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OCT 2011 5１０月２９日松都立小金井公園で合同総合防災訓練を実施します。詳細は、市報１０月１５日号をご覧ください。

市からの連絡帳

？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
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 １０月４日昇午前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、９月２０日昇から受付中）
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０４２－４６０－９８０５）・保（札０４２－４３８－４０００）

日　時場所内　容
１０月１３日昭、２０日昭、２１日晶
午前９時～正午
※１０月１３日昭は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１０月１１日昇、１２日昌、１８日昇、１９日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１０月１９日昌は女性弁護士による相談

保

午前９時～正午
　１１月７日捷田人権・身の上

相 談 　１０月２７日昭保

午後１時３０分～４時３０分
　１０月１４日晶田

税 務 相 談
　１０月２１日晶保

午後１時３０分～４時３０分
　１０月２０日昭田

不 動 産 相 談
★１０月１３日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１０月１３日昭田

登 記 相 談
★１０月２０日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１０月１３日昭田

表示登記相談
★１０月２０日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１０月１２日昌田

交通事故相談
　１０月２６日昌保

午後１時３０分～４時３０分★１０月１７日捷田
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

午後１時３０分～４時３０分★１０月２１日晶田行 政 相 談

午後１時３０分～４時３０分　１１月１１日晶保
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０４２－４２５－４０４０）
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０４２－４３８－４０５１）

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０４２－４３８－４０４２）

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０４２－４２５－３３０３）

【面接相談】月～金曜日　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０４２－４３９－００８１）　

子育て支援課 田
（札０４２－４６０－９８４０）

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０４２－４６０－９８３６）
保（札０４２－４３８－４０２７）

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０４２－４３８－４０７７）

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０４２－４２５－４９７２）

火～木曜日　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
火～木曜日（札０４２－４５２－２２４４）、月・金曜日（札０４２－４３８－４０７７）

協働コミュニティ課
（札０４２－４３９－００７５）

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０４２－４６１－０３８１）

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

　　　　　施　設 

■田無庁舎北側駐輪場改修工事
に伴う利用制限

　田無庁舎北側自転車駐輪場改修工
事に伴い、駐輪場と駐車場の一部が
利用できなくなります。
　自転車については市民広場の一部
を臨時駐輪場として設けますが、自
動車については駐車台数が減るため
駐車場が、込み合う場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
□期間　１０月１日松～１１月３０日昌
◆管財課 　田 （札０４２－４６０－９８１２）

■向台運動場・市民公園グラウ
　ンド駐車場の利用制限
　１２月１９日捷～平成２４年２月１０日晶
の期間中、平成２５年に開催されるス
ポーツ祭東京２０１３（第６８回国民体育
大会）に向けた整備工事のため、向
台運動場Ａ面・Ｂ面は休場となりま
す。
　また市民公園グラウンドについて
は、グラウンドはご利用いただけま
すが、駐車場の利用ができなくなり
ますのでご了承ください。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　　　　　募　集 

■訪問介護員（２級課程）養成
　研修受講生
　時 １１月２日昌～平成２４年２月２日昭

※詳しい日程は、１０月３日捷から高
齢者支援課窓口でお渡しします。
　場 高齢者センターきらら（富士町１
－７－６）
　対 市内在住または在勤で、すでに訪
問介護員として働いている方、働く
ことが確定している方、働くことを
希望する方
　定 ２０人（申込多数の場合は、抽選）
□講習時間　講義５８時間・実技４２時
間・実習３０時間　計１３０時間
※修了には、講義・実技・実習のす
べての受講が必要です。
※３級修了者は、免除科目があります。
　￥ 研修受講者自己負担金 ５万３,０００
円、テキスト代 ６,９００円
　申 １０月３日捷～１７日捷に、高齢者支
援課（保谷保健福祉総合センター１
階・田無庁舎１階）までお越しくだ
さい。
※３級修了者は、３級課程修了証書
（写）の添付が必要です。
※受講が決定した方には、受講決定
通知書を送付します。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

■第４回男女平等推進センター
パリテまつり出店・展示

　第４回パリテまつり実行委員会で
は展示コーナーと喫茶コーナに参加
する団体や個人を募集します。
　申 １０月３日捷午前９時～１４日晶午後
５時まで（申込多数の場合は、抽選）
□説明会　
　時 ・　場 １０月２２日松午後６時・住吉会
館

□第４回パリテまつり
興展示コーナー　団体などの活動紹
介や作品などの発表の場です。
　時 平成２４年２月１日昌～１２日掌
　場 住吉会館交流ホール
興出店コーナー　喫茶や物品販売な
どの出店ができます。
　時 平成２４年２月４日松・５日掌・１２
日掌
　場 住吉会館オープンスペース
□主催　第４回西東京市男女平等推
進センターパリテまつり実行委員会
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

■中学・高校生年代イベントプロジェク
ト高校生年代企画スタッフ
　児童館では、平成２４年２月１８日松
に中学・高校生年代の方を対象とし
たイベントを実施します。その内容
を企画・運営する高校生年代のスタ
ッフを募集します。
□第１回高校生スタッフ会議
　時 １０月２８日晶午後６時１５分
　場 田無児童館
　対 市内在住または近隣高等学校の生
徒・高校生年代の方
　申 １０月３日捷～２７日昭までにＥメー
ル（死 jidoukan@city.nishitokyo.lg.j
p）または電話で中町児童館、田無児
童館へ申し込み。
※にしとうきょうキッズ　HP 内の中
高生専用コーナーに過去の様子を公
開しています。
◆中町児童館（札０４２－４２２－８８００）
　田無児童館（札０４２－４６２－６２３７）

　　　　  事業者 

■納税通知書用封筒の広告掲載
　平成２４年度に使用する個人市・都民
税、固定資産税・都市計画税および
軽自動車税の納税通知書用封筒に有
料広告の掲載を希望する事業主を募
集します。
□広告の対象者　個人市・都民税（普
通徴収分）、固定資産税・都市計画税
および軽自動車税の納税義務者
□使用時期　平成２４年４月～平成２５
年３月
□掲載料　別途、募集要項に定める
□印刷枚数　１２万５,０００枚
□募集期間　１０月３日捷～３１日捷
※詳細については、市　HP または市民
税課（田無庁舎４階）まで。
◆市民税課 　田 （札０４２－４６０－９８２６）

■介護保険地域密着型サービス
事業に係る選定事業者の公表
（平成２３年６月公募分）

　介護保険事業計画（第４期）の地
域密着型サービス事業整備計画に基
づき、下記の事業者が選定されまし
たので公表します。

◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

□日常生活圏域別・サービス事業

事業者
（法人名）サービス事業圏域

社会福祉法人
　悠遊

認知症対応型通所
介護
介護予防認知症対
応型通所介護

中部


