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お役立ちガイお役立ちガイドド

 平成２１年春採用陸・海・空自衛
官募集

　２１年春に入隊予定の陸海空自衛官
の採用を実施します
　約６～９か月間の基本教育の後、
各部隊の専門分野で勤務します。
□応募資格
来春１８歳以上２７歳未満の男女
□試験日程
平成２１年（詳しくは地域事務所へ）　
□受付期間
平成２１年（逐次受付中）
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３ー１９８１）

■犯罪被害者相談所の開設

　時 １１月２７日昭～２９日午前１０時～午後４時
□面接相談　飯田橋レインボービル
□電話相談　犯罪被害者ホットライン
（札０３－３５９７－７８３０
※期間中は、札０３－３２３５－４１６１）
　問 田無警察署
（札４６７－０１１０　内線２１３５）

■多摩小平保健所から

興医療安全推進研修市民講演会
　時 １２月４日昭午後２時～４時
　場 多摩小平保健所
　内 「法律から見た医療」～知ってお
きたい患者の権利と責任～
　講  松  井  菜  採 弁護士

まつ い な つみ

　対 市内在住・在勤者
　申 １１月２７日昭までに電話
　問 多摩小平保健所保健医療係
（札０４２－４５０－３１１１）

■テレビについて大切なお知らせ

　２０１１年（平成２３年）７月２４日まで
に今までのテレビ放送（地上アナロ
グ・ＢＳアナログ放送）は終了しま
す。それ以降はアナログテレビをお
使いの方は、デジタル放送を見るこ
とができません。
　地上デジタル放送を視聴するに
は、①地上デジタル放送対応のテレ
ビに買い換える②地上デジタルチュ
ーナーを買う③地上デジタル放送対
応済みのケーブルテレビで視聴す
る。（①、②についてはＵＨＦアン
テナが必要です。）
　詳しくは、下記へお問い合わせを。
　問 （地上デジタル放送について…平
日午前９時～午後９時、土・日曜日、
祝日午前９時～午後６時）総務省地
デジコールセンター（札０５７０－０７－
０１０１※ナビダイヤル）、ＩＰ電話な
ど、ナビダイヤルがつながらない場
合（札０３－４３３４－１１１１）
（ＢＳデジタル放送について…平日
午前９時～午後９時、土・日曜日、
祝日午前９時～午後６時）ＢＳデジ
タル放送お問い合わせセンター（札
０５７０－０１－２０１１※ナビダイヤル）、
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつな
がらない場合（札０４５－３４５－４０８０）
鋤デジタル放送推進協会
　HP http://www.dpa.or.jp

Ｔａｘ（国税電子申告・納税システ
ム）」などの説明を行いますので、ご
利用ください。
　時 １２月５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 ＪＡ東京あぐり田無支店
（田無町５－１０－１）
　時 １２月８日捷午前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 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１８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２０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
（札０４２－３９４－６８１１内線４１６）

 青年農業従事者との「ふれあい
交流会」女性参加者募集

　時 １１月２２日松午前１１時～午後３時３０
分（午前１０時３０分受付）
　場 西武園ゆうえんち中央口集合
（西武ゆうえんち駅前）
　内 レストランでのパーティ、遊園地
のアトラクション
　対 ・　定 ２０～４０歳の独身女性・先着２５人
　問 ＪＡ東京みらい指導課
（札４７７―００３７）

 平成２１～２３年度柳泉園組合競争
入札参加資格審査申請の受付

□受付期間　１２月１日捷～１９日晶
※申請方法や様式については、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（札４７０－１５４６）

■シルバー人材センターから

興シニア対象１２月パソコン教室
◎パソコンの始め方と入力　３日昌
／　￥ 無料／　締 １１月２１日晶　◎年賀
はがき教室（本文）　５日晶午前９時
３０分～午後０時３０分／　￥ ２０００円／
　締 １１月２５日昇　◎年賀はがき教室
（宛名書き）　５日晶午後１時～４
時／　￥ ２０００円／　締 １１月２５日昇　◎
インターネット・メール講座　１０日
昌／　￥ ４０００円／　締 １１月２７日昭　◎
デジカメ教室　１２日晶／　￥ ４０００円
／　締 １１月２８日晶　◎パソコン入門
講座　１７日昌・１９日晶の２日間／　￥ 
７０００円／　締 １２月３日昌／※受講料
はいずれもテキスト代込み。年賀は
がき教室以外はいずれも午前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。応募多数の場合は抽選※
いずれも１０人・パソコンの始め方と
入力・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）

■東村山税務署から

興青色決算説明会・消費税等説明会
　税務署では、所得税の青色申告を
している方を対象に説明会を開催し
ます。
　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・青色申告決算書の作成要領」、
「消費税法などの概要」および「ｅ‐

 携帯電話の無料掲示板で
「簡単にお金もうけができ

る」という書き込みに連絡した。
　携帯電話を契約して渡すと報
酬がもらえるアルバイトだった。
　料金は後で依頼主が支払うよ
うに変更すると説明され、自分
の口座引落しとしたが、高額な
請求がきて困っている。
　依頼主とは全く連絡が取れない。

 相談者は２０歳の大学生で、
３台の携帯を契約し１台に

つき５,０００円の報酬を受け取り、
２５万円の請求がきていました。
　その携帯電話は悪用されてい
る可能性が極めて高く、まず解
約することを助言しました。
　名義を貸すことは契約当事者
になることです。だまされたと
主張してもその支払義務を免れ
る事はできないと説明しまし
た。　
　また、自分名義の携帯を他人
に譲渡して報酬を得ることは、
携帯電話不正利用防止法に抵触

Ｑ

Ａ

する可能性もあります。
　請求を放置しておけば、自分
の携帯が使えなくなったり新た
な契約ができなくなったりもし
ます。
　犯罪に加担した共犯者と見な
されても仕方ない行為でもあ
り、またこの携帯が違法行為に
使われた場合などその責任を問
われる可能性もあります。
　数年前からこのような相談が
増え、携帯電話会社もひとり当
たりの契約台数を制限していま
すが後を絶ちません。
　さらに、購入時のチェック強
化など未然防止作を要望してい
ます。
　「簡単にもうかる」という甘い
言葉をうのみにした若者のトラ
ブルが増えています。決して楽
にもうかる話は無いので気をつ
けてください。
　詳しいことは消費者センター
にご相談ください。
◆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２６日昌・１２月４日昭・５日晶・１１日昭　
午前９時～正午
※１２月４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
１２月２日昇・３日昌・９日昇
午後１時３０分～４時３０分
※１２月２日昇は女性弁護士による相談

田★１２月４日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１１月２７日昭　午前９時～正午

田　１２月１２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１２月５日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月４日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　１２月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　１２月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　１２月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１０日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★１１月２６日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　１２月８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２１日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　１２月４日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★１２月３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　１１月１８日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１１月４日昇から受付中）
　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・問い合わせ  　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）　　　　　　


