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まちのお知らせ
●水墨画・一日体験教室　墨友会が主催。
三墨法の基本と実技を学びましょう対中
学生以上。初心者歓迎時4月3日㈭午前10
時〜正午、午後1時〜3時場柴崎学習館費
300円（紙と色紙代）定20人（申込順）持
筆、墨、すずり、皿、水入れ、タオルなど（貸
し出しあり）申 酒井さん☎090（4819）
6193
●パソコンを楽しもう　パソコン相談員
研究会が主催。今回のテーマは「ワード入
門 文字入力と基本操作」と「エクセル入門 
データの入力と基本操作」。午後は別テー
マ。パソコンを持参して直接会場へ対市の
入門講座受講者、初心者の方時・場 ▽ 4月
3日㈭・17日㈭=高松学習館 ▽4月9日㈬・
30日㈬=砂川学習館、いずれも午前10時
〜正午と午後1時30分〜3時30分（ただ
し17日は午後の講座はありません）費1回

200円（テキスト代）定各16人（先着順）問
若月さん☎090（6514）0764
●不動産鑑定士による「不動産の無料相
談会」　公益社団法人東京都不動産鑑定
士協会が主催。不動産鑑定士が不動産に
関する相談に無料で応じます。直接会場
へ時4月4日㈮午前10時〜午後4時場女
性総合センター問同協会・氏家さん☎03

（5472）1120
●パッチワーク教室　富芸会が主催。
パッチワークでチューリップの花とミニき
んちゃくを作ります時4月2日・16日の水
曜日、午前10時〜正午 場 滝ノ上会館 費
1,000円（材料代）申3月25日㈫までに鈴
木さん☎（523）1762
●第9回社会福祉チャリティ公演  舞踊
まつり　八

や ま

舞て会・翔
しょう

史
し

擁
よう

会が主催。日本
舞踊、民踊舞踊、その他福祉の催しもあり
ます。直接会場へ時5月3日㈷午前10時開
演場たましんRISURUホール（立川市市
民会館）小ホール問八舞て会・中島さん☎

（524）2827
●レクリエーション・スポーツ交流大会

「マイスポーツラリー」　NPO法人立川
市レクリエーション協会が主催。ペタンク

やホースシューズなど、日常でトライする
機会のないスポーツで汗を流しませんか。
スポーツエリア管理棟前に大会特設受付
あり。直接会場へ時3月16日㈰午前10時
〜午後4時場国営昭和記念公園スポーツ
エリア問同協会☎（521）0941

会員募集
●中国語「論語」学習サークル　古典を
研究している中国出身の講師と「論語」
をしっかり、ゆっくり読みます。東洋古典
の魅力を見きわめ、鑑賞しましょう時 毎
週水曜日、午後2時〜4時 場 柴崎会館 月
4,000円定10人（申込順）申山口さん☎
090（6778）2492
●韓国語講習会　韓国民団西東京地方
本部が主催時▶初級＝毎月第1・第3月曜
日、午後6時〜7時30分▶中級＝毎月第2・
第4月曜日、午後6時〜7時30分場西東京
韓国会館（錦町2－1－35）月3,000円定
50人（申込順）申金

きん

さん☎（527）0007
●あゆみハイキングクラブ　ゆっくリズ
ムで、のんびりハイキング。初心者歓迎時
月2回の休日月500円申宮﨑さん☎080

（3025）1933

●山守会　ハイキング（登山）、ウオーキン
グ（平地歩き、低山歩き）を楽しむ中高年
を中心としたアウトドア好きの仲間の集ま
りです。くわしくは山守会ホームページで
対中高年（40歳以上）の方時不定期費年
会費▶ハイキング部＝5,000円▶ウオー
キング部＝3,000円（そのほかに傷害保
険1,850円）申神宮寺さん☎090（3697）
8105
●水彩スケッチ同好会　旅先等でスケッ
チができるようになります。身近な場所
に良い風景もあります。初心者歓迎、初歩
から教えます。次のレベルを目指す会も
あります時毎月第2・第3土曜日、午前10
時〜正午場みんなの展示場（柴崎町2－
21－17）月2,000円定若干名（申込順）申
水彩スケッチ同好会〔みんなの展示場〕☎

（524）4702
●自力整体サークル　自分一人で行う整
体を一緒に学びます。腰・肩・首など
に痛みのある方におすすめです。1回の
みの参加も可対体を動かせる方時毎月
第4金曜日、午前9時40分〜11時40分場
女性総合センター月1,000円定20人（申
込順）申関口さん☎（536）1273

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

立川北駅周辺自転車駐車場整備工事のお知らせ

●該当する駐車場　立川駅北口第一
有料自転車駐車場ほか17施設（右表
および右地図 1 〜 18）
●新 た な 指 定 管 理 者　日本コン
ピュータ・ダイナミクス株式会社
●指定期間　平成26年4月1日〜平
成31年3月31日までの5年間

●24時間対応可能なコールセンター
の設置　コールセンター☎0120(35
66)21〔4月1日から〕
●満空情報 Web システムの導入　
一時利用（有料自転車等駐車場）の満
空情報がインターネットを通じて、
スマートフォンやパソコンから検索
できます。
●一時利用に個別電磁ロック式駐輪
機を導入　平置きで、これまで管理

●該当する自動車駐車場　北口第一
駐車場ほか6施設（右表および右地
図 a〜 g）
●新たな指定管理者　公益財団法人
東京都道路整備保全公社
●指定期間　平成26年4月1日〜平
成31年3月31日までの5年間

　市は、サンサンロード（都市軸）
沿道のまちづくりの進展などによ
る都市軸駐輪スペースの閉鎖（7
月予定）に伴い、立川北駅下自転
車仮置場、国際製菓学校前臨時自
転車駐車場、中心市街地活性化用
地（現在の北口農産物直売所）の３
か所（左上地図★印）を24時間利
用可能な有料自転車駐車場〔入庫
から2時間（中心市街地活性化用
地は3時間）までは無料〕として整

備します。整備工事では、機器の
設置等を3月〜6月下旬に予定し
ています。工事中、出入り口変更
や駐輪スペースの一部閉鎖など、
利用者の皆さんにはご不便をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願
いします。くわしくは現地の工事
看板等をご覧ください。
問交通対策課自転車対策係・内線
2285

　道路交通法の一部を改正する法律
が施行されました。自転車等の軽車
両が通行できる路側帯は、道路の左
側部分に設けられた路側帯に限られ
ます（右図）。
　また、事故防止のため、ブレーキ
に不備がある自転車を警察官が発見
した場合、その場で自転車を停止さ
せて検査を行い、応急のブレーキ整
備や乗車禁止を命令できます。
　いずれも違反すると5万円以下の
罰金などの罰則があります。

立川市自転車等放置防止条例により指
定した区域（公共の場所）で、この場所
に放置した自転車等は、保管所に撤去
します。放置とは公共の場所において、
自転車等の利用者が自転車等を離れて
直ちに当該自転車等を移すことができ
ない状態にあるものをいいます。

問交通対策課・内線2279

人への直接払いだった一時利用の有
料自転車等駐車場9施設（右上地図 1、
3、8、10〜14、18）に個別電磁ロック
式駐輪機を導入します。導入に伴い、
料金の支払い方法を出車時の後払い
に変更します。くわしい利用方法は
は右下図をご覧ください。なお、い
ずれの有料自転車等駐車場でも定期
利用の駐車方法に変更はありません。
※変更点について、くわしくは自転
車等駐車場で配布するチラシ等でお
知らせします。
●3月末まで工事を実施　該当する
自転車等駐車場9施設では3月末ま
で駐輪機設置工事を順次、行ってい
ます。工事に伴う駐輪台数の制限な
ど、利用者の皆さんにはご不便をお
かけしますが、ご理解ご協力をお願
いします。
問交通対策課自転車対策係・内線
2285

●3月31日までの指定管理者によ
るサービス　 ▽北口第一駐車場の
サービス券（500円券の11枚つづり
5,000円で販売）は有効期限まで引
き続き利用できます ▽緑川第四・第
五・第六駐車場のパーク＆ライド割
引は終了します。
問交通対策課交通企画係・内線22
79

駐車場・自転車等駐車場  4月1日から指定管理者が変わります

4月からの主な変更点
駐車場名 サービス 利用可能となる時間帯

北口第一駐車場 障害者割引（２時間無料駐車）
の利用時間拡大

午前 8 時～深夜 0 時

緑川第四・第五・第六駐車場
終日 24 時間

緑川第四駐車場 自動二輪車駐車の利用時間拡大
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入庫のとき 出庫のとき ❶	利用駐輪番号を入力し、
精算すると施錠装置が
解錠されます

❷	自転車を手前に引いて
ください

❶	レールに沿って押し上
げてください

❷	施錠装置の音がしたら
施錠されます

番号       自転車等駐車場名称 所在地
1 立川駅南口立体有料自転車駐車場 錦町2-1-4
2 立川駅南口第一有料自転車駐車場 柴崎町2-1-5
3 立川駅南口第二有料自転車等駐車場 柴崎町3-9-25
4 立川駅南口第三有料自転車駐車場 柴崎町2-5-1
5 立川駅南口第四有料自転車駐車場 柴崎町3-5-27
6 立川駅南口第一タワー有料自転車駐車場 錦町1-3-19
7 立川駅南口第二タワー有料自転車駐車場 柴崎町2-3-20
8 立川駅西地下道有料自転車駐車場 曙町1-1-33
9 立川駅北口第一有料自転車駐車場 曙町2-36-2
10 立川駅北口第三有料自転車等駐車場 曙町2-15-16
11 立川駅北口臨時有料自転車駐車場 緑町3-1
12 武蔵砂川駅第一有料自転車等駐車場 上砂町4-52-1
13 武蔵砂川駅第二有料自転車等駐車場 上砂町4-50-1
14 西立川駅有料自転車駐車場 富士見町1-36-10
15 西国立駅第一有料自転車駐車場 羽衣町3-1-25
16 西国立駅第二有料自転車等駐車場 錦町1-24-20先
17 西国立駅第三有料自転車駐車場 羽衣町1-25-23
18 西武立川駅北口有料自転車駐車場 西砂町1-23-8

記号      駐車場名称 所在地
a 北口第一駐車場 曙町2-36-2
b 緑川第四駐車場 曙町2-26-13
c 緑川第五駐車場 曙町3-19-22
d 緑川第六駐車場 曙町3-17-34
e 緑川第七駐車場 曙町3-22-17
f 立川駅南口第一立体駐車場 柴崎町2-1-5
g 立川駅南口第二立体駐車場 錦町1-1-21

※番号2、4〜7、9、15〜17の利用方法の変更はありません。

自転車が走行できる路側帯は左側だけになりました

自転車等駐車場

駐車場

4月からの主な変更点

引っ越しシーズンに合わせ、3月30日と4月6日の日曜日、午前8
時30分から午後5時まで、臨時休日窓口を市役所に開設します。
場市役所の各課窓口

　転出入に伴う手続きなどが1か所
で行える窓口サービスセンターは
女性総合センターの1階にあります。
女性総合センターは、JR 立川駅北
口から徒歩約8分。中央図書館など
が入っているビルです（隣接の有料
駐車場・駐輪場をご利用ください）。
●開所時間　 ▼月曜〜金曜日 =午
前8時30分〜午後8時 ▼土曜・日曜
日 =午前8時30分〜午後5時
※平日夜間（午後5時〜8時）、土曜・
日曜日は取り扱いできる業務が限ら
れます。くわしくはお問い合わせく
ださい。
●休業日　年末年始、祝日、振替
休日（祝日が土曜・日曜日に当たる
ときは開所）
問窓口サービスセンター☎（540）
0020

3月30日（日）、4月6日（日）
臨時休日窓口を開設

主な取扱業務 問い合わせ

転入など

●転出入・転居・戸籍などの届け出
●印鑑登録と市民カードの発行
●住民票の写し・戸籍謄抄本・印鑑登録などの証明書の発行
●課税（非課税）証明書、固定資産税関係証明書の発行
取り扱いができないもの

▼住基ネットに関する業務 ( 特例転入を除く）

▼電子証明書に関する業務  ▼自動車等の臨時運行許可

市民課（1階）内線1371

国保・年金

①国民健康保険・後期高齢者医療制度の届け出（資格取得・喪失・変更・再交付）
②国民健康保険料・後期高齢者医療保険料に関する業務
③高額療養費等の支給申請と各種補助制度に関する業務
④国民年金の届け出・申請（年金事務所への照会を要するものを除く）

保険年金課（1階）
①③医療給付係・内線1401
②収納係・内線1411
④国民年金係・内線1394

市税など ①軽自動車税に関する業務　
②市税の収納　③納税証明書の発行（当日納税の確認ができるもののみ）

①課税課（1階）内線1200
②③納税課（1階）内線1240

子ども
①児童に関する手当等の申請　②ひとり親家庭等医療費助成に関する業務
③乳幼児医療費助成に関する業務
④義務教育就学児医療費助成に関する業務

子育て推進課給付係（1階）
①内線1346　②内線1345
③④内線1347

介護保険 ①要介護認定等に関する業務
②介護保険料の収納

介護保険課（1階）
①介護認定係・内線1455
②介護保険料係・内線1446

障害のある方 ●障害者福祉に関する業務 障害福祉課（1階）内線1510

就学関係 ●児童・生徒の転出入に関する業務
●入学通知書（新小学・中学１年生用）の発行　●就学援助の申請受付

学務課（※）内線2515
※当日のみ1階

窓口サービスセンターの
ご利用を

★

★
★

個別電磁ロックの利用方法

4月1日から変更を予定しているサービスや利用方法についてお知らせします。
また、4月1日以降もサービス等に変更がある場合は順次お知らせします。
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（上地図の	 1、	 3、	 8、	10〜14、	18）	


