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お知らせ

募集

●3月28日～30日（FⅠ・ガールズ）　
●4月6日～8日（FⅠ）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

地区計画原案の縦覧と意見書
の提出

市は、西国立駅西地区と立川駅北口
西地区について、地区計画原案を策
定しました。この地区計画原案の縦覧
と意見書の提出を受け付けます。
●地区計画原案　「西国立駅西地区
地区計画原案」「立川駅北口西地区地
区計画原案」
●地区計画原案の縦覧　いずれも時
4月10日㈮～24日㈮、午前8時30分
～午後5時15分〔土曜・日曜日、祝日
を除く〕場都市計画課（市役所2階）
●意見書の提出　各地区計画原案に
ご意見のある地区計画区域内の土地
所有者や利害関係を有する方は、意
見書の提出ができます。必要事項を
書いて、4月10日㈮～5月1日㈮〔消印
有効〕までに直接、または郵送で都市
計画課（市役所2階）へ提出してくだ
さい▶必要事項=①宛名（立川市長宛
て）②標題（「西国立駅西地区地区計
画原案に関する意見書」または「立川
駅北口西地区地区計画原案に関する
意見書」）③日付、住所、氏名④意見
問都市計画課・内線2366

第六小学校大規模改修事業

六小の大規模改修事業に伴う仮設
校舎建設工事を、4月から開始します。
同事業は校舎や体育館などの改修を
行うもので、事業期間は平成28年8月
までを予定しています。ご理解とご協
力をお願いします問教育総務課学校
建替等担当係・内線2474

交通安全講習会

交通事故防止のため、市は立川国立
地区交通安全協会と協力して「交通
安全講習会」を開催します。日程と会
場は下表の通り。いずれも時間は午
後7時から。直接会場へ問立川国立
地区交通安全協会事務局☎（522）
7259

錦児童館・錦学童保育所・上砂児
童館・上砂第三学童保育所 4月か
ら指定管理者制度を導入します

市は、4月から新たに錦児童館と上砂
児童館に指定管理者制度を導入しま
す。各児童館に併設する錦学童保育
所と上砂第三学童保育所も指定管理
者による運営となります。両児童館は
開館時間を午前9時～午後8時（小学
生は午後6時まで、中学生は午後7時
まで）に拡大するとともに、日曜日も
開館します。また、学童保育所は土曜
日も延長保育を行います。なお、運営
は錦児童館・錦学童保育所は株式会
社サクセスアカデミー、上砂児童館・
上砂第三学童保育所はシダックス大
新東ヒューマンサービス株式会社が
行います問子ども育成課・内線1310

撤去した自転車・バイクの保管
場所を移転

3月25日㈬から、撤去した自転車・バ
イクの保管所を、新たな場所（砂川町
5-16-1※最寄りのバス停は、立川バ
ス「砂川四番」）に移転します。新たな
自転車等保管場所での返還業務は▷
平日=午前9時～午後5時▷土曜・日
曜日、祝日=午前10時～午後3時。な
お、3月23日㈪・24日㈫は保管所移転
作業のため返還業務を休止します問
交通対策課・内線2285

空間放射線量の測定結果

市は、市民の皆さんが安心して生活で
きるよう、市内を8つのブロックに分
け、各ブロックにつき1か所を「定点」
として定期的に空間放射線量を測定
しています。平成26年2月5日～平成
27年1月21日の間に26回測定した結
果は0.03～0.09（1時間当たりマイク
ロシーベルト）の範囲内でした。くわ
しい測定方法や結果は市ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせくだ
さい問環境対策課・内線2248

たちかわ創造舎が一般施設利
用の受け付けを開始します

10月から本格始動するたちかわ創造
舎（旧多摩川小）の一般施設利用の受
け付けを、4月1日㈬から始めます。利
用できる施設は教室、校庭、体育館
で、利用希望日の6か月前から受け付
けます。くわしくは、たちかわ創造舎
ホームページHPhttp://tachikawa-
sozosha.jp/をご覧ください問地域
文化課・内線4502

4月から図書館3館の休館日と
開館時間を変更します

4月から柴崎図書館、上砂図書館、多
摩川図書館の3館に、指定管理者制度
を導入します。これに伴い、3館の休
館日を変更して開館日を増やすほか、
平日の開館時間も延長します。4月か
らの休館日と開館時間は下表の通り
問中央図書館☎（528）6800

電子申請のアドレスが変わりま
す

市は、都と都内区市町村で運営する
東京電子自治体共同運営協議会の
電子申請システムを利用した電子申
請サービスを行っています。平成27
年4月1日に電子申請サービスがリ
ニューアルします。4月1日以降は新し
いホームページから手続きをお願い
します。
●平成27年3月31日まで　現在表示
されている電子申請サービスのホー
ムページHPhttps://www.e-tetsuzu
ki99.com/tokyo/から申請・届け出
ができます（現在のアドレスは平成27
年5月1日に閉鎖されます）。
●4月1日以降　新しい電子申請サー
ビスのホームページHPhttp://www.
shinsei.elg-front.jp/tokyo/から申
請・届け出をしてください。
問市情報推進課・内線3202

中学校部活動の外部指導員

市立中学校の部活動を技術的に指導
する外部指導員を募集します。応募
者を登録し、必要に応じて学校へ配
置します。学校の要望状況など、くわ
しくは、市ホームページをご覧くださ
い。期日以降も登録は受け付けます▶
対象＝18歳以上の方（高校生を除く）
▶報酬＝1日1,500円（2時間以上）申
4月15日㈬までに、応募用紙〔指導課
（市役所2階）と各中学校で配布〕に
必要事項を書いて直接、または郵送
で、指導課・内線2486へ

日本語教室保育士

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。受講者や
ボランティア講師のお子さんの保育
をする保育士を募集しています。謝礼
は1回につき資格のある方は3,180円、
ない方は3,080円です時毎週木曜日、
午前9時30分～正午場柴崎学習館申
電話、または氏名と連絡先を書いて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

平成27年度「協働のまちづくり
推進事業補助金」補助対象事業

市は、市民の皆さんが主体的に地域
の課題の解決に向けて取り組む活動
を支援するため、市民活動団体がさ
まざまな団体と協働して取り組む公
益的な事業に対し、必要な経費の補
助をしています。平成27年度からは、
アイデア提案事業も募集します。
●対象事業　①協働事業=市民活動
団体などが他団体と協働して取り組
む自主的な活動で、公益性を有し、4
月1日～平成28年3月31日の間に市
内で実施するなどの要件を満たす事
業②アイデア提案事業=市民活動団
体などが市と協働して取り組む活動
で、公益性を有し、平成28年4月1日
～平成29年3月31日の間に市内で実
施するなどの要件を満たす事業
●補助内容　1事業上限50万円。た
だし、①協働事業は対象経費の2分の
1以内
申①は5月7日㈭、②は7月10日㈮〔い
ずれも必着〕までに、協働推進課（市
役所2階）で配布する申込書〔市ホー
ムページからダウンロードも可〕に必
要事項を書いて、必要資料を添付し
て、直接、または郵送で協働推進課・
内線2627へ

市民企画活動事業

男女平等参画社会の実現に向けた事
業（講座やワークショップなど）の企
画を募集します対主体的に事業を企
画し、運営できる5人以上の団体、グ
ループ（半数以上が市内在住・在勤・
在学の方）申4月24日㈮までに男女平
等参画課（女性総合センター5階)で
配布する所定の用紙〔市ホームペー
ジからダウンロードも可〕に必要事項
を書いて、直接同課☎（528）6801へ

立川市長選挙・立川市議会議員
補欠選挙の啓発標語

立川市長選挙・立川市議会議員補欠
選挙は、8月9日㈰が投・開票日です。
この選挙に向けて、投票参加や明る
く公正な選挙を推進する標語を募集
します。入選作品は上記選挙の標語
として啓発活動に活用させていただ
きます。入選者（1人）には記念品を贈
呈対市内在住・在勤・在学の方申4月
20日㈪〔消印有効〕までに、市ホーム
ページ内の申込専用ページから、また
ははがきに標語（1点）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書いて、選
挙管理委員会事務局（市役所1階）内
線1632へ

交通安全講習会
日程 会場

４月10日㈮ さかえ会館
14日㈫ 松中小
16日㈭ 滝ノ上会館
17日㈮ 二小
20日㈪ 羽衣中央会館
22日㈬ 高松会館
23日㈭ 錦学習館
24日㈮ 柴崎会館
27日㈪ 上砂会館

問生活安全課生活安全係
☎（528）4376

東京都市町村民 交通災害共済

交通事故にあった
とき、見舞金が支
給されるよ！

係
ちょこ助

ちょこっと共済受付中

４月からの３館の休館日・開館時間
休館日 毎月第２・第４月曜日

開館時間

▷月曜～金曜日＝午前10時
～午後７時▷土曜・日曜日、
祝日＝午前10時～午後５
時

●ペットボトル　●プラスチック

問ごみ対策課☎（531）5518

出した資源が生まれ変わります

きれいにしてから
出してください
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