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□補助割合
刺低燃費車などの購入
利子（長プラ）の２分の１
信用保証料の３分の２
刺最新排出ガス規制適合車への買い
換え利子（長プラ）の２分の１
信用保証料の３分の２
　申 平成２１年３月３１日までに取扱金融
機関へ直接お申込みください。
　問 東京都環境局自動車公害対策部規
制課融資担当（札０３－５３８８－３５３５）
　HP  http://www2.kankyo.metro.tokyo.
jp/jidousya/diesel/

■たのしい建築教室

　建築の技術を使い、木製の道具箱
の形をした筆入れなどを作ります。
　時 ８月２３日松～２４日掌
午前１０時～午後３時
　場 東京都立田無工業高等学校
　対 ・　定 小学校５年生～中学校３年
生・２０人
　￥ ５００円（材料費、傷害保険料）
　申 ８月８日晶までに田無工業高等学校
へ直接申し込んでください（印鑑持参）。
　問 東京都立田無工業高等学校
（札４６４－２２２５）

 排水設備工事責任技術者 
共通資格試験

　時 １０月１９日掌午前１０時～正午
　場 青山学院大学・青山キャンパス（地
下鉄「表参道駅」下車徒歩５分）
　￥ ６，０００円（受験料）
受験申込書の配布　
市役所（保谷庁舎）下水道課で７月
２５日晶から　※受付期間８月１日晶
～９月１日捷まで（郵送による）
◆下水道課 　保 （札４３８－４０６０）

■ディ－ゼル車規制補助金受付

　今年度第１回目の受け付けを実施
していますので、対象車両は今回必
ず申請してください。
　対 初度登録が平成１３年８月以降の長
期規制車両
※型式がＫＫ－等で、車両総重量が
３．５ｔ超（都内登録車両に限る）。
□条件　粒子状物質減少装置の装着
を完了し、１１月１４日までに実績報告
ができる方。
　初度登録が平成１４年３月末までの
車両は、今回の受付が最後です。
□補助内容　装着経費の２分の１
（１台当りの上限は3.5ｔ超～８ｔ
以下が１０万円、８ｔ超が２０万円）
　申 ９月３０日昇までに都庁第二庁舎１６
階（中央）環境局規制課カウンタ－
へ（平日午前９時～午後５時）
　問 東京都環境局自動車公害対策部規
制課補助担当（札０３－５３８８－３５２９）

 東京都環境保全資金（自動車低公
害化促進資金）受け付け

　中小企業の方が低燃費車を購入す
る場合、利子補給を行います。
～低燃費車とは？～
　低燃費車などとは、２０１５年度燃費
基準達成車のことです。
　なお、電気自動車・天然ガス自動
車・燃料電池自動車・メタノール自
動車も低燃費車などと同じ扱い。

けます。
　￥ 利用料１時間２００円
　場 西東京創業支援相談センター
（南町５－６－１８イングビル１階・
札４６１－６６１１※予約な

ど）
　HP 　http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象
　時 ８月２７日昌～２９日晶の計３日間
午後５時４５分～７時４５分
　定 １５人（予約制）
②これから働く女性対象「女性再就
職サポートプログラム（簡易版）」
　時 ８月５日昇～７日昭の計３日間
午前９時３０分～正午
　定 １５人（予約制）
③３４歳以下対象
どちらか１日のみの参加も可。
　時 ①８月２７日昌②２８日昭
午後１時３０分～４時３０分
　定 各３０人（予約制）
④３０～５４歳対象
　時 ８月１３日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制）
⑤５５歳以上対象
　時 ８月２０日昌午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制）
　場 全て東京しごとセンター多摩
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■今月の薬湯～ハッカ湯～

　夏の疲れた肌を引き締め、スカッ
ーとさわやか。ハッカ湯はいかがで
すか！クジ引きサービスを実施しま
す。
　時 ８月３日掌
※小学生以下は入浴無料です。保護
者同伴でご入浴ください。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）
※６月１５日から１２歳以上の方の公衆
浴場入浴料が４３０円から４５０円にな
りました。

 西東京創業支援相談センターの
ご案内

□特別相談日（相談無料）
　８月の中小企業診断士による特別
相談日は、次のとおりです。（相談
無料）
①１日晶②４日捷③７日昭鋸８日晶
⑤１２日昇禦１３日昌⑦１４日昭⑧１８日捷
⑨２０日昌京２１日昭供２７日昌⑫２９日晶
午後１時３０分～４時３０分
（鋸禦京供は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
③７日昭⑤１２日昇⑧１８日捷⑫２９日晶
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　今月はお休み。次回は９月を予定。
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ８月２５日捷・２６日昇・２７日昌の１
日のみ。時間等は問い合わせくださ
い。
　￥ 受講料１，０００円
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗をお持ちの大家さんご連
絡ください。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業を考えている方は、当
センターのパソコンをお使いいただ

お役立ちガイお役立ちガイドド

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！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８月１５日晶・２１日昭・２６日昇午前９時～正午
※８月２１日昭は女性弁護士による相談

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保

８月１３日昌・１９日昇・２０日昌
午後１時３０分～４時３０分
８月２８日昭午前９時～正午
※人権・身の上相談を兼ねる

田　９月４日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　８月２８日昭　午前９時～正午

田　８月２２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　８月１５日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　８月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保★８月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保★８月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★８月１３日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　８月２７日昌　午後１時３０分～４時３０分

田★８月１１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　８月１５日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★８月７日昭　午後１時３０分～４時３０分

保　９月１２日晶　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　８月４日捷午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、７月１８日晶から受付中）
　　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）　　　　　　

問い合わせ場　　所日　　時内　　容

消費者センター
（札４２５－４０４０）

 毎週月～金曜日
 午前１０時～正午
 午後１時～４時

消費生活相談

都市計画課
（札４３８－４０５１）

田無庁舎２階ロビー
８月１日晶
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（札４３８－４０４２）

田無庁舎２階ロビー
８月２０日昌
午後１時３０分～２時３０分

動 物 相 談
(西東京市獣医師会）

保谷庁舎１階ロビー

子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）
相談専用電話
（札４３９－００８１）

子ども家庭支援センター
相談室・

住吉会館１階

毎週月～土曜日
午前９時～午後４時

子ども家庭相談
（電話・面接）

子育て支援課・田無庁舎１階 （札４６０－９８４０）
※事前に電話予約をしてください

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時母 子 相 談

教育相談センター
（札４３８－４０７７）
電話相談

（札４２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

教 育 相 談
（予約制）

田無庁舎５階

男女平等推進係
（札４３９－００７５）
相談専用電話
（札４２１－２３２２）

パリテ・住吉会館１階
※いずれも予約優先です。
※予約受付時間は次のとお
りです。
月・火曜日
午前９時～午後５時
水・木曜日
午前９時～午後８時
金・土曜日午前９時～正午
午後１時～５時

月・火曜日
午前１０時～午後１時
午後２時～４時

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）

女

性

相

談

水・木曜日午後３時～８時

金・土曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

（札４３８－１１００）８月はお休みです。電話医療相談
（西東京市医師会）

（札４６６－２０３３）８月１日・８日・１５日・２２日・２９日
いずれも金曜日　午後０時３０分～１時３０分

電話歯科相談
（西東京市歯科医師会）


