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お知らせ

都市軸沿道地域企業誘致の事
業者説明会

市と関東財務局東京財務事務所立川
出張所は共催により、事業者説明会
を開催します。本市のまちづくりの現
況のほかに立川市都市軸沿道地域
企業誘致条例、立川基地跡地関連地
区地区計画などについて、また、B街区

（A2・A3地区）に係る国有地売却ス
キームなどの説明を行います。参加申
し込みについては、市ホームページを
ご覧ください時7月16日㈬午後1時か
ら場女性総合センター1階ホール定
196人（申込順）申まちづくり調整課・
内線2732へ

7月21日㈷、女性総合センター
と図書館の臨時休館

7月21日㈷は、女性総合センターの設
備点検のため、次の通り、休館とシス
テム休止があります。
●窓口サービスセンター自動交付機
　終日利用できません。市役所、東
部・西部・錦連絡所、砂川学習館の自
動交付機をご利用ください問市民課
管理係・内線1360
●施設予約システム　終日、施設予
約システムを導入しているすべての
施設※で、利用者端末機の使用と窓口
での予約に関する本申請手続きなど
が利用できません。なお、ご自宅のパ
ソコンや携帯電話からの仮予約は通
常通り利用できます。※体育施設に限
り、泉市民体育館での本申請手続き
を受け付けます問各施設または生涯
学習推進センター☎（527）5757

●図書館　中央図書館は休館しま
す。また、図書館の貸出システムが作
業停止になるため、市立各図書館も
全館休館となります問中央図書館☎

（528）6800

国民年金保険料免除申請
「国民年金保険料免除・納付猶予制
度」の平成26年度（7月〜平成27年6
月）の申請を受け付けます。7月中は
平成24年6月からの期間も受け付け
ています。この制度は、国民年金保険
料の支払いが困難な場合に、本人・配
偶者・世帯主の前年の所得に応じて
保険料が免除・猶予されるものです。
希望する方は、年金手帳、印鑑を持参
の上、申請をしてください。離職した
方には「特例免除」もあります。失業し
ていることが確認できる公的機関の
証明（雇用保険受給資格者証、離職
票等）をご持参ください。なお、市外か
ら転入した方は、申請日前の1月1日
にお住まいの住所地で発行される所
得の分かる証明（課税証明書等）をご
持参ください問保険年金課国民年金
係・内線1394

工業事業者の方へ〜受注拡大
に向けた取り組みを支援します

市は、市内の工業集積の維持・発展を
図るため、「ものづくり産業集積強化
支援事業」を実施します。7月10日㈭
から受け付けを開始。補助対象の概
要は次の通りです。
●受注の拡大　技術や強みを生かし
た受注拡大に取り組む工業事業者に
対し、必要経費の一部を補助します。
なお、操業環境の向上の取り組みに
対する補助も、今後開始する予定で

す。対象や補助額、申込方法など、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。
問産業振興課商工振興係・内線2644

市役所3階レストラン特別メ
ニュー〔7月14日㈪〜18日㈮〕

市役所3階レストランでは、市内農家
と提携し、立川産夏野菜の日替わりメ
ニュー（トマトとキュウリの冷製パス
タ、冷製トマトラーメン、キュウリの浅
漬けなど）を用意しました▶営業時間
＝月曜〜金曜日、午前11時〜午後3
時問市総務課・内線2593

「都営村山団地（後期）建替事
業」に関する環境影響評価書案
の縦覧など

●環境影響評価書案の縦覧・閲覧　
▷縦覧・閲覧期間=7月10日㈭〜8月
8日㈮〔土曜・日曜日、祝日を除く〕▷
縦覧・閲覧時間=午前9時30分〜午
後4時30分▷縦覧場所=市環境対策課

（市役所2階）、都多摩環境事務所管
理課（立川合同庁舎）▷閲覧場所=砂
川学習館（7月14日・28日の月曜日を
除く）
●説明会　時▷7月11日㈮午後7時
〜8時30分▷7月12日㈯午後2時〜3
時30分場武蔵村山市立小中一貫校
村山学園（武蔵村山市緑が丘1460）

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、遺言書の作
成等

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

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
、

直
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・第2土曜日は行政書士、第3〜第5土曜日は生活相談員が対応

市役所☎（523）2111くらしの相談日程

●意見書　7月10日㈭〜8月25日㈪
の間、意見書を受け付けます。くわし
くはお問い合わせください。
問▷縦覧・閲覧について＝市環境対
策課・内線2248▷説明会について
＝都西部住宅建設事務所計画課☎

（527）3531▷意見書について＝都
環境局都市地球環境部環境都市づく
り課☎03（5388）3440

立川まつり国営昭和記念公園
花火大会〜開催にあたって

●実行委員会からのお願い　▶安全
のため手荷物検査にご協力ください
=玩具花火を含む火薬類のほか、法
律で禁止されている物、危険物の園
内持ち込みは禁止されています▶ご
みは持ち帰りましょう=花火大会では、
毎年約60 tものごみが出され、多大な
処理費用がかかっています。なお、当
日各入場ゲートで清掃費用の募金を
行いますので、ご協力をお願いします
問立川まつり実行委員会事務局〔立
川商工会議所内〕☎（527）2700
●当日、市役所は利用できません　戸
籍に関する届け出（休日夜間窓口で受
け付け）以外、市役所敷地内と北側広
場への立ち入りはできません（午前8
時〜翌朝8時まで）。ご理解とご協力を
お願いします問市総務課・内線2593

熱
中
症
に

　 

ご
注
意
！

●7月10日～12日（FⅡ・ガールズ、福
井記念全Rを併売）　●7月13日（福
井記念全Rを場外発売）　●7月18日
～21日〔寛仁親王牌（弥彦）全Rを場
外発売〕　●7月22日～24日（FⅡ、伊
東温泉FⅠ全Rを併売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果


