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平成29年10月１日号

（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

■専門相談（申込制）　※１枠30分
□申込開始　10月４日㈬午前８時30分（★印は、９月19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 10月12日㈭・19日㈭・20日㈮午前９時～正午

o 10月10日㈫・11日㈬・17日㈫・18日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　11月�２日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　10月26日㈭

交通事故相談
n ★10月11日㈬

午後１時30分～４時
o 　10月25日㈬

税務相談
n 　10月13日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　10月20日㈮

不動産相談
n ★10月19日㈭

o ★10月12日㈭

登記相談
n ★10月12日㈭

o ★10月19日㈭

表示登記相談
n ★10月12日㈭

o ★10月19日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★10月16日㈪

行政相談 n ★10月20日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　11月10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

東京都福祉サービス第三者評価を
ご存じですか
　利用者が自分に合った福祉サービスを
選択する際の目安となる情報提供を行う
ことや、サービス提供事業者のサービス
向上への取組を支援することを目的とし、
市kなどで福祉サービス第三者評価の
普及・啓発を進めています。
□福祉サービス第三者評価とは
事業者でも利用者でもない第三者の評価
機関が、客観的に福祉サービスの内容や
質などを評価し、その結果を公表します。
□市内の施設も評価を受けています
介護保険連絡協議会などを通じ、事業者
に第三者評価受審を促進しています。評
価の結果は、福ナビkで閲覧できます。
□受審費補助金を交付
市内に事業所があり、東京都が定める福
祉サービスを提供する事業者に対し、第
三者評価を受審する費用の一部を補助し
ます。補助金を活用し第三者評価を実施
する場合は、市の認定が必要になります
ので、下記へご連絡ください。
□認定ステッカー
第三者評価を受審した事業者には、認定
ステッカーが交付されます。ステッカー
は事業所の入り口や自動車などに掲示し
ていますので、参考にしてください。
◆生活福祉課op042－438－4024

わが家の耐震診断をしよう

くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断をし、
指導・助言などをします。
a・b10月21日㈯午前９時30分～午後
０時30分・保谷庁舎１階　
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年６月１日以前の建築
e８人（申込順）　※１人40分程度

i10月18日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆住宅課op042－438－4052

カーポートや物置の設置工事は
確認申請が必要です
　カーポートや物置（建築物と見なさな
い小規模なものを除く）などは、建築基
準法では建築物として定義されているた
め、同法に基づいて計画や工事をする必
要があります。
　手続き違反や建ぺい
率を超過した場合は、
「違反建築物」となり撤
去していただく場合があります。簡易的
な工事であっても、自己判断せずに下記
までご相談いただき、違反建築物になら
ないように注意してください。
◆建築指導課op042－438－4019

納税通知書送付用封筒への広告掲載

事業者募集

　地域経済の活性化と市の財源確保を目
的に、平成30年度に使用する個人市・
都民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税の納税通知書送付用封筒に広告の
掲載を希望する事業者を募集します。
□使用期間　平成30年４月～翌年３月
□印刷枚数　12万4,000枚
□募集期間　10月２日㈪～11月２日㈭
※掲載料・掲載基準など詳細は、募集要
項・市kをご覧ください。
◆市民税課np042－460－9826

市民意識調査にご協力を

その他

　西東京市第４次男女平等参画推進計画
を策定するにあたり、男女平等参画につ

いての市民意識調査を実施します。ご協
力をお願いします。
d市内在住の18歳以上の2,000人
□調査方法　10月５日㈭～20日㈮に郵
送で配布
◆協働コミュニティ課
　p042－439－0075

柳橋第二市民集会所の一時休館

　館内空調設備取替工事を行うため、以
下の期間は柳橋第二市民集会所を休館し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
a10月26日㈭～11月５日㈰・11日㈯・
12㈰

※柳橋出張所は通常どおり窓口業務を実
施
◆文化振興課op042－438－4040

猫の搬送のボランティア募集

　西東京地域猫の会では、保護した飼い
主のいない猫を動物病院に搬送し、不妊
去勢手術を受けさせる活動を行っていま
すが、車のある会員が不足しています。
　猫の搬送にご協力いただける方は下記
へご連絡ください。
◆環境保全課p042－438－4042

■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

■文化芸術振興推進委員会
a10月４日㈬午後７時
b保谷庁舎１階
c・e文化芸術振興計画ほか・５人
◆文化振興課op042－438－4040

■総合教育会議
a10月11日㈬午前10時
b田無庁舎３階
c・e教育に関する協議・調整・10人
◆企画政策課np042－460－9800

■地域福祉計画策定・普及推進委員会
a10月11日㈬午後７時
b保谷庁舎２階
c・e平成28年度地域福祉計画進

しん

捗
ちょく

状況の報告ほか・５人
◆生活福祉課op042－438－4024

■高齢者保健福祉計画検討委員会
および介護保険運営協議会
a10月12日㈭午後１時
b田無庁舎３階
c・e第７期計画の骨子案・５人
◆高齢者支援課op042－438－4030

■子ども子育て審議会
保育園あり方検討専門部会
a10月20日㈮午後７時
b田無庁舎５階
c・e公立保育園のあり方・８人
◆子育て支援課np042－460－9841

■男女平等参画推進委員会
a10月23日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c第３次男女平等参画推進計画ほか

e５人
◆協働コミュニティ課
　p042－439－0075

■子ども子育て審議会（仮称）
子ども条例検討専門部会
a10月23日㈪午後７時
b西東京市民会館
c・e（仮称）西東京市子ども条例・８人
◆子育て支援課np042－460－9841

傍　聴 審議会など

〈お詫びして訂正します〉
　９月15日号の３面「傍聴�審議会など」の記
事において、タイトルに誤りがありました。
正しくは次のとおりです。
 （正）　 子ども子育て審議会保育園あり方検

討専門部会
 （誤）　子ども子育て審議会計画専門部会


