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■東京都最低賃金の改正

　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は１０月１日から時間額７９１円に改正
されました。
　都内で労働者を使用するすべての
事業場および同事業場で働くすべて
の労働者（都内の事業場に派遣中の
労働者を含む）に適用されます。
　一部の業種については別に定める
特定（産業別）最低賃金が適用され
ます。
　問 東京労働局賃金課
（札０３－３５１２－１６１４）

■依存症講演会

　時 ・　場 １０月３０日晶午後１時３０分～３
時１５分・多摩小平保健所
　講 小林　 桜  児 さん

おう じ

（国立精神・神経センター病院医師）
　申 １０月２３日晶までに下記へ電話
　問 多摩小平保健所保健対策課
（札４５０－３１１１）

■秋の東京港パネル展

　東京港の役割や環境施策を紹介。
　時 １０月２２日昭～２９日昭の平日
　場 田無庁舎２階ロビー
（午前８時３０分～午後５時、最終日
は午後１時まで）
　問 東京都港湾局総務課
（札０３－５３２０－５５２４）

■民事・家事無料調停相談会

　裁判所の調停委員・弁護士が、秘
密厳守・無料で相談に応じます。
　時 ・　場 １1月14日松午前10時～午後
3時30分・西武百貨店池袋本店７階
くらしの相談コーナー
　内 民事（他人とのトラブル）
　家事（家庭内のトラブル）
　申 当日直接会場へ（先着順）
　問 東京家事調停協会
（札０３－３５０２－８８２２）

 シニア対象パソコン教室の１１月
受講者募集

◎パソコンの始め方と入力
４日昌／　￥ 無料／　締 １０月２３日晶
◎パソコン入門講座
６・１３・２０・２７日晶午前（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 １０月２６日捷　
◎年賀はがき教室（本文）
９日捷午前９時３０分～午後０時１５分
／　￥ ２,０００円／　締 １０月２８日昌
◎年賀はがき教室（宛名書き）
９日捷午後１時１５分～４時
／　￥ ２,０００円／　締 １０月２８日昌
◎エクセル初級講座　１１・１８日昌の
２日間／　￥ ６,０００円／　締 １０月３０日晶
◎パソコンの楽しい活用講座
詳細は資料をご請求ください／毎週
晶午後／　￥ １回１,５００円
※いずれもテキスト代込み。
　対 ・　定 パソコンの始め方と入力およ
び入門講座以外は文字入力のできる
方・１０人
　場 シルバー人材センター
　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、下記へ郵送
　問 シルバー人材センター（〒２０２－
００１３　中町１ー６ー８　保谷東分
庁舎内・札４２５－６６１１）

■地域ふれあいバザー

　時 １１月２８日松午前１０時３０分～午後２
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保
１１月２日捷、４日昌、１０日昇
午後１時３０分～４時３０分

田★１１月５日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１０月２２日昭　午前９時～正午

田　１０月２３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１１月６日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　１１月５日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保　１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保　１１月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保　１１月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　１１月１１日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保★１０月２８日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　１１月９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

保　１１月５日昭　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保★１１月１３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

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　１０月１９日捷午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１０月５日捷から受付中）
　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 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円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　

煙ご存知ですか「行政相談週間」煙
　１０月１９日捷～２５日掌は「行政相談週
間」です。
　国の仕事などについて、苦情や要望を
受け付けていますので、ご利用ください。
◎東京一日合同行政相談所
　時 １０月２１日昌午前１０時～午後４時
　場 ＪＲ東京駅八重洲地下街「メイン・
アベニュー」
□１日所長　広瀬　久美子さ

ん（元ＮＨ
Ｋエグゼブティブアナウンサーほ

か）
□相談内容　年金、保険、国税、登記、
道路、郵便、旅客運輸関係等な

ど

◎市での定例相談（予約制）
田無庁舎…偶数月第３金曜日午後１時
３０分～４時３０分・市民相談室
保谷庁舎…奇数月第１木曜日午後１時
３０分～４時３０分・市民相談室

□行政相談委員　当市担当の方々で
す。電話相談も受け付けています。
 菅  野 　 亨 さん（札４６５－４６５１）
かん の とおる

 渡  部 　 と  久  代 さん（札４２２－１５６３）
わた なべ と く よ

 山  本 　 政  子 さん（札４６８－０４４１）
やま もと まさ こ

 岡  村 　 明 さん（札４２２－１２１５）
おか むら あきら

【相談は、次のところでも受け付けて
います】
①「行政苦情１１０番」総務省東京行政
評価事務所
（札０５７０－０９０１１０・胃０３－５３３１－１７６１）
②東京総合行政相談所（西武百貨店池
袋店７階※休業日を除く）
（札０３－３９８７－０２２９）
　HP http://www.soumu.go.jp/menu_03/hy
oukakyoku/gyousei/gyousei-form.html
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

合あり
□受付場所　下記へ直接持参。
　問 社会福祉協議会
（保谷東分庁舎１階 ・札４３８－３７７４・
胃４３８－３７７２）

■事業者の防火管理を強化　　　

　東京における建物（防火対象物）
は、管理・営業形態の複雑化、多様
化が進んでいます。それに伴い、防
火管理業務も、複雑・高度・専門化
しているのが現状です。
　東京都火災予防条例が改正され、
大規模な建物では防火管理技能者を
置く制度が導入されています。さら
に一定規模以上の建物には、自衛消
防活動要員の配置が義務付けられて
います。また、事業所で行う自衛消
防活動は、火災や災害が発生した場
合に、自衛消防活動を効果的に行う
ため、自衛消防組織を編成し訓練の
実施に努めなければなりません。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

 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２８日松午前１１時～午後４時
　場 西武園ゆうえんち中央口集合
　内 レストランでのパーティーや遊園
地のアトラクションほ

か

　対 ・　定 ２０～４０歳前後の独身女性・２５人
　￥ １,０００円（入場料、昼食代含む）
□主催　ＪＡ東京みらい青壮年部
　申 下記へ電話（先着順）
　問 ＪＡ東京みらい保谷支店指導経済
課・岡田（札４７７－００３７）

■平成２２年春入校　自衛隊生徒募集

□応募資格　１５歳以上１７歳未満で中
学卒業者（見込みを含む）の男子
□試験日程　平成２２年１月２３日松
□受付期間　１１月１日掌～１月８日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

時３０分（雨天決行）
　場 ほうや福祉作業所
【バザー品提供にご協力ください】
□受付期間　１１月１３日晶まで
　詳細は、電話または下記　HP でご確
認ください。
　HP http://business4.plala.or.jp/hfs2939/
　問 ほうや福祉作業所（札４６１－９８１６）

 福祉有償運送運転者講習会　
『第３回運転ダヨ！！全員集合』

　時 ・　場 ①１１月８日掌・保谷東分庁舎
②９日捷・田無自動車教習所（予定）
　内 道路運送法に定められた「国土交
通大臣認定」の講習
　対 ①普段から車の運転をしている方
②２年間無事故で免許停止を受けて
いない方③「西東京市移動サービス連
絡会」に人材登録をしていただける方
　定 ２５人（定員を超えた場合は書類選考）
　￥ ３,０００円（資料代、認定書代）
　申 申請書に必要事項を記入のうえ、
１０月２３日晶までに、下記へ直接持参
（郵送不可）
　問 社会福祉協議会　地域福祉推進
係・小口（札４３８－３７７０）

 チャリティーバザー物品提供の
お願い

□受付期間　１０月１９日捷～１１月６日晶
□受付物品　衣類、日用雑貨、陶器
のうち新品のもの
※品物によってはお受け取れない場

 先日トイレが詰まり、たまたま
あったチラシの業者に修理を

依頼。業者からは「出張料と基本
料で８,０００円、あとは行って見ない
と分からない」と言われていたが、
作業が必要と１万２千円追加さ
れた。ところがそれでも解消せず
追加作業代として３万円、計５
万円になると言われ、その時点で
断り２万円を支払って業者を帰し
た。後日、別の業者に確認すると、
相場より高く追加作業も疑わしい
と言われた。妥当な金額はいくら
か？
 センターでは相場を判断する
ことはできませんが、急な場

合でも応急処置で済ませ、後日
複数の業者から見積りをとるなど
十分検討したうえで契約を結ぶよ
う助言しました。また市の指定業者
を紹介できることも伝えまし

Ｑ

Ａ

た。
　事例のように、「基本料金３,０００
円～」など低料金表示で誘い、　
①料金形態をきちんと示さず修理
をしたあと高額な請求をする②高
額な高圧洗浄など必要のない処
置までする　③部品がなく修理が
難しいなどと言って新しい商品や
設備に交換させる、などのケース
も聞きます。
　事前に知らされなかった料金を
請求されたり、頼まなかった修理を
勝手にされた場合などは減額交渉
が可能です。現金を払った後では
お金を取り戻すことが難しくなりま
すので、納得できない場合は早め
にご相談ください。
◆消費者センター
（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


