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平成26年10月１日号

多摩六都５市行政広報番組をJ:COM（地上デジタル放送11ch）で放送しています。ぜひご覧ください。a12月までの毎日午後８時～８時15分

　東京消防庁では、東京の安心と安全を
呼びかける「防火標語」と「救急標語」を募
集しています。
□応募資格　東京消防庁管内（稲城市お
よび島しょ地域を除く都全域）に在住・
在勤・在学の方
□表彰　選考結果は平成27年３月ごろ
に決定し、ご本人に連絡するとともに、
東京消防庁kなどで発表

□応募期限　11月15日㈯（消印有効）
□応募方法　①消防署で配布する専用応
募用紙（東京消防庁kからもダウンロー
ド可）を、西東京消防署へ持参　②はが
きで、〒100－8119千代田区大手町１
－３－５東京消防庁広報課「標語募集事
務局」へ郵送　③東京消防庁kまたは西
東京消防署kから

※募集要項の詳細は、東京消防庁kを
ご覧ください。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

■専門相談（予約制）
i10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、９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 10月９日㈭・16日㈭・17日㈮　午前９時～正午　

o
10月８日㈬・14日㈫・15日㈬・21日㈫　
午後１時30分～４時30分　

人権・身の上相談 n 　11月  6日㈭ 午前9時～正午
o 　10月23日㈭

税務相談 n 　10月10日㈮ 午後1時30分～4時30分
o 　10月17日㈮

不動産相談 n 　10月16日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★10月  9日㈭

登記相談 n ★10月  9日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★10月16日㈭

表示登記相談 n ★10月  9日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★10月16日㈭

交通事故相談 n ★10月  8日㈬ 午後1時30分～4時
o 　10月22日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★10月20日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n ★10月17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 　11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 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　※予約制

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・金曜日　午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【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
月～金曜日　午前９時～午後４時／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス） 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）　※予約制

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（住吉会館ルピナス）　※予約制

男女平等推進センター
（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（両庁舎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
いずれも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー）

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）

□10月19日㈰に乳がん検診を実施する医療機関（要予約）
医療機関名 住所・電話 定員 時間 備考

佐々総合病院 田無町４－24－15・
p042－461－8386 40人 午前８時30分～

午後０時30分
予約電話受付：月～金
曜日正午～午後５時

西東京中央
総合病院

芝久保町２－４－19・
p042－464－1511 25人 午前８時30分～

午後１時 女性技師・医師対応

◎土曜日の受診も可能です。上記日程以外でも、乳がん検診指定医療機関のうち、佐々
総合病院・西東京中央総合病院・藤原医院では、土曜日午前中の検診を実施しています
（詳細は受診券に記載）。

※市の乳がん検診として受診できるの
は、受診券がお手元に届いている方で
す（希望の方は別途要申込。市報９月
15日号または健康事業ガイドをご覧
ください）。
※２期（９月16日～10月15日）申し込
みの方は、11月中旬以降の受診券発
送となります。
※クーポン券対象の方は、市への申し

込みは不要です。平成26年３月31日
現在で40歳の方にクーポン券を送付
しています。紛失・未着・転入の方は
下記へお問い合わせください。
※市のがん検診以外で受診を希望する
方の費用などについては、各医療機関
にお問い合わせください。
◆健康課o（p042－438－4021）

「防火防災標語」募集

日常生活における事故情報
　歩きスマホによる事故など、日常生
活における事故には、普段の生活の中
にさまざまな危険要因が潜在していま
す。軽微な事故で済むものもあれば、
一歩間違えると重大な事故に発展する
恐れのあるものもあります。
　東京消防庁では、日常生活の中で発
生した事故のさまざまな実例を紹介し
ています。東京消防庁kをご覧になり、

事故の内容や原因、注意点をチェック
して、安心・安全な暮らしを心掛けて
ください。
□東京消防庁k内「日常生活における
事故情報」
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/
topics/nichijou.html
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）、子どもを預かる方（サポー
ト会員）からなる会員同士の相互援助活
動を行っています。ファミリー会員に登
録希望の方は出席してください。
a・b①10月18日㈯・防災センター６階
②10月28日㈫・田無総合福祉センター
③11月８日㈯・田無総合福祉センター
※いずれも午前10時～正午

h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚、印鑑、82円切手１枚（会員証郵送用）、
ボールペン
e20人　※保育あり：10人（申込順）
i各回前日の午後５時までにjへ
jファミリー・サポート・センター事
務局（p042－438－4121）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

ファミリー・サポート・センター  ファミリー会員登録説明会

乳がん月
間10月はは
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　都では、さまざまな理由で親と一緒に
暮らすことのできない子どもたちを、一
定期間家庭（ほっとファミリー）に迎え養
育する「養育家庭制度」を推進しています。
市では、この制度を広く市民の皆さんに
知ってもらうため、都と共催で、養育家
庭（ほっとファミリー）体験発表会を開催

します。地域での子育てや福祉・教育に
関心のある方の参加をお待ちしています。
a10月16日㈭午前10時～正午
b住吉会館ルピナス　※当日、直接会場へ
e50人（先着順）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

養育家庭（ほっとファミリー）体験発表会

　ひばりヶ丘駅・田無駅で、乳がんの予防や早期発
見の方法を広く知ってもらうためのキャンペーンを
行います。
a・b10月６日㈪・ひばりヶ丘駅、10月17日㈮・
田無駅　※いずれも午後２時～３時
c乳がん自己検診法の説明・乳がん検診申込受付・
ティッシュなどのキャンペーングッズや資料の配布

街頭キャンペーン

スカイタワー
西東京
ライトアップ

　毎年10月第３日曜日は、平日多忙な女性のために、医療機関において乳がん
検診を受けやすくするための取り組みが実施されています。

市の乳がん検診を申し込み済みで、まだ受診できて
いない方、この機会に受診しませんか
10月19日㈰マンモサンデーに乳がん検診を実施

　10月１日㈬午後６時
～午前０時まで、ピンク
リボンキャンペーンの一
環として、スカイタワー
西東京がピンク色にライ
トアップされます。

協力：
スカイタワー西東京
（㈱田無タワー）
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