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お知らせ

「ジェネリック医薬品に関する
お知らせ」を10月下旬に郵送

市国民健康保険では、自己負担額
の縮減が見込まれる被保険者の方に

「ジェネリック医薬品に関するお知
らせ」を10月下旬に郵送します。この
お知らせは、平成26年7月に処方され
た薬（新薬）の名称・用量・自己負担相
当額とその薬をジェネリック医薬品
に切り替えた場合の自己負担の軽減
額を試算したものです。ジェネリック
医薬品を検討する際にご活用くださ
い。なお、ジェネリック医薬品を希望
する場合は、かかりつけの医師、薬剤
師に相談の上、ご利用ください問保険
年金課医療費適正化担当・内線1423

立川駅南口土地区画整理事業
の換地処分の公告

立川駅南口土地区画整理事業は、土
地区画整理法第103条第1項の規定
による換地処分が終了し、10月1日に
同条第4項により東京都公報におい
て公告されました。長い間皆さんのご
協力をいただき進めてきた事業も、清
算金業務を残しほぼ完了することが
できました問 区画整理課換地処分
係・内線2314

住居表示実態調査にご協力を
住居表示台帳を現況に合わせて修
正・整理し、正しい住居表示番号を付
けるため、該当地域で住宅の外観調
査を行います。なお、調査員は市の腕
章を着用し、市発行の身分証明書を

●10月11日〜13日（FⅡ、熊本記念全
Rを併売）　●10月14日（熊本記念
全Rを場外発売）　●10月15日〜17
日（宇都宮FⅠ全Rを場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

募集

携帯しています時10月31日㈮まで場
曙町と高松町の全域問市民課管理
係・内線1360

粗大ごみ・し尿処理券〜新規販
売店開始

▶酒醍醐〔柴崎町4−6−19〕☎（522）
4926▷営業時間=午前9時〜午後8
時（不定休）。10月中は仮店舗で営業
予定問ごみ対策課・内線6754

自転車等駐車場の料金改定に
伴う定期利用の一部変更

平成27年4月から自転車等駐車場の
料金を改定します。複数月（3か月・6
か月）の定期利用の方にはご不便を
おかけしますが、11月〜平成27年3
月分の定期は、1か月定期のみの販売
とさせていただきます。くわしくは、各
駐輪場または市ホームページでご確
認ください。なお、料金改定の内容は、
今後の「広報たちかわ」などでお知ら
せします問交通対策課・内線2285

障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日

（初めて医師の診療を受けた日）があ
る病気やけがによって、一定程度の障
害状態にある場合は、請求により障害
基礎年金が受けられます（老齢基礎
年金を受給していない方に限ります）。
障害年金を受給するためにはさまざ
まな要件がありますのでご相談くだ
さい。相談の際には時間がかかる場
合もあるため、あらかじめ電話予約を
した上でお越しください問市保険年
金課国民年金係・内線1394、立川年
金事務所☎(523)0352

地域密着型サービスの開設を
希望する事業者

小規模多機能型居宅介護または複合
型サービス1事業所（対象圏域は南
部西・南部東・北部東・北部中のいず
れか1地域）。応募には『立川市「地域
密着型サービスの公募」に関する説
明会参加申込書』の提出が必要です。
希望する事業者は市ホームページを
ご覧になり、10月31日㈮までに介護
保険課介護給付係（市役所1階）へご
提出ください問介護保険課介護給付
係・内線1440

楽市の案内人ボランティア
ご家族での参加も可①楽市の会場案
内②障害のある方の買い物等の付き添

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

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
※1 0月1 6日は
相談員研修のた
め、お休みさせて
いただきます

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

法テラス・弁護士会共催の無料
法律相談

時10月30日㈭午後1時30分〜4時40
分（1人30分）場市民相談室（市役所
3階）定5人（申込順）申10月14日㈫
から生活安全課市民相談係☎（528）
4319へ

建築物実態調査
調査は、10月14日㈫〜11月11日㈫、
砂川町4丁目、砂川町8丁目、幸町5丁
目、高松町3丁目、錦町5丁目、柴崎町
4丁目で実施。対象地域のお宅に、調
査員がお伺いすることがありますので、
ご協力ください。なお、調査員は市発
行の身分証明書を携帯しています問
建築指導課庶務係・内線2330

い時11月8日㈯午前9時〜正午場国営
昭和記念公園定①30人②若干名（い
ずれも申込順）申10月24日㈮までに
電話、または住所・氏名・電話番号を書
いてファクス・Eメールで市民活動セン
ターたちかわ☎（529）8323Fax（548）
1724 e aiaivc@whi.m-net.ne.jpへ

2014海保フェア in 立川
海上保安試験研究センターの業務紹
介やヘリコプターの救助訓練などを
公開します。ランチタイムには音楽隊
によるコンサートも。駐車場の利用と
ペットの入場はできません。直接会場
へ時10月18日㈯午前10時〜午後3
時場海上保安試験研究センター（泉
町1156）持弁当、レジャーシート（昼
食時用）問同センター管理課計画係☎

（526）5630

多摩地区都立学校教育フェア
「西風（にし）」

都立特別支援学校と高等学校が、と
もに学習活動の成果を発表します。
直接会場へ時10月25日㈯▷生産品
の販売=午前10時〜午後2時▷ス
テージ発表=午後1時〜5時場都多摩
教育センター（錦町6−3−1）問西部学
校経営支援センター☎（527）6982

官公署・その他

直


