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給与または公的年金のみの方
　時 １２月１７日捷午前９時３０分～１１時３０
分
　場 保谷こもれびホール
　定 ６０人（応募多数の場合には先着順）
　申 東村山税務署資産課税第１部門・
佐久間（札０４２－３９４－６８１１　内線
５１０）
（３）税務署職員を装った不審な電話
にご注意ください！
　不審な電話があった場合には、指
定された電話番号に連絡したり、口座
番号などを応えることなく、最寄りの
税務署までお問い合わせください。
　問 （同上総務課・池田（内線２０３）

■エイズ即日無料検査

　時 １２月１１日昇午後１時３０分～３時
　場 多摩小平保健所
　内 エイズ抗体検査（採血）
検査は無料・匿名・予約不要
※毎週火曜日に行っている通常のエ
イズ検査は、２５日昇も実施し、年始
は１月８日昇から実施します。
　問 多摩小平保健所感染症対策係
（札４５０－３１１１）

■東京都最低賃金改正

□東京都最低賃金は１０月１９日から時
間額７３９円となりました。
□月給制、日給制、時間給制等すべ
てに「時間額」が適用
　問 東京労働局賃金課
（札０３－３５１２－１６１４）

かりやすく説明します。
　また、e-Tax（国税電子申告・納
税システム）等、多くの個人事業者
に関係する事項の説明も行います。
　時 陰１２月５日昌午前１０時～午後０時
１０分（不動産所得のある方）、午後１
時３０分～４時４０分（事業所得のある
方）
隠１２月７日晶午前１０時～午後０時１０
分（不動産所得のある方）、午後１時
３０分～４時４０分（事業所得のある方）
　場 陰ＪＡ東京あぐり田無支店　
　　　　　　　　田無町５－１０－１
隠ＪＡ東京みらい保谷支店　
　　　　　　　　　泉町３－１－１
　消費税については、平成１７年分の
課税売上高（事業収入から消費税の
課税されない収入を差し引いた金
額）が１千万円を超える事業者の方
は、平成１９年分の消費税および地方
消費税の申告が必要となる場合があ
ります。新たに消費税の課税事業者
となる方は、「消費税課税事業者届
出書」などの各種届出書等の提出が
必要となり、原則として、日々の記
帳や書類の保存が必要となります。
　問 東村山税務署個人課税第１部門　
審理・指導担当（札０４２－３９４－６８１１
　内線４１５）
（２）株式譲渡者に対する集合説明会
　税務署では、納税者の皆さんがご
自分で確定申告書を作成いただける
よう、次のいずれにも該当する方を
対象として、「所得税の確定申告書」
や「株式譲渡の計算明細書」の記載
方法の集合説明会を開催します。
①平成１９年中に特定口座を利用して
上場株式等を譲渡（売却）された方
②株式譲渡について、初めて確定申
告書を提出する方
③株式等の譲渡所得以外の収入が、

　午前９時～午後４時３０分
　場 都立田無工業高等学校
　￥ ５００円
　定 ２０人
　申 往復はがきに、講座名・住所・氏
名・年齢・性別・電話番号・対象建
築物の建築年数を明記し、１１月２６日
捷～１２月２４日抄（必着）までに向台町
１－９－１都立田無工業高等学校へ
　問 都立田無工業高等学校経営企画
室・安部（札４６４－２２２５）

 ごぞんじですか、検察審査会検察
審査員に選ばれたらご協力を！

　「交通事故や詐欺などの被害にあ
ったのに、検察官がその事件を裁判
にかけてくれない。」このような不服
を持っている方のために「検察審査
会」があります。費用は無料。秘密
は固く守られますので、お気軽に相
談してください。
　また、検察審査会では１１人の審査
員が事件の審査に当たります。審査
員は、選挙権を持っている皆さんの
中から「くじ」で選ばれます。あな
たも検察審査員に選ばれることがあ
るかもしれません。審査員に選ばれ
たときには、国民の代表としてご協
力をお願いします。
　問 八王子検察審査会事務局
（札０４２－６４２－５１９５）
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

■東村山税務署から

（１）青色決算説明会・消費税等説明
会
　当説明会では、「決算の仕方」を中
心に、「確定申告に当たっての留意
事項および青色申告決算書の作成要
領」や「消費税法等の概要」等をわ

 シニア対象パソコン教室　　　
１２月受講者募集

◎電子メールをはじめよう　３日捷
／　￥ ４０００円／　締 １１月２６日捷　◎デ
ジカメ教室　４日昇／　￥ ４０００円／
　締 １１月２６日　◎年賀はがき教室　６
日昭午前または午後各１回（半日）
（申込み時午前または午後の希望を
指定）／　￥ ２０００円／　締 １１月２７日昇　
◎パソコン入門講座　１０日捷・１１日
昇の２日間／　￥ ７０００円／　締 １１月２７
日昇　◎ワード中級講座　１８日昇・
２０日昭の２日間／　￥ ７０００円／　締 １２
月５日昌／受講料はいずれもテキス
ト代込。午前９時３０分～午後４時／
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、申込締切日まで必着。応募
者多数の場合は抽選
※いずれも１０人・入門講座以外は文
字入力のできる方対象／　問 西東京
市シルバー人材センター（〒２０２－
００１３中町２－１－３札４２５－６６１１）

 平成１８・１９・２０年度柳泉園組合
競争入札参加資格審査随時追
加申請の受付

□受付期間　平成２０年１１月３０日まで
随時受付
　申請方法・様式は、柳泉園組合　HP 
をご覧ください。
　HP http://www.ryusenen.or.jp
　問 柳泉園組合　総務課企画財務係
（札４７０－１５４６）

■我が家の簡易耐震診断

　灸耐震診断を行います。球
　受講生が持参した図面をパソコン
に入力し、木造住宅の簡易耐震診断
を行います。（本校生徒等が図面の
読み取りやパソコンの操作をお手伝
いします）。当日は、工学院大学の
宮澤教授をお招きして地震の概要や
診断結果について、補強方法等のア
ドバイスをいただきます。
　時 平成２０年１月１９日松

 「警報器の点検です」と訪
問した販売員に「自分の家

には火災警報器は付けていな
い」と言ったら、「火災警報器の
設置は強制ではないが義務化さ
れている」と言われた。火災警
報器の設置が義務なら仕方がな
いし、防犯も大切と思い、セキ
ュリティシステムの契約をし
た。１週間後に工事の予定も入
れた。２日後、高額だし止めた
いと思い、連絡したが「解約で
きない」と言われた。
 火災警報器の設置は、改正
消防法で市町村の火災予防

条例により一般の住宅に『住宅
用火災警報器』の設置・維持管
理が義務づけられました。東京
都の場合は、新築・改築住宅は
すでにに義務づけられています
が、既存の住宅は、平成２２年４
月１日から設置・維持管理が義
務付けられます。つまり、新
築・改築住宅以外はまだ義務付
けられてはいません。住宅用の

Ｑ

Ａ

火災警報器はホームセンターや
家電量販店などでも購入でき、
機能や取り付け方など種類もさ
まざまです。比較検討して自分
に合ったものを選びましょう。
　この事例は訪問販売ですの
で、契約から８日以内であれば
無条件で解約ができる『クーリ
ング・オフ制度』が利用できま
す。クーリング・オフ通知の書
き方・出し方を助言したところ、
翌日業者が来訪し、商品の引取
りと支払った全額が返金されま
した。
　事例のようにまだ義務化され
ていないのに義務化されたとい
うような嘘の説明で契約した場
合は、クーリング・オフ期間が
過ぎても解約できる場合があり
ますので、あきらめずに消費者
センターに相談しましょう。
　詳しくは、相談室にお問い合
わせください。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ

お役立ちガイお役立ちガイドド

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

場所日　　　　時内　　　　容
田・保毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
１１月２７日昇・２８日昌・１２月６日昭・７日晶
午前９時～正午
※１２月６日昭は人権身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保

１１月２２日昭午前９時～正午※人権・身の上相
談を兼ねる
１２月４日昇・５日昌・１１日昇午後１時３０分～
４時３０分

田★１２月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１１月２２日昭　午前９時～正午

田　１１月３０日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１２月７日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　１２月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★１１月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★１１月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１２日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★１１月２８日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　１２月１０日捷　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

田★１１月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　１２月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　１２月５日昌　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

■専門相談の予約開始　１１月１６日晶午前８時３０分から（★印は、１１月２日から
　　　　　　　　　　　　受付中）
　　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
　なお、予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなるこ
　とがありますが、ご了承ください。
■予約・問合せ 円円 　田 …田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
 円円円円円円円円円円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　


