
11 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653平成26年（2014年）12月25日

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

募集

市長選挙・市議会議員補欠選挙
の投票日は8月9日㈰です

任期満了（平成27年9月7日）に伴う
立川市長選挙の日程は▶告示日=平
成27年8月2日㈰▶投票日=平成27年
8月9日㈰に決まりました。また、欠員
による立川市議会議員補欠選挙も同
日程で行います。開票は、投票日に即
日行います問市選挙管理委員会事務
局・内線1631

償却資産の申告を
平成27年1月1日時点で償却資産（機
械や設備などの土地や家屋以外の事
業用資産）を所有している個人や法
人の方は、1月5日㈪〜2月2日㈪〔土
曜・日曜日、祝日を除く〕の期間に、課
税課償却資産係（市役所1階）へ償却
資産の申告をしてください。市で把握
している対象資産所有者の方には12
月上旬に申告用紙を郵送しています
が、まだ届いていない方や平成26年1
月2日以降に事業を開始した方はご連
絡ください。また、市では「エルタックス
（eLTAX）」を利用したインターネット
による固定資産（償却資産）税の電子
申告の受け付けも行っています。くわ
しくは、エルタックスのホームページ
HPhttp://www.eltax.jp/をご覧くだ
さい問課税課償却資産係・内線1228

スプレー缶・カセットボンベは
穴を開けてから出してください

スプレー缶・カセットボンベは、必ず
中身を使い切り、火の気がない屋外
で穴を開けてから「缶」の収集日に出
してください。
▶中身の有無を確認しましょう　
振って音を聞いてください。中身のガ
スが残っていると「シャカシャカ」と音
がします。
▶中身を使い切りましょう　中身が
残ったままのスプレー缶やカセット
ボンベは収集・処理する過程で、ごみ
収集車内やごみ処理施設内で発火し、
火災事故が発生する原因となり大変
危険です。安全なごみ収集・処理のた
めにもご協力をお願いします。
問ごみ対策課☎（531）5518

外国人登録証明書をお持ちの
方へ

外国人登録証明書の期限は下表の通
りです。それぞれの期限までに、新た
な在留カード・特別永住者証明書に

切り替える手続きをお願いします問
市民課窓口係・内線1371

従業員の個人住民税は、給与か
ら差し引く特別徴収で

従業員（給与所得者）の個人住民税は、
特別徴収が原則です。都と都内全62
区市町村では特別徴収を推進してい
ます。ご理解とご協力をお願いします
問課税課市民税係・内線1206

収集車への投げ込みはしない
でください

収集車へ資源物やごみを直接投げ入
れないでください。収集車のローラー
に引き込まれ、腕や手、体が挟まるこ
とがあり大変危険です。また、資源物
やごみは、午前8時までに排出場所に
出すようご協力ください問ごみ対策
課☎（531）5518

職業訓練生（4月入校）
都立多摩職業能力開発センター、同
センター八王子校・府中校では、平成
27年4月入校生を募集します▶募集
期間=1月6日㈫〜2月5日㈭▶募集科
目▷多摩職業能力開発センター（昭
島市）=計測制御システム科、精密加
工科、機械組立技術科など15科目▷
八王子校=自動車整備工学科、メカト
ロニクス科、電気設備システム科など
7科目▷府中校=組込みシステム技術
科、ネットワーク施工科、ビルクリー
ニング管理科など9科目。科目により
訓練期間、応募条件・定員が異なりま
す。見学会もあります。くわしくはセン
ター、各校までお問い合わせください
問多摩職業能力開発センター☎（500）
8700、八王子校☎042（622）8201、
府中校☎042（367）8201、市産業振
興課商工振興係・内線2645

コミュニティ奨励賞の推薦
立川市地域文化振興財団は、市民の
コミュニティ活動促進のため、市内で
活躍している個人・団体を表彰してい
ます。市民の方に推薦していただき、
審査して決定します。現在、以下の各
賞（個人または団体）を募集中です。
●文化芸術活動奨励賞　▷年内に
開催および公開された文化・芸術の
催事や各種大会へ出品、出演、出場し、
特に優れた成績を収めた▷長年にわ
たり、地域活動を通じて文化・芸術の
発展に寄与した
●コミュニティ活動奨励賞　▷文化・

在留資格 期限 窓口 必要書類

特別永住者

平成27年７月８日または
「 次 回 確 認（ 切 替 ）申 請

期間」の始期のいずれか
遅い日まで

市役所市民課 ●外国人登録証明書
●写真（縦４cm×横３cm。
　無帽・無背景）
●パスポート（お持ちの方
　のみ）

永住者 平成27年７月８日まで 入国管理局
立川出張所

（国立市北３−31−２）
上記以外の

在留資格

平成27年７月８日または
｢在留期間満了日｣のいず
れか早い日まで

●16歳未満の方で、上記期限よりも前に16歳になる方は16歳の誕生日までに手続き
　が必要になります。
●在留期間更新申請などの他手続きを伴う場合は、必要書類を入国管理局☎（528）
　7179へお問い合わせください。
●写真は３か月以内に撮影されたもの。

開設63周年記念競輪（GⅢ）
鳳凰賞典レース

問立川競輪場☎（524）1121
HPhttp://www.tachikawakeirin.jp/

新年のスタートを飾るビッグレース
1月4日㈰〜7日㈬は、「開設63周年記念競輪（GⅢ）鳳凰賞典レース」を開催しま
す。国内のトップ選手が集まって白熱したレースを繰り広げるほか、家族連れや
初心者の方を対象としたイベントなども盛りだくさんです。

会場へのアクセス
▶徒歩　JR立川駅から約15分▶無料バス（開催中）　JR立川駅北口から約5分、
玉川上水駅から約10分※公共交通機関の利用にご協力ください。

たちかわ競輪 年末年始の開催日
●12月27日（FⅡ、大宮FⅠ全Rを併売）　●12月28日（FⅡ、ガールズグランプリ
2014全Rを併売）　●12月29日（FⅡ、ヤンググランプリ2014全Rを併売）　●
12月30日（KEIRINグランプリ2014全Rを場外発売）　●1月4日〜7日〔開設
63周年記念競輪（GⅢ）鳳凰賞典レース〕

1月 4日㈰・5日㈪・
6日㈫・7日㈬

場内イベント&ファンサービス

4日〜7日
●入場先着プレゼント　立川市銘菓
など
●甘酒無料配布

楽しいイベントがいっぱい!

※場内には千葉流山ボンベイカレー、富士宮焼きそばなどB級グルメや屋台風
の売店もあり、安くて多彩なグルメも楽しめます。
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立川駅北口デッキ
避難用スロープがあります

地震などで停電し、サンサンロード
南側のエレベーターが使用できなく
なったとき、隣にあるスロープの扉
が開きます。車椅子利用者など、階
段を降りることができない方は避難
用スロープをご利用ください。
問道路課・内線2397

芸術に関した地域で他の模範となる
善意の行為や継続的なボランティア
活動を行っている▷文化・芸術に関し
た実践を通じて地域の公徳心を高め
る活動を行っている▷地域振興のた
め、自主的、継続的な文化・芸術に関
するコミュニティ活動を行っている
申1月15日㈭〔必着〕までに、所定の
推薦書〔たましんRISURUホール（立
川市市民会館）で配布〕に資料を添え
て、郵送または直接、立川市地域文化
振興財団〔〒190−0022錦町3−3−20
たましんRISURUホール内〕☎（526）
1312へ

心身障害者タクシー・ガソリン
費助成事業の協力事業者

平成27年度から心身障害者タク
シー・ガソリン費助成事業に協力して
いただける事業者を募集しています。
タクシー・ガソリン費助成券での受領
を希望する事業者は、事前に市と協
定を締結していただく必要があります
（すでに協定を締結済みの事業者は、
特に手続きをする必要はありません）。
くわしくは市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください問障
害福祉課・内線1522

4日・5日
●親子限定クイズラリー抽選会　温
泉宿泊券などの賞品が当たります。
●お子様向け縁日　オモシロ自転車や
輪投げで楽しく遊べます。会場には自転
車競技日本代表の写真展示もあります。
●九州物産展

5日
●有名選手トークショー　▷午後0時
10分ごろから▷午後1時40分ごろから

7日
●「U字工事」お笑いステージ　▷午
後0時20分ごろから▷午後2時40分
ごろから

4日
●烈 車 戦 隊トッキ ュウジ ャ ー
ショー　▷午後0時40分ごろから
▷午後2時10分ごろから。2回目に
は握手会もあります!


