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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内

bいずれもイングビル
□税務特別相談会
a12月７日㈮午後１時～４時 
c税理士による税務に関する個別相談
e３人（申込順）
※１人最大１時間まで 
□空き店舗見学会
c空き店舗見学、賃貸契約の注意点など

a12月８日㈯午後１時～２時
e10人（申込順）
d創業を目指す方で、特にテナント
での開業を考えている方
j ● 西 東 京 商 工 会p042－461－
4573　 ● 西東京創業支援・経営革新
相談センターp042－461－6611

木造住宅耐震改修事業者講習会

a12月14日㈮午後２時～６時
b都庁第一本庁舎
d都内で施工業を営む方
e400人（申込順190人・共催枠210人）
i電話・ファクスでjへ
j2018年度耐震キャンペーン事務局
p03－6261－6604・l03－6303
－0886

保育士就職支援研修・
就職相談会

　現役保育士の話や最近の保育事情を
聞ける研修会と、地域の保育施設の就

予備自衛官補（一般・技能）募集

d ● 一般…18歳以上34歳未満
●  技術…18歳以上で保有する技能に

応じ53～54歳
□試験日程　４月中旬ごろ

i１月上旬～４月上旬
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

スポーツ施設の月会費制
カルチャースクールの期間変更

　１月よりスポーツ施設（スポーツセ
ンター・総合体育館・きらっと）の月
会費制カルチャースクールの実施期間
を１カ月から３カ月に変更します。内
容は各施設へお問い合わせください。
jのkからも確認できます。
i12月１日㈯～15日㈯
j ● スポーツセンター
　p042－425－0505　
● 総合体育館p042－467－3411　
● きらっとp042－451－0555

調理師の皆さんへ

　調理師法の規定により、都内で調理
業務に従事している調理師免許取得者
は、12月31日現在の就業状況などを
届け出る必要があります。
　次の要件全てに該当する方は届け出
をしてください。
● 調理師免許を持っている　 ● 東京都
内の施設に勤務している（パート・ア

ルバイト含む）　 ● 調理業務に従事し
ている
i１月15日㈫（消印有効）までに、指
定の届け出先へ郵送
※詳細は保健所窓口・jのkをご覧
ください。
j東京都福祉保健局健康安全部健康
安全課p03－5320－4358

医療従事者の皆さんへ

　医師法などにより12月31日現在の
届け出が必要です。医師・歯科医師・
薬剤師は届け出票を、保健師・助産師・
看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科
技工士は業務従事者届を提出してくだ
さい。
□提出先　保健所（届け出用紙も配布）
□提出期限　１月15日㈫
j東京都福祉保健局医療人材課
　p03－5320－4517
※薬剤師の方は薬務課
　p03－5320－4503

TAMA市民塾 塾生募集

□開講期間　６カ月コース（４～９月）
b多摩交流センター
cTAMAの至宝「小金井桜」など全14
講座
g3,000～6,000円
□申込期限　１月18日㈮（消印有効）
※詳細は、jのkをご覧ください。
jTAMA市民塾
　p042－335－0111

職相談が受けられます。
a12月16日㈰
● 研修会：午前10時～午後２時30分
● 相談会：２時30分～４時
b武蔵野スイングホール
e研修会100人（相談会は定員なし）
j東京都保育人材・保育所支援セン
ターp03－5211－2912

西東京市立ひばりが丘中学校
避難所見学会

a12月27日㈭午前10時～正午
bひばりが丘中学校
c①避難所見学　②AED訓練　③消
火器を使った消火訓練
※②・③は先着順。時間に限りがある
ため、全員が体験できない可能性あり

h室内履き
jひばりが丘中学校避難所運営協議会
真鍋p090－9825－0012

サラリーマンのための
確定申告休日相談会

a１月19日㈯・20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）
※時間に制限がありますので、複雑な
相談は別途有償で税理士にご依頼くだ
さい。
ijのkから（事前予約制）
b・j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

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　12月５日㈬午前８時30分（★印は、11月20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 12月13日㈭・21日㈮午前９時～正午

o 12月11日㈫・12日㈬・18日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　 １月11日㈮ 午前９時～正午

※１枠１時間
o 　12月27日㈭

交通事故相談
n ★12月12日㈬

午後１時30分～４時
o 　12月26日㈬

税務相談
n 　12月14日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　12月21日㈮

不動産相談
n ★12月20日㈭

o ★12月13日㈭

登記相談
n ★12月13日㈭

o ★12月20日㈭

表示登記相談
n ★12月13日㈭

o ★12月20日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★12月10日㈪

行政相談 n ★12月21日㈮

相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　 １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
■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
㈫・㈭p042－425－4972

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
えぽっく
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


