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平成26年２月１日号

（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

西東京創業支援・
経営革新相談センター

❖特別相談（相談無料・要予約）
　中小企業診断士などが、創業に関する
相談のほか、すでに事業を営んでいる方
のために経営全般の悩みや人材育成・労
務・販路開拓などに関する相談について、
個別に対応します。
❖中小企業診断士などによる経営講習会
（無料・要予約）
□「消費税引き上げのポイント」
a・b2月10日㈪午後２時～４時・イン
グビル３階、2月17日㈪①午後１時30
分～３時　②午後３時30分～５時・ア
スタ市民ホール（田無駅北口）
e20人（申込順）
c消費税率引き上げに伴い、中小企業・
小規模事業者の円滑かつ適正な価格転嫁
をサポートするための「消費税転嫁対策特
別措置法」や消費税のしくみ、消費税切り
替え時の対応などについてお話しします。
□「ビジネスマッチング参加企業募集」
　地域内事業所の皆さんの「出会いの場」
と「ビジネスチャンス創出の場」を提供し
ます。企業PRを通し、受発注の拡大や
企業間の連携を深めるなど、新たなパー
トナー企業の発掘にご活用ください。
a２月14日㈮午後７時～９時
bイングビル３階
e20人（申込順）
c事業所ごとの企業PR、名刺交換会、
個別面談、事業所間の面談などを予定（受
発注相談会ではありません）。
❖創業資金融資あっせん制度事前診断
　西東京市創業資金融資あっせん制度を
お申し込みの際には、当センターの経営
診断を受けて創業計画書を作成する必要
があります。ご予定のある方はお問い合
わせください。
※パソコン個別指導は終了しました。

b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３階西東京
商工会内・p042－461－6611）
khttp://www.nishitokyo-sougyou.net/
j西東京商工会（p042－424－3600）

社会福祉協議会 臨時・嘱託職員募集

□採用日　４月１日㈫
□勤務地　
市内福祉会館、老人福祉センター
□職種　
①生きがい推進補助員（臨時職員）
②看護師（嘱託職員）
□募集人員　①②ともに若干名
□資格　①パソコン入力ができること　
②正看護師または准看護師資格
□業務内容　①事務・作業・窓口相談業務など
②利用者の健康管理、介護予防事業など

□勤務日時　①月～土曜日の週２～３日
程度、午前８時30分～午後５時の間で
２シフト制（実働７時間）　②水曜日を除
く月～金曜日（田無総合福祉センター内
老人福祉センターは月～金曜日）午前９
時30分～午後４時30分
□報酬　①時給870円　②時給1,550円
□採用試験　書類選考合格者に対し、２
月15日㈯に面接（詳細は電話で連絡）
i２月10日㈪午後５時までに履歴書を
下記へ持参（土、日曜日は受付不可）
※履歴書に希望職種を明記。選考の結果
にかかわらず履歴書はお返ししません。
j西東京市社会福祉協議会
（中町１－６－８保谷東分庁舎内・p042
－438－3771）

薬物乱用防止講演会「若者の薬物乱
用・依存から～その理解と援助～」

　薬物乱用の背景を含めて、専門家の方
にお話しいただきます。

a２月19日㈬午後１時30分～３時30分
b保谷庁舎４階
i当日、直接会場へ
j東京都薬物乱用防止推進西東京市地
区協議会事務局（p042－438－4021）

西東京市勤労者福祉サービスセン
ター会員募集　
～身近な暮らしのパートナー 働く
人たちを応援します～

　当サービスセンターは、市から支援を
受けて市内に事業所のある中小企業、商
店や福祉施設などにお勤めの勤労者、事
業主の皆さんの福利厚生を担っています。
□会員のメリット　会員の方は、健康診
断・人間ドックの受診料の補助をはじめ、
遊園地・コンサートなどのチケットあっ
せん、宿泊旅行補助、季節ごとにバスツ
アーや講習会など、さまざまな事業が格
安で利用できます。また、共済給付事業
も充実しています。
d①市内の中小企業（従業員300人以
下）の事業主と従業員の方、パートの方、
商店主などの自営業の方や一緒に働いて
いるご家族（事業所単位での入会）　
②市内に居住し、西東京市外の中小企業

で働く事業主と従業員の方
g１人につき入会金300円、月会費500円
※事業主が負担する入会金と会費は、税
法上、必要経費として処理できます。
khttp://www16.ocn.ne.jp/̃kinrousc/
j西東京市勤労者福祉サービスセンター
（中町１－５－１保谷庁舎３階・p042－
464－1311内線2897・2898）

東京都耐震マーク表示対象を
都内の全建築物に拡大します！

　建築物の耐震性を
示すステッカーを出
入り口に表示する
「東京都耐震マーク」
の対象を特定緊急輸
送道路の沿道建築物
から、都内すべての建物に拡大します。
i所定の申請書類を東京都耐震マーク
事務局に提出すると、後日事務局から
マークが郵送されます。
　手続きなどの詳細は、下記事務局へ
khttp://www.taishin.metro.tokyo.jp/
j東京都耐震マーク事務局
（p03－5466－2023）

■専門相談（予約制）
i２月４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、１月17日㈮から受付中）
予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内　容 場所 日　時

法律相談
n ２月７日㈮・13日㈭・20日㈭・21日㈮ 午前９時～正午　

o
２月12日㈬・18日㈫・19日㈬・24日㈪
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★2月  6日㈭、3月  6日㈭
午前9時～正午

o 　2月27日㈭

税務相談 n 　2月14日㈮
午後1時30分～4時30分

o 　2月21日㈮

不動産相談 n 　2月20日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★2月13日㈭

登記相談 n ★2月13日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★2月20日㈭

表示登記相談 n ★2月13日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★2月20日㈭

交通事故相談 n ★2月12日㈬
午後1時30分～4時30分

o 　2月26日㈬
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n ★2月10日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n ★2月21日㈮ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・
成年後見等手続相談 o 　3月14日㈮ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談
■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o

（p042－438－4077）【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・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） 教育支援課o

（p042－438－4077）【電話相談】午前９時～午後５時
月・水・木曜日（ 042－452－2244）、
火・金曜日（ 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

（p042－439－0081）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時

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n
（p042－460－9840）

女性相談
月・火・金・土曜日　午前10時～午後４時
水・木曜日　午前10時～午後８時／
パリテ（住吉会館１階）※予約制

協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

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
n（p042－460－9836）
o（p042－438－4027）

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
（p042－452－0075）

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
（p042－461－0381）

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
（p042－425－4040）

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o
（p042－438－4051）

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
（p042－438－4042）

　創業に関心がある方を対象に、体験
談など創業に関する講演や、仲間・ネッ
トワークづくり、情報交換を行う「ミ
ニブルーム交流カフェ」を開催します。
a２月17日㈪午前10時～正午
bイングビル３階
【第１部】講演会
「創業した先輩から学ぶ　幸せを届け
る天然酵母パン工房」
f梶晶子さん（happyDELIオーナー）

【第２部】トークセッション
講師や参加者同士で情報交換やネット
ワークづくり
e20人（申込順）
iミニブルームカフェ専用khttp://
www.bloom-c.bizから直接申し込み
□共催　多摩信用金庫・西東京商工会
j多摩信用金庫（p0120－778－265・
平日 午前９時～午後５時）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

創業支援セミナー ～ミニブルーム交流カフェ～

〈東京都耐震マーク〉


