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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

令和元年（2019年）10月1日号広報

東京都最低賃金の改正

　10月１日㈫から時間額1,013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
● 東京働き方改革推進支援センター
　p0120－232－865

東京都子育て支援員研修（第３期）

c子育て支援分野で従事するうえで
必要な知識や技能などの習得
□コース　
地域保育コース
i10月１日㈫～15日㈫（必着）
※期間中、田無庁舎１階保育課・保谷
庁舎１階市民課付近でも募集要項を少
数配布。詳細はjへ
j（公財）東京都福祉保健財団（kあり）
　p03－3344－8533
● そのほか研修全般
　…東京都少子社会対策部計画課
　p03－5320－4121

省エネ性能の高い機器への
買い替えにポイントを付与

　東京都環境局では、10月１日㈫から
一定の基準を満たす対象機器への買い
替えに対して、商品券などに交換可能
な「東京ゼロエミポイント」を付与する
事業を行います。
□申請方法　
対象機器購入後、申請書（jのkで配
布）と領収書・リサイクル券などを事
務局へ提出。令和２年度まで実施（上
限に達し次第終了）
※詳細はjへ
j申請方法など …コールセンター
　p0570－005－083
　p03－6634－1337

西東京市勤労者福祉サービスセンター
新規入会キャンペーン（特典あり）

　中小事業所で働く従業員と事業主の
皆さんへの慶弔給付・健康維持増進・
余暇活動（レジャーなど）などの福利厚
生事業を提供しています。
□期間　10月１日㈫～12月20日㈮
d ● 市内の中小事業所（従業員300人
以下）の事業主と従業員、パートの方、
個人事業主や一緒に働いている家族

（事業所単位での入会）　 ● 在住で、市
外の中小事業所で働く事業主と従業員
g入会金300円・月会費500円（１人
当たり）
※詳細はjのkをご覧ください。
j西東京市勤労者福祉サービスセン
ターp042－464－1311（内線2897）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□税務特別相談会
a10月23日㈬午後１時
bイングビル
c税理士による税務に関する個別相談
e３人（申込順）　※１人最大１時間まで 
i・j
● 西東京商工会p042－461－4573
●  西東京創業支援・経営革新相談セン

ターp042－461－6611

10月の薬湯 ～ラベンダー湯～

c皮脂の分泌を整えて、
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６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

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 私の好きな 街だから～

a10月７日㈪午後１時（正午開場）
b東久留米市生涯学習センター（まろ
にえホール）
c・e実演式による防犯講話・舞踊部・
独演など・500人（先着）
j田無警察署p042－467－0110

10月７日～13日は行政相談週間
特設行政相談

a10月10日㈭・11日㈮午前10時～
午後５時（受付：４時30分）
c登記・相続・税金・国の行政相談など

b・j東京総合行政相談所
　p03－3987－0229

司法書士・税理士による 法律相談会

a10月19日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート
c不動産の相続・贈与・売買・借地
借家・遺言・成年後見・登記ほか

j東京司法書士会田無支部
　p042－466－8450

市民公開講座

a10月19日㈯午後２時30分～４時
bルネこだいら（小平）
c ● 頭

とう

頚
けい

部がん　 ● 脳卒中予防など

j公立昭和病院
　p042－461－0052（内線2171）

秋の演習林で体験・実感しよう！

a10月20日㈰午前９時～午後３時
30分　※荒天中止
b東京大学附属演習林田無演習林　
d・e小学３～６年生・20人
※保護者１人まで可。申込多数は抽選
g800円程度（保護者も同額）
i10月10日㈭（必着）までに、jのkから

※当選者のみに参加券を郵送
j多摩六都科学館p042－469－6100

令和２年春入校 陸上自衛隊 
高等工科学校生徒募集

d15歳以上17歳未満で中学卒業男子
● 生徒教育３年修了時には高校卒業資
格を取得　 ● 在学中は生徒手当月額約
９万8,000円および年２回の期末手当
を支給
□試験日程　
● 推薦：令和２年１月５日㈰～６日㈪
● 一般：令和２年１月18日㈯
i ● 推薦：11月１日㈮～29日㈮　 ● 一
般：11月１日㈮～令和２年１月６日㈪
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

お役立ちガイド※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ

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：令
和２年９月30日まで）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31年度住民税が非課税の方
…1,000円と次のいずれか
●「平成31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31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31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31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31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31年度住民税が課税で前年
の合計所得金額が125万円を超えて
いる方
…２万510円
※不動産売却に係る特別控除額（30
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）

ようこそ としょかんへ 10月

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
６日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　３・17日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
20日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　11・25日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
25日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　５・19日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦ 秋のおはなしひろばスペシャル　11日
㈮午後３時30分～４時30分／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　  
９日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　３・10・17・24日㈭午後
４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　２・16日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
９・23日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦ ちいさなおはなしひろば　４・11日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
12日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　４・11・25
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
12日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
２・16日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ 　  

３日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　 ２日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

７日㈪・15日㈫・
21日㈪・28日㈪

※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、18
日㈮休館

※芝久保・谷戸図書館は、14日㈷・22日㈷休館

休館日

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢  

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ

西東京消防署配置車両の変更
　救急需要の増加に対応するため、
10月９日㈬から西東京消防署保谷
出張所に救急車が新たに１台配置さ
れます。それに伴い、西東京消防署
保谷出張所の消防車１台が西東京消
防署田無出張所へ配置転換となり、
複雑かつ多様化する消防活動に対応
するため、田無特別消火中隊として
運用を開始します。今回の保谷救急
隊増強により西東京消防署の救急車

は合計４台となり更なる救急体制の
充実が図られます。
　また、東京消防庁管内における効
率的な消防車両の配置転換により、
さまざまな災害に対応する消防部隊
の効率的な運用を図り、都民のみな
さまの安全・安心の確保に努めます。
j西東京消防署
　p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010


