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広報

令和３年（2021年）８月15日号

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更している可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。

詐欺電話にご注意ください
渡さない。
※警察官や銀行員
が自宅に訪れ、キャッシュカードを
預かることは絶対にありません。
電話で
「キャッシュカードが悪用
された」と言われたら詐欺です

j 田無警察署 p 042－467－0110
危機管理課 o p 042－438－4010

▲

詐欺被害が後を絶ちません。今電
話で話をしている、顔の見えないそ
の相手は詐欺の犯人かもしれません。
□これだけは覚えておきましょう
●
知らない電話番号からの着信には
すぐに出ないで番号を確認する。
●知
 らないアドレスや番号のショー
トメールは無視する。
●知
 らない人には個人情報を教えない。
●
知らない人にキャッシュカードを

防災の日（９月１日）・防災週間（８月30日～９月５日）

災害への備えや対応を考えましょう

▲

９月１日は
「防災の日」
、８月30日〜９月５日は
「防災週間」
です。
「防災の日」
は、大正12年に発生した関東大震災に由来し、また台風の多い時季であるこ
とから、地震や台風などの災害に対する防災意識を高めてもらうために定め
られました。災害時は、自分の身を守る
「自助」
、ご近所同士で助け合う
「共助」
が必要です。この機会に家庭や職場の災害への備えや対応について考えてみ
ましょう。
□
「リモート防災学習」
をしてみよう
東京消防庁 k では
「リモート防災学習」
の動画を公開しています。
「消火器の
使い方」
や
「防災クイズ」
など、防災について学べます。ぜひ活用してください。
□防災館に行ってみよう
防災館は、立川、池袋、本所
（墨田区）
にあります。各館内の
「地震・煙体験室」
や
「消火訓練室」
など、楽しみながら防災について学ぶことができます。
詳細は東京消防庁 k をご確認ください。
危機管理課 o p 042－438－4010
j 西東京消防署 p 042－421－0119

全国一斉
「子どもの人権110番」
強化週間
学校でいじめを受けていて学校に行きたくない。親から虐待されている。
先生や親には言えない。誰に相談したらいいか分からない。そんな苦しみを
抱えていたら、一人で悩まず相談してください。
a ８月27日㈮～９月２日㈭
● ㈪〜㈮：午前８時30分〜午後７時
● ㈯・㈰：午前10時～午後５時
□
「子どもの人権110番」 p 0120－007－110
（通話無料）
※上記期間以外も、平日午前８時30分〜午後５時15分に相談に応じています。
j 東京法務局人権擁護部第二課p 0570－011－000（ナビダイヤル）

無料市民相談
■一般市民相談

㈪〜㈮

日時
午前８時30分～午後５時

■専門相談
（申込制） ※１枠30分

専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、専門家が一緒に解決
の糸口を探すものです。
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。なお、今後の状況によって、相談方法の変更や相談休止となる可能性があります
ので、最新の情報はお問い合わせください。

□申込開始 ８月18日㈬午前８時30分（★印は、８月４日から受付中）
□申込方法 市民相談室（田無庁舎２階）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 n p 042－460－9805
内容

相談方法

法律相談

電話・対面

交通事故相談

電話・対面

税務相談

電話・対面

不動産相談

電話・対面

登記相談

電話

表示登記相談

日時
８月25日㈬・26日㈭、９月３日㈮・９日㈭・10日㈮
午前９時～正午
８月27日㈮、９月１日㈬・７日㈫
午後１時30分～４時30分
★８月24日㈫ 午前９時～11時30分
９月２日㈭ 午後１時30分～４時
９月２日㈭・８日㈬ 午前９時～正午
９月９日㈭ 午後１時30分～４時30分
９月24日㈮ 午前９時～正午
９月１日㈬ 午前９時～正午
９月16日㈭ 午後１時30分～４時30分

電話・対面

９月16日㈭ 午後１時30分～４時30分

年金・労災・雇用保険・
電話・対面
人事一般相談

★８月16日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談

凡例

電話

★９月８日㈬ 午後１時30分～４時30分

電話・対面

★９月10日㈮ 午後１時30分～４時30分

大規模な地震が発生した際の断水に
備えましょう。
❖お近くの災害時給水ステーション
（給水拠点）
断水時に水をお配りします。水を入
れる清潔な容器
（ポリタンクなど）
をご持
参ください。

□入校時期 令和４年４月上旬
□応募資格
高卒
（見込み含む）
21歳未満の方
□試験日程
● 看護学科：10月16日㈯
（１次）
● 医学科：10月23日㈯
（１次）
□受付期間
● 看護学科：10月６日㈬まで
● 医学科：10月13日㈬まで

施設名

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
□入校時期 令和４年４月上旬
□応募資格
中学卒業
（見込み含む）
17歳未満の男子
□試験日程
● 推薦：令和４年１月８日㈯～11日㈫
● 一般：令和４年１月22日㈯・23日㈰
□受付期間
● 推薦：11月１日㈪～12月３日㈮
● 一般：11月１日㈪～令和４年１月
14日㈮
自衛隊

西東京

j 自衛隊西東京地域事務所
p 042－463－1981

所在地（西東京市）

芝久保給水所

芝久保町５－９－１

保谷町給水所

保谷町１－５－24

西東京栄町配水所 栄町２－７－６

❖水道水のくみ置きによる備え
● 蛇口から直接、ふたのできる容器に
口元まで
● １日１人３ℓ×３日分
● 保存期間は常温で３日間、冷蔵庫で
は10日間
❖断水などに関する情報
東京都水道局 k ・Twitterなどによ
り随時お知らせします。
j 東京都水道局 p 042－548－5362

ヤング・テレホン・コ－ナ－
未成年の皆さんに関わる相談を電話で受け付けています。ご本人に限らず、
ご家族や学校関係者の方々からの相談も受け付けています。困ったそのとき、
相談したいと思い立ったそのときに、気軽に相談してください。
□ヤング・テレホン・コーナー p 03−3580−4970
□受付時間（24時間）
● ㈪〜㈮午前８時30分～午後５時15分…専門の担当者
（心理専門の職員お
よび警察官）が対応
● 夜間および休日など…宿直の警察官が対応
□相談内容
【未成年の皆さんから】● いじめにあっている ● 友達との関係に悩んでいる
● SNSでトラブルになった
● 親との関係に悩んでいる
● ネットで知り合っ
た相手に、裸の写真を送ってしまった
【ご両親などから】● 夜遊びや無断外泊を繰り返している ● JKビジネスと呼
ばれているところで働いているようだ ● 家のお金を持ち出したり、盗み
（万
引き）を繰り返している ● 学校や家庭内で暴力を振るう ● 理由もなく学
校を休んだりする ● ネットで知り合った異性と頻繁にやり取りをしている
危機管理課 o p 042－438－4010
j 警視庁p 03－3581－4321

消費生活相談
「偽警告表示」
プリペイド型電子マネ－で
支払わせる手口に注意
パソコンを操作中、警告音と
ともに
「トロイの木馬に感染し
ているので駆除が必要」と表示が出た。
OS事業者のサポートセンターを名乗っ
ていたため信用してしまい、表示して
ある番号に電話をすると
「遠隔操作で
駆除する。コンビニで電子マネーを７
万円分購入し、その番号を教えるよう
に。」と指示された。その後「１回目は
間違っていた。後で返金するから他社
の電子マネ－でもう１回購入するよう
に。
」などと言われ、計３回21万円支
払ってしまった。返金してもらうこと
はできますか。
これは実際にウイルスに感染
しているのではなく、広告を画
面に貼り付けて誤解をさせているもの
です。

突然、偽の警告画面を表示して、プ
リペイド型電子マネ－での支払いを指
示する詐欺的な手口が増えています。
このケ－スでは、すぐに電子マネー
発行会社に連絡をして確認をしてもら
いましたが、
全て既に使われた後でした。
電子マネーの場合、番号だけで利用
ができるため、番号を相手に伝えてし
まうと、そのお金を取り戻すのは非常
に困難です。
パソコンにはあらかじめ信頼できる
セキュリティソフトをインスト－ルし
ておくなどの対策を行い、見慣れない
警告画面の指示に従ってはいけません。
ネット上のトラブルについては、
（独）情報処理推進機構
（IPA）k を参考
にしましょう。
詳細は下記へお問い合わせください。
消費者センター n p 042－462－1100
▲

相続・遺言・
成年後見等手続相談

災害時の断水に備えましょう

▲

場所
市民相談室（田無庁舎２階）

防衛医科大学校学生募集
（看護学科、医学科）

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

