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≪西東京消防署からのお知らせ≫　病院へ行く？ 救急車を呼ぶ？ 迷ったら…電話でも！ ネットでも！「♯7119」をご利用ください。

市議会定例会
　第３回定例会は、９月１日㈮から開
催する予定です。
　本会議・委員会は、傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会kで

お知らせします。請願・陳情の提出期
限などは、お問い合わせください。
◆議会事務局n
　p042－460－9861

■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　８月18日㈮午前８時30分（★印は、８月４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
８月22日㈫・23日㈬、９月１日㈮・７日㈭午前９時～正午
※９月７日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
９月５日㈫・６日㈬午後１時30分～４時30分
※８月24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 ★９月７日㈭ 午前９時～正午
o ★８月24日㈭

交通事故相談 n 　９月13日㈬ 午後１時30分～４時
o ★８月23日㈬

税務相談 n 　８月25日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　９月	１日㈮

不動産相談 n 　９月21日㈭
o 　９月14日㈭

登記相談 n 　９月14日㈭
o 　９月21日㈭

表示登記相談 n 　９月14日㈭
o 　９月21日㈭

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o 　９月11日㈪
行政相談 o 　９月	７日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★９月	８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

請は事業者が代理で行った場合でも、契
約者自身が法的制裁を受ける可能性があ
ります。
　また、保険金が支払われる前に工事費
の前払いを強いられたり、実際に支払わ
れた保険金では足りず、追加で高額な請
求をされたりなどの被害が発生していま
す。
　トラブルに巻き込まれないためには、
契約する前に加入している火災保険の適
用範囲と支払われる保険金について必ず
保険会社に確認しましょう。また、住宅
修繕工事は、できれば複数の見積もりを
取り、比較検討してみるなど、慎重に契
約するようにしましょう。
　見積もりの段階で相談に応じる、国の
指定を受けた住宅専門の相談窓口もあり
ますので、ぜひご利用ください。
◇（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援
センター「住まいるダイヤル」
　p0570－016－100
　詳細は下記へお問い合わせください。
◆消費者センターp042－425－4040

　住まいの無料点検をしていると
来訪した事業者に見てもらったと

ころ、屋根の傷みがひどく修繕が必要だ
と言われた。修繕工事をするには80万円
掛かるが、「加入している火災保険で修
繕できる」「３年前の台風で壊れたと申請
すれば保険金が下り、無料でできる」と
言われ契約した。しかし、後から契約書
を確認すると、保険金は全額事業者に渡
し、足りなければ追加費用を払わなけれ
ばならない、一切キャンセルできないと
の記載がある。不安なので、解約したい。

　今回は訪問販売で契約したため、
すぐにクーリング・オフはがきを

特定記録郵便で発送してもらいました。
また、消費者センターからも事業者にそ
の旨を連絡し、無事解約できました。
　自然災害が原因の修繕は火災保険金が
支払われる場合があるため、経年劣化に
よる修繕工事であっても、台風や大雪が
原因だと虚偽の申請を勧め契約させるト
ラブルが多く発生しています。虚偽の申

火災保険で住宅修理が無料の勧誘に要注意！ 
Q

A

消費生活相談 Q&A

　性犯罪と特殊詐欺（振り込め詐欺など）
が増加しています。中でも特殊詐欺は、
昨年の倍近い27件で、被害額は約
7,300万円と大幅に増加しました。
　被害は高齢の方が大半を占めていま
すが、子や孫世代の方も「自分には関
係ない」などと思わずに、家族に連絡
を取るなど、被害の未然防止にご協力
をお願いします。
j田無警察署p042－467－0110
◆危機管理室op042－438－4010

市内の犯罪の状況（平成29年上半期）
□市内の犯罪認知件数（田無警察署集計）
強盗 		2（＋1）
ひったくり 		1（－1）
侵入窃盗 		22（－11）
自動車盗 		3（－1）
性犯罪 		7（＋2）
子どもへの犯罪 		2（±0）

特殊詐欺
被害金額

		27（＋12）
約7,300万円

（＋約4,400万円）
※（	）内は前年上半期からの増減	 単位：件

◆文化振興課op042－438－4040

外国人のためのリレー専門家相談会

Free Consultation for Foreign Residents
Date:	August	26th	（Saturday）,	2017
Time:	13:00～15:30
Venue:	Nishitokyo	City	Meeting	Hall	（Shimin	Kaikan）
The	 professional	 	 consultation	 covers	 issues：international	
marriages	 	and	divorces,	visas,	 residents	status,	 labor	problems,	
taxes,	domestic	violence,	etc.
Interpreters：English,	Chinese,	Korean,	Spanish,	Portuguese	and	
French
※	All	consultation	will	be	strictly	confidential	and	your	privacy	will	
be	assured.
※If	 there	 is	any	specific	document	you	would	 like	to	consult	on,	
please	bring	it	with	you.

　弁護士・行政書士などの専門家によ
る無料相談会を開催します。
a８月26日㈯午後１時～３時30分
b西東京市民会館
c国際結婚・離婚、ビザ、事故、労働
問題、税金、DVなど
□専門家　弁護士・行政書士・社会保

険労務士・フェミニストカウンセラー・
臨床心理士
□通訳言語　英語、中国語、韓国語、
スペイン語、フランス語、ポルトガル語
※秘密は守ります。
※相談内容に関連する契約書などの資
料があれば持ってきてください。

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

耐震キャンペーン

①建物の耐震改修工法などの展示会
a８月27日㈰～29日㈫午前10時～午
後６時（最終日のみ午後４時まで）
b新宿駅西口広場　※当日、直接会場へ
②耐震化個別相談会　③耐震フォーラム
a８月31日㈭②午前10時30分～午後１時
③午後１時～４時15分
b都庁都議会議事堂
e②30組（申込優先）、③250人（申込順）
i電話・Eメールで事務局（p03－5776
－2818・m2017taishin@ohwada-
gumi.co.jp）へ
j東京都企画課p03－5388－3339

マンション耐震セミナー

c①講演　②マンション耐震個別相談会
a９月９日㈯①午後２時～５時　	 	
②午後１時～５時
b都庁都議会議事堂
dマンションの管理組合役員・区分所
有者・管理会社など

e①250人　②30組	（いずれも申込順）
i事務局khttp://www.psats.or.jp/
j東京都マンション課
　p03－5320－4944

創業者、経営者向けITセミナー

a８月22日㈫①午後３時～５時　
②午後５時30分～７時30分
bイングビル
c①売上増加・宣伝ツールとしてのイ
ンターネット活用術　②経営に役立つ
SNSの利用方法（片方だけの受講も可）
e各20人（先着順）
j�●西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

●西東京商工会p042－461－4573

みんなのパソコン教室（９月）

詳細はjへ（kあり）
b・jシルバー人材センターp042－
425－6611

無料不動産相談所

a９月９日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート
c法律・税務・売買・賃貸など

j（公社）東京都宅地建物取引業協会
北多摩支部p042－467－3188

保谷梨・ぶどうの即売会

a８月25日㈮午前９時～正午（売切次第
終了）　※雨天決行。車での来場は不可
b・j JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479

サロン立ち上げ講座

a９月12日㈫午前10時～11時30分
b田無総合福祉センター
d地域活動（居場所づくり）に関心のある
方、サロン活動を始めたいとお考えの方
e20人（申込多数は抽選）
i９月６日㈬までに、jのkなどで配
布の申込票をファクスまたはEメール
j社会福祉協議会p042－438－3771

平成30年春入校 防衛医科大学校・
防衛大学校学生募集

d高卒（見込み含む）21歳未満の方
□試験申込　●一般：９月５日㈫～29日㈮
●総合選抜・推薦：９月５日㈫～７日㈭
●看護・医学科：９月５日㈫～30日㈯
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

正規職員募集
（平成30年４月１日付採用予定）

　申込方法など詳細はjへ（kあり）
□職種　法人運営業務・相談支援業務など

※必要な資格あり
□試験日　９月24日㈰
d34歳以下の方（詳細は要項参照）
i９月14日㈭までに直接jへ
j社会福祉協議会
　p042－438－3774・東分庁舎内


