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平成28年８月１日号

≪西東京消防署からのお知らせ≫　病院？ 救急車？ 迷ったら、♯7119＆インターネットから分かる「東京版救急受診ガイド」で確認しましょう。

※応募情報は、東京都または受託業者に
提供されます。
d都内在住・在勤・在学の15歳以上の
方（中学生を除く）で、市kの本講座の注
意事項などに同意し対応できる方
e60人（申込順）　※申込多数の場合は、
市内在住・在勤・在学を優先
□育成講座　
a９月10日㈯午前９時30分～午後１時
b西東京市民会館
i８月１日㈪～12日㈮（必着）に、往復
はがき・Eメールで、住所・氏

ふり

名
がな

（ローマ
字）・年齢・性別・職業・電話番号・メー
ルアドレスを〒202－8555市役所文化
振興課「外国人おもてなし語学ボランティ
ア」係へ
※Eメールは８月１日午前０時以降に届
いたものが対象
◆文化振興課o
（p042－438－4040・
mbunka@city.
nishitokyo.lg.jp）

議員の寄附行為は禁止されています

その他

　議員は、選挙区内の方に対する下記の
行為が禁止されています。
　市民の方が議員に対して実費を伴う行
事や会費が必要な催しを案内する際には
会費を明示してください。皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
□寄附行為など（禁止事項）
●お金や物の贈答
● 暑中見舞いなどの時候の挨拶状の送付
（答礼のための自筆によるものを除く）
● 地域の祭り・会合などへ差し入れ・祝
い金・賛助金を出すこと
◆議会事務局n
（p042－460－9860）

いこいーな市民サポーター
　西東京市マスコットキャラクター「い
こいーな」の活動を無償でサポートして
くださるサポーターを募集します。
　いこいーなと一緒にイベントに参加し
て、市を盛り上げませんか。
cいこいーなの付き添い・イベントで
のPRなど（下記①のうち要件を満たす希望
者のみ、着ぐるみ装演も可）
①いーなサポーター
d市内在住・在勤・
在学の15歳以上の方
（中学生を除く）
②ジュニアサポーター
d市内在住・在学の中学生以下
※詳細は、お問い合わせください。
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

排水設備工事責任技術者

□資格試験
a10月２日㈰午前10時～正午
b青山学院大学青山キャンパス
（渋谷区渋谷４－４－25）
g6,000円（受験料）
i８月31日㈬（消印有効）までに、下水
道課（保谷庁舎５階）で配布する申込書で
◆下水道課o
（p042－438－4060）

外国人おもてなし語学ボランティア

　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けて増加する外国人
に安心して滞在してもらえるよう、簡単
な英語で手助けをするボランティアの育
成講座を実施します。講座修了後にはボ
ランティア登録をしていただき、本市や
東京都が実施するイベントなどの情報提
供を行います。語学力は問いません。

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
●家族向け（ポイント方式）…1,290戸
●  単身者向け・単身者用車いす使用者
向け・シルバーピア…294戸

● 事業再建者向け定期使用住宅…10戸
□案内・申込書配布
a８月１日㈪～９日㈫
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・出張所
※都庁・市区町村窓口・jでも配布（平

日のみ）
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i８月12日㈮（必着）までに、申込書
を渋谷郵便局へ郵送
※西東京市地元募集は行いません。
j東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター（案内配布期間中p0570－010
－810、それ以外p03－3498－8894）
◆都市計画課o（p042－438－4051）

■専門相談（予約制）
□予約開始　８月３日㈬午前８時30分（★印は、７月20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（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 ８月18日㈭・19日㈮・23日㈫・24日㈬ 午前９時～正午

o
８月９日㈫・10日㈬・16日㈫・17日㈬ 
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　９月 １日㈭
午前９時～正午

o 　８月25日㈭

交通事故相談 n ★８月10日㈬
午後１時30分～４時

o 　８月24日㈬

税務相談 n 　８月12日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　８月19日㈮

不動産相談 n 　８月18日㈭
o ★８月25日㈭

登記相談 n ★８月25日㈭
o ★８月18日㈭

表示登記相談 n ★８月25日㈭
o ★８月18日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★８月 ８日㈪

行政相談 n ★８月19日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　９月 ９日㈮

■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
■そのほかの相談

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
（p042－425－4972）

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（p042－452－2244）
火・木曜日（p042－438－4077）

子供家庭相談
月～土曜日　午前９時～午後４時
※土曜日は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
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）

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

子育て支援課n
（p042－460－9840）

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
ンター（住吉会館ルピナス）
②月～水曜日（第４火・水曜日を除く）午前10時～
正午／田無庁舎２階　※いずれも予約制

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）

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
（p042－438－4023）

障害福祉相談

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

えぽっく
（p042－452－0075）

発達障害相談　※予約制
月曜日　　　午前９時～正午
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）

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（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
（p042－425－4040）

住宅増改築
相談

第１金曜日　午後１時30分～４時／奇数月：田無
庁舎２階ロビー、偶数月：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）

■地域自立支援協議会
a８月９日㈫午後６時30分
b田無庁舎３階
c・e地域生活支援拠点・３人
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

傍　聴 審議会など

■介護保険運営協議会
a８月12日㈮午後１時
b田無庁舎３階
c・e会議の運営方法など・５人
◆高齢者支援課o
（p042－438－4030）

事案名　 平成28年度事務事業評価（中間結果）

策定趣旨
平成28年度は個人向け補助金・負担金の見直しおよび平成27年度の施
策評価に基づく計画事業のフォローアップを中心に、約50の事業につい
て評価を実施しています。これらの中間評価結果についてご報告すると
ともに、ご意見を募集します。

閲覧方法 ８月５日㈮から、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体
提出期間 ８月５日㈮～９月６日㈫

提出方法
●持参　●郵送（〒188－8666市役所企画政策課）　
●ファクス（l042－463－9585）　●市kから

説明会 ①８月10日㈬午後７時・田無庁舎５階　
②８月11日㈷午前10時・保谷庁舎４階

検討結果の公表 11月（予定）
※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求
め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。

◆企画政策課n（p042－460－9800）

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求

市民の皆さんの意見をお寄せください
パブリック
コメント
市民説明会


