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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

税についての作文
❖西東京市長賞
長岡 帆風（田無第二中３年）
❖西東京市教育委員会賞
塩﨑 結莉（明保中３年）
❖西東京市租税教育推進協議会会長賞
濱本 琴未（田無第二中３年）
❖東村山税務署長賞
門馬 紗智子（ひばりが丘中３年）
❖東京都立川都税事務所長賞
井上 由香（明保中３年）
❖東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞
村上 柚花（田無第四中３年）
❖東京納税貯蓄組合総連合会会長賞
大坪 紗楽（ひばりが丘中３年）・小笠原 葉那（田無
第三中３年）
❖多摩武蔵納税貯蓄組合連合会会長賞
根岸 晃太（ひばりが丘中３年）
❖多摩武蔵納税貯蓄組合連合会優秀賞
保延 虎太朗（田無第一中３年）・塩澤 真心（田無第
一中３年）・大山 奈優（青嵐中３年）・下田 英知（田
無第四中３年）・柴 萌恵（柳沢中３年）
❖（一社）東村山青色申告会会長賞
星﨑 夕（田無第四中３年）

❖（公社）東村山法人会会長賞
大塚 恭子（保谷中３年）
❖東京税理士会東村山支部支部長賞
服部 茉碧（青嵐中３年）
❖全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状
田無第三中学校

税の標語
❖西東京市長賞
佐藤 理央（田無第一中３年）
❖西東京市教育委員会教育長賞
丹羽 穂乃花（武蔵野女子学院中３年）
❖東村山税務署長賞
駒野 智咲（ひばりが丘中３年）
❖東京都立川都税事務所長賞
茂木 智夏（柳沢中２年）

❖西東京商工会会長賞
天野 慎太郎（明保中１年）
❖東京保谷ロータリークラブ会長賞
嘉門 紅音（保谷中２年）
❖東村山間税会会長賞
藤井 渚月（田無第四中１年）
❖全国間税会総連合会入選
塩川 幸輝（保谷中２年）・三浦 栞里（田無第三中２年）
❖東京国税局間税会連合会入選
池上 唯菜（ひばりが丘中３年）・白岩 理子（青嵐中３年）
❖（一社）東村山青色申告会会長賞
細野 麟（田無第二中３年）
❖（公社）東村山法人会会長賞
坂下 藍未（田無第四中１年）
❖東京税理士会東村山支部支部長賞
丹上 結愛（明保中１年）

中学生「税についての作文・税の標語」
受賞者を紹介します

　平成30年度中学生の「税についての作文・税の標語」に、市内各中学校から作文
1,183編、標語4,085編の応募がありました。審査の結果、作文で17人、標語で14
人の方が入選し、12月に表彰を受けました。また、学校への感謝状が贈られました
ので、併せてご紹介します（順不同・敬称略）。 

▲

納税課np042－460－9831

■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　２月19日㈫午前８時30分（★印は、２月５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 ２月26日㈫・27日㈬、３月１日㈮・７日㈭午前９時～正午

o
２月28日㈭午前９時～正午
３月５日㈫・６日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★３月 ７日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o ★２月28日㈭

交通事故相談
n 　３月13日㈬

午後１時30分～４時
o ★２月27日㈬

税務相談
n 　２月22日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　３月 １日㈮

不動産相談
n 　３月28日㈭

o 　３月14日㈭

登記相談
n 　３月14日㈭

o 　３月28日㈭

表示登記相談
n 　３月14日㈭

o 　３月28日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　３月11日㈪

行政相談 o 　３月 ７日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★３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
■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

図書館のハンディキャップサービス～「声の広報」をお届けしています～
　「広報西東京」をはじめ、「議会だ
より」「社会福祉協議会だより」「公民
館だより」「図書館だより」など、西
東京市で発行している広報類を音訳
録音し、デイジー版やCD版にて「声
の広報」として定期的に郵送でお届
けします。
　また、本や雑誌などを録音した「音
訳資料」もお届けしています。
　在住で視覚に障害のある方、お体
の不自由な方で利用をご希望される

方は、ぜひご相談ください。
□利用登録方法
お近くの図書館でお申し込みください。
h本人確認書類（代理人の場合は、代
理人の方の本人確認書類も提示）
※詳細は図書館kまたは下記へ▲

谷戸図書館p042－421－4545

録音風景

自転車盗難に注意！
　日常生活で便利な自転車が盗難に
遭う被害が多数発生しています。窃
盗罪のうち約３割が自転車盗であり、
皆さんの生活の中でも身近な犯罪の
一つといえます。被害に遭わないた
めには、できる限りの対策をとって
自己防衛することが大切です。
● 複数ロックを心掛ける
●  自宅敷地内や短い時間でも自転車

から離れる時は、必ず施錠する癖
をつける

●  自転車盗難防止アラームや頑丈な
U字ロック・ワイヤー錠などの盗
難防止グッズを活用する

　複数ロックや盗難防止グッズの活
用は被害防止に効果的です。また、
自転車盗難の被害のほとんどが、無
施錠によるものです。できることか
ら取り組んで被害に遭わないように
しましょう。
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理室op042－438－4010


