
　市は、コロナ禍で市民の命と健康を守るために尽力されている市内
医療機関・医療従事者の方を応援するため、令和２年５月に「ふるさと
納税　新型コロナ対応市内医療機関・医療従事者応援プロジェクト」
を創設しました。集まった1,693万円を、医療衛生物資などの購入に役
立てていただくため、12月25日、立川市医師会、東京都立川市歯科医
師会、立川市薬剤師会、新型コロナ外来開設病院に贈呈しました。また、
市立保育園６園の園児から寄せられた感謝のメッセージや作品もあわ
せて贈呈しました。

募集

学校支援ボランティア
市立小・中学校で子どもたちの学習
支援などを行う学校支援ボランティ
アを募集します。
●入門講座・登録説明会　ボランティ
アを始める際の心構えや子どもたち
の様子について話します時２月４日
㈭午後２時～４時30分場女性総合セ
ンター師ボランティア・市民活動セン
ターたちかわ・高橋美季さんほか定
30人（申込順）申１月12日㈫から電話、
または氏名、年齢、電話番号、町名を
書いてファクスで生涯学習推進セン
ター☎（528）6872Fax(528）6804へ

ごみ処理優良事業所
市は、ごみの減量
やリサイクル活動
に積極的に取り
組む事業所をご
み処理優良事業
所として認定して
います。認定には、各部門（適正処理、
ごみの減量、リサイクル、啓発活動等）
の基準を満たすことが必要です。認定
された事業所には、認定証とステッカ
ーを交付し、市ホームページ等でその
取り組みを紹介します。認定のための
申請や推薦は随時受け付けています。
くわしくは市ホームページをご覧くだ
さい問ごみ対策課・内線6756

お知らせ

はがきの回収ボックスを設置
します
家庭で処分に困っている古いはがき
や年賀状を、プライバシーを守りなが
ら回収し、リサイクルします▶設置期
間＝1月19日㈫～2月18日㈭▶時間
＝各施設の開館時間▶設置場所＝柴
崎福祉会館、曙福祉会館、幸福祉会館
問ごみ対策課・内線6748

20歳からは国民年金にご加
入を
20歳になると、国民年金に加入し保
険料を納める義務が生じます。国民
年金は、老後だけでなく、病気やけが
で障害が残ったときや、一家の働き手
が亡くなったときなどの生活を保障
してくれる大切な制度です。
20歳の誕生日を迎えると、日本年金
機構から年金手帳と国民年金保険料
納付書が郵送されます。保険料は金
融機関、コンビニエンスストア、電子
納付ができるほか、口座振替・クレジ
ットカードによる納付も利用できま
す。学生の方や収入が少なく保険料
の納付が困難な方は「学生納付特例」
や「納付猶予」など支払いを猶予する
制度もあります。
なお、20歳になる前に就職し、現在も
厚生年金加入中の方は、国民年金の
加入手続きは、必要ありません。また、
配偶者が厚生年金の加入者で、その
方に扶養されている方は「第3号被保

険者」となりますので、配偶者の勤務
先を通じて手続きを行ってください。
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

年金生活者支援給付金の請求
はお済みですか
年金生活者支援給付金は、公的年金
等の収入やその他の所得額が一定基
準以下の年金受給者の生活を支援す
るために、年金に上乗せして支給され
るものです。令和2年8月分から新た
に年金生活者支援給付金を請求でき
る方には、日本年金機構から10月に
お知らせが送付されています。2月1
日㈪〔必着〕までに同封のはがきを提
出してください問日本年金機構「ねん
きんダイヤル」☎0570（05）1165〔ナ
ビダイヤル〕、日本年金機構立川年金
事務所☎（523）0352

市営葬儀説明会
シルバー人材センターから市営葬儀
について説明を聞きます。直接会場
へ。電話による相談も随時受け付けて
います時1月27日㈬、2月25日㈭、3月
31日㈬、午前10時～11時場立川市
斎場（羽衣町3-20-23）問立川市斎
場☎（524）1998

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

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

医療機関・医療従事者に応援金を贈呈

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●大宮記念＝１月14日～17日●高知
ＦⅠ＝１月18日～19日●岐阜ＦⅠ＝１月
18日～20日　（いずれも場外発売）

7 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653令和3年（2021年）1月10日

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


