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Ｊ:ＣＯＭチャンネル（11Ch）のデータ放送で、西東京市の「市からのお知らせ」がご覧になれます。

ので、送信前に入力内容の保存やコ
ピーをお勧めします。送信エラーが表
示された場合は、恐れ入りますが再度
送信してください。▲

秘書広報課np042－460－9804
□公共施設予約管理システム 全般
操作中にエラーが表示された場合は、
再度初めから操作してください。▲

情報推進課np042－460－9806
□図書館k全般▲

中央図書館p042－465－0823

田無総合福祉センター改修工事
　田無総合福祉センターの４階第３会
議室が改修工事に入るため下記の期間
中のご利用ができなくなり、４階の地
域サポート「りんく」は工事期間中３階
へ移転します。
　また、第３会議室の貸出は11月末
で終了となります。

　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

ご理解とご協力をお願いいたします。
□工事期間（予定）
12月１日㈯～３月31日㈰▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

納税通知書送付用封筒への広告掲載
募集

　地域経済の活性化と市の財源確保を
目的に、平成31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31年４月～翌年３月
□印刷枚数　12万4,000枚
□募集期間　10月１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

10月11日㈭ 市の各インターネット
サイトにつながりにくくなります

市政

　ネットワーク機器のメンテナンス作
業に伴い、下記各種サービスへの接続
が不安定になることがあります。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
a10月11日㈭午前８時30分～午後６時
※作業状況により前後する場合あり
□市k全般および各課お問い合わせなど

送信時にエラーとなる場合があります

■教育計画策定懇談会
a10月５日㈮午前９時30分
b田無庁舎５階
c・e次期教育計画の素案など・５人▲

教育企画課op042－438－4070

■保健福祉審議会
a10月９日㈫午後７時
b田無庁舎３階
c・e保健福祉施策に関する諮問事
項など・５人
■地域福祉計画策定・普及推進委員会
a10月16日㈫午後７時
b保谷庁舎東分庁舎
c・e第４期地域福祉計画など・５人▲

生活福祉課op042－438－4024

■行財政改革推進委員会
a10月12日㈮午前９時
b田無庁舎３階
c・e行財政改革大綱の中間見直	
しほか・５人▲

企画政策課np042－460－9800

■産業振興マスタープラン推進委員会
a10月12日㈮午前10時
b防災センター
c・e産業振興マスタープラン後期

審議会など傍 聴
計画骨子など・５人▲

産業振興課op042－438－4041

■図書館計画策定懇談会
a10月17日㈬午前10時～正午
b中央図書館
c・e図書館計画の素案の検討・５人▲

中央図書館p042－465－0823

■空き家等対策協議会準備会
a10月19日㈮午前10時
b田無庁舎２階
c・e空き家対策に関すること・５人▲

住宅課op042－438－4052

■子ども子育て審議会
a10月19日㈮午前10時
b西東京市民会館
c・e保育所の利用者負担額の検	
討など・８人▲
子育て支援課np042－460－9841

■環境審議会
a10月24日㈬午後６時
b田無庁舎３階
c・e西東京市第２次環境基本計画
後期計画の策定など・５人▲

環境保全課p042－438－4042

東京都シルバーパスの発行
　満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31年９月30日）を発行します。
i満70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30年度住民税が非課税の方
1,000円と次のいずれか
●「平成30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30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30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30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　●平成30年度住
民税課税証明書
※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。
③平成30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
※不動産売却に係る特別控除額（29
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

■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　10月３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11日㈭・19日㈮午前９時～正午

o 10月９日㈫・10日㈬・16日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　11月	１日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間
o 　10月25日㈭

交通事故相談
n ★10月10日㈬

午後１時30分～４時
o 　10月24日㈬

税務相談
n 　10月12日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　10月19日㈮

不動産相談
n ★10月18日㈭

o ★10月11日㈭

登記相談
n ★10月11日㈭

o ★10月18日㈭

表示登記相談
n ★10月11日㈭

o ★10月18日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★10月15日㈪

行政相談 n ★10月19日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　11月	９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

障害者
総合支援
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


