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樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘・
滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　緯４７２・１１３１
◎ホームページのご意見箱　
https://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/ssl_form/index.html
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【 主 な 問 い 合わせ先】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　f定員　d講師
　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

人口と世帯＜平成２７年３月１日現在＞　人口１１６,５２５人（うち外国人１,７３７人）／前月比３４増
男５７,２０４人／前月比２９増　女５９,３２１人／前月比５増　世帯数５２,３３４／前月比４７増

○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日

曜日、祝日が午後９時半まで）
○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター
　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼田無警察署　　　　緯４６７・０１１０
▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼シルバー人材センター　緯４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　緯４７１・０２９４
▼多摩六都科学館　　　　緯４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　緯４７０・１５５５
▼多摩小平保健所　　　　緯４５０・３１１１

狂犬病予防集合注射のお知らせ
　生後９１日以上の飼い犬は、飼った日
から３０日以内に登録を行い、年１回の
狂犬病予防注射を受けることになりま
す。また、会場では当日、注射済票の
交付のほか、新規登録・死亡の手続き・
鑑札の再交付もできます。
　ab下表１の通り。雨天などで中止
の場合は、開始時刻１５分前に判断し、
各会場への掲示でお知らせしますg予
防注射３,１００円（注射料金が変更になり
ました）▼注射済票交付５５０円▼新規登
録３,０００円▼鑑札再交付１,６００円h飼い
犬の注射済票交付申請書（黄色のはが
き）i下表１の会場での集合注射は、
市内在住の方の飼い犬が対象です。雨
天などで中止の場合や集合注射日に都
合の悪い場合は、市獣医師会に加入し
ている動物病院（右表２参照）で、４
月１日（水）～３０日（木）に予防注射
と注射済票の交付を受けることができ
ますj①会場には、多くの犬が集まる
ため、犬が興奮することがあります。
犬の性格や健康状態を把握していて、
犬をしっかり抑えられる方が連れて来
てください②小さなお子さんの同行は

避けてください③首輪や胴輪が緩すぎ
たり、引き綱（リード）から離れて犬
が脱走したりして、他の犬などに噛み
ついたりしないよう注意してください。
長く伸びるリール式リードはストッパ
ーをきちんとかけてください④異常の
ある犬、妊娠中の犬、予防注射後に異
常の出たことのある犬は、注射前に獣
医師に申し出てください⑤犬のふんを
始末する袋などを用意し、飼い主が責
任をもって持ち帰ってくださいl健康
課予防係緯４７７・００３０

燃 や せ な い ご み
　週１回、袋で収集します。
［月曜日］　学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　前沢、南町、滝山
［水曜日］　下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

燃 や せ る ご み
　週２回、西部地区と東部地区に分け
て収集します。
［月曜日・木曜日］　本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　上の原、神宝町、
　金山町、氷川台、大門町、東本町、
　新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　　紙　　　　　　類　　
　週１回、回収します。
［木曜日］　浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　上記以外の地域

資 源 ご み
　★容器包装プラスチック…週１回、
「燃やせないごみ」を出す日の前日（学
園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢は
金曜日）、地域ごとの指定日に回収
　★びん・缶・ペットボトル…週１回程度、
地域ごとの指定日に回収
　★古布…「燃やせるごみの日」に出し
てください（雨天の場合は次回に）

３〜４カ月児健診・産婦健診
　a３月１９日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年１１月３日～１１月３０日生まれの乳児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
ＢＣＧ予防接種
　a３月２５日（水）午後１時４０分～２時
４０分受け付けbわく
わく健康プラザe２６
年１０月１日～１０月３１
日生まれの乳児（生
後６カ月以上～１歳
になる誕生日の前日
の未接種の乳児も接
種できます）k当日
直接会場へl健康課
予防係緯４７７・００３０
お子さんの予防接種
①日本脳炎
　日本脳炎の積極的勧奨を控えていた
ことにより、接種機会を逃してしまっ

た方の特例措置として、２６年度は、次
の方を対象に勧奨を行っています。
　e１７歳・１８歳（８年４月２日〜１０年
４月１日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）は感染力が極めて
強く、重症化する場合もあります。風
しんは近年流行が継続しています。２６
年度は、次の方を対象に勧奨を行って
います。
　e第１期＝２５年４月１日～２６年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２０年４月２
日～２１年４月１日生まれの方
　j①②いずれも第１期分は誕生月に、
第２期分は一括して、それぞれ個別に
通知しています。感染予防、免疫獲得
のために予防接種することをお勧めし
ます。なお対象者で通知の届かない場
合は、健康課予防係緯４７７・００３０へ問
い合わせてくださいl同課

lごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。
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表２　注射、注射済票交付、新規
登録ができる動物病院

電話番号住所病院名

４７１・００３１中央町
４－８－１０

い　そ　べ
動物病院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０

か　ざ　ま
動物病院

４７４・０５３３東本町
４－９

田　　中
動物病院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９

ト　オ　ヤ
動物病院

４７１・６３０６中央町
１－３－１

山　　村
獣 医 科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

く　る　め
動物病院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

どんぐり
動物病院

休日・夜間診休日・夜間診療療 必ず保険証をご持参ください

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時～正午と午後１時～４時半）
 【内科・小児科】救急診療に限ります（薬の処方も最低限の日数となります）
　３月１５日
　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、緯４７３・３６６３）
　３月２１日＝福山内科クリニック(新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
　３月２２日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、☎４７２・２３８６）
　３月２９日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
【歯科】
　３月１５日・２１日・２２日・２９日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯４７４・５１５２）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　３月１５日・２２日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　３月２１日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半〜１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜〜金曜日（午後７時半〜１０時半）
　　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、緯０４２・３９６・３８１１）

時　間所　在　地会　場　日　程

午前９時半～１０時２０分滝山４－３－１４わくわく健康プラザ
駐車場

４月６日（月） 午前１時～１１時４０分東本町９－１３北多摩北部建設事務所
（成美教育文化会館隣）

午後１時２０分～２時大門町２－１４－３７スポーツセンター
駐車場

午前１０時半～１１時半中央町２－６－２３生涯学習センター駐車場
４月７日（火）

午後１時１５分～２時１５分滝山７－２４白山公園（第七小学校寄り）

表１　飼い犬の登録および狂犬病予防注射日程
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交換をしたり、ボランティアと一緒に
遊びましょうe０歳〜５歳児とその保
護者hスリッパk当日直接会場へ徒歩
か自転車で来場を
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ae２５
日（水）が「はいはいの会」、６カ月〜
１２カ月児とその保護者。４月１日（水）
が「ねんねの会」、６カ月未満児とその
保護者。いずれも午前１０時〜１１時半h
バスタオルj保育あり（先着３人。予
約制。受け付け中）k当日直接会場へ
 

　☆赤ちゃん広場＝a４月３日（金）
午前１０時〜１１時半cママ友達を作り、
たくさんおしゃべりをして、ストレス
を解消しましょう。体重測定や育児相
談を受けますe０歳児とその保護者h
バスタオルk当日直接会場へ午前１０時
半までに来場を
　☆休館日のお知らせ＝a１９日（木）
は館内整備のため休館します
 

春休み人形劇
　ボランティアグループ「おはなしく
ぬぎ」と「人形劇けやき座」による楽
しい人形劇です。プログラムは「アナ
ンシと五」、「どろぼうがっこう」です。
春休みの一日を楽しく過ごしましょう。
　a３月２６日（木）午前１１時〜正午と
午後１時半〜２時半の２回公演b中央
図書館視聴覚ホールg無料k当日直接
会場へl中央図書館緯４７５・４６４６
 

春季バスケットボール大会
～市バスケットボール連盟主催
　a４月１９日（日）・２９日（祝）、５月
３日（祝）のいずれも午前９時〜午後
６時５０分bスポーツセンターe市内
在住・在学・在勤で１８歳以上の方（高
校生は不可）で編成されたチームg１
チーム５,０００円。新規登録チームは別途
３,０００円j抽選会を４月４日（土）午後
６時半〜８時、スポーツセンター３階
会議室で行いますkl同連盟事務局・
貫井清三緯４７４・１１１１へ
 

生涯学習センター
おしゃれな三日月型フラワーリー
スを作ろう
　新しい季節のはじまりに、手作りリ
ース作りにチャレンジしてみませんか。
三日月型のちょっとおしゃれでかわい
い春色のリースを作りましょう。
　a４月２６日（日）午後２時から（６０
分〜９０分程度）b生涯学習センター創
作室e成人f先着１５人d市民講師の中
山のり子氏g２,０００円（材料費含む）h

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

筆記用具、ピンセット、はさみ、カッ
ター、持ち帰り用の袋、服の汚れが気
になる方はエプロンkl３月１８日（水）
午前１０時から同センター緯４７３・７８１１
へ
 

 

「ポカポカはるのつどい」
を開催します
　市民の皆さんによる実行委員会で企
画・運営する障害児のつどい「ポカポ
カはるのつどい」を開催します。
　生涯学習センター全館を利用し、ボ
ランティア団体の皆さんが遊びのコー
ナーを作って、障害のある子どもたち
をお待ちしています。
　地域の子どもたちも一緒に、春休み
の楽しい思い出づくりをしましょう。
　a３月２７日（金）午前１０時〜午後２
時１５分b生涯学習センターh弁当、水
筒、敷物l「かるがも」緯４７７・６４９２
 

「愛のひと声運動」春の強調期間
～青少年健全育成の呼び掛けにご協力
ください～
　「愛のひと声運動」は、良いことをし
ている青少年には励ましの言葉を、良
くないことや危ないことをしている青
少年には注意のひと声を掛けることに
よって、正しい日
常生活のルールを
知らせ、自己と他
人を尊ぶ心を高め、
青少年を非行と事
故から守ることを
目的としています。
　各中学校地区青少年健全育成協議会
をはじめ、関係２９団体で実施委員会を
組織し、市民ぐるみの運動として展開
しているものです。
　３月２６日（木）〜４月５日（日）は、
春の強調期間として、各中学校地区単
位実行委員会が、街頭パトロールや啓
発用ポスターの掲示などを行います。
　この運動は地域の皆さんの参加・協
力があってこそ、成果を上げることが
できます。身近なところで、青少年へ
の励ましやねぎらいの言葉、時には注
意の言葉など、愛のひと声をお願いし
ます。
　l子育て支援課子育て支援係緯４７０・
７７３５

▼

リ
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26年度成人用肺炎球菌予防接種
　２６年度成人用肺炎球菌予防接種が、
３月３１日で終了となります。下記の対
象の方で、成人用肺炎球菌ワクチン（ポ
リサッカライドワクチン）の接種歴が
なく、接種を希望する場合は、事前に送
付している案内文と説明書（６０歳〜６４
歳で対象の方は健康課へ問い合わせて
ください）を読んでから、案内文裏面の
実施医療機関へ予約をしてください。
　e６５歳（昭和２４年４月２日〜２５年４
月１日生まれ）、７０歳（昭和１９年４月２
日〜２０年４月１日生まれ）、７５歳（昭和
１４年４月２日〜１５年４月１日生まれ）、
８０歳（昭和９年４月２日〜１０年４月１
日生まれ）、８５歳（昭
和４年４月２日〜５
年４月１日生まれ）、
９０歳（大正１３年４月
２日〜１４年４月１日
生まれ）、９５歳（大正
８年４月２日〜９年４月１日生まれ）、
１００歳（大正３年４月２日〜４年４月１
日生まれ）、１０１歳以上（大正３年４月
１日以前生まれ）▼接種日現在に６０歳
〜６４歳になる方で、心臓、腎臓、呼吸
器の機能に自己の身辺の日常生活が極
度に制限される身体障害者手帳１級程
度の障害を有する方、ヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な身体障害者手帳１級
程度の障害を有する方（身体障害者手
帳の写しが必要です）j対象者で案内
文が届かない場合は、健康課予防係緯
４７７・００３０へ問い合わせてくださいl
同課
 

幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細は各児童館へ問い合わせを。
 

　☆絵本だいすき＝a３月２０日（金）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せ、手遊び、自己紹介などe幼児d渡
辺和子氏、中林のり子氏
　☆臨時閉館のお知らせ＝２１日（祝）は、
西部地域センター設備点検のため閉館
します
　☆卒業おめでとうパーティー＝a２２
日（日）午後３時〜４時半cみんなで
卒業生をお祝いしましょうe小学生j
中学生の卒業パーティーは２８日（土）
午後５時から
　☆ひよこタイム＝ac２４日（火）午
前１０時半〜１１時が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌など」、１１時〜１１時半が「親子
の触れ合いタイム」e０歳〜１歳児
 

　☆のびのびぐんぐん＝a３月１７日
（火）午前１０時半からcお楽しみ会e
１歳児とその保護者j今年度最後の

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

「のびのびぐんぐん」です。２７年度幼
児のつどいに向けて、遊戯室でも楽し
く遊びましょう
　☆トランポリンの日＝a１８日（水）
午後２時からe小・中学生j跳びやす
い服装で
　☆囲碁教室＝a１８日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米囲碁連盟
　☆スカットボール教室＝a２４日（火）
午後１時半からcスカットボールe
小・中学生f先着６０人d丸実会k当日
受け付け
　☆将棋大会＝a２５日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会
k当日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a３月１７日（火）
午前１１時〜１１時２５分c絵本の読み聞か
せ、手遊びなどe幼児dみくりおはな
しの会
　☆赤ちゃん広場＝a１８日（水）午前
１０時半〜１１時半c親子のコミュニケー
ションワークとティータイムe０歳児
とその保護者d炭田契恵子氏hコップ
k当日受け付け
　☆卓球大会＝a１８日（水）午後３時
半からe小学生k当日受け付け
　☆将棋大会＝a２５日（水）午後３時
からe小学生以上d五角探究会k当日
受け付け
　☆春の遠足＆卒業お祝い会＝a２７日
（金）午前９時〜午後３時b新座市児
童センター（新座市本多一丁目）c遊
んだり、お昼をみんなで作って楽しも
う。小学校を卒業する６年生のお祝い
もしますe小学生f先着２０人g１００円
（交通費）h水筒、おやつ、タオルk
受け付け中（電話不可）
 

　☆おはなしの日＝a３月１８日（水）
午後３時半〜４時c絵本の読み聞かせ
や素話e幼児〜小学生d水曜おはなし
会k当日受け付け
　☆手芸の日＝a２２日（日）午前９時
半〜午後４時cレインボールームを指
で編もう（輪ゴムで作るアクセサリー）
e小学生k当日受け付け（材料がなく
なり次第終了）
　☆環境整備の日＝a３０日（月）午後
３時半〜４時cみんなで児童館をきれ
いにしましょう。終わったらみんなで
おやつを食べますe４歳児（保護者同
伴）〜高校生年代k当日受け付け
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆なかよし広場＝a３月２０日（金）
午前１０時〜１１時半b第十小学校cお子
さんと遊びながら、気軽に育児の情報

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０

3
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

4
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３０２２９９２８２７２２６６

春の特別企画展
「学ぼう自然災害」
～正しく知って身を守る～
　世界の中でも自然災害が多い
日本。「噴火」「地震」「大雨」を
テーマに災害が起きる仕組みと
日ごろの備え方を紹介します。
体験コーナーでは、避難所の生
活について考えてみましょう。
　a３月２１日（祝）〜４月１２日

多摩六都科学館
（日）のいずれも午前９時半〜午
後５時b多摩六都科学館g入館料
＝大人５００円、小人（４歳児〜高校
生）２００円l同館緯４６９・６１００

４月１日（水）から
夕焼けチャイムの
放送時間が

午後４時２０分から
５時２０分に変わります
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？」「病院へ行ったほうがいいのかな
？」と迷ったときの相談窓口として、
東京消防庁では「救急相談センター」
を開設し専門の通信員、医師、看護師
によるアドバイスや、病院案内などの
情報提供、また救急車の必要性の判断
などを行っています。電話番号は「♯
７１１９」です。
　つながらない場合は、多摩地区緯
０４２・５２１・２３２３、２３区緯０３・３２１２・２３２３
におかけください。
　また、電話による救急相談に加え、東
京消防庁ホームページ（http://www.tfd. 
metro.tokyo.jp/）や東久留米消防署の
ホームページ（http://www.tfd.metro.
tokyo.jp/hp-higasikurume/）で、東京
版救急受診ガイド（ウェブ版）を提供
しています。これは、主な症状につい
て利用者が自らチェックしていくこと
で、傷病の緊急度などに関するアドバ
イスが得られるサービスです。
　「東京消防庁救急相談センター」や
「東京版救急受診ガイド」を活用いた
だき、救急車の適正利用にご協力くだ
さい。
　l東久留米消防署警防課救急係緯
４７１・０１１９
消防署職員を名乗る不審電話に
ご注意ください
　都内各地において、消防署職員を名
乗る者から「防災グッズを送るので、
受け取ってください」「皆さんに送って
います」などといった不審な電話がか
かってくる事案が発生しています。ま
た、悪質な訪問販売・点検などにより、
高額な料金を請求される被害やトラブ
ルも発生しています。特に、一人暮ら
しの高齢者を狙っていると思われます
ので、十分に注意してください。
　l東久留米消防署予防課防火査察係
緯４７１・０１１９（内線５２０）
にせ都税職員にご注意ください
　都税事務所の職員を装って、個人情
報を不正に取得したり、金銭をだまし
取ろうとする事例が発生しています。
　犯人の手口は、都税事務所の職員を
装って電話をかけ、家族構成や職業を
聞いたり、税金や医療費などが還付さ
れるかのように偽り、ＡＴＭからお金
を振り込ませようとするものです。
　相手の電話番号が非通知表示である
など、不審に感じた場合は即答せずに
必ず一度電話を切り、都主税局総務課
相談広報係緯０３・５３８８・２９２４へご連絡
ください。
　また、万が一被害に遭った場合は、
すぐに警察へ届け出てください。
　l同係
水道使用の開始・中止など、各種
問い合わせは
「水道局多摩お客さまセンター」へ
　▼受付時間　日曜日、祝日を除く午
前８時半〜午後８時　※漏水事故など
緊急の用件については、全日２４時間ご
案内しています。▼各種問い合わせ　
①引っ越しや契約の変更＝緯０５７０・
０９１・１００（ナビダイヤル）または緯０４２・
５４８・５１００②料金、漏水修繕、その他
＝緯０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤル）
または緯０４２・５４８・５１１０l多摩お客さ
まセンター緯０４２・５４８・５１１０

シルバー人材センター会員募集
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という、
健康で働く意欲のある方は、入会説明
会にお越しください。
　a３月１８日（水）午後１時半から２
時間程度（毎月開催しています）bシ
ルバー人材センター２階会議室（下里
４－１－４４）e市内在住の原則６０歳以
上でシルバーの趣旨に賛同頂ける方h
年度会費２,０００円、顔写真（４cm×３
cm）１枚、筆記用具、郵便貯金通帳、
認め印、本人確認書類l同センター緯
４７５・０７３８
 

福祉の仕事探しを応援します
　福祉の仕事をお探しの方は、東京都
福祉人材センター多摩支所（立川）を
ご利用ください。
◎福祉の仕事のことであれば、あらゆ
るご相談に対応します
　同センターには、社会福祉の専門の
資格を持つ、東京の福祉業界に詳しい
相談員がいます。高齢・障害・児童な
どの分野や職種と本人の状況に応じて、
相談員が一緒に仕事を探します。
◎個々人に応じて、継続的なきめ細か
いご相談をします
　就職が決まるまで継続して支援しま
す。応募書類の書き方、面接対策など
についてもアドバイスします。就職後
も職場や仕事に関する悩みなどについ
て、相談に応じています。
◎次のような相談に対応します
　「福祉や介護の仕事に興味はあるけ
ど、どんな仕事内容なの？」「家の近く
で働きたいけど、どう探したらいいの
？」「必要な資格はどうやってとるの
？」など　※電話での相談も受け付け
ます。
　l同センター多摩支所（立川）緯０４２・
５９５・８４２２

ガ イ ド

中小企業向け融資制度が改正され
ます
　市では、市内の中小企業者（金融保
険業・不動産業・風俗営業などを除く）
に低利率で融資をあっせんしています。
　４月１日（水）からこの融資制度が
改正されます。連帯保証人に関する要
件などが緩和されますので、ぜひご利
用ください。
　c主な改正内容＝①連帯保証人の要
件の変更（世帯主要件・市内住居要件
を原則削除など）②申込人、連帯保証
人の税の完納要件、提出書類の整理・
簡素化l産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３
住宅の増・改築から修繕まで
建築職人さんを紹介します
　市では、市内の建設業団体（東久留
米市住宅あっせん協議会）と協定を結
び、大工・左官・塗装・配管・屋根・
畳・タイル張りなどの業者を紹介して
います。
◎紹介できる工事内容
①増・改築（新しく部屋を増室、室内
の模様替え）＝応接間・高齢者の部屋・
書斎などの増築、台所・浴室・トイレ
の改築、和室を洋室に、窓をサッシに、
２階の増築、物干し台を２階に、防音
工事、店舗や事務所の改築など
②修繕（傷んだ部分の修繕）＝内壁・
外壁・屋根・台所・浴室・建具・雨ど
いなどの修繕、雨漏りの修理、ペンキ
塗りなど
③付帯工事（住宅内外の工事）＝車庫・
門・フェンス・物置などの工事など
　k修繕箇所や増改築の内容を、産業
振興課（市役所６階）へ直接、または
電話でご相談くださいl同課緯４７０・
７７４３
防犯ボランティア団体・わんわん
パトロール隊員を募集します
　安全で安心して暮らすことのできる
住みよいまちづくりを目的に「自分た

ちのまちは、自分たちで守ろう」と考
えている団体・事業者のほか、愛犬の
散歩をしながら地域や子どもの安全を
見守り、不審者をチェックするボラン
ティアを随時募集・登録しています。
◎防犯ボランティア団体などに
防犯用品をお貸しします
　市では登録していただいた「防犯ボ
ランティア団体」「わんわんパトロール
隊員」の方に対して、防犯用品をお貸
ししています。
◎お貸しできる防犯用品
　▼防犯ボランティア団体＝腕章、誘
導灯（合図灯）、パトロールベスト、防
犯ステッカー（９cm×９cm）▼わんわ
んパトロール隊＝わんわんパトロール
腕章、わんわんパトロールリード標、
わんパトバンダナ、
パトロールベスト、
防犯ステッカー
（９cm×９cm）
　lボランティア
登録、防犯用品貸
与の申請など、詳
しくは防災防犯課
防災防犯係緯４７０・７７６９へ
救急車の適正利用にご協力を
「迷った時には＃7119へ」
　１１９番通報で救急要請があると、要請
場所から最も近い救急車が向かうこと
になっていますが、
近くに救急車が待
機していないと、
遠方から来ること
になります。救急
車が到着するまで
の時間がかかると、「救える命」も救え
なくなる可能性があります。
　緊急性のある方のために、救急車の
適正利用に、ご協力をお願いします。
◎東京消防庁救急相談センターをご活
用ください
　「救急車を呼んだほうがいいのかな

「問い合わせ先」や「退会する方は
こちらへ」などの表示をタッチして
連絡をしてしまう人が増えています。
業者は、「契約は成立しているから○
万円支払う義務がある。支払わなけ
れば裁判を起こす」などの脅し文句
を並べます。
　本来、こうしたワンクリック請求
は、契約が成立したとは言い難く、
無視をするのが一番です。連絡をし
てしまうと、電話番号などの個人情
報を知られ、請求がしつこく続きま
す。その場合は、断固支払いは拒否
しましょう。メールアドレスや電話
番号を変えるのも１つの方法です。
　１度でも支払いをしてしまうと、
さまざまな理由をつけて何度も支払
いを要求されます。最近は、振り込
みの他に、コンビニでポイントを決
済させるケースもあり、業者の特定
もより難しくなっています。
　支払ってしまったお金を取り戻す
ことは困難です。おかしいと思った
らすぐに消費者センターに相談しま
しょう。
《消費者相談》
●平日の午前１０時～午後４時＝市消
費者センター（市役所２階生活文化
課内）緯４７３・４５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日の
午前１０時～午後４時＝消費者ホット
ライン緯０５７０・０６４３７０

またまた増えてきた
「ワンクリック請求」
Ｑ．スマートフォンで、無料だと思
ったアダルトサイトにアクセスし、
「１８歳以上」と書かれたところをタ
ッチしたら「登録完了！登録料とし
て９万円お振り込みください」とい
う請求画面が表示された。慌てて「退
会希望の方はこちら」と書かれたと
ころをタッチすると、業者に電話が
繋がり、退会するなら６万円を振り
込むよう言われた。払わなければい
けないのか。
Ａ．パソコンで無料をうたうアダル
トサイトにアクセスし、気付くと有
料会員登録をされていて、高額な料
金を請求されるという「ワンクリッ
ク請求」が何年も前からありますが、
同様のトラブルがスマートフォンに
も広がっています。手口や、支払い
方法なども多様化しており、若者だ
けでなく、高齢者や女性からの相談
も多くなっています。
　最近では、今回のケースのように、

▼

都
水
道
局

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
水
滴
く
ん
」


