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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

無料市民相談

ボラフェス2018
みんなでひろげよう！つながりの輪

a６月３日㈰午前11時～午後３時
※雨天決行
b田無総合福祉センター
※当日、直接会場へ
c市内で活動しているボランティア
団体の活動紹介やステージ発表など

j西東京ボランティア・市民活動セ
ンターp042－466－3070（kあり）

起業者の店舗家賃を
補助します

　商店街の活性化を目的に、空き店舗
を活用した新規起業者を支援する「チャ
レンジショップ事業」を実施します。
c月額家賃の50％以内（１件当たりの
月額５万円まで・最大12カ月）

□対象・条件　 ● 小売業・サービス業・
ものづくり業・コミュニティビジネス
などでこれから独立開業を目指してい
る、または平成29年９月１日以降に
新規に開業している　 ● 事業者自身が
直接事業を行う　● 事業に必要な資格・
認可などを取得済（取得見込）　 ● 市内
の契約可能な空き店舗を、事業者自身
が選定し契約できる　 ● 西東京創業支
援・経営革新相談センターで経営指導
を受けて事業計画書を作成し提出など

※詳細はjへお問い合わせください。
i８月31日㈮(消印有効)までに、j
で配布している申込書および必要書類
を郵送または持参
j西東京商工会
● 田無事務所〒188－0012南町5－6
－18イングビル・p042－461－4573
● 保谷事務所〒202－0005住吉町6
－1－5・p042－424－3600

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□特別相談（要申込）
中小企業診断士などが個別に創業・経
営全般の相談に乗ります。
□西東京創業カフェ
a６月８日㈮午前10時～11時30分
c創業支援マネージャーのサポート
によるグループディスカッション
e10人（申込順）
□夢への第一歩！
　事業計画書作成セミナー
a７月５日㈭午前10時～正午
c今年度開催のビジネスプランコン
テストに向けた事業計画書作成のポイ
ントなど

e30人（申込順）
bいずれもイングビル
□創業資金融資あっせん制度事前診断
制度のご利用には、当センターの経営

診断を受けて創業計画書を作成する必
要があります。詳細は、お問い合わせ
ください。
i・j西東京創業支援・経営革新相談
センターp042－461－6611

社会貢献型後見人を目指すための
後見支援員募集（９月１日採用）

d在住で20歳以上の方
e２人程度
□勤務　週１日平日４時間程度
※3カ月目から月１・２回２～３時間
程度
□報酬　時給1,120円
□説明会　※申込者は原則参加
a７月11日㈬午後２時
b保谷庁舎別棟
i６月29日㈮までにjへ
j社会福祉協議会p042－438－3776

■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

■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　６月５日㈫午前８時30分（★印は、５月18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 ６月14日㈭・15日㈮午前９時～正午

o ６月12日㈫・13日㈬・19日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ７月 ５日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o ６月28日㈭

交通事故相談
n ★６月13日㈬

午後１時30分～４時
o ６月27日㈬

税務相談
n ６月 ８日㈮

午後１時30分～４時30分

o ６月22日㈮

不動産相談
n ★６月21日㈭

o ★６月14日㈭

登記相談
n ★６月14日㈭

o ★６月21日㈭

表示登記相談
n ★６月14日㈭

o ★６月21日㈭
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n ★６月11日㈪

行政相談 n ★６月15日㈮
相続・遺言・
成年後見等手続相談 o ７月13日㈮

蚊の発生防止強化月間
　東京都では、蚊の発生が本格化
する６月を「蚊の発生防止強化月
間」としています。
　デング熱は、３日～７日の潜伏
期間をおいて突如高熱がでます。
最初は気付かないことが多く、そ
の後、頭痛・顔面紅潮・結膜充血
を伴い、発熱が２日～７日続きます。
有効なワクチンはなく、治療は、
発症してからの痛みや発熱を抑え
る対症療法が中心です。

対処法

● 不要な水たまり（植木鉢の受け皿・
空き缶・古タイヤ・じょうろなど）を
なくす
● 草むらや藪

やぶ
は定期的に手入れをする

● 長袖の着用や虫除け剤を利用し、
刺されないようにする▲

環境保全課p042－438－4042

■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

東京都施行型都民住宅入居者募集
　都民住宅は中堅所得者向けの賃貸
住宅で、仲介手数料・礼金・更新料
が必要ありません。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　83戸（抽選）
※抽選募集以外の住宅もjのkで
募集しています。
d ● 都内在住
●  自ら居住するための住宅を必要と

している
●  所得が定められた基準に該当するなど

※詳細は募集案内でご確認ください。

□募集案内
６月４日㈪～12日㈫の平日に、田
無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階総
合案内・出張所・都庁・市区町村窓
口・jで配布
※申込書などは、案内配布期間中の
み下記公社kからもダウンロード可
i６月14日㈭（必着）までにjへ郵送
j東京都住宅供給公社 都営住宅募
集センターp03－3498－8894▲

住宅課op042－438－4052


