日午前８時30分～午後５時

生活福祉課
（両庁舎１階）

生活福祉課
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談o
p042－438－4023

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 相談支援

センター
（フレンドリー）

相談支援センター
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午
外国人相談 平日午前10時～午後４時／

多文化共生センター（イングビル）
多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
p042－425－4040

住宅増改築
相談

第１㈮午後１時30分～４時／奇数月：保谷庁舎
１階ロビー、偶数月：田無庁舎２階ロビー

住宅課o
p042－438－4052

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３㈮午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
p042－438－4042


