
お知らせ

官公署・その他市内事業者向け講習会

建設工事における安全管理や品確法
と設計変更について解説します対市
内入札参加資格登録事業者（工事）
の方時10月5日㈮午後3時～5時場市
役所師立川労働基準監督署安全衛
生課担当者ほか定80人（申込順）申
9月28日㈮までに、会社名、参加者名
を書いてファクスまたはEメールで品
質管理課・内線2452Fax（521）2568 e

hinshitsukanri@city.tachikawa.
lg.jpへ

工業事業者の方へ～操業環境
改善等の取り組みを支援します

市は、防音、防臭、防振のための工場
改修等や、耐震補強のための工事等
に対して助成する「ものづくり企業立
地継続助成事業」を実施しています。
補助対象は▶防音等のための工場の
改修、移転、設備の導入等▶耐震補強
のための工事等。対象や申込方法等、
くわしくは市ホームページをご覧くだ
さい問産業観光課商工振興係・内線
2645

住宅・土地統計調査にご協力
ください

住宅・土地統計調査は、全国で抽出
された370万世帯の方々を対象に、５
年ごとに行われる国の基幹統計調査
です。調査結果は、国や都、市町村に
おける住宅施策や防災計画、空き家
対策などに活用します。前回（平成25
年）の調査結果は、「総務省統計局」の
ホームページをご覧ください。調査対
象の方には、都から委任された調査
員が伺います。ご協力をお願いします
問総務課統計係・内線2792

国民年金保険料収納業務を民
間に委託しています

日本年金機構は、国民年金保険料が
未納の方に対する電話や文書、個別
訪問による納付奨励や保険料の収
納業務を、日立トリプルウィン（株）☎
0120（211）231に委託しています。
委託事業者が手数料を要求すること、
ATM操作をお願いすること、年金手
帳や年金証書、通帳やキャッシュカー
ド等をお預かりすることはありませ
ん問日本年金機構立川年金事務所☎
（523）0352

国民年金は60歳以上でも加入
できます

国民年金は、20歳～60歳の40年間
保険料を納めなければ満額を受け取
ることができません。納め忘れなどに
より40年に満たない場合、60歳から
65歳になるまでの間に申請した月か
ら任意加入することにより満額の年
金に近づけることができます（老齢基
礎年金の繰り上げ支給を受けている
方は除く）。なお、昭和40年４月１日以
前生まれで、65歳に達した時点で老
齢基礎年金の受給資格期間が10年
未満の方は、70歳になるまで任意加
入することができます。保険料の支払
いは口座振替です。手続きの際は、預
金通帳、銀行の届け出印と年金手帳
をお持ちください問市保険年金課国
民年金係・内線1395、日本年金機構
立川年金事務所☎（523）0352

自殺防止！東京キャンペーン

9月は東京都の自殺対策強化月間で
す。期間中、次のような特別電話相談
を実施します。
●自殺予防いのちの電話　時9月10
日㈪午前8時～11日㈫午前8時〔24
時間〕☎0120（783）556〔日本いのち
の電話連盟〕
●自死遺族傾聴電話　時9月11日㈫
～14日㈮、午前10時～午後10時☎03
（3796）5453〔グリーフケア・サポー
トプラザ〕
●東京都自殺相談ダイヤル～こころ
といのちのほっとライン　時9月17
日（月・祝）～21日㈮〔24時間〕☎0570
（087）478〔メンタルケア協議会〕
●自死遺族相談ダイヤル　時9月22
日㈯～24日（月・休）、午前11時～午後7

時☎03（3261）4350〔全国自死遺族
総合支援センター〕

白熱電球または電球形蛍光灯
をLED電球と交換します

都は、家電店（参加協
力店）で白熱電球また
は電球形蛍光灯１個と
LED電球１個を交換し、
省エネに関するアドバ
イスをしています（１人１回まで。７月
９日までに交換をした方も対象）。交
換できるお店などくわしくは、「クー
ル・ネット東京」のホームページをご
覧ください対18歳以上の都民の方持
本人確認書類（運転免許証など）問
クール・ネット東京コールセンター☎
0570（066）700

保育士就職支援研修・相談会

研修会は先輩保育士の体験談など
を聞きます。相談会は人事担当者と
話ができます対保育士の資格をお持
ちの方、資格取得見込みの方時10月
6日㈯▷研修会＝午前10時～午後2
時30分▷相談会＝午後2時30分～4
時場立川グランドホテル（曙町2-14-
16）定100人（申込順）保6人（1歳～
学齢前）申「東京都保育人材・保育所
支援センター」のホームページからお
申し込みください問都保育人材・保育
所支援センター☎03（5211）2912

料。子どもが無料で観劇できる「あし
ながチケット」あり）
●サイクルサッカー・ジャパンカップ
　サイクルサッカーの国際大会を立
川で初開催。ドイツの若き選手たちと
日本トップレベルの選手たちが競い
ます。直接会場へ時9月29日㈯・30
日㈰、午前10時～午後4時場体育館

●ほうかごシアター「ドリトル先生、
アフリカへゆく」　0歳から入場でき
る、子どもも大人も楽しめる演劇公
演。どうぶつ語を話せるお医者さんの
ドリトル先生の冒険物語を上演しま
す。直接会場へ時9月22日㈯午前11
時開演場B棟2階ドレミホール費400
円（中学生以下200円、3歳以下無

イベント
紹介

場たちかわ創造舎（旧多摩川小）
問☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
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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予相続相談 第2・第4火曜日

予法律相談 第3土曜日 社会福祉協議会
☎（529）8300

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1545

予 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、
第1・第3土曜日

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

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

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●9月14日～17日〔GⅡ・共同通信社
杯（高知）を場外発売〕●9月19日～
21日〔弥彦FⅠを場外発売〕

11 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
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