
お知らせ

障害基礎年金の受給相談
国民年金加入中や20歳前に初診日
がある病気やけがによって、一定程度
の障害状態にある場合は、請求によ
り障害基礎年金が受けられます（老
齢基礎年金を受給していない方に限
る）。障害年金を受給するためにはさ
まざまな要件があります。相談には時
間がかかる場合もあるため、あらかじ
め電話予約をした上でお越しくださ
い問市保険年金課国民年金係・内線
1394、日本年金機構立川年金事務所
☎（523）0352

ライター、リチウム電池、モ
バイルバッテリーは有害ごみ
で出してください
ライター、リチウム電池、モバイルバッ
テリーは、発火しやすく火災事故につ
ながる恐れがあります。必ず使いきっ
た状態で、45リットルまでの透明また
は半透明の袋に入れて「有害ごみ」と
明記して出してください問ごみ対策
課・内線6753

「たちかわフリーマーケット
村」の出店者募集
リサイクル品が中心です。営利を目的
とする出店や、食料品や動植物、電化
製品などの出品はできません。立川市
消費者団体連絡会との共催対市内在

住・在勤・在学の方時11月14日㈯午
前10時から場サンサンロード（曙町）
費1,500円（出店料）定40店舗（抽選。
応募が20店舗未満の場合は中止）申
9月30日㈬〔必着〕までに往復はがき
に「フリーマーケット出店申込」、代
表者の住所・氏名・電話番号を書い
て、生活安全課消費生活センター係
〔〒190-0012曙町2-36-2女性総
合センター5階〕☎（528）6801へ。申
し込みは1グループ1枚。なお、申込者
は10月17日㈯午前10時～正午に女
性総合センターで行う抽選会に参加
してください。

生ごみの水切りを
暑い時期は生ごみ
を水切りしないと、
嫌な臭いや虫が発
生してしまいます。
できるだけ水がかからない場所に置
きましょう。生ごみは約70％が水分と
いわれています。ごみ出し前のひと絞
りが、燃やせるごみの減量にもつなが
ります。ご協力をお願いします問ごみ
対策課・内線6752

「ちょこっと共済」加入申し込
み受付中
市内に住む3歳～14歳のお子さん（令
和2年4月1日現在）は、市の規定によ
り「ちょこっと共済」のBコースに自動
加入となっています。万が一、交通事
故に遭ったときには見舞金を請求で

きます。また、70歳以上の方は加入費
用のうち500円を補助します（申し込
みが必要）。年度の途中でも加入する
ことができます。事故の大小にかかわ
らず、道路上での事故はすぐに警察
に届けてください問生活安全課生活
安全係☎（528）4376

樹木の保存指定申請を受け付
けています
市は、市内に点在する景観のよい樹
木を保存樹木として指定しています。
指定されると、所有者には、１本につ
き年額4,500円の管理補助金を交付
します。対象は、高さ10ｍ以上、地上
1.5ｍ地点の幹回りが1.5ｍ以上ある
健全な樹木。なお、指定後も樹木の日
常管理（せん定など）は所有者が行っ
てください申公園緑地課・内線2260
へ

官公署・その他

ハロウィンジャンボ宝くじ
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ
ウィンジャンボミニ」を９月23日㈬か
ら発売。収益金は、明るいまちづくり
や環境対策、福祉向上のために役立
てられます問公益財団法人東京都区
市町村振興協会☎03（5210）9944

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
（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・成年後見等相談 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
（当面の間、休止します）

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

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●伊東温泉ＦⅠ＝9月10日・11日●岐阜
記念＝9月10日～13日●小田原ＦⅠ＝9
月14日～16日●大宮ＦⅠ＝9月15日～
17日●伊東温泉（ＧⅡ）共同通信社杯＝
9月18日～21日●松阪ＦⅠ＝9月19日～
21日　（すべて場外発売）

くるりんスタンプラリー
地元で 遊ぼう！ 食べよう！ 買おう！

　9月18日㈮～12月20日㈰の期間中、スタンプラリー
の冊子を持って商店街の対象店舗で買い物や食事をす
るとスタンプがもらえます。集めたスタンプの数に応
じて景品に応募できます。冊子は市役所、多摩モノレ
ール立川北駅・立川南駅などで9月17日㈭から配布し
ます（なくなり次第終了）。
問立川市商店街振興組合連合会☎（527）2788、市産
業観光課商工振興係・内線2644

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

令和2年（2020年）９月10日


