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東京都最低賃金の引き上げ

　10月１日から時間額958円（引上額
26円）に改正されました。都内で働く全
ての労働者に適用されます。
j東京労働局賃金課p03－3512－1614
　最低賃金総合相談支援センター
　p0120－311－615

LED省エネムーブメント

　ご家庭で使用中の白熱電球２個以上と
LED電球１個を交換し、同時に省エネア
ドバイスを行う事業です。
d18歳以上の都民（１人１回、健康保険
証などの本人確認書類が必要）
※交換できるお店など詳細はjへ（kあり）
※市内対象店は市kからも閲覧可
jクール・ネット東京コールセンター
p0570－066－700・p03－6704－4299

マンション管理・再生セミナー2017

a・c10月７日㈯● 午後１時～４時30
分・個別相談会　 ● ２時～５時・講演
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・維持管理に携わる事業者など

e250人（申込順）
i事務局khttp://www.kanrisi.org/から

またはl03－5825－4085
j東京都マンション課
　p03－5320－4941

地域活動者のための広報講座

a10月31日㈫午後２時～４時30分
b田無総合福祉センター
c魅力あるチラシづくりや広報のコツほか

e40人（申込順）
i10月２日㈪から、jのkなどで配布
の申込票をファクスまたはメール
j社会福祉協議会p042－438－3771・
l042－438－3772

d・e市内創業者・経営者・20人（申込順）
□助成金活用セミナー
a11月６日㈪午後６時30分～９時
c従業員の雇用に関する助成金ほか

d・e創業者・経営者・20人（申込順）
i・j西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

食品衛生実務講習会（A）

a10月16日㈪午後２時～４時
b保谷こもれびホール
c食品衛生に関する最新情報など

d飲食店営業などの食品衛生責任者など

h筆記用具
j多摩小平保健所p042－450－3111

東京一日合同行政相談所

a10月19日㈭午前10時～午後４時
b新宿駅西口広場イベントコーナー
c年金・保険・税・登記・道路・郵便ほか

j東京行政評価事務所☎03－3363－1100

文部科学大臣賞争奪 市民交流マー
ジャン大会（西東京市予選）〜「賭けな
い・飲まない・吸わない」頭脳で勝負！〜

a10月25日㈬正午～午後５時
b西東京市民会館
□事前無料練習会（参加必須）10月18日㈬
※東京都予選を勝ち抜くと全国大会出場
d・eマージャン経験者・60人（申込順）
g1,500円
i電話・ファクスでjへ
jNPO法人健康麻将全国会（西東京市健
康応援団）p070－6454－8141・l03
－5434－9621

介護サービス事業者支援研修会

a・b ●１月18日㈭・文京シビックホール
● 25日㈭・ルネこだいら
c石飛幸三さんの「看取りについて考える

10月の薬湯 〜ラベンダー湯〜

　肌を健やかに保つ効果があります。
※「銭湯の日」特別イベントも開催
a10月８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

はたらく消防の写生会表彰式

a・b10月14日㈯午前10時～正午（受
付：９時30分）・日本文華学園 文の華
記念館（西原町４－５－85）
c市内22校、2,254人の小・中学生が
参加した写生会の表彰式、防災訓練（初
期消火・地震体験など）
j西東京消防署p042－421－0119

ふれまち助け合い活動 登録説明会

□ふれまち助け合い活動　ちょっとした
困り事を住民同士で解決する仕組み
a①10月12日㈭　②13日㈮　③16日
㈪　④18日㈬ 午前10時（③のみ午後２時）
b①③④街なかサロンにこにこ（柳沢２
－２－10）　②田無総合福祉センター
i各前日までにjのkなどで配布の申
込票をファクスまたはメール
j社会福祉協議会p042－438－3771・
l042－438－3772

西東京創業支援・
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
a10月13日㈮午前10時～11時30分
cグループディスカッション・交流
d・e創業をお考えの方、創業したての
方・10人（申込順）
□税務対策セミナー
a10月24日㈫午後７時～８時30分

～平穏死のすすめ」ほか

i・j東京都国民健康保険団体連合会
　p03－6238－0173（kあり）

安全・安心まちづくりネットワーク
市民のつどい
〜守ろうよ わたしの好きな 街だから〜

　10月11日㈬～20日㈮に全国地域安全
運動が実施されます。安全で明るく住み
よい街づくりのため、地域の皆さんのご
協力をお願いします。
a10月６日㈮ 午後１時～４時
b東久留米市立生涯学習センター
c市民宣言・抽選会・日本舞踊など

e500人（先着順）
j田無警察署p042－467－0110

青年農業者との「ふれあい交流会」

　青年農業者との交流を通じて都市農業
の魅力を知ってみませんか。
a11月25日㈯午前10時30分～午後４時
b中国割烹旅館「掬水亭」（山口線レオラ
イナー 遊園地西駅徒歩１分）
d20～40歳前後の独身女性
e25人（申込順）
g2,000円
i11月15日㈬までにjのkから

jJA東京みらいp坂間042－477－0037

平成30年春入校 陸上自衛隊
高等工科学校生徒（推薦・一般）募集

d15歳以上17歳未満の中卒男子
● 生徒教育３年修了時に高校卒業資格を取
得　 ● 在学中は生徒手当月額９万8,000
円および年２回の期末手当を支給
□試験日程　● 一般…１月20日㈯
●  推薦…１月６日㈯～８日㈷の指定日
i ● 一般…11月１日㈬～１月９日㈫
● 推薦…11月１日㈬～12月１日㈮
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ ※iマークがないものは、当日、直接会場へ

　70歳以上の都民で希望する方に、
都営交通・都内民営バスに乗車できる
シルバーパス（有効期限：平成30年９
月30日）を発行します。
i70歳になる月の初日から、最寄りの
シルバーパス取扱バス営業所へ
g・h住所・氏名・生年月日が確認で
きる書類（保険証など）と、①～③の該
当する項目の費用・書類
①平成29年度住民税が非課税の方
1,000円と次のいずれか
●「平成29年度介護保険料納入（決定）
通知書」の所得段階区分欄に１～５の
記載があるもの　 ● 平成29年度住民
税非課税証明書　 ● 生活保護受給証明
書（生活扶助の記載があるもの）
②平成29年度住民税が課税で、前年
の合計所得金額が125万円以下の方
1,000円と次のいずれか

●「平成29年度介護保険料納入（決定）
通知書」の所得段階区分欄に６の記載
があるもの
※所得段階区分欄が７の方でも合計所
得金額が125万円以下の可能性があり
ます。その場合、合計所得金額を住民
税課税証明書などでご確認ください。
● 平成29年度住民税課税証明書
③平成29年度住民税が課税で、前年
の合計所得金額が125万円超の方
2万510円
※平成29年度から、不動産売却に係
る特別控除額（28年分）を合計所得金
額から控除します。該当する方は、必
要書類が異なる場合がありますので、
お問い合わせください。
j㈳東京バス協会シルバーパス専用
　p03－5308－6950
※平日午前９時～午後５時

東京都シルバーパスの発行

□�主な改正点　● １歳６カ月以降も認
可保育園に入所できない場合、育児
休業を最長２歳まで延長可能

●  子どもが生まれる方などに育児休業
などの制度を個別にお知らせする努
力義務の創設

●  未就学児を養育する労働者のための
育児目的休暇を導入する努力義務の
創設
j東京労働局雇用環境・均等部指導課
　p03－3512－1611

10月１日施行 育児・介護休業法などが改正

　キッチンから流れた油は、下水道管
のつまりや悪臭の原因となります。鍋
や食器に付いた油汚れは、洗う前に拭
き取りましょう。この行動が川や海の
良好な水環境につながります。
◆下水道課op042－438－4060

下水道に油を流さないで

   油・断 ・快 適！
下水道

おすすめします 国の「中退共制度」
掛け金の一部を補助します

　中小企業退職金共済制度は、中小
企業で働く従業員のための国の退職
金制度です。
□制度の特色　●国の制度なので安心
● 掛け金は全額非課税で有利
● 外部積立型なので管理が簡単など

i所定の申込書を金融機関へ提出
j勤労者退職金共済機構中小企業
退職金共済事業本部
　p03－6907－1234
❖市の助成
□要件　 ● 市内に事業所（事務所）を
有する中小企業者

● 勤労者退職金共済機構（国）が実施
する中小企業退職金共済事業による
退職金共済契約を締結し、共済掛け
金を納付しているなど

□助成額　該当する従業員の掛け金
に対して、加入時から36カ月を限
度に１人当たり月額500円を補助

（１カ月の掛け金が2,000円の従業
員は月額300円）
※市の助成制度の申込は毎年２月で
す（募集時期に市報で再度ご案内予
定）。
◆産業振興課op042－438－4041


