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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

官公署・その他

年金制度〜氏名変更などの手
続きは必要です

日本年金機構では、年金制度の現役
加入者の方に年金保険料納付実績や
年金の見込み額などを記載した「ねん
きん定期便」を誕生月にお送りしてい
ます。厚生年金・共済年金加入者とそ
の被扶養配偶者などで、住所に変更
があった方、婚姻などにより氏名の変
更があった方は届け出が必要です。お
済みでない場合「ねんきん定期便」な
どの各種お知らせが届かなくなること
があります。変更があった場合には勤
務先を通して届け出を（国民年金第1
号被保険者の方は、あらためて年金の
住所変更届け出は必要ありません）問
市保険年金課国民年金係・内線1394

就学・転学のご相談はお早めに
気になる様子や行動が見られるお子
さん、障害のあるお子さんの小・中学
校への就学や転学に関する相談を、
専門の相談員が受け付けています。
面談や行動観察、学校見学等を行い
ながら、どのような教育環境や支援が
望ましいのかを、保護者の方と一緒に
考えます。なお、十分な相談日数を確
保するため、なるべく9月30日㈫まで
にお申し込みください▶受付時間=月
曜〜金曜・第2土曜日の午前9時〜午
後5時▶場所=子ども未来センター申
特別支援教育課・内線4030へ

事業者向け技術講習会「経営戦
略としてとらえる工事成績評定」

10月に改正される工事成績評定制度

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

●9月11日〜15日〔オールスター（前
橋）全Rを場外発売〕

0180（994）223～5開催案内・レース結果

オータムジャンボ宝くじ
1等・前後賞合わせて3億9千万円。発
売期間は9月19日㈮〜10月10日㈮。
この宝くじの収益金は、明るいまちづ
くりや環境対策、福祉向上のために
役立てられます問（公財）東京都区市
町村振興協会☎03（5210）9945

江戸・TOKYO 技とテクノの融
合展2014

新技術や新商品の情報収集の場とし
て、またビジネスパートナーとの出会
いの場として、ぜひ積極的にご活用く
ださい。直接会場へ時10月2日㈭午前
10時〜午後5時場東京国際フォーラム

（千代田区丸の内3−5−1）問東京信
用保証協会ビジネスフェア実行委員
会事務局☎03（3272）2070

医療安全研修会 知って役立つ
医療の豆知識!

医療機関や薬局でもらう診療明細
書または調剤明細書について基本

や品質確保のポイントを解説します
時10月6日㈪午後6時〜8時場市役所
師NPO法人地域と行政を支える技術
フォーラム・塚原忠一さんほか定90人

（申込順）申9月19日㈮までに会社名、
氏名を書いてファクスで品質管理課Fax

（521）2568・内線2451へ

市営葬儀説明会
立川市斎場指定管理者の立川市シル
バー人材センターから、市営葬儀につ
いての説明を聞きます。直接会場へ
時9月29日㈪午前10時〜11時場立
川市斎場（羽衣町3−20−23）問同斎
場☎（524）1998

柴崎会館は10月1日から休館
空調機改修工事のため、次の通り休
館します。くわしくはお問い合わせく
ださい▶休館期間=10月1日㈬〜平成
27年1月5日㈰▶休館中の利用申込窓
口=11月3日㈷から中和会寿会館（柴
崎町2−12−3）〔月曜・水曜・金曜日、午
前9時〜午後5時（正午〜午後1時を
除く）〕へ問生涯学習推進センター☎

（527）5757

ごみの持込手数料を改定
11月4日㈫から、清掃工場と総合リサ
イクルセンターにごみを持ち込む際の
処理手数料を次の通り改定します。
●家庭ごみ（1kgにつき）　8円→30円
●事業系ごみ（燃やせるごみのみ。
1kgにつき）　30円→40円
改定時期が近くなると混雑しますの
で、ごみを持ち込む際には計画的な
利用をお願いします▶受け入れ時
間〔清掃工場と総合リサイクルセン
ター〕＝月曜〜金曜日（祝日を含む。

的な知識を中心に学びます対 立川
市・昭島市・国分寺市・国立市・東大
和市・武蔵村山市に在住・在勤・在
学の方時10月24日㈮午後1時30分
〜3時30分場多摩立川保健所(柴崎
町2−21−19)師高崎健康福祉大学
准教授・木村憲洋さん定70人（申込
順）申10月14日㈫までに電話か、氏
名・電話番号・在住（在勤・在学）市を
書いてファクスで多摩立川保健所☎
(524)5171Fax(528)2777へ

健康フェスティバル2014
東京都総合組合保健施設振興協会が
主催。血管年齢・血圧・骨密度・体脂肪
測定、健康相談など対16歳以上の方
時11月1日㈯午後1時〜5時30分場
立川商工会議所(曙町2−38−5立川
ビジネスセンタービル11階)定200人

（申込順）申9月30日㈫までに電話で、
東振協健康フェスティバル2014事務
局☎03（5608）2311へ

自賠責保険・共済なしでの運行
は法令違反です

自賠責保険・共済は、万一の自動車
事故の際の基本的な対人賠償を目的
として、自動車損害賠償保障法に基
づき、原動機付自転車を含むすべて
の自動車に加入が義務づけられてお
り、自賠責保険・共済なしで運行する
ことは法令違反ですのでご注意くだ
さい問国土交通省関東運輸局☎045

（211）7245

年末年始を除く）の午前8時30分〜
正午、午後1時〜4時問ごみ対策課☎
(531)5518

「ポケット労働法2014」を配布
労働法を初めて勉強する労働者や使
用者の方を対象に、職場では労働法
がいかに身近で大切かを知っていた
だくために作成した冊子です。産業振
興課（市役所2階）、市政情報コーナー

（市役所3階）、市内公共施設などで9
月10日㈬から無料配布します問産業
振興課・内線2644


