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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田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

　都は、2050年に、CO２排出実質ゼ
ロに貢献する「ゼロエミッション東京」
の実現に向け、都有施設で使用する電
力の再生可能エネルギー100％化を目
指しています。
　ご家庭で自家消費されなかった電気
の買取を行います。
□買取期間　
令和２年12月〜令和５年11月
※詳細はjにお問い合わせください。
j出光グリーンパワー㈱
　p0120－267－019
※上記電話番号をご利用になれない場
合p03－6627－0928

　都市計画区域の整備、開発および保
全の方針および都市再開発の方針の都
市計画案の縦覧をします。
a12月２日㈬〜16日㈬
b都市計画課（保谷東分庁舎）・東京
都都市整備局都市計画課
※詳細はjのkをご覧ください。
j東京都都市整備局
　p03－5388－3225

　e-Tax（電子申告）を利用すれば、ご
自宅から確定申告ができます。利用す
るために必要なIDとパスワードの出
張発行を実施しますのでご利用くださ
い。併せて、出張発行参加者を対象に
マイナンバーカードの申請相談を行い
ます。
a12月３日㈭午前10時〜午後４時
※マイナンバーカードの申請相談は午
前10時〜正午、午後２時〜４時
b田無第二庁舎３階
h本人確認書類（運転免許証や保険証など）
j東村山税務署個人課税第１部門
　p042－394－6811

□効能　風邪の予防、身体を温める
a12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

　日頃、仕事で保護者会に参加できな
い保護者の皆さん、また当事者のお子
さんたちも一緒に、同じ悩みを持つ皆
さんとZoomで交流してみませんか。
a12月12日㈯午後１時〜３時
※オンライン開催
e50人
i専用kから

※詳細は専用kをご覧ください。
オシゴト カイギ
jOK西東京（オシゴト×カイギ）
　p080－8492－9530

空き家にしない！ 空き家を活
い

かす！
親の老後と相続と実家問題対策
セミナー＆大相談会　
東京都空き家フォーラムin西東京

a12月13日㈰
bコール田無
●�セミナー①　午前11時〜正午

「とちょう電力プラン」のお知らせ
～自家消費されなかった電気を都有施設へ～

都市計画案の縦覧

ご自宅から確定申告ができます

12月の薬湯 ～ショウガの湯～

ここだけの保護者会vol.３「先生と保護
者。最強の連携のカタチとは？」
～休日開催！働くパパ・ママ、子どもたちに贈る～

● �セミナー②　午後１時30分〜２時
30分

●�大相談会　午前10時〜午後４時
※各30分前から受付開始
eセミナーは40人程度、大相談会は
12組程度
i12月12日㈯までにjへ
jネクスト・アイズ㈱
　p0120－406－212

□事業計画書作成セミナー～ご存じで
すか？小規模事業者持続化補助金～
　「小規模事業者持続化補助金」をサン
プルに、作成ポイントについて学びます。
a12月16日㈬午後６時30分〜８時30分
b・eイングビル・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
j西東京商工会p042－461－4573

　多彩な分野で活躍する専門家が講師
となり、起業に必要な基礎知識や実務ノ
ウハウまで、体系的に学べる創業塾です。
a12月21日㈪・22日㈫・23日㈬・
24日㈭（全４日間）午前９時〜午後３時
※ZoomによるWeb開催
e40人（申込順）
d創業に興味がある方・創業して間
もない方（インターネット環境必須）
※詳細は、jのkをご覧ください。
i・j西東京商工会
　p042－461－4573

　医師法などにより12月31日現在の
届け出が必要です。
※詳細はjへお問い合わせください。
□提出先　保健所（届け出用紙も配布）
□提出期限　令和３年１月15日㈮
j東京都福祉保健局
　p03－5320－4517
※薬剤師：薬務課p03－5320－4503

　調理師法の規定により、都内で調理
業務に従事している調理師免許取得者
は、12月31日現在の就業状況などを
届け出る必要があります。
i令和３年１月15日㈮（消印有効）ま
でに、指定の届け出先へ郵送
※詳細は保健所窓口・jのkをご覧
ください。
j東京都福祉保健局
　p03－5320－4358

　サラリーマンの方を対象とした確定
申告相談（医療費控除・住宅ローン控
除など）を開催します。　※完全予約制
a令和３年１月30日㈯・31日㈰、２
月６日㈯・７日㈰午前10時〜午後４時
※時間に制限がありますので、複雑な相
談は別途有償で税理士にご依頼ください。
i申込書をjへlまたは郵送
※申込書はjのkからダウンロード可
b・j東京税理士会東村山支部
東村山市本町１－20－27MIKAMI2001
－201号室
　p042－394－7038
　l042－394－8115
　※平日：午前９時〜午後５時

西東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内

創業塾Xmasコース受講者募集

医療従事者の皆さんへ

調理師の皆さんへ

サラリーマンのための確定申告
休日無料相談会

□申込開始　12月４日㈮午前８時30分（★印は、11月18日から受付中）
□申込方法　田無庁舎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市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
12月17日㈭・23日㈬・24日㈭午前９時〜正午

12月15日㈫・16日㈬・21日㈪・25日㈮
午後１時30分〜4時30分

人権・身の上相談 休止 法務省の電話相談などをご利用ください。
●みんなの人権110番　p0570－003－110　ほか

交通事故相談 電話・対面
★12月�３日㈭ 午後１時30分〜４時

　12月22日㈫ 午前９時〜11時30分

税務相談 電話・対面 12月18日㈮、22日㈫ 午後１時30分〜４時30分

不動産相談 電話・対面
★12月10日㈭ 午後１時30分〜４時30分

★12月25日㈮ 午前９時〜正午

登記相談 電話
★12月２日㈬ 午前９時〜正午

★12月17日㈭ 午後１時30分〜４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★12月17日㈭ 午後１時30分〜４時30分

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ★12月14日㈪ 午後１時30分〜４時30分

行政相談 電話 ★令和３年１月13日㈬ 午後１時30分〜４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ★12月11日㈮、

令和３年１月８日㈮ 午後１時30分〜４時30分

無料市民相談
■一般市民相談

場所 日時

市民相談室（田無庁舎２階） ㈪〜㈮　午前８時30分〜午後５時

■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。
　新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、電話または対面での相談を行って
います。申込時に電話または対面相談のどちらをご希望かお知らせください。
　対面相談をご希望される方は、自宅での検温や相談時のマスク着用などをお願いし
ます。

貴重な屋敷林で 「紅葉」 を楽しみませんか
～下保谷四丁目特別緑地保全地区を一般公開します～

❖下保谷四丁目特別緑地保全地区
　（旧高橋家屋敷林）
　保谷駅より400m北に位置し、都
市化がさらに進展する駅周辺におい
て、みどり豊かな住環境を形成して
います。
　都会ではなかなか見られない四季
折々の自然を体感できる屋敷林で、
秋の紅葉をお楽しみください。
①「紅葉」を楽しむ会
　「紅葉観賞」と「屋敷林展」で特別緑
地保全地区の魅力を体験しませんか。
※当日、屋敷林見学ガイドツアーも
実施します。詳細は市kをご覧く
ださい。
②ツリークライミング体験
　専用のロープや安全帯・安全保護
具を利用して、木登り、木や森・自
然との一体感を味わう体験活動です。
a ●１回目：午前10時〜11時
●２回目：正午〜午後１時
d在住・在学で小・中学生の方　
※小学生は保護者同伴
e各回10人
h運動しやすい服装・運動靴・タ
オルなど
i各回参加整理券を保全地区正面
入り口で配布

〈配布時間〉
●１回目：９時20分〜９時40分　
●２回目：11時20分〜11時40分
※申込多数は抽選
※詳細は市kをご覧ください。
□「野草園見学」＆「屋敷林展」
　屋敷林の魅力を紹介する強化月間
として、野草観察だけでなく屋敷林の
魅力を写真やパネルでご紹介します。
a12月４・11・18・25日㈮午前
10時〜正午
※雨天中止。当日、直接会場へ
□ヤシキリン通信
　屋敷林での取組を、「ヤシキリン通
信」として今後発信していきます。イ
ベントに参加できない方もご覧くだ
さい。屋敷林の魅力
がつまっています。
※詳細は市kをご
覧ください。
□共催　旧高橋家屋敷林に関係する
ボランティア団体▲

みどり公園課p042－438－4045

a12月５日㈯午前９時～午後１時
b下保谷四丁目特別緑地保全地区
※雨天中止の場合あり。
当日、直接会場へ
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