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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

３月12日から改正道路交通法施行

　高齢運転者の交通安全対策の推進のた
め、加齢による認知機能の低下に着目し
た臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講
習制度の新設、そのほか制度の見直しな
どが行われます。また、免許制度につい
て車両総重量7.5t未満（最大積載量4.5t
未満）の自動車を運転することができる
準中型免許が新設されます。
j警視庁運転免許本部
（p03－6717－3137）

２月の薬湯 〜行者の湯〜

　漢方湯治療法の一つで、不眠症やアレ
ルギー予防などに効果があるといわれて
います。
a２月５日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

臨時職員・嘱託職員募集（４月１日採用）

□職種　市内の福祉会館・老人福祉セン
ターでの①臨時職員：事務ほか　②嘱託
職員：健康に関する相談業務
□資格・人数　いずれもパソコン入力が
できる方（②は看護師資格）・若干名
□勤務時間　①月〜土曜日の週２〜３
日程度午前８時30分〜午後５時15分の
間で２シフト制（実働７時間）　②月〜金
曜日の週５日または週４日午前９時30
分〜午後４時30分
□報酬　①時給940円　②時給1,550円
i２月８日㈬午後５時までに、希望職
種（①または②）を明記した履歴書（A４
判またはA３判）をjへ持参（平日のみ）　
※履歴書は返却不可
□採用試験　書類選考合格者に対し、２月

a２月23日㈭午後１時〜３時　
※１人１時間以内
c税務署への提出書類作成、個人事業か
ら法人企業への変更などへの税理士相談
□創業資金融資あっせん制度事前診断
申込時には、当センターの経営診断を受
けて創業計画書を作成する必要がありま
す。詳細はお問い合わせください。
i・j西東京商工会（p042－461－4573）

行政書士による無料相談会

a２月４日㈯午前10時〜午後４時
bアスタ２階 センターコート
c相続・遺言・成年後見など

j東京都行政書士会田無支部
（山室 p042－424－8434）

15日㈬に面接（詳細は電話で連絡）
j社会福祉協議会
（保谷東分庁舎・p042－438－3771）

福祉のしごと　
相談・面接会（地域密着面接会）

　身近な地域で福祉の仕事をしませんか。
a２月10日㈮午後１時〜４時（受付３時
30分まで）
b田無庁舎２階
c求職者と施設・事業所が採用に向け
た相談・面接会
d福祉の仕事に関心はあるがよく分か
らないという方、身近な地域で福祉の仕
事をしてみたいとお考えの方
j社会福祉協議会
（p042－438―3774）

ボランティアのつどい 
ボラフェス2016

a２月19日㈰午前11時〜午後３時　
b田無総合福祉センター　※雨天決行
cボランティア団体の活動紹介
※詳細は、jのkをご覧ください。
j西東京ボランティア・市民活動セン
ター（p042－466－3070）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

bいずれもイングビル
□特別相談（要申込）
中小企業診断士による創業・経営・人材
育成・労務・販路開拓などの個別相談
□西東京創業カフェ
a２月10日㈮午前10時〜11時30分
c創業コーディネーターによる創業に
関する基礎知識、地元密着型の情報提供
e10人（申込順）
□税務特別相談（要申込）

市民公開講座

a２月８日㈬午後３時〜４時
c病院のくすり・市販のくすり・サプ
リメント　※入場制限あり
b・j佐々総合病院
（p042－461－1535）

第15回　小金井公園うめまつり

a２月18日㈯・19日㈰
b都立小金井公園
c梅林内特設会場での催し（野点・お琴
の演奏・書道体験・和の体験教室など）・
物産展など

j小金井公園サービスセンター
（p042－385－5611）

□募集農園　下表参照
□利用期間　４月３日〜平成31年２月
末日
□利用条件　 ●１世帯１区画（同居の世
帯も含む）　 ● 市内在住で耕作可能な
土地を持たず、野菜作りに熱意のある
方　 ● 期間終了まで継続利用できる方
i２月15日㈬（必着）までに、往復は
がきで希望農園名・住所・氏名･年齢・
電話番号を〒202－8555市役所産業
振興課へ
□選考方法　申込資格を審査のうえ、
申込多数の場合は公開抽選
❖公開抽選
a３月６日㈪午前10時
b保谷庁舎別棟

※区画割りは抽選で決定します。
※利用期間の途中で欠員が生じた場合
に備え、補欠者を若干名登録します。
※抽選結果は申込者全員に通知します。
□�注意事項　 ● 既に他の市民農園を利

用している方は申込不可
●  次の場合、申込は全て無効
　 ・１世帯で複数の申込 ・他人名義で

の申込 ・往復はがき以外での申込
●  各農園、車での来園はできません。
●  市民農園は市が農地所有者から土地

を借用しているため、所有者の都合
により利用期間の途中で土地を返還
する場合があります。ご了承のうえ
お申し込みください。

◆産業振興課o（p042－438－4044）

農園名 所在地 区画数 区画面積 利用料
西原市民農園 西原町３－５ 53

12㎡ 7,000円※
中町市民農園 中町６－12 54
※維持管理費相当分（年額3,500円の２年分7,000円を前納）

市民農園の利用者の募集

■専門相談（予約制）　※１枠30分（人権・身の上相談は１時間）
□予約開始　２月６日㈪午前８時30分（★印は、１月18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 ２月９日㈭・16日㈭・17日㈮ 午前９時〜正午
o ２月14日㈫・15日㈬・21日㈫ 午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談 n 　３月 ２日㈭
午前９時〜正午

o 　２月23日㈭

交通事故相談 n ★２月 ８日㈬
午後１時30分〜４時

o 　２月22日㈬

税務相談 n 　２月10日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　２月17日㈮

不動産相談 n 　２月16日㈭
o ★２月 ９日㈭

登記相談 n ★２月 ９日㈭
o ★２月16日㈭

表示登記相談 n ★２月 ９日㈭
o ★２月16日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★２月13日㈪

行政相談 n ★２月17日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　３月10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

　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30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）・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
a２月25日㈯午前10時〜午後４時
bアスタ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。
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

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

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 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

□見舞金給付額

 交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！
２月１日㈬から予約受付開始

みんなで一緒に
ちょこっとサイズのたしかな安心


