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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

■専門相談（申込制）　※１枠30分（人権・身の上相談は１時間）
□申込開始　６月20日㈫午前８時30分（★印は、６月６日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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
６月27日㈫・28日㈬、７月６日㈭・７日㈮午前９時～正午
※７月６日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
７月４日㈫・５日㈬・11日㈫午後１時30分～４時30分
※６月22日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる

人権・身の上相談 n ★７月	６日㈭
午前９時～正午

o ★６月22日㈭

交通事故相談 n 　７月12日㈬
午後１時30分～４時

o ★６月28日㈬

税務相談 n 　６月30日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　７月	７日㈮

不動産相談 n 　７月20日㈭
o 　７月13日㈭

登記相談 n 　７月13日㈭
o 　７月20日㈭

表示登記相談 n 　７月13日㈭
o 　７月20日㈭

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o 　７月10日㈪

行政相談 o 　７月	６日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★７月14日㈮

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

７月の薬湯　～桃の葉湯～

　あせも・虫刺され・にきび・吹き出物
に効果があるといわれています。
a７月２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

多摩川上流域の山林を購入します

　林業不振などにより手入れができず、
所有者が手放す意向のある民有林を購入
します。詳細はjのkをご覧ください。
□公募期間　平成30年３月31日まで

j東京都水道局p0428－21－3894

夏！体験ボランティア西東京2017

a７月18日㈫～８月31日㈭の数日間
d小学生以上（社会人も可）
e体験先による（申込順）
g200円（別途保険代300～1,400円）
i７月３日㈪～８月10日㈭の参加希望
日１週間前までに本人が直接jへ来所
（㈰㈷を除く午前９時～午後５時）
j西東京ボランティア・市民活動セン
ター（田無総合福祉センター内）
　p042－466－3070

みんなのパソコン教室（７月）

①無料体験６日㈭午後１時～４時
②パソコン入門（全４回）㈮の午前
③ワード初級（全４回）㈫の午前
④エクセル初級（全４回）㈫の午後
⑤iPhone（初めてのスマホ）７・14日㈮の
午後

⑥インターネット・デジカメ㈮の午後
※⑥の詳細は資料をご請求ください。
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②～④8,000円　⑤⑥各回2,000円
i開始日１週間前までに、往復はがき
で講座名・受講日・住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
b・jシルバー人材センター〒202－0021
東伏見６－１－36・p042－425－6611

女性のための無料ホットライン

a６月24日㈯午前10時～午後４時
□当日専用　p03－3595－8370
c弁護士・女性相談員によるDV・ストー
カー・離婚・労働問題などの電話相談
j第二東京弁護士会p03－3581－2257

職業訓練生徒（10月入校）募集

i６月26日㈪～７月28日㈮
※募集科目・応募・見学会など詳細は、
各jへお問い合わせください。
j多摩職業能力開発センター（西立川）
　p042－500－8700　
　八王子校p042－622－8201
　府中校p042－367－8201

市民公開講座

a６月17日㈯午前10時30分～正午
b東村山市中央公民館（東村山市本町２
－33－２）
c ●ピロリ菌と胃がんと内視鏡治療　
●治る認知症もありますほか

j公立昭和病院
　p042－461－0052（内線2171）

　４月23日に都庁で開催された東京
防災隣組第６回認定式において、本市
では「レーベンハイム東伏見壱番館防
災研究会」が認定され、都内全34団体
の代表として取組内容などの事例発表
を行いました。

□東京防災隣組　東日本大震災を教訓
に、「向こう３軒両隣」の精神とともに、
地域の「共助」を後押しする目的で東京
都が導入し、本市では３団体が認定さ
れています（第３回：荒屋敷自治会、
第４回：保谷マンション防災市民組織）。
◆危機管理室op042－438－4010

「東京防災隣組」認定式で
西東京市の団体が発表を行いました

i環境保全課窓口・市kで配布する
申請書に必要書類を添えて持参
※必ず機器などの設置前に申請してく
ださい。
□受付開始日
●節水節湯水栓…６月28日㈬

●直管型LED照明器具…６月29日㈭
●節水型トイレ…６月30日㈮
※受付期間中であっても、予算額に達
した場合は受付を終了します。
※詳細は市kをご覧ください。
◆環境保全課p042－438－4042

□助成内容
機器 対象者 要件 助成額

※1,000円未満切り捨て
節水
節湯
水栓

市内に住民登録
がある方

既設の水栓を、節湯A１・B１・C１・A・
B・ABの表示がされている水栓に交換

工
事
費
用（
購
入
費
を
含
む
）の
50
％

上限５万円

直管型
LED
照明
器具

上記に同じ、ま
たは市内に集合
住宅を有する個
人・中小企業者・
管理組合など

住居用途に供する部分（集合住宅の共用
部分なども含む）に設置されている直管
型蛍光灯照明器具を直管型LEDに交換
（配線工事を伴うランプ交換も可）

上限15万円
（対象設備に共
用部分などを
含まない場合
は２万円）

節水型
トイレ

市内に事業所を
有する中小企業
者など

既設のトイレを節水型トイレ（JIS規格
A5207の「節水Ⅱ形大便器」）に交換 上限10万円

※同一の住宅などにつき１回、いずれか１種類に限る（水栓とLEDに限り併用可）
※都営・公団住宅などは助成対象外

省エネルギー設備の設置費用の半額を助成

　違法駐車は、交通渋滞や交通事故の
原因となり、救急車や消防車などの緊
急車両の通行の妨げにもなります。駐
車場を利用するなど、ドライバーの皆
さんのご協力をお願いします。
　市では条例により、田無駅周辺を「違
法駐車等防止重点実施地域」に指定し、
交通指導員を配置して駐車を抑制する

指導・啓発活動などを行っています。
❖主な事故原因
●駐車車両への衝突（特に夜間）
●駐車車両を避けるための進路変更
●駐車車両前後の飛び出し
●	駐車車両による歩行者などの発見の
遅れ
◆道路管理課op042－438－4057

違法駐車はみんなの迷惑 駐車場を利用
しましょう

市営住宅・高齢者アパートの入居者募集
□対象住宅・募集戸数
● 	市営住宅（シルバーピア）「オーシャン・
ハウス」（保谷町６－10－23）・２戸

●	高齢者アパート「寿荘」（向台町３－
１－11）・２戸　※風呂なし

※書類審査のうえ決定（申込多数は抽選）
d次の全てに該当する方
●申込者と同居者が申込時に65歳以
上　●申込日現在、本市に継続して２
年以上住所がある　●現に居住してい
る住宅の立ち退き要求を受けている、
または保安上・保健衛生上劣悪な状態
にあり、自力で代替の住宅を確保する

ことができない　●所得が月額21万
4,000円以下（２人世帯の場合はお問
い合わせください）　●１人世帯また
は夫婦などの２人世帯　●健康で独立
して日常生活を営める
i６月23日㈮～30日㈮の平日に、認
め印・本人確認書類（オーシャン・ハ
ウス申込者はマイナンバー確認書類
も）を下記へ持参
※平成28年１月から市営住宅の使用
申込書にマイナンバーの記載が必要に
なりました。
◆住宅課op042－438－4052

 ごみの出し方 ワンポイント
❖プラスチック容器包装類の分別にご協力ください
□�混入例　●在宅医療用の注射器・注射針…収集中の針刺し事故につながります。
お近くの薬局・医療機関に返却してください（市では収集不可）。

●	市販のジッパー付き保存袋…不燃ごみ
（黄色の指定袋）でお出しください。
□分別・出し方確認方法　
ごみ・資源物収集カレンダー、ごみ分別ア
プリ、日本容器包装リサイクル協会の配信
動画
◆ごみ減量推進課p042－438－4043 実際に入っていた注射器・注射針


