
6 令和４年（2022年）７月15日号広報
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。

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

□申込開始　７月19日㈫午前８時30分（★印は、７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np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面 ７月28日㈭、８月５日㈮・８日㈪午前９時～正午
８月２日㈫・３日㈬・９日㈫午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面 ★７月26日㈫ 午前９時～11時30分
８月４日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 ８月10日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面 ★７月22日㈮ 午前９時～正午
８月５日㈮ 午後１時30分～４時30分

登記相談 電話・対面 ８月３日㈬ 午前９時～正午
８月18日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ８月18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 ８月８日㈪ 午後１時30分～４時30分
行政相談 電話・対面 ※８月15日号でお知らせします。	
相続・遺言・
成年後見等手続相談 電話・対面 ※８月15日号でお知らせします。	

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。

はかりの定期検査

　商店での取引や学校・病院などでの
証明に使用する「はかり」は、２年に１度
の検査（訪問）を受ける必要があります。
※対象者にははがきで事前通知
□検査日程　８月１日㈪～９月２日㈮
※通知が届かない方などjへ
j東京都計量検定所検査課
　p03－5617－6638

もうすぐ夏休み！ 子どもたちを
犯罪から守りましょう

　SNSやゲームアプリなどがきっかけ
で、子どもたちが性犯罪などに巻き込ま
れる事件が多く発生しています。被害防
止に向けて防犯意識を高めましょう。
□子どもを被害から守るために
●違法有害なサイトへのアクセス制限
●子どもの成長に応じたインターネッ
ト利用の適切な管理など

j田無警察署p042－467－0110

気管支ぜん息の方への医療費助成
～大気汚染医療費助成制度～

　都内に１年（３歳未満は６カ月）以上
在住の18歳未満で気管支ぜん息など
に罹

り

患
かん

しているなど、要件を満たす方
に、医療費を助成しています。
※詳細はjのkへ
j東京都福祉保健局環境保健衛生課
　p03－5320－4491

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

bイングビル
□特別相談（要予約）
　中小企業診断士などが、創業・経営
全般の悩みなどの相談に対応します。
□創業資金融資あっせん制度事前診断
※詳細はjへ
i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

分譲マンション
❖耐震アドバイザーの派遣
c ●耐震診断・改修に係る区分所
有者間の合意形成　●耐震診断・改
修の必要性や耐震改修に至るまでの
取組方法
d分譲マンションの管理組合など

□派遣回数　同一の分譲マンション
に対して１回２人、計３回まで

❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　市内の耐火建築物およ
び準耐火建築物の３階建て以上で、
昭和56年５月31日以前に建築され
たものなど

□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖補強設計費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基
準に適合して補強設計を行うもの
□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基
準に適合して耐震改修など（建替え・
除却を含む）を行うもの
□助成額　費用の23％（1,500万円）まで

木造住宅
❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　現に居住している、昭
和56年５月31日以前に建築された
もの
□助成額　費用の２分の１（６万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　分譲マンションの「耐
震改修等費用の助成」に同じ
□助成額　
●耐震改修…費用の２分の１（90万円）まで
●除却…費用の３分の１（30万円）まで
※別途、住宅に係る耐震改修促進税制
がありますので、お問い合わせください。
❖耐震シェルター等設置費用の助成
d65歳以上または身体障害者手帳（１
～４級）をお持ちの方がいる世帯など

□対象住宅　木造住宅の「耐震診断
費用の助成」に同じ
□助成額　費用の10分の９（30万円）まで

ブロック塀等
❖耐震診断・除却・建替えおよび耐
震改修費用の助成
□対象ブロック塀等　市内各小学校
が定める通学路のほか、児童・生徒
が自宅から学校等の指定避難所に至
るまでの経路に面し、倒壊の危険性
があると判断されたもの
□助成額　費用の３分の２（８万円／
ｍの３分の２）まで

耐震診断・改修など

災害に強いまちづくり ▲

住宅課op042－438－4052

□申請期限（木造住宅・ブロック塀等共通）
　令和５年１月31日㈫
※令和５年３月上旬までに助成対
象事業が完了すること。

　市では、災害に強いまちづくりを推進するため、分譲マンション・木造住
宅およびブロック塀等の耐震診断・改修や耐震シェルター等の設置に係る費
用の一部を助成しています（要事前申請）。
□共通事項
●助成金額は1,000円未満を切り捨て
●	助成金の交付は、同一の住宅に対して各１回を限度とし、いずれも完了後
に交付（耐震改修または耐震シェルター等の設置はどちらか１回）
※そのほか助成条件あり（要事前問い合わせ）。申請前に着工などは対象外
※助成金は、各年度の予算の範囲内

西東京市総合体育大会西東京市総合体育大会
□総合開会式
a８月21日㈰午前８時30分
bスポーツセンター
j西東京市体育協会p042－425
－7055（平日午前９時～午後４時）
※㈷・第１㈫を除く

※各競技要項を確認のうえお申し込
みください。
※体育協会kから要項・申込書など
をダウンロードできます。▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

種目 日時 申込期限など 問い合わせ
軟式野球 ８月28日㈰から ７月17日㈰必着 事務局p042－461－3355
剣道 ９月18日㈰ ８月21日㈰ 大久保p090－3910－2064
弓道 10月２日㈰ 当日 岡本p070－6515－5325

水泳 ９月25日㈰ ７月31日㈰	
午後３時 安田p090－1691－0586

ソフトテニス
９月４日㈰
予備日
９月11日㈰

８月17日㈬	
消印有効 瀧島p090－9807－6762

卓球 ９月11日㈰ ８月12日㈮ 片田p042－464－6772

バドミ
ントン
（男子・
女子）

小学生 ９月４日㈰ ８月４日㈭

和田p090－8346－6709中学生 ９月25日㈰ ８月25日㈭
高校生・
一般 10月23日㈰ ９月22日㈭

空手 10月16日㈰ ９月２日㈮ 濵田p042－459－0823

陸上競技 ８月28日㈰
（雨天決行） 受付終了 片白p0422－37－5011

バレー
ボール

一般 ８月21日㈰ ７月22日㈮	
午後４時 山本p090－2321－9501家庭婦人 ９月４日㈰

ソフトボール
（一般男子・一般女子・
実年シニア）

９月４日㈰から

８月21日㈰	
午後７時の	
代表者会議にて

切通p080－5549－2953
中井川p090－2140－1042

バスケットボール 10月30日㈰から ８月27日㈯必着 瓜生p080－5064－4908
サッカー ８月21日㈰から ７月30日㈯必着 棚橋p090－8818－5688

アーチェリー 11月20日㈰ 10月30日㈰ 岩田p080－8890－1785	
渡辺p042－347－5731

躰道 10月23日㈰ 10月10日㈷ 協会p042－421－7075
少林寺拳法 ９月23日㈷ ９月10日㈯ 岡村p042－422－1215
ラジオ体操 10月９日㈰ 当日 久保p042－423－3684

硬式テニス
９月４日㈰・
18日㈰
予備日
９月25日㈰

８月３日㈬ 鵜沢p080－5676－5455

太極拳 10月９日㈰ 当日 所山p042－425－6409	
弓田p042－423－3621

社交ダンス ９月18日㈰ 当日午後１時から 木島p042－421－2774
ダンススポーツ 12月４日㈰ 11月15日㈫ 服部p090－2200－7580

ターゲット
バードゴルフ

９月15日㈭
予備日
９月22日㈭

９月１日㈭ 樋口p042－393－3047
林p042－464－7370

ティーボール
10月23日㈰
予備日
10月30日㈰

10月８日㈯ 小川p090－2905－2347

なぎなた 10月９日㈰ ９月１日㈭必着 鈴木p090－7211－4059


