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■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　 ・ 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談

■専門相談（予約制）
7月3日㈫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、6月19日㈫から受付中）
なお、予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
市民相談室 （ 042－460－9805）・ （ 042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

７月12日㈭、19日㈭、20日㈮、24日㈫
午前９時～正午
7月11日㈬、17日㈫、18日㈬
午後１時30分～４時30分

人権 ・身の上相談
　8月  2日㈭

午前９時～正午
　7月26日㈭

税務相談
　7月13日㈮

午後１時30分～４時30分
　7月20日㈮

不動産相談
　7月19日㈭

午後１時30分～４時30分
★7月12日㈭

登記相談
★7月12日㈭

午後１時30分～４時30分
★7月19日㈭

表示登記相談
★7月12日㈭

午後１時30分～４時30分
★7月19日㈭

交通事故相談
★7月11日㈬

午後１時30分～４時30分
　7月25日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 ★7月  9日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 ★7月  5日㈭ 午後１時30分～４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 　8月  1日㈬ 午後１時30分～４時30分

■その他の相談
内　容 日　時　／　場　所 問い合わせ

教育相談

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 教育支援課 

（ 042－438－4077）【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（ 042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

月・水・金曜日　午前９時～午後５時
／Nicomoルーム（西原総合教育施設３階）

教育支援課 
（ 042－438－4077）【電話相談】午前９時～午後５時

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

子供家庭相談
（電話・面接）

【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） 子ども家庭支援センター

（ 042－439－0081）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時
（ 042－439－0081）

母子相談 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

子育て支援課 
（ 042－460－9840）

女性相談
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）※予約制

協働コミュニティ課
（ 042－439－0075）

生活相談 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）

生活福祉課
（ 042－460－9836）
（ 042－438－4027）

障害福祉相談

障害の種別を問わない相談
月～金曜日　午前９時～午後６時30分
土曜日　　　午前９時～午後０時30分 相談支援センター・

えぽっく
（ 042－452－0075）発達障害相談（予約制）

日曜日　　　午前９時～午後０時30分
／どちらも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー内）

外国人相談 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）

多文化共生センター
（ 042－461－0381）

消費生活相談 月～金曜日　午前10時～正午・午後１時～４時
／消費者センター

消費者センター
（ 042－425－4040）

住宅増改築
相談

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

都市計画課 
（ 042－438－4051）

動物相談
（西東京市獣医師会）

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

環境保全課
（ 042－438－4042）

一次処理物（生ごみ）モデル回収事業

募　集

　電動生ごみ処理機やEM菌バケツなど
で処理した一次処理物（生ごみ）を回収し、
リサイクルします。この事業で、一次処
理物を回収用に排出できる家庭を募集し
ます。
※詳しくは、同時配布の「西東京市ECO
羅針盤」をご覧ください。
◆ごみ減量推進課（ 042－438－4043）

第12回市民スポーツまつり
実行委員募集
　10月８日㈷の体育の日に開催される
市民スポーツまつりに向けて、NPO法
人西東京市体育協会を中心に実行委員会
を立ち上げます。スポーツまつりの運営
にご協力いただける方は、第１回会議に
ご参加ください。
❖第１回会議
７月12日㈭午後７時から
田無庁舎２階
市内在住・在勤者
NPO法人西東京市体育協会

（〒202－0013中町１－５－１　スポー
ツセンター内・ 042－425－7055）
http : //n i sh i tokyota ikyo . jp/

nitotaikyoHP/
◆スポーツ振興課 （ 042－438－4081）

産業振興マスタープラン
推進委員会の市民委員
□資格・人数　市内在住・在勤・在学で
18歳以上の方・２人

※ほかの審議会などの委員とは兼任でき
ません。
□任期　10月～平成26年３月（予定）
□報酬　１回2,000円
□選考方法　「西東京市の産業を活性化
させるために必要なこと」をテーマとし
た作文（800字程度）による選考
７月20日㈮（必着）までに、作文に住

所・氏名・生年月日・電話番号・職業を
明記し、〒202－8555市役所産業振興
課へ郵送または直接持参（保谷庁舎３階）。
◆産業振興課 （ 042－438－4041）

男女平等推進センター
企画運営委員会委員（追加募集）
　男女平等推進センターの年間の事業を
企画・計画し、必要な事項を協議し、運
営します。
□資格・人数　市内在住・在勤・在学で
18歳以上の方・１人
□任期　２年（最長４期８年、再任を妨
げない）
□報酬　日額2,000円
□選考方法　「男女平等推進センターの
未来像について」をテーマとした作文
（800～1,000字程度）による選考
７月13日㈮（必着）までに、作文に住

所・氏名・年齢・電話番号を明記し、〒202
－0005住吉町６－15－６住吉会館ルピ
ナス内　男女平等推進センターパリテへ
郵送、Eメ－ルまたは直接持参。
◆男女平等推進センター
（ 042－439－0075・ kyoudou@
city.nishitokyo.lg.jp）

策定趣旨
旧市境の投票区や投票所の見直し、投票区ごとの有権者数の偏りの
解消、選挙執行経費の削減を図るなどのため、西武池袋線以南の投
票区を見直します。

閲覧方法 ７月２日㈪から、情報公開コーナー（両庁舎）・市 で

対　　象 市内在住・在勤・在学で、市内に事務所または事業所がある法人・
団体

提出期間 ７月２日㈪～20日㈮

提出方法
①直接持参、②郵送（〒202－8555　市役所選挙管理委員会事務局）、
③ファクス（ 042－422－8887）、④市 から

公表予定 8月

※意見提出には、住所・氏名の記載が必要です。
※匿名意見は受け付けませんので、必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

事案名　投票区の変更（案）
 ◆選挙管理委員会事務局 （ 042－438－4090）

皆さんのご意見をお寄せください！

■小中学校通学区域見直し等に関する
地域協議会
７月２日㈪午前10時
田無小学校３階
通学区域の現状など

10人 
◆教育企画課 
　（ 042ー438ー4071）
■中原小学校およびひばりが丘中学校
建替準備検討協議会
７月10日㈫午後２時
中原小学校２階
学校施設の建替えに向けた課題整理など

10人
◆教育企画課 （ 042－438－4070）

■青少年問題協議会
７月19日㈭午後2時から
田無庁舎５階
青少年ヒアリングについて
５人

◆子育て支援課 
　（ 042－460－9841）
■図書館協議会
7月19日㈭午後３時～５時
田無公民館
図書館事業評価についてなど

５人
◆中央図書館
　（ 042－465－0823）

傍　聴 審議会


