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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１２月４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１２月１６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

生活福祉課（田無庁舎１階）（札４６０－９８３６）
生活福祉課（保谷庁舎１階）（札４３８－４０２７）

毎週月～金曜日
午前８時３０分～午後５時生 活 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 田無庁舎５階

（予約のみ）
教育相談センター
（札４３８－４０７７）

Nicomoルーム
（西原総合教育施設３階）

月～水曜日
午前９時～午後５時不登校ひきこもり

相 談 電話相談
月～水曜日（札４５２－２２４４）、木・金曜日（札４３８－４０７７）

月～金曜日
午前９時～午後５時

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

※外出の難しい方は、
要相談

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
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～午後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

女

性

相

談

水・木曜日午前１０時～正午
午後１時～５時、６時～８時
金・土曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

（札４３８－１１００）
１２月１日外科・８日内科・１５日眼科・２２日小児科
いずれも火曜日　午後１時３０分～２時３０分
※上記の日時以外は、休日診療案内です。

電話医療相談
（西東京市医師会）

（札４６６－２０３３）１２月４日・１１日・１８日・２５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）

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
１２月１０日昭・※１７日昭・１８日晶・２２日昇　
午前９時～正午
※１２月１７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
１２月９日昌・１５日昇・※１６日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１２月１６日昌は女性弁護士による相談

田　１月７日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　１２月２４日昭　午前９時～正午

田　１２月１１日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１２月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１２月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★１２月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１２月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★１２月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１２月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★１２月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１２月９日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　１２月２４日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★１２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★１２月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保　１月１５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　１２月４日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１１月１７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）　　　　　　

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！

　場 長野県上田市菅平高原　
　申 使用日の３か月前から７日前まで
に菅平少年自然の家へ電話（市外の
方は１か月前から）
□交通　①長野新幹線利用：上野駅
（大宮駅）～上田駅（バスで約１時
間）～菅平農協前下車（徒歩３０分）
～菅平少年自然の家、②自動車利
用：関越自動車道・所沢ＩＣ～上信
越自動車道・上田菅平ＩＣ～（Ｒ１４４
～Ｒ４０６）～菅平少年自然の家
※所要時間はいずれも約３時間

菅平少年自然の家 スキーや雪遊びが楽しめます！

※自動車の場合は、雪道用のタイヤ
チェーンなどが必要。
□周辺ガイド　車で約３０分のところ
にプール付きの市営温泉など、心身
のリフレッシュに最適な気軽に入れ
る温泉があります。
□休所日　火曜日（年末年始期間は
開所）
□菅平高原スキー場情報　スキー場
は１２月５日松にオープン予定。ま
た、毎月第３日曜日は、小学生以下
のリフト料金が無料。

Tax」をご利用ください
①国税庁　HP から電子申告
②最高５，０００円の税額控除
③添付書類の提出省略
④還付金がスピーディー
※e-Taxの利用に際しては、電子証
明書の取得（手数料が必要です）、Ｉ
Ｃカードリーダライタの購入などの
事前準備が必要です。
　詳しくは、国税庁　HP www.nta.go.jp
をご覧ください。
　問 東村山税務署
（札０４２－３９４－６８１１）

■第２回　西東京健康祭り

　時 １２月５日松午前10時～午後４時
　場 アスタセンターコート
　内 講演１「新型インフルエンザにつ
いて」【大流行を迎えた今、皆さんに
知っておいて欲しいこと】（医師）、
講演２「ＡＥＤの使用方法（実演）」
（臨床工学士）、出張診察室（医師）、
看護相談
　問 西東京中央総合病院
（札４６４－１５１１）

　定 各３０人（予約制・先着順）
③３０～５４歳対象
　時 １２月９日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
④５５歳以上対象
　時 １２月１６日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人（予約制・先着順）
⑤３０～５４歳対象
　時 １２月１８日晶受付：午後０時３０分～
３時３０分、面接会：午後１時～４時
　場 ①国分寺市本多公民館　②～⑤東
京しごとセンター多摩
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■東村山税務署から

興電話音声・ファクシミリによるタ
ックスアンサーサービス
　１１月３０日捷で電話音声とファクシ
ミリによるサービスは終了しまし
た。
　なお、インターネット（携帯電話
サイトを含む）によるタックスアン
サーは、引き続きご利用できます。
興国税電子申告・納税システム「e-

①３日昭②４日晶③７日捷⑨１８日晶
午後６時～９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １２月８日昇～１０日昭の１日のみ。
時間などはお問い合わせください。
　￥ １，０００円
□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利用ください
（パソコンの簡単な指導もあり）。
　￥ 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

①これから働く女性対象
　時 １２月１１日晶午後１時３０分～３時３０
分／　定 ５０人（予約制・先着順）※託
児あり
②３４歳以下対象就活セミナー
　時 １日目：１２月２４日昭、２日目：２５
日晶各午後１時３０分～４時３０分

■今月の薬湯～ショウガの湯～

　時 １２月６日掌※小学生以下は入浴無
料（保護者同伴）
　問 公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

■創業支援相談センターから

□相談内容
経営…経営革新や現状診断
経理…会計ソフトの基礎知識な

ど

融資…事業計画作成のお手伝いや日
本政策金融公庫（旧国民生活金融公
庫）へのご紹介
創開業…必要な諸手続きな

ど

その他…基本的知識や、疑問・質問
□特別相談日（相談無料・予約優先）
　１２月の中小企業診断士等による特
別相談日は、次のとおりです。
①３日昭②４日晶③７日捷④１０日昭
漁１１日晶禦１４日捷⑦１５日昇⑧１６日昌
⑨１８日晶京２１日捷供２２日昇⑫２４日昭
　時 午後１時３０分～４時３０分（漁禦京
供午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）

お役立ちガイお役立ちガイドド

冬期（１１月～４月）
区　分

その他市　民
（幼児食）
１,３００円

（幼児食）
１,１５０円

未就学児
（４歳～６歳）

（一般食）
２,１５０円

（一般食）
１,９００円小・中学生

３,８００円２,８５０円少年団体の
引率者

３,８００円２,８５０円高校生

４,６００円３,３００円青年
（１６歳～２２歳）

５,３００円３,８００円一　般

■利用料金（１人・１泊２食付）

◆菅平少年自然の家（札０２６８－７４－２２７７）


