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《西東京消防署からのお知らせ》　してますか？家具類の転倒・落下・移動防止対策　早めの対策で安心・安全な住まいづくりをしましょう。

効）に東京都下水道サービス㈱へ郵送▲

下水道課op042－438－4060

都民体育大会春季大会の結果
その他

　今年の春季大会において、西東京市
は、次の成果を収めました。
□結果
正式競技：馬術男子２位、バドミント
ン女子３位、ソフトボール女子ベスト８
公開競技：アーチェリー女子優勝
jNPO法人西東京市体育協会
　p042－425－7055▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

寄附
　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
�東京都立田無工業高等学校 歩く建
築同好会 様（みんなのメダルプロジェ
クト回収箱）▲

管財課np042－460－9812
�匿名（１万円）▲

秘書広報課np042－460－9803

a７月24日㈫午後２時
b防災センター
c・e行政報告ほか・10人▲

教育企画課o
　p042－438－4070

教育委員会傍 聴

■下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会
a７月17日㈫午前９時30分
b保谷庁舎３階
c・e下野谷遺跡整備基本計画・５人
■社会教育委員の会議
a７月26日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c・e今後の活動・５人
■文化財保護審議会
a８月２日㈭午前10時
b保谷庁舎３階
c・e西東京市の文化財保護・５人▲

社会教育課o
　p042－438－4079

■建築審査会
a７月19日㈭午後２時
b保谷庁舎２階
c・e建築基準法に基づく同意・５人▲

建築指導課o
　p042－438－4026

■図書館協議会
a７月19日㈭午後３時〜５時
b中央図書館
c・e図書館事業評価ほか・３人▲

中央図書館
　p042－465－0823

■男女平等参画推進委員会
a７月23日㈪午後６時
b田無庁舎５階

審議会など傍 聴

c・e西東京市第４次男女平等参画
推進計画の策定ほか・５人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

■文化芸術振興推進委員会
a７月23日㈪午後７時
b保谷庁舎別棟
c・e文化芸術振興計画ほか・５人▲

文化振興課o
　p042－438－4040

■教育計画策定懇談会
a７月27日㈮午前９時30分
b田無庁舎５階
c・e次期教育計画の構成案・５人▲

教育企画課o
　p042－438－4070

■防災会議
a７月30日㈪午後２時
b防災センター
c・e地域防災計画の改訂骨子案など・
５人▲

危機管理室o
　p042－438－4010

■廃棄物減量等推進審議会
a７月31日㈫午後２時
bエコプラザ西東京
c・e西東京市の廃棄物行政・５人▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

■子ども子育て審議会計画専門部会
a８月８日㈬午前10時
b田無庁舎５階
c・e子育ち・子育てワイワイプラ
ン後期計画策定・８人▲

子育て支援課n
　p042－460－9841

選挙法により、現在西東京市議会議員
の方を含め、立候補を予定されている
方の個人の政治活動用ポスターは、任
期満了の６カ月前の日（平成30年７月
20日）から選挙期日までの間の掲示が
禁止されます。
　また、７月20日以降、引続き掲示
されている個人ポスターは、公職選挙
法の規定により、撤去命令の対象とな
りますのでご注意ください。
　18歳以上の市民の皆さん、私たち
の住むまちの代表を決める貴重な一票
に、あなたの想いを託して、必ず投票
しましょう。
□投票日　平成30年12月23日㈷▲

選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

排水設備工事責任技術者資格試験
募集

a９月30日㈰午前10時〜正午
b青山学院大学青山キャンパス
g6,000円（受験手数料）
□申込書　７月23日㈪〜８月31日㈮
に下水道課（保谷庁舎５階）で配布
i８月１日㈬〜８月31日㈮（消印有

教育長が任命されました
　木村俊二さん（69歳、下保谷在住）が６月15日
の市議会で教育長として同意され、７月１日付
で再任されました。任期は３年間です。▲

教育企画課op042－438－4070

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　７月18日㈬午前８時30分（★印は、７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25日㈬、８月２日㈭、３日㈮午前９時〜正午

o
７月26日㈭午前９時〜正午
８月１日㈬、７日㈫午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談 n ★８月 ２日㈭ 午前９時〜正午
※１枠１時間o ★７月26日㈭

交通事故相談 n 　８月 ８日㈬
午後１時30分〜４時

o ★７月25日㈬

税務相談 n 　７月27日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　８月 ３日㈮

不動産相談 n 　８月16日㈭

o 　８月 ９日㈭

登記相談 n 　８月 ９日㈭

o 　８月16日㈭

表示登記相談 n 　８月 ９日㈭

o 　８月16日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　８月13日㈪

行政相談 n 　８月17日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★８月 １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
■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
㈫・㈭p042－425－4972

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o
p042－438－4023

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
えぽっく
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

　西東京市農産物キャラクターめぐみちゃんのTwitterを開
始しました。めぐみちゃんメニューや市内農産物の紹介など
市内農業の“今”をお届け！ チェックしてみてください。フォ
ローをお待ちしています。

なぁ〜に？めぐみちゃん!

ユーザー名：＠megumi_tappuri 西東京　めぐみちゃん　ツイッター 検索

〜Twitterスタート！〜


