
お知らせ

緑のカーテン用の種を集めます
夏の暑さをしのぐ緑のカーテン用の種
（ゴーヤやアサガオなど）を集めます。
市役所１階総合案内に「緑のカーテン
たねボックス」を設置します。集めた
種はくらしフェスタなどのイベントで
希望者に配布する予定です問環境対
策課環境推進係・内線2244

蛍光灯は有害ごみで出してく
ださい
蛍光灯などに使われている水銀は有
害な物質です。水銀含有製品が不適
切に処理されて水銀が排出されると、
人の健康や自然環境に重大な影響を
及ぼす危険があります。蛍光灯など、
水銀を使用している製品を出すとき
には、必ず「有害ごみ」として出してく
ださい問ごみ対策課・内線6751

「TOKYO創業ステーション
TAMA」が開所しました
JR立川駅近隣の新街区「GREEN 
SPRINGS」内に多摩地域の創業支援
拠点となる「TOKYO創業ステーショ
ンTAMA」(運営：東京都中小企業振
興公社)が開所しました。起業に興味
がある方から、事業計画の作成など
具体的に起業の準備を進めたい方ま
で、起業を目指す方々の幅広いニー
ズに応えるさまざまな支援メニュー

を展開していきます▶所在地＝緑町
3-１ GREEN SPRINGS E2 3階問東
京都中小企業振興公社☎（518）9671
〔右2次元コードから
アクセス可〕、市産業
観光課商工振興係・
内線2643

国民年金保険料の割引制度
国民年金保険料には、お得な割引制
度があります。
●口座振替の後期前納　10月から翌
年3月分の保険料をまとめて10月に
口座振替すると、合計1,130円が割引
されます。8月末までに金融機関また
は年金事務所にお申し込みください。
●クレジットカード後期前納　10月
から翌年3月分の保険料をまとめて
10月中にクレジットカードで納付す
ると、810円が割引されます。8月末ま
でに年金事務所にお申し込みくださ
い。
●納付書払いの後期前納　10月か
ら翌年3月分の保険料を一括納付書
で前納すると、810円が割引されます。
10月末までに金融機関、コンビニエ
ンスストアなどでお支払いください。
●早割（口座振替）　毎月、保険料を
当月末引き落としにすると、月額50円
が割引されます。金融機関または年
金事務所に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

官公署・その他

「みんなでいっしょに自然の
電気」キャンペーン参加者を
募集

都は、太陽光や風力など自然を活用
した電気をお得に利用できるキャン
ペーンを実施します。おうちで過ごす
時間が増える今こそ、おトクで環境に
もやさしい自然の電気に切り替えま
せんか。応募方法等くわしくは「みい

電」のホームページをご覧いただく
か、コールセンターへお問い合わせく
ださい対住宅・商店・小規模オフィス
等時９月30日㈬まで問
同キャンペーン事務局
コールセンター☎0120
（267）100

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
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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
（祝日の場合は第
4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
☎（507）6015

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

直 子ども総合相談
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

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
☎（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
＊：当面の間、休止しますくらしの相談日程 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

予 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

　競輪の売り上げの一部は、市の一般会計へ繰り出すとともに、公益財
団法人JKAを通じてものづくり、スポーツ、社会福祉等のさまざまな分野
の事業を支援する等、広く社会に還元しています。

　立川競輪場では、「競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染
症感染拡大予防ガイドライン」等を遵守し、入場時の検温、マスク着用や
手指消毒の徹底などをお願いしています。ご理解、ご協力をお願いします。

競輪事業は地域や社会に貢献しています

第12回山口健治杯
日本名輪会カップＦⅠ（ガールズ）レース

8月18日㈫～20日㈭

問立川競輪場☎（524）1121

立川市動画チャンネル立川市動画チャンネル
市からのお知らせ、
イベント、観光などの
情報を配信中！
問広報課・内線2744

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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