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◆東京都都市整備局市街地整備部企
画課（札０３－５３２０－５１２３）

 自衛官採用案内　　　　　　　
一般・技術幹部候補生募集

　自衛隊の指揮官・技術研究者など
の幹部自衛官を養成する制度です。
　約１年間の基本教育の後、３等陸
海空尉に昇任し各部隊・研究所など
で主に総合職として勤務します。
□応募資格　２０歳以上２６歳未満の方
（２２歳未満は大卒者・見込みを含む）
　大学院修了者は２８歳未満
□第１次試験　５月１７日松・１８日掌
（ただし１８日は飛行要員希望者のみ）
□受付　４月１日昇～５月９日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３―１９８１）

■都立田無養護学校から

　４月１日から学校名を「東京都立
田無特別支援学校」に変更します。
　学校名について、第１回東京都議
会定例会に付議しますので、東京都
立学校設置条例の一部を改正する条
例が施行されるまでは現在の学校名
のままとなります。
　問 都立田無養護学校経営企画室
（札４６３－６２６２）

□選考　いずれも一次書類選考、二
次面接
　問 保谷障害者福祉センター・小川（保
谷町１－６－20　札４６３－９８６１）

 栄町地域包括支援センター　　
職員募集

□職種　地域包括支援センター常勤
職員・１人
□応募資格　保健師または看護師
□受付　３月１７日捷から
※詳細はお問い合わせください。
　問 社会福祉法人都心会保谷苑・森谷
（栄町３－６－２　札４２３－５０００）

■地域危険度測定調査

　東京都では、東京都震災対策条例
に基づき、「地震に関する地域危険
度測定調査（第６回）」を取りまとめ、
公表しました。
　この調査は、地震に強い都市づく
りを進めるために活用するととも
に、都民の皆さんに防災への関心を
一層高めていただくために測定しま
した。
　地域危険度は、東京都都市整備局
　HP に概要、町丁目ごとの危険度ラン
ク・危険度ランク図などを掲載して
いますので、ぜひご覧ください。

　HP 

後日連絡します。
　申 ３月１７日捷から随時。履歴書・介
護支援専門員であることの証明書
（写）を〒２０２－００１３ 中町１－６－
８保谷東分庁舎内社会福祉協議会法
人運営係へ直接持参または郵送
　問 西東京市社会福祉協議会法人運営
係・萩原、鵜野（札４３８－３７７４）

■臨時職員募集

司田無障害者福祉センター生活介護
事業
□職種　生活支援員・若干名
□報酬　時給９４０円～１０４０円
□勤務日　週５日※社保制度適用
□勤務時間　午前９時～午後５時
（実働７時間）
□契約期間　４月１日から１年間
　　　　　　※更新有り
□選考　一次書類選考、二次面接
　問 田無障害者福祉センター・中島
（田無町５－５－12　札４６６－１６９０）
司ほうや福祉作業所
□職種　作業支援員・若干名
□報酬　時給９４０円
□勤務日　週５日※社保制度適用
□勤務時間　午前８時３０分～午後４
時１５分（実働７時間）
□契約期間　４月１日から１年間
※更新有り
□選考　一次書類選考、二次面接
問ほうや福祉作業所・長谷川（ひば
りが丘３－１－23　札４６１－９８１６）
司保谷障害者福祉センター
□職種　①地域活動支援員
　　　　②送迎車添乗員（各１人）
□報酬　①時給９４０円～１,０４０円
　　　　②８４０円　　
□勤務日　①週５日※社保制度適用
　　　　　②週３日程度
□勤務時間　
①午前８時４５分～午後４時３０分
（実働７時間）
②午前９時～午後４時３０分
（実働５時間程度）
□契約期間　いずれも４月１日から
１年間※更新有り

■シルバー人材センターから

司パソコン教室の４月受講者募集
◎パソコンの始め方と入力　①３日
昭・②２４日昭の２回／　￥ 無料／　締 ①
３月２４日捷・②４月１０日昭　◎イン
ターネット・メール講座　８日昇／
　￥ ４，０００円／　締 ３月２６日昌　◎デジ
カメ教室　９日昌／　￥ ４，０００円／　締 
３月２６日昌　◎パソコン入門講座　
１４日捷・１６日昌の２日間／　￥ ７，０００円
／　締 ３月３１日捷　◎ワード初級講
座　２１日捷・２２日昇の２日間／　￥ 
７，０００円／　締 ４月８日昇※受講料は
いずれもテキスト代込み／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、
申込締切日までに必着。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）

■社会福祉協議会から

司介護保険認定調査員募集
□職種　登録調査員（委託契約）・２０
人
□資格　介護支援専門員
□職務内容　市内・近隣の訪問調査、
調査票作成
□委託料　調査１件３，１５０円（諸経費
込）
□契約期間　４月１日以降
※本採用については、平成２０年度西
東京市予算の可決が条件です。
□選考　書類審査・面接。面接日は

？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
３月２６日昌・４月３日昭・４日晶・１０日昭　
午前９時～正午
※４月３日昭は人権・身の上相談を兼ねる
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３月２７日昭午前９時～正午※人権・身の上相
談を兼ねる
４月１日昇・２日昌・８日昇午後１時３０分～
４時３０分※４月１日昇は女性弁護士による相談

田★４月３日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★３月２７日昭　午前９時～正午

田　４月１１日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　４月４日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　４月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★３月２７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★３月２７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月９日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★３月２６日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　４月１４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★３月２１日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　４月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　４月２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　３月１８日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、３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）　　　　　　

 職場に販売員が来て資格を
取れば毎月５万円もらえ

る。資格はだれでも簡単に取れ
るというので２週間前に契約し
た。教材が届いたが多量のテキ
ストやビデオ、ＣＤでとても利
用できないので解約したい。
 相談者は、何の資格かもよ
くわからず、毎月５万円も

らえるので、支払いは心配ない
と販売員が言ったことを信じて
契約しました。
　契約書面を確認しましたが、
資格を取得した後に契約金額と
同額を進呈するとの書面でし
た。資格試験を受験して、合格
しなければ支払われない制度で
す。
　教材はダンボール箱にぎっし
り詰まっていて、持ち上げるの
も大変なほど届いたが、そのま
まにしてあるとのことでした。
商品代金は約５０万円で、クレジ
ットを組み、支払い総額は約７０
万円という契約です。

Ｑ

Ａ

　相談者に販売会社とクレジッ
ト会社に「話が違うので解約し
たい。教材は未使用である」こ
とを書面で通知するよう助言し
ました。
　販売会社からクーリング・オ
フ期間は過ぎてはいるが、無条
件解約に応じると連絡があり、
教材を返送して相談を終了しま
した。
　この事例では早い段階で相談
があり、教材も未使用であった
ことから、解約ができました。
販売員が言ったことでも、書面
に明記されていないとその証明
が難しくなります。高額な契約
では、セールストークをうのみ
にするのではなく、書面を確認
する習慣をつけましょう。
　また、クレジットの分割払い
では手数料が発生します。支払
い総額の確認も必要です。
◆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


