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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

お知らせ

図書館の臨時休館
市図書館は蔵書点検のため、以下の
日程で休館します。休館中の本の返却
は、ブックポスト（CDやカセットテー
プ、都立図書館などからの借用本は除
く）または開館しているほかの図書館
へ▷中央図書館=11月18日㈫〜22日
㈯▷幸・西砂・高松・錦図書館=12月2
日㈫〜5日㈮▷上砂・多摩川・若葉図
書館=12月16日㈫〜19日㈮問中央図
書館☎（528）6800

NPO法人設立ガイダンス
NPO法人の設立に関心のある方を
対象とした入門講座。NPOの意味や
法人化の意義、手続きなどの基本的
な説明をします時11月26日㈬午後7
時〜9時場総合福祉センター費500円

（資料代）定20人(申込順)申市民活
動センターたちかわ☎（529）8323へ

小規模集合住宅から排出され
たごみの分別調査を実施中

市は、資源の有効活用とごみ減量に
向け、さまざまな取り組みを行ってい
ます。その一つとして、小規模集合住
宅（おおむね50世帯以内）を対象にご
みの分別調査を実施しています。この
調査は、建物の所有者や管理会社の
協力を得て、主に可燃ごみの分別状
況を調査し、排出者へ啓発を行うもの
です。正しい分別にご協力をお願いし
ます問ごみ対策課☎（531）5517

中小企業診断士による相談会
起業・ビジネス一般・就職・資格に関

●11月8日〜10日（FⅠ）　●11月11
日〜12日（名古屋FⅠ全Rを場外発売）
　●11月21日〜24日〔競輪祭（小
倉）全Rを場外発売〕

0180（994）223～5開催案内・レース結果

募集

する相談を、専門の相談員が無料で
お受けします。直接会場へ（予約優
先）時11月19日㈬午後1時〜5時場
たましんWinセンター(曙町2−8−
18)問市産業振興課商工振興係・内
線2645

後期高齢者医療制度被保険者
に医療費等通知書を発送

後期高齢者医療制度の被保険者の方
へ診療年月、診療区分、医療機関等名
称、医療費等の総額（10割分）等を記
載した「医療費等通知書」を11月中旬
に発送します。対象は平成25年7月〜
平成26年6月に医療機関等を受診し
た方や療養費等の支給を受けた方で
す。お手元に届きましたら、受診内容
等の確認をお願いします問都後期高
齢者医療広域連合保険部保険課点検
係☎03(3222)4482、市保険年金課
医療給付係・内線1402

国民年金保険料控除証明書を
郵送

国民年金保険料は、確定申告や年末
調整の社会保険料控除の対象です。
家族の国民年金保険料を納付した場
合も、納付した方が社会保険料控除
として申告することができます。11月
上旬に日本年金機構から「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書（9月
30日までの納付分）」が郵送されます。
年末調整や確定申告の際には、この
証明書と10月1日以降に年金保険料
を納付した領収証書が必要となりま
すので、大切に保管してください。な
お、10月1日〜12月31日に今年初め
て国民年金保険料を納付した方へは、
平成27年2月上旬に控除証明書が郵

体験型農園入園者
作付計画や、種・苗、農具などの用意
は農園主が行うので、初心者でも安
心して農作業を体験し、収穫できま
す。1区画当たりの面積は約30㎡。利
用期間は平成28年1月まで（更新可）。
車での通園はできません▶とちの木
農園（西砂町6丁目、農園主・石塚保
さん）=2区画▶とのがやおかず畑（西
砂町6丁目、農園主・石塚和生さん）
=15区画▶ひまわり農園（若葉町2丁
目、農園主・鈴木豊さん）=10区画▶ス
マイル農園（幸町5丁目、農園主・豊泉
裕さん）=16区画▶太陽農園（若葉町
1丁目、農園主・尾崎義彦さん）=20区
画対原則として市内在住の方で、利
用期間内に継続して農作業に取り組
める方費1区画4万円申11月28日㈮

〔必着〕までに、はがき（1世帯1枚）に
希望する農園名・住所・氏名（ふりが

な）・年齢・電話番号を書いて、産業振
興課農業振興係・内線2650へ

「日本語教室（松中小学校）」ボ
ランティア講師

市は、立川国際友好協会の協力を得
て、外国人や外国出身の方のための
日本語教室を開講しています。受講
者に日本語を教えるボランティア講
師を募集します対外国人との交流に
関心のある方（年齢制限はありませ
ん）時毎週土曜日、午後7時〜8時30
分（月1回程度休みあり)場松中小申
電話、または氏名・連絡先を書いて
Eメールで、協働推進課多文化共生
係・内線2632 e kyoudousuishin@
city.tachikawa.lg.jpへ

臨時職員（歯科衛生士）
健康推進課が実施している、子ども
の健康診査などの歯科保健事業に
従事できる歯科衛生士を募集します
▶募集人数＝若干名（選考）▶勤務日
時=平成27年4月から月1回〜数回程
度（予定）。午前9時〜午後4時30分
のうち3時間30分以内▶勤務場所=
健康会館など▶賃金=5,720円(予定
額)申11月29日㈯〔必着〕までに写真
貼付の履歴書に保有資格を証明でき
るものの写しを添えて、郵送で健康推
進課母子保健係〔〒190−0011高松
町3−22−9〕☎（527）3272へ

予=予約制 直=直接会場（先着順） =電話相談　※あいあいステーションを除き、祝日はお休み

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

予
法
律
相
談

相続・金銭貸借等法律全
般

第1〜第4月曜日 9:30〜正午 市民相談室

市民相談係
☎（528）4319

第1・第4木曜日

13:30〜16:30

女性総合セン
ター・アイム5階

第2木曜日 たましんRISU
RUホール5階

第3木曜日 市民相談室

日曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

成年後見 第2土曜日
地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319

予相続・登記・成年後見等 第1・3・4火曜日 13:30〜16:30
市民相談室 市民相談係

☎（528）4319予税務相談
所得税、相続税、贈与税等

第2・第4水曜日 13:30〜16:25
偶数月の第3土曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予年金・労働相談
年金、労働問題、雇用保険等 奇数月の第3土曜日

予家事相談
夫婦間、親子間、離婚問題等

第 1 〜第4木曜日
第 1 ・第3火曜日 9:20〜正午

市民相談室 市民相談係
☎（528）4319

第2・第4火曜日 13:30〜16:10
予不動産相談
不動産の売買、賃貸借契約
等

第2・第4水曜日 13:30〜16:30

予交通事故相談 第1水曜日 13:30〜16:00
予行政手続相談
在留資格・帰化、相続・遺言 第2火曜日 9:20〜正午

犯罪被害者等支援相談
月曜〜金曜日

8:30〜17:00
（正午〜13:00
を除く）

公益通報者保護相談
（外部通報窓口）
予人権悩みごと相談
不当な扱い、いやがらせ等 第1水曜日

9:30〜11:45
予行政相談
国等への苦情、要望等 第3水曜日

直 消費生活相談
契約トラブル、商品知識、架
空請求、多重債務

月曜〜金曜日
（第3木曜日は電話
相談のみ）

9:00〜16:00
（正午〜13:00
を除く）

女性総合セン
ター・アイム
5階

消費生活センター
☎（528）6810

市役所☎（523）2111くらしの相談日程
相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

予高齢者福祉相談 偶数月の第1水
曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6 階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予行政手続相談
遺言書の作成等 第3火曜日

予相続相談 第2・第4火曜日
予生活設計相談
年金・教育費・ローン等の家計
の見直し

第3金曜日

予直 女性相談
月曜〜金曜日

8:30〜17:00
（正午〜13:00
を除く）

生活福祉課 生活福祉課・
内線1578

予直 母子相談
ひとり親家庭の相談 子育て推進課 給付係・

内線1345
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

予直 子ども総合相談受付
どこに相談したらいいか分
からない子どもに関する相
談 月曜〜土曜日

9:00〜17:00 子ども未来
センター

子ども家庭支援
センター
☎（529）8566

予直 子育て家庭の相談
子育て家庭への支援の相
談

子ども家庭相談係
☎（528）6871

予直 発達相談
子どもの発達が気になると
き

月曜〜金曜日 発達支援係
☎（529）8586

予 教育・就学相談
学校や家庭での悩み・就学
相談

月曜〜土曜日
（就学相談は第
2土曜日のみ）

特別支援教育課
相談係
☎（527）6171

子育て
ひろば 直 乳幼児期の相談 月曜〜金曜日 10:00〜正午

（一部午後あり）
子育てひろば

（児童館ほか）
子育てひろば担当
☎（528）4335

直 アルコール相談 第2・第4水曜日
13:00〜16:00 総合福祉セン

ター
社会福祉協議会
☎（529）8426直 ふれあい相談 木曜日

予 カウンセリング相談
火・水・土曜日

（土曜日は電話
相談のみ）

13:00〜17:00
女性総合セン
ター・アイム
5階

男女平等参画係
☎（528）6801

日
常
生
活
等

在
留
資
格
、

　 

外
国
人
相
談 

中国語 第1・第4土曜日
13:00〜16:00

女性総合セン
ター・アイム
5階

たちかわ多文化
共生センター
☎（527）0310

英語・ポルトガル語 第2土曜日
英語 第3・第5土曜日
※第1土曜日は行政書士と生活相談員、第2・第3土曜日は行政書士、第4・第5土曜
日は生活相談員が対応

直

送されます問日本年金機構・控除証
明書専用ダイヤル☎0570（058）555

〔平成27年3月15日まで。IP電話等
の方は☎03（6700）1144〕、市保険
年金課国民年金係・内線1394

年末調整等説明会
立川税務署は、給与の支払い者を対
象に平成26年分年末調整の説明会
を開催し、源泉所得税関係、法定調書
関係用紙、地方税関係書類を配布し
ます。今年は会場が変更になります。
直接会場へ時11月19日㈬午後2時〜
4時場KOTORIホール（昭島市民会
館）〔昭島駅北口徒歩6分〕問立川税
務署源泉所得税担当☎（523）1181


