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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　７月５日㈬午前８時30分（★印は、６月20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np042－460－9805
	 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談
n ７月13日㈭・20日㈭・21日㈮・25日㈫午前９時～正午

o ７月12日㈬・18日㈫・19日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　８月	３日㈭

午前９時～正午
o 　７月27日㈭

交通事故相談
n ★７月12日㈬

午後１時30分～４時
o 　７月26日㈬

税務相談
n 　７月14日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　７月21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 n 　８月	２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

快適通勤ムーブメント 時差B
ビ ズ

iz

　都主催の快適通勤に向けた取組です。
詳細は、都k時差Bizをご覧ください。
a７月11日㈫～25日㈫
j東京都	時差Biz運営事務局
　p03－3479－0254

「東京防災」都庁でホリデーセミナー

　一昨年配布した｢東京防災｣をテキスト
に、地域の皆さんの元に防災専門家が訪
れ、首都直下型地震などへの備えに役立
つ講座を実施中です。今回は個人でも都
庁で受講できる集合型研修です。
a①８月20日㈰　②９月16日㈯　③10
月22日㈰　④１月14日㈰午後２時～４時
b・e①③都議会議事堂・250人　	 	
②④都庁第一本庁舎・500人
d都内在住・在勤・在学の方
i事前申込制（定員に空きがある場合の
み当日参加可。複数回参加可）
※詳細は、７月中旬にjのkに掲載予定
j東京都防災管理課p03－5388－2549

「子育て応援とうきょうパスポート」
をご活用ください

　企業や店舗などの善意により、中学生
以下の子どもがいる家庭や妊娠中の方に
対し、商品の割引や粉ミルクのお湯など、
さまざまなサービスを提供する事業を実
施しています。専用kでは利用者がサー
ビスを受ける際に必要となるパスポート
の配信や、利用できるお店の検索、妊娠・
子育て中の方を応援したいとお考えの企
業・店舗などの協賛店登録が行えます。
j東京都少子社会対策部計画課　
　p03－5320－4115

創業支援・経営革新相談センター
の催し

bいずれもイングビル
□西東京創業カフェ
a７月14日㈮午前10時～11時30分
c創業支援マネージャーによる創業に
関する基礎知識、地元密着型の情報提供
e10人（申込順）
□手描きPOPセミナー
a７月11日㈫午後６時30分～８時30分
e20人（申込順）
□創業者＆経営者の簿記と会計入門
a７月22日㈯午前９時30分～11時30分
e20人（申込順）
i・j西東京商工会p042－461－4573

JA東京みらいの催し

※いずれも車での来場は不可
□保谷直売所２周年記念イベント
a７月４日㈫午前９時～午後１時（売切まで）
c野菜・食品販売、先着プレゼント企画
□ちびっ子農業教室
a７月22日㈯午前９時～午後１時
b集合：碧山小学校　※小雨決行
c野菜の収穫体験・スイカ割りなど

d市内在住の小学生と保護者
e30組（申込順）
h昼食・飲み物・筆記用具・はさみ・
帽子・軍手・袋
i７月12日㈬までに、電話でjへ
j JA東京みらいp042－421－6479

租税・科学教室

　終了後、多摩六都科学館の大型映像・
プラネタリウムの観覧にご招待。
a９月９日㈯（２回開催）

東京都子育て支援員研修（第２期）

c保育や子育て支援分野の各事業に従
事するうえで必要な知識や技能などを有
する「子育て支援員」の養成研修（地域保
育・地域子育て支援・放課後児童・社会
的養護の４コース）　※詳細はjのkで
i７月13日㈭～28日㈮
j（公財）東京都福祉保健財団
　p03－3344－8533

平成30年春 入校・入隊自衛隊各種

❖航空学生（パイロット）
海・空航空操縦学生を募集します。
d高卒以上21歳未満
□試験　１次：９月18日㈷
❖一般曹候補生
陸・海・空一般曹候補生を募集します。
d18歳以上27歳未満
□試験　	１次：９月16日㈯～18日㈷	 	

２次：10月５日㈭～11日㈬
iいずれも７月１日㈯～９月８日㈮
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

清掃工場 夏休み子ども見学会

　夏休みの自由研究や思い出づくりに、
友人や家族と清掃工場を見学しませんか。
a７月24日㈪・25日㈫午前10時
b柳泉園組合管理棟
d・e子どもと保護者（未就学児は保護
者同伴）・各40組（申込順）
i７月21日㈮までに、電話・Eメール
でイベント名・参加希望日・住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号をjへ
※詳細はjのkをご覧ください。
j柳泉園組合p042－470－1545

b多摩六都科学館
d・e小学生と保護者・各回100人
※詳細はjのkをご覧ください。
j（公社）東村山法人会p042－394－7654

東大農場・演習林 子どもサマースクール
夏の田んぼと林を探検しよう

a８月１日㈫午前９時～午後４時
b旧東大農場･田無演習林　※荒天中止
d・e小学３～６年生・20人
※保護者１人まで可。申込多数は抽選
g2,000円（保護者は1,000円）
i７月17日㈷までに、jのkからまたは
はがきでイベント名・住所・氏

フリ

名
ガナ

・学年・
性別・電話番号（保護者参加の場合は保
護者氏名・続柄・年齢）をjへ
□主催　同サマースクール実行委員会ほか

j多摩六都科学館〒188－0014芝久保
町５－10－64・p042－469－6100

市民公開講座

□病院・施設の機能の違いについて
a７月12日㈬午後３時～４時
e・i15人（申込順）、電話・kからjへ
b・j佐々総合病院p042－461－1535

市民講座

□脱水予防と食事の話ほか（申込不要）
a７月22日㈯午後２時30分～４時
b・j田無病院p042－461－7225

サマーコンサート（琉球音楽演奏）

a７月７日㈮午後６時30分（６時開場）
b・j薫風会	山田病院
　p042－461－0005

■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
㈪～㈬・㈮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
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談
op042－438－4023

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
（フレンドリー）

相談支援センター
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：保谷庁舎
１階ロビー、偶数月：田無庁舎２階ロビー

住宅課o
p042－438－4052

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


