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平成26年10月15日号

からだと心の健康相談（保健師による電話相談）　p042－438－4087（平日午前９時～正午・午後１時～４時）　◆健康課

逸品ゼミナール
  西東京市民まつり  西東京市民まつり  西東京市民まつりin

■専門相談（予約制）
i10月17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、10月３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22日㈬・28日㈫、11月６日㈭・７日㈮
午前９時～正午
※11月６日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

10月23日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼
ねる
11月４日㈫・５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24日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　11月 ７日㈮

不動産相談
n 　11月 ６日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月13日㈭

登記相談
n 　11月13日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月20日㈭

表示登記相談
n 　11月13日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月20日㈭

交通事故相談
n 　11月12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 o 　11月10日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　11月 ６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

市内の空間放射線量測定結果 （10月６日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を２㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町  10月  6日㈪ 0.054 0.063

東部 なかまち保育園 中町    9月30日㈫ 0.041 0.043

中央部 田無第二中学校 北原町  10月  1日㈬ 0.063 0.055

西部 田無第三中学校 西原町  10月  2日㈭ 0.048 0.051

南西部 田無市民公園 向台町  10月  3日㈮ 0.038 0.030

南部 武蔵野大学（協力） 新町  10月  1日㈬ 0.057 0.064

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （10月６日現在）

測定日
測定場所

9月
30日㈫

10月
1日㈬

10月
2日㈭

10月
3日㈮

10月
4日㈯

10月
5日㈰

10月
6日㈪

田無町局
（西東京市民会館） 24.0 18.0 20.4 17.2 16.5 7.3 2.8 

下保谷局
（保谷第一小学校） 23.9 19.8 22.0 18.9 17.0 9.4 5.3 

　東京都は、市内２カ所で一般測定局のモニタリング測定をしています。
□１日の平均値（単位：マイクログラム／㎥）

※次回は、11月15日号に掲載します。最新の情報は市kでご覧ください。

※市kでは、リアルタイムで測定結果をご覧いただけるサイトを紹介しています。
◆環境保全課（p042－438－4042）

b西東京いこいの森公園 一店逸品事
業特設テント
i事前に電話でjへ

j西東京商工会
（p042－424－3600）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

日時 内容・対象 定員 講師（店舗名）

11月
８日
㈯

午前10時30分～
11時30分

はんこ消しゴムで作る日本画
クリスマスカード
dどなたでも

12人 佐藤紘雄さん

(ル・クール社)

午後１時～２時 ミニ畳づくり
d小学４年生以上   6人 片桐幸雄さん

(タタミショップ新幸)

９日
㈰

午前10時～11時 My箸づくり
d小学１年生以上 12人 チームおかにわ

（岡庭建設）

午後１時～２時 革のキーケースづくり
d小学５年生以上 10人

橋本直巳さん

(手創りかばん工房
クラクフ)

　市では、西東京商工会と協力して、モノやサービスなど個店独自の「逸品」を確
立し、入りたくなる店づくりへとつなげる一店逸品事業を展開しています。
　逸品ゼミナールは、一店逸品事業の認定商品を取り扱うお店の店主が講師とな
り、その技術や知識、商品の魅力を皆さんにお伝えするワークショップイベント
です。今回は、平成25年度に認定した商品を取り扱うお店の協力を得て、市民
まつり会場で開催します。

西東京市一店逸品事業

j田無警察署（p042－467－0110）　◆危機管理室o（p042－438－4010）

振り込め詐欺にご注意！ 110番通報を!！

　また、請求者は弁護士事務所や法務省
が許可した債権回収業者、または類似の
名称を名乗るケースもありますが、請求
の詳しい根拠は記載されていません。名
簿など何らかの情報を入手した業者がア
トランダムに送信していると思われます。
　連絡をすると、住所・氏名・勤務先な
ど個人情報を聞き出されたり、数日以内
に支払わなければ請求額が高額になると
支払いをせかされたりするケースも見受
けられます。
　利用した覚えがないのであれば、こち
らから連絡はしないようにしましょう。
　詳細はお問い合わせください。
◆消費者センター
（p042－425－4040）

　携帯電話に「以前あなたの携帯
端末から登録された有料情報サイ

トの退会手続きがされていないため、利
用料が発生している。至急支払わなけれ
ば法的手続きに移行するので連絡を」と
いうメールが突然届いた。しかし有料サ
イトに登録した記憶はない。どうすれば
よいか。

　登録した記憶がないのであれば
架空請求の可能性が高いと思われ

ます。
　架空請求では振り込め詐欺と同様、「裁
判」「財産の差し押さえ」「身辺調査」など
の言葉で不安をあおりますが、実際に裁
判所から通知が届いたとの報告はありま
せん。

消費生活相談

利用した覚えのないサイトから
突然請求が…
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