
お知らせ

「小平・村山・大和衛生組合
（小平市）の施設整備基本計画
（案）」の縦覧等

小平・村山・大和衛生組合で現在進め
ている新ごみ焼却施設（仮称）の整備
に関して、基本計画（案）の縦覧と説
明会を行います。
●縦覧　時11月13日㈪～12月11日
㈪、午前８時30分～午後５時（土曜・日
曜日、祝日を除く）場小平・村山・大和
衛生組合事務所（小平市中島町2-1）
●意見書の提出　12月11日㈪〔必着〕
までに、直接、郵送、ファクス、Eメー
ルで小平・村山・大和衛生組合事務所
〔〒187-0033小平市中島町2-1〕☎
042（341）4345Fax042（343）5374 e

info@kmy-eiseikumiai.jpへ
●説明会　直接会場へ時▷11月13
日㈪午後７時から▷11月17日㈮午後

7時から▷11月19日㈰午後２時から
場小平・村山・大和衛生組合大会議室
問同組合事務所☎042（341）4345

消費税軽減税率制度説明会

事業者の方を対象に、平成31年10月
１日から実施される消費税軽減税率
制度の説明会を開催します。軽減対
象品目の取り扱いがある消費税の課
税事業者の方だけでなく、すべての事
業者の方に関係のある制度です。直
接会場へ。車での来場はご遠慮くだ
さい時11月28日㈫▷午前10時～11
時30分▷午後１時30分～３時場立川
地方合同庁舎３階共用会議室（緑町
4-2）問立川税務署法人課税第1部門
☎（523）1181

地域物産市、ふれあい出張動物
園、縁日、スタンプラリーなど、家
族で楽しめる複合型イベントで
す。リラックマバス、ゆるキャラな
ども登場。競輪初心者教室へ事
前に申し込んでいただいた方に
は物産市で使える割引券をプレ
ゼントします。くわしくは「たちか
わ競輪」のホームページをご覧く
ださい時11月23日（木・祝）午前10
時～午後４時場立川競輪場問事
業課☎（524）1121

たちかわ競輪感謝祭

図書館の予約資料の取置期間
と利用停止となる延滞日数を
短縮します

市図書館では資料の流れを改善する
ため、平成30年２月１日㈭から予約
した資料の取置期間を「14日間」から
「10日間」に、利用停止となる資料の
延滞日数を返却期限日後「28日以上」
から「21日以上」に短縮します。ご理
解、ご協力をお願いします問中央図書
館☎（528）6800

大町市のりんご・お酒フェア

姉妹都市の長野県大町市から、旬の
りんごや特産品、酒類を取り寄せ販
売します。直接会場へ時11月25日
㈯・26日㈰、午前10時～午後３時場
ファーマーズセンターみのーれ立川
問産業観光課農業振興係・内線2650

ファーマーズセンターみのー
れ立川～秋の大収穫祭

新鮮な立川産野菜などを取りそろえ、
特価品の販売等を行います。直接会
場へ時11月16日㈭～18日㈯、午前
10時～午後５時場ファーマーズセン
ターみのーれ立川問産業観光課農業
振興係・内線2650

分譲マンション管理セミナー
＆相談会

時11月18日㈯①セミナー「大規模修
繕工事の設計コンサルタント選定の
勘所」＝午後１時30分～３時②相談
会＝午後3時15分～４時30分場たま
しんRISURUホール師一級建築士・
鈴木哲夫さん定①25人②6組（いず
れも申込順）申住所、氏名、マンション
名、連絡先、参加人数を書いてファク
ス、Eメールで、東京都マンション管理
士会たまむさしの支部たま西部部会

Fax（553）6183 e ikes@suite.plala.
or.jpへ問同部会☎（552）5673、市住
宅課・内線2562

国民年金保険料控除証明書が
発行されます

国民年金保険料は、確定申告や年
末調整の社会保険料控除の対象で
す。家族の国民年金保険料を納付し
た場合も、納付した方が社会保険料
控除として申告できます。９月30日ま
での納付分について、11月上旬に日
本年金機構から「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送付されま
す。年末調整や確定申告の際には、こ
の証明書と10月１日以降に納付した
領収証書が必要なので、大切に保管

してください。なお、10月１日～12月
31日に今年初めて国民年金保険料を
納付した方には、平成30年２月上旬
に控除証明書が送付されます問日本
年金機構ねんきん加入者ダイヤル☎
0570（003）0０４〔平成30年３月15
日㈭まで設置。050から始まる電話番
号等の方は☎03（6630）2525〕

無料法律相談会

法テラス（日本司法支援センター）と
弁護士会多摩支部の共催対市内在
住・在勤の方時11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）
申市生活安全課市民相談係☎（528）
4319へ

官公署・その他

家族で楽しめるイベントが盛りだくさん!!

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

予成年後見相談 第2土曜日

13:00～16:00

総合福祉セン
ター

地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319

予法律相談 第3土曜日
社会福祉協議会
☎（529）8300予相続相談 第2・第4火曜日

予生活設計相談 第3火曜日

直 アルコール相談 第2・第4水曜日 社会福祉協議会
☎（529）8426

直 くらしや仕事の相談 月曜～金曜日  8 :30～17:15
くらし・しごとサ
ポートセンター
☎（503）4308

予精神障害者の家族相談 第2月曜日（祝日の
場合は第3月曜日）13:30～16:30

立川麦の会
☎（563）4569

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 手当・医療費給

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）

教育支援課相
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

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

予=予約制 直=直接会場（先着順）市役所☎（523）2111くらしの相談日程 =電話相談　祝日はお休み

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●11月23日～26日〔GⅠ・競輪祭（小倉）
を場外発売〕

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、民事的な
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

第4木曜日 立川タクロス
1階

予相続・登記・成年後見等 第1・第3・第4火曜日 13:30～16:30

市民相談室

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

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

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、相続・遺言 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

予 カウンセリング相談
火曜・水曜・土曜日
（土曜日は電話相
談のみ）

13:00～17:00 男女平等参画係
☎（528）6801

7 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

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 年年会費 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

平成29年（2017年）11月10日


