
お知らせ

「たちかわし環境ブック2019」
を発行しました

市は、市民の皆さ
んに身近な環境に
関心をもっていた
だくため、環境報
告書「たちかわし
環境ブック」を毎
年発行しています。
さまざまな環境測定データや市の環
境状況、プラスチック海洋汚染の特集、
市民団体、事業者、学校などの活動紹
介を盛り込んだ冊子です。市環境対
策課（市役所2階79番窓口）で配布
するほか、市ホームページ、市政情報
コーナー（市役所3階）、図書館でご
覧になれます問環境対策課環境推進
係・内線2243

市内小学校のヤゴ救出作戦ボ
ランティアを募集

各小学校で行うヤゴ救出作戦のボラ
ンティアを募集します。作業内容は、
児童への説明やプールでのヤゴ救出
の手伝い、安全管理です。3月17日㈫
午前9時30分から市役所2階208会
議室で行う説明会に参加してくださ
い対市内在住の20歳以上で、5月～
6月の平日昼間（数日程度）に活動で
きる方定10人程度（申込順）申3月
10日㈫までに、電話、または「ヤゴ救
出作戦」、住所、氏名、連絡先を書いて
Eメールで環境対策課・内線2244 e

kankyoutaisaku@city.tachikawa.
lg.jpへ

医療券（気管支ぜん息）の更新
を忘れずに〜大気汚染医療費
助成制度

都は、都内に1年(3歳未満は6か月)
以上在住で気管支ぜん息等に罹患し
ているなど、要件を満たす方に、認定
疾病に係る医療費(保険適用後の自
己負担分)を助成しています。有効期
間満了後も引き続き助成を受けるた
めには、満了の1か月前を目安に受付
窓口で更新手続きを行ってください。
もも色の医療券をお持ちの方は、有
効期間満了までに更新手続きを行わ
ない場合、資格喪失となり、再度認定
を受けられなくなります▶受付窓口
▷18歳未満の方=子育て推進課(市
役所1階21番窓口)内線1346▷18
歳以上の方=障害福祉課(市役所1階
1番窓口)内線1510問都福祉保健局
環境保健衛生課☎︎03（5320)4491

国民年金保険料の納付〜お得
な口座振替をご利用ください

国民年金保険料は、まとめて前払いす
ると割引になる前納制度があり、口座
振替、現金、クレジットカードで納付
できます。なお、口座振替で前納する
と現金やクレジットカード納付よりも
割引額が多くなります。4月以降の2
年前納、1年前納、6か月前納を希望
する方は年金手帳、通帳、金融機関届
け出印を持参して、2月28日㈮までに
金融機関（郵便局を含む）または立川
年金事務所（錦町2-12-10）へお申し
込みください問日本年金機構立川年
金事務所☎︎（523）0352、市保険年金
課国民年金係・内線1394

官公署・その他

子育てママの再就職応援イベ
ント「レディ GO! Project」

仕事と子育ての両立に協力的な企
業約20社との合同就職面接会、就職
活動に役立つセミナー、お笑いコン
ビ「北陽」のトークショー、人気キャ
ラクターのステージショーなど。子
どもと一緒に参加できます。都とハ
ローワークの共催対再就職を考えて
いる方時2月27日㈭午前10時30分
～午後3時30分場パレスホテル立
川（曙町2-40-15）問「レディGO！
Project」事務局☎︎03（5207）2383

立川でのおでかけをよりスマ
ートに

小田急電鉄、JR東日本とヴァル研究所
は、東京都が公募したMaaSプロジェ
クトの一環として「立川おでかけアプ
リ」の実証実験を実施しています。この
アプリは中央線（東京～甲府間）、南武
線、立川バスのリアルタイム運行デー
タを用いた経路検索を利用できるほ
か、お得な乗車券などがアプリ内で購
入できます。くわしくは「立川おでかけ
アプリ」のホームページをご覧くださ
い（右2次元コードから
アクセス可）問立川おで
かけアプリサポートセン
ター☎︎050（5835）2446

全国瞬時警報システム（ J
ジェイ

-A
ア ラ

L 
E

ー ト

RT ）で訓練放送を行います
市は、「全国瞬時
警報システム（J- 
ALERT）」を運用
しています。2月
19日㈬午前11時
ごろ、市内79か所の防災行政無線の
スピーカーから、全国一斉情報伝達
訓練の放送が流れます。万が一に備
えた訓練放送の実施に、ご理解をお
願いします問防災課・内線2531

第69回 社会を明るくする運動
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、明るい
社会を築く活動の一環で映画会を実
施します。なお、同活動を支える「東京
立川ライオンズクラブ」が長年の功績
により法務大臣感謝状を受彰しまし
た。
●映画「あの日のオルガン」上映会　
時3月1日㈰▷午前10時30分から▷
午後1時30分から場女性総合セン
ター定各150人（申込順）申2月21日
㈮までに福祉総務課・内線1493へ

資源とごみの臨時相談窓口
資源とごみに関す
る疑問にお答えし
ます 時・場 ▷2月
2 5日㈫＝曙 福 祉
会館▷2月26日㈬
＝柴崎福祉会館▷2月27日㈭＝幸福
祉会館▷2月28日㈮＝一番福祉会館、
いずれも午前10時～午後3時問ごみ
対策課・内線6748 0180（994）223〜5開催案内・レース結果

●2月１７日～１９日〔立川ＦⅡ、いわ
き平ＦⅠを併売〕

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 教育相談 月曜～土曜日 教育支援課相
談係
☎︎（527）6171予 就学相談 月曜～金曜日、

第2土曜日
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
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
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