
お知らせ

「土砂災害ハザードマップ」を
配布しました

土砂災害（特別）警戒
区域や避難時のポイ
ント等を示した「土砂
災害ハザードマップ」
を更新し、3月下旬に、
土砂災害（特別）警戒
区域がある富士見町、柴崎町、錦町の
全戸に配布しました。
警戒レベルの表記、段階的に開設す
る避難場所等が更新されています。
ご家庭や地域・自治会などでの防災
対策にお役立てください。届いていな
い方は、防災課にご連絡ください。
問防災課・内線2531

JR立川駅南口駅前広場デッ
キエレベーターが停止します

JR立川駅南口のエレベーターは、改修
工事のため5月10日㈪〜7月31日㈯は
利用できません。グランデュオ立川（営
業時間中）や多摩モノレール立川南駅

（24時間）のエレベーターをご利用く
ださい問道路課施設係・内線2397
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4月17日㈯狂犬病予防集合注射
令和３年度の狂犬病予防集合注射を
下表のとおり行います。生後90日を経
過した犬の所有者は、狂犬病予防注射
を年1回、4月〜6月に接種させ、その犬
に狂犬病予防注射済票（通常は市の窓
口で交付。以下「済票」）を着用すること
が義務づけられています。この集合注
射では、注射と済票の交付が同時に受
けられます。市への登録が済んでいる
犬の所有者の方に郵送している案内
はがきを持って、直接会場へ。なお、車
での来場はご遠慮ください。
また、令和３年度の予防注射を動物病
院で済ませている場合は、会場で済票
を交付できますので、動物病院発行の
注射証明書をお持ちください（この場合
は、犬を連れてくる必要はありません）。
費用は、注射料が1頭3,200円、済票
の交付手数料が1頭550円です。
集合注射でなくても、委託動物病院で
注射を受けるとその場で済票の交付
を受けられます。
●新規登録（畜犬登録）　生後90日
を経過した犬は、市への登録が必要
です。未登録の場合は、各会場で登録
手続きをお願いします。登録手数料は、
1頭3,000円です。

狂犬病予防集合注射実施会場
日程 会場 時間

4月17日㈯

子ども未来セン
ター１階テラス

午前10時
～11時30分

市役所北側広場 午後１時30
分～３時

問環境対策課・内線2244

動物死体の収集
市は、犬や猫などのペットの死体は有
料で、路上などの飼い主不明の死体
は無料で収集しています。また、ペッ
トについてはご自身で直接、清掃工場

（若葉町4-11-19）に持ち込むことも
できます。
●収集を依頼する場合　電話で松浦
商事㈱へ▷月曜〜金曜日（祝日を除く）
の午前8時30分〜午後5時=☎（535）
6001▷月曜〜金曜日（祝日を除く）の
午後5時〜9時と土曜・日曜日、祝日
の午前8時30分〜午後9時=☎０９０

（4618）4808▷処理手数料=4,000円
●持ち込む場合　▷受付時間=月曜
〜金曜日の午前8時30分〜正午、午
後1時〜4時▷処理手数料=3,000円
問ごみ対策課☎（531）5517

地域就職面接会
約10社の企業が参
加予定です。事前に
予約の上、面接を希
望する企業の数だ
け履歴書を持参し
てください。くわしくは「東京しごとセ
ンター多摩」のホームページをご覧く
ださい時4月22日㈭▷第1部=午前10
時〜正午（受け付けは午前9時30分
〜11時）▷第2部=午後2時〜4時（受
け付けは午後1時30分〜3時）場たま
しんＲＩＳＵＲＵホール申東京しごとセ
ンター多摩☎042（329）4524へ問市
産業観光課商工振興係・内線2644

市営葬儀個別相談会
立川市斎場指定管理者の立川市シル
バー人材センターが市営葬儀につい
て個別に相談に応じます時①4月17
日㈯▷午前9時30分から▷午前10時
30分から②4月23日㈮▷午前9時30
分から▷午前10時30分から場①幸
福祉会館②柴崎学習館定各2組（申
込順）申立川市斎場☎（524）1998へ

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）
子育てひろば係
☎（528）4335

外国人相談
在留資格、
日常生活等

中国語 第1・第4土曜日
13:00〜16:00

たちかわ多文化
共生センター
☎（527）0310

英語・中国語 第2土曜日
英語 第3・第5土曜日
当面の間、オンラインで行います。くわしくはお問い合わせください。第1土曜日は
行政書士と生活相談員、第2・第4・第5土曜日は生活相談員、第3土曜日は行政書
士が対応

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

（当面の間、休止します）
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

立川市動画チャンネル立川市動画チャンネル
「コロナ禍での『避難』
のポイント」を公開し
ました。

問広報課・内線2744

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●宇都宮ＦⅠ＝４月１2日〜１４日●奈
良ＦⅠ＝４月１2日〜１４日●広島ＦⅠ＝
４月１９日〜2１日●小田原ＦⅠ＝４月
22日〜2４日●武雄記念＝４月22日
〜2５日 （いずれも場外発売）

11 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653令和3年（2021年）4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


