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3年末年始は市役所の駐車場が大変混雑します。できるだけ公共交通機関をご利用ください。　◆管財課 JAN 2011

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！
  一般相談（予約不要）

日　時場　所
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時　市民相談室　田・保

専門相談（予約制）　
　申 １月５日昌午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接また
は電話（★印は、１２月１７日晶から受付中）
なお、予約開始日は大変込み合いますので、ご了承ください。
　問 市民相談室 田（札４６０－９８０５）・保（札４３８－４０００）

日　時場所内　容

１月１３日昭、２０日昭、２１日晶
午前９時～正午

田

法 律 相 談
１月１１日昇、１２日昌、１８日昇、１９日昌
午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
　２月３日昭田人権・身の上

相 談 　１月２７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月１４日晶田

税 務 相 談
　１月２１日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月２０日昭田

不 動 産 相 談
★１月１３日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１３日昭田

登 記 相 談
★１月２０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１３日昭田

表示登記相談
★１月２０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１２日昌田

交通事故相談
　１月２６日昌保

　午後１時３０分～４時３０分★１月１７日捷保
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分★１月６日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分　２月２日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 その他の相談
問い合わせ日　時／場　所内　容
消費者センター
（札４２５－４０４０）

月～金曜日　午前１０時～正午・午後１時～４時
／消費者センター消費生活相談

都市計画課
保（札４３８－４０５１）

第１金曜日　午後１時３０分～４時
／田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー住宅増改築相談

環境保全課
（札４３８－４０４２）

第３金曜日　午後１時３０分～２時３０分
／田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

動 物 相 談
(西東京市獣医師会）

子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

月～土曜日　午前９時～午後４時
／子ども家庭支援センター（住吉会館１階）子ども家庭相談

（電話・面接）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時
（札４３９－００８１）　

子育て支援課
田（札４６０－９８４０）

月～金曜日　午前９時～午後４時
／子育て支援課（田無庁舎１階）※要電話予約母 子 相 談

生活福祉課
田（札４６０－９８３６）
保（札４３８－４０２７）

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時
／生活福祉課（田無庁舎１階・保谷庁舎１階）生 活 相 談

教育支援課
保（札４３８－４０７７）

月～金曜日　午前９時～午後５時
／保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※要電話予約

教 育 相 談
【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（札４２５－４９７２）

月～水曜日　午前９時～午後５時
／Nicomoルーム（西原総合教育施設３階）不登校ひきこもり

相 談【電話相談】午前９時～午後５時
月～水曜日（札４５２－２２４４）、木・金曜日（札４３８－４０７７）

協働コミュニティ課
（札４３９－００７５）

月・火曜日　午前１０時～午後１時、２～４時
水・木曜日　午前１０時～正午、午後１～５時、６～８時
金・土曜日　午前１０時～正午、午後１～４時
／パリテ（住吉会館１階）　※予約優先

女 性 相 談
（ 面 接 ）

多文化共生センター
（札４６１－０３８１）

月～金曜日　午前１０時～午後４時
／多文化共生センター（イングビル１階）外 国 人 相 談

お役立ちガイお役立ちガイドド
　問 都市整備局建築企画課
（札０３－５３８８－３３６２）
　HP  http://www.taishin.metro.tokyo.jp/

 東京たま広域資源循環組合 
入札参加申請の受付

　平成２３・２４年度の工事・物品買入
れなどの入札参加申請を受付。
　時 １月１２日昌～１３日昭午前９時３０分
～１１時３０分・午後１時３０分～４時
　場 東京自治会館２階（府中市新町２
－７７－１）
※詳細は組合　HP をご覧ください。
　問 東京たま広域資源循環組合
　総務課（札０４２－３８５－５９４７）

 北多摩北部地域保健医療協議会
委員の募集

　多摩小平保健所では、地域の保健
医療サービスを利用する生活者の立
場から意見をいただく委員を募集。
　対 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米
市、西東京市在住の２０歳以上の方（都
職員および当該地域の市職員は除く）
□募集人員　３人以内
□任期　４月から２年間
□作文テーマ「誰もが健康で安全・
安心なくらしを実現するまちづくり
のために、私たちができること、行
政に望むこと」
　申 郵送またはＥメールで、作文（１，０００
～１，２００字程度）・住所・氏名・年齢・性
別・職業・電話番号を明記し、２月１４
日捷（消印有効）までに、下記へ。
　問 多摩小平保健所企画調整係
（〒１８７－０００２小平市花小金井１－
３１－２４・札４５０－３１１１・死S0000351@
section.metro.tokyo.jp）

　場 東京しごとセンター多摩
　内 ①応募書類講座　②面接対策講座
　定 各３０人（予約制・先着順）
　申 ・　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

 １月１１日～２４日 
耐震キャンペーンを開催します！

興耐震フォーラム
　時 １月１４日晶午後３時３０分～６時
　場 都庁都民ホール
　内 建築物の耐震化に関する講演
　定 ２５０人（要予約）
　申 ・　問 耐震キャンペーン事務局
（札０３－５３８８－３３４８）
興体験・見学バスツアー
　時 １月１９日昌～２１日晶正午～午後５
時（予定）
□見学場所　東大地震研究所、東京
臨海広域防災公園な

ど（予定）
　定 各日２０人（要予約）
　申 ・　問 耐震キャンペーン事務局
（札０３－５３８８－３３４８）
興マンション耐震セミナー
　時 １月１５日松午後１時３０分～５時
　場 都庁都民ホール
　定 ２５０人（要予約）
　申 ・　問 首都圏マンション管理士会
（札０３－３２５６－６４３１）
　申込・詳細は　HP をご覧ください。
興木造住宅耐震改修工法等展示会、
木造住宅耐震相談会
　時 １月１９日昌～２１日晶午前１０時～午
後６時（最終日は５時まで）
　場 新宿駅西口広場
興耐震化・賃貸経営お役立ちセミナ
ー＆個別相談会
　時 １月２２日松午後１時～５時
　場 ・　定 都庁大会議場・５００人（要予約）
　申 東京共同住宅協会
（札０３－３４００－８６２０）

興経営講習会（要予約・無料）
　時 １月２９日松午前１０時～午後３時
　内 個人事業主のための決算基礎知識
　対 具体的に創業をお考えの方や、創
業後間もない方
興パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １月１９日昌２０日昭２１日晶の１日の
み。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円
興空き店舗セミナー（無料）
　今月は休みになります。
※空き店舗情報を募集しています。
興パソコンの利用（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け
ます（パソコンの簡単な指導あり）。
　￥ １時間２００円
　場 西東京創業支援・経営革新相談セ
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
「１日でわかる再就職のポイント」
　時 １月１７日捷午後１時３０分～４時３０分
　場 田無庁舎２階
　内 働く女性を取り巻く環境を理解す
るとともに自分らしい仕事の選び
方、成果を出す就職活動の進め方
　定 ５０人（予約制・先着順）
②３０～５４歳対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 １月１２日昌午後１時～５時
　場 東京しごとセンター多摩
　定 ５０人（予約制・先着順）
③３４歳以下対象「自信が持てる応募
書類講座＆面接対策講座」
　時 ①１月１９日昌　②２０日昭
　各午後１時３０分～４時３０分

■正月朝湯

　気分も新たに、朝湯につかり１年
の計を立ててみませんか。
　時 １月２日掌
【みどり湯】　午前８時～午後２時
【松の湯】　　午前９時～午後６時
【妙法湯】　　午前９時～午後１時
【ゆパウザひばり】 午前８時～午後１時
【庚申湯】　　午前９時～午後２時
※入浴料は通常の料金です。

■今月の薬湯～南天の湯～

　新年早 の々１月は「難を転じて福とな
す」という、縁起のよい南天の湯です。
　時 １月９日掌
※小学生以下は入浴無料です。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

□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
本政策金融公庫への紹介
創開業…必要な諸手続きな

ど

□その他　基本的知識、疑問・質問
興特別相談日（相談無料）
　１月の中小企業診断士などによる
特別相談日は、次のとおりです。
（相談無料）※予約の方優先です。
予定は変更になることもあります。
①６日昭許７日晶距１１日昇④１２日昌
⑤１７日捷禦１８日昇⑦２１日晶⑧２４日捷
⑨２５日昇京２７日昭
午後１時３０分～４時３０分（許距禦京
午前９時３０分～午後０時３０分）
興夜間相談（要予約・無料）
④１２日昌⑧２４日捷午後６時～９時


