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■専門相談（予約制）
□予約開始　11月４日㈮午前８時30分（★印は、10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（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 11月10日㈭・17日㈭・18日㈮	午前９時～正午

o
11月８日㈫・９日㈬・15日㈫・16日㈬
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　12月	１日㈭
午前９時～正午

o 　11月24日㈭

交通事故相談 n ★11月９日㈬
午後１時30分～４時

o 　11月30日㈬

税務相談 n 　11月11日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　11月18日㈮

不動産相談 n 　11月17日㈭
o ★11月10日㈭

登記相談 n ★11月10日㈭
o ★11月17日㈭

表示登記相談 n ★11月10日㈭
o ★11月17日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★11月14日㈪

行政相談 o ★11月24日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　12月	７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

　学童クラブでは、小学校などに通う児
童の保護者が仕事や病気などの理由で放
課後に児童を監護できない場合、保護者
に代わって児童の生活指導を行います。

d小学校などに在学する児童（５・６年
生は障害児のみ）
□入会案内　11月16日㈬から、児童青
少年課（田無庁舎１階）・市民課（保谷庁
舎１階）・児童館・学童クラブ・保育園・
市kで配布
i12月１日㈭～22日㈭に必要書類を下
記窓口へ持参
●	児童青少年課…平日午前８時30分～

午後５時
※12月19日㈪～22日㈭は午後８時まで

● 	児童館…月～土曜日午前９時30分～
午後６時

●	学童クラブ…火～金曜日午後１時～６時
□注意事項
● 	施設の利用状況・申請状況により、ご
希望に沿えない場合があります。

●	現在入会している方も、毎年度申請が

必要です。必ず保護者が申請してくだ
さい（郵送や児童の持参による提出は
不可）。

●	小学校区域に２カ所以上学童クラブが
設置されている地域では、入会児童数
の均衡を保つため、居住地域による割
り振りを予定しています。
※詳細は、入会案内をご覧ください。
◆児童青少年課n（p042－460－9843）

平成29年４月からの
学童クラブ入会案内

学童クラブ名 所在地 電話番号 定員
（予定）

下保谷 ※１ 下保谷４－３－20	下保谷児童センター内 042－422－8680 55
保谷第一 下保谷１－４－４	保谷第一小学校内 042－422－5651 50
ひばりが丘北 ひばりが丘北１－６－８	

ひばりが丘北児童センター内
042－423－5110 40

ひばりが丘北第二 042－423－5124 40
住吉 住吉町５－２－１	住吉小学校内 042－421－3280 70
中町 中町４－４－１	中町児童館内 042－422－8766 40
中町第二 042－422－8805 40
本町 保谷町１－３－35	保谷小学校内 042－463－3146 50
東 東町６－２－33	東小学校敷地内 042－421－2115 50
北原 ※２ 北原町１－16－２	北原児童館内 042－451－2020 50
谷戸 ※２ 谷戸町１－22－10 042－421－1661 50
谷戸第二 谷戸町１－17－27	谷戸第二小学校内 042－425－3640 30
本町第二 保谷町１－14－23	本町小学校内 042－464－9045 50
ひばりが丘第一 ※２ ひばりが丘３－１－25	

ひばりが丘児童センター内
042－465－9480 110

ひばりが丘第二 ※２ 042－465－9482 70
みどり 緑町３－８－３ 042－463－3966 70
田無柳沢 向台町１－７－25	田無柳沢児童センター内 042－464－3845 50

学童クラブ名 所在地 電話番号 定員
（予定）

新町 新町５－２－７	新町児童館内 0422－55－1880 35
向台 ※２ 向台町３－１－45 042－463－0123 50
向台第二 ※２ 042－464－2600 50
向台第三 向台町２－１－１	向台小学校内 042－466－6151 40
保谷柳沢 柳沢２－６－11	保谷柳沢児童館内 042－468－8588 45
保谷柳沢第二 柳沢４－２－11	保谷第二小学校敷地内 042－468－1066 40
東伏見 ※２ 東伏見６－１－17	東伏見小学校敷地内 042－461－7000 40
東伏見第二 ※２ 042－451－3775 40
けやき第二 西原町４－５－96	西原北児童館内 042－464－3834 50
けやき 芝久保町５－７－１	けやき小学校内 042－464－3812 70
北芝久保 芝久保町３－15－10	芝久保地区会館内 042－465－9991 50
田無 田無町４－14－２	田無児童館内 042－467－4700 50
田無第二 田無町４－５－21	田無小学校敷地内 042－466－0050 50
芝久保 芝久保町１－16－18	芝久保児童館内 042－465－1651 50
上向台 向台町６－７－28	上向台小学校内 042－467－1238 35
上向台第二 向台町６－18－23 042－468－0169 50

※１…株式会社に事業運営を委託　※２…市内のNPOに事業運営を委託

気づいていますか？ 都市農業の価値 11月２日は都市農業の日

■そのほかの相談
内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前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】平日午前９時～午後５時
（p042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮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
㈪・㈬・㈮（p042－452－2244）
㈫・㈭（p042－438－4077）

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯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 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無庁舎１階）
子育て支援課n
（p042－460－9840）ひとり親就業

相談
平日午前10時～午後４時　
※予約優先

女性相談
●平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
●㈪～㈬（第４㈫・㈬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）

生活保護相談
平日午前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）
生活サポート相談
o（p042－438－4023）

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時

相談支援
センター
えぽっく

（フレンドリー）

相談支援センターえぽっく
（p042－452－0075）発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午

外国人相談 平日午前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 平日午前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㈮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㈮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）

　道路や住宅に囲まれた農地（野菜畑・植木畑・花
か

卉
き

畑・果樹園など）に、どのよう
な働きがあるか考えたことはありますか。
　日本の都市農業は、農産物の生産以外にも私たちの暮らしを豊かにしてくれるた
くさんの機能（●新鮮な農産物の供給　●防災空間の確保　●良好な景観の形成　
●交流・学びの場の提供　●国土・環境の保全など）があります。
　人口の減少や高齢化が進む中、都市農地を“宅地化すべきもの”から“都市にある
べきもの”へと転換することで、良好な都市環境の形成に役立てることを目的とし
た「都市農業振興基本法」が平成27年４月に成立しました。そして昨年、都市に農

地がある素晴らしさや農業と触れ合うことの喜びを分かち合い、都市農業と日本農
業を盛り上げるきっかけとするために「都市農業の日（11月２日）」が制定されました。
　都内で収穫できる新鮮で高品質な農畜産物を広く知り、都市農業の重要性や理解
を深めてもらうことを目的に、都内ではさまざまなイベントが開催されていますの
で、ぜひ足をお運びください。
kまちの畑は役に立つ！～考えてみよう。都市農業の多面的機能。～	 	
（農林水産省k内）http://toshi-nogyo.jp/
	 ◆産業振興課o（p042－438－4044）


