平成28年２月１日号

その他
寄附
市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿東京みらい農業協同組合 様
（金員）
✿加藤 学 様
（金員）
✿㈱大興 ネクスタ
代表取締役 今井 榮一 様
（事務机など）
✿日本赤十字社東京都支部
（災害救援用
車両１台）
◆秘書広報課 n
（p 042−460−9803）
◆管財課 n
（p 042−460−9812）
◆生活福祉課 o
（p 042−438−4024）

傍

審議会など

聴

■合築複合化基本プラン策定懇談会
a ２月４日㈭午後６時〜８時
b 田無庁舎４階
c・e ワークショップ・10人
◆文化振興課 o
（p 042−438−4040）
■地域密着型サービス等運営委員会
a ２月９日㈫午後７時〜９時
b 保谷庁舎４階
c・e 地域密着型サービス事業所の指
定更新ほか・５人
◆高齢者支援課 o
（p 042−438−4030）

■男女平等推進センター企画運営委員会
a ２月12日㈮午後６時
b 住吉会館ルピナス
c・e 平成27年度男女平等参画情報
誌編集・啓発事業の企画ほか・３人
◆協働コミュニティ課
（p 042−439−0075）
■社会教育委員の会議

a ２月15日㈪午後２時〜４時
b 保谷庁舎３階
c・e 今後の活動・５人
◆社会教育課 o
（p 042−438−4079）
■廃棄物減量等推進審議会
a ２月15日㈪午後２時
b エコプラザ西東京
c・e 一般廃棄物処理基本計画・５人
◆ごみ減量推進課
（p 042−438−4043）
■環境審議会
a ２月17日㈬午後２時
b エコプラザ西東京
c・e 環境の保全などに関する基本的
事項・５人
◆環境保全課
（p 042−438−4042）
■地域自立支援協議会

a ２月18日㈭午後６時30分
b 田無庁舎３階
c・e 専門部会の設置・体制ほか・５人
◆障害福祉課 o
（p 042−438−4034）

みんなで一緒に
ちょこっとサイズのたしかな安心

２月１日㈪から予約受付開始

交通災害共済
「ちょこっと共済」
に加入を！
東京都39市町村の住民が会費を出し合い、交通事故
に遭ったときに見舞金を受けられる助け合いの制度です。
□共済期間 ４月１日〜平成29年３月31日
□加入コース 次の２コースから選択
Ａコース：年額1,000円の会費で最高300万円の見舞金
Ｂコース：年額500円の会費で最高150万円の見舞金
i 会費を添えて、指定金融機関窓口（田無庁舎２階）・
公金取扱窓口（保谷庁舎１階）
・市内の各金融機関窓口
（郵
便局を除く）・各出張所へ
※加入申込書付きパンフレットは、市報本号と同時配布。
市内各金融機関窓口（郵便局を除く）
でも配布
❖出張受付
a ２月20日㈯午前10時〜午後４時
b アスタビル２階センターコート
※市では公費加入を実施していません。
※詳細は、東京都市町村総合事務組合k を
ご覧になるか、下記へお問い合わせください。
ちょころ
ちょこ助
◆協働コミュニティ課 o
ちょこっと共済
（p 042−438−4046）
マスコットキャラクター
□見舞金給付額
等級

交通災害の程度

Ａコース Ｂコース

１等級 死亡
（交通災害を受けた日から１年以内）

300万円 150万円

２等級 重度の後遺障害
（交通災害を受けた日から１年以内）

200万円 100万円

３等級 入院日数30日以上の傷害

25万円

16万円

９万円

６万円

５等級 実治療日数10日以上30日未満の傷害

５万円

３万円

６等級 実治療日数10日未満の傷害

３万円

２万円

４等級

入院日数10日以上30日未満または実治療日数30日以上の
傷害

無料市民相談
■そのほかの相談

■一般市民相談
場所
市民相談室

日時

n・o

月〜金曜日

午前８時30分〜午後５時
教育相談

■専門相談
（予約制）

□予約開始 ２月３日㈬午前８時30分
（★印は１月19日から受付中）
□予約方法 希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※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（p 042−460−9805）
保谷庁舎１階市民相談室 o
（p 042−438−4000）
内容
法律相談

場所

n

２月15日㈪・18日㈭・19日㈮午前９時〜正午

o

２月10日㈬・16日㈫・17日㈬午後１時30分〜４時30分
３月 ３日㈭

o

２月25日㈭

n

２月12日㈮

o

２月19日㈮

n

２月18日㈭

o

★２月15日㈪

n

★２月15日㈪

o

★２月18日㈭

n

★２月15日㈪

o

★２月18日㈭

n

★２月10日㈬

o

２月24日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談

n

★２月 ８日㈪

午後１時30分〜４時30分

行政相談

n

★２月19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11日㈮

午後１時30分〜４時30分

税務相談

不動産相談

登記相談

表示登記相談

交通事故相談

不登校
ひきこもり
相談

日時

n

人権・身の上相談

内容

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
【電話相談】月〜金曜日 午前９時〜午後５時
（p 042−425−4972）
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）

教育支援課 o
（p042−438−4077）

【電話相談】午前９時〜午後５時
月・水・金曜日（p 042−452−2244）
火・木曜日（p 042−438−4077）
月〜土曜日 午前９時〜午後４時
子ども家庭支援センター
※土曜日は電話相談のみ（正午〜午後１時を除く）／
（p042−439−0081）
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

ひとり親相談

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

女性相談

①月〜水・金曜日 午前10時〜午後４時
木曜日 午前10時〜午後８時／男女平等推進セ 男女平等推進センター
ンター（住吉会館ルピナス）
（ 042−439−0075）
②月〜水曜日（第４火・水曜日を除く）午前10時〜 p
正午／田無庁舎２階 ※いずれも予約制

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）

生活困窮者相談

月〜金曜日 午前８時30分〜午後５時／
生活サポート相談窓口（保谷庁舎１階）

生活福祉課 o
（p 042−438−4023）

午後１時30分〜４時30分

午後１時30分〜４時30分

午後１時30分〜４時30分

問い合わせ

子供家庭相談

午前９時〜正午

午後１時30分〜４時30分

日時／場所

障害の種別を問わない相談
月〜土曜日 午前９時〜午後６時
障害福祉相談

発達障害相談 ※予約制
月曜日
午前９時〜正午

子育て支援課 n
（p042−460−9840）

相談支援センター・
えぽっく
（p042−452−0075）

いずれも、相談支援センター・えぽっく
（フレンドリー）
午後１時30分〜４時

多文化共生センター
（p042−461−0381）

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）

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 o
消費者センター（保谷庁舎３階） ※予約制
（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

動物相談

第３金曜日 午後１時30分〜２時30分／

（西東京市獣医師会） 田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

（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。

都市計画課 o
（p042−438−4051）

環境保全課
（p042−438−4042）
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