
お知らせ

事業に伴うごみは家庭ごみの
指定収集袋では出せません

事業に伴って出たごみは収集運搬業
の許可を受けた業者と契約するか、ご
自身で処理施設へ運搬して処理して
ください。ごみの排出量が1日平均
10kg未満の事業者は、事業系ごみ専
用指定袋を利用できます。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6757

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11月19日
㈮▷午後1時30分から▷午後2時30
分から場柴崎福祉会館定各2組（申込
順）申立川市斎場☎︎（524）1998へ

国民年金保険料控除証明書が
発行されます

国民年金保険料は、確定申告や年末
調整の社会保険料控除の対象です。
家族の国民年金保険料を納付した場
合も、納付した方が社会保険料控除
として申告することができます。9月
30日までの納付分については、11月
上旬に日本年金機構から「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が
送付されます。年末調整や確定申告
の際には、この証明書と10月1日以降
に国民年金保険料を納付した領収証
書が必要です。なお、10月1日〜12月
31日に今年初めて国民年金保険料を
納付した方は、令和4年2月上旬に控
除証明書が送付されます問日本年金
機構・ねんきん加入者ダイヤル☎︎0570

（003）004〔電話番号が050から始
まる方は☎︎03（6630）2525〕

「たちかわおみやげ品発見ス
タンプラリー」開催中

12月5日㈰まで、
スマートフォン
を使ったスタン
プラリーを開催
しています。市
内のお土 産 品
店をめぐってスタンプを集めると、抽
選ですてきな賞品が当たります。対
象店舗等くわしくは、「たちかわおみ
やげ品発見スタンプラリー」のホーム
ペ ージをご 覧くださ
い問 立川観光協会☎︎

（527）2700、市産業
観光課・内線2658

図書館の臨時休館
市図書館は蔵書点検のため、休館し
ます。休館中の本の返却は、ブックポ
スト(CD、DVD、カセットテープ、都
立図書館などからの借用本は除く)、
または開館している他の図書館へ▶
中央図書館=11月16日㈫〜19日㈮▶
柴崎・上砂・西砂・高松図書館=11月
23日（火・祝）〜25日㈭▶幸・多摩川・錦・
若葉図書館=12月14日㈫〜16日㈭
問中央図書館☎︎(528)6800

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

都は、太陽光や風力などでつくられる

自然の電気をお得に利用できるキャ
ンペーンを実施しています。この機会
に、環境にもやさしい自然の電気に切
り替えませんか▶対象＝家庭、商店、小
規模オフィス等（従量電灯B、C）▶募
集期間＝令和4年1月
31日㈪まで問同キャン
ペーン事務局☎︎0120

（267）100

青梅市で観光型M
マ ー ス

aaSの実証
実験を実施

青梅市で、MaaS（Mobility as a 
Service）による観光客向けサービス
の実証実験を実施します。専用アプ
リやウェブサイトで、青梅線や公共バ
スの最新の運行状況を反映した経路
検索ができるほか、青梅市内の交通
や観光施設などのウェブチケットを
購入できます。くわしくは、「TAMa-
GO青梅」特設サイトをご覧ください
問都産業労働局☎︎03

（5320）4768、京王
お客様センター☎︎042

（357）6161

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RISURU
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 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

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
（当面の間、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

●富山ＦⅠ＝11月15日〜17日●福井ＦⅠ
＝11月15日〜17日●松戸ＦⅠ＝11月18
日〜20日●佐世保ＦⅠ＝11月18日〜20
日●ＧⅠ・小倉競輪祭（ナイター前売）＝
11月18日〜23日●平塚ＦⅠ＝11月21日
〜23日●豊橋ＦⅠ＝11月21日〜23日 

（いずれも場外発売）

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

☎︎（537）3905

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

直外国人相談
在留資格、
日常生活等

中国語 第1・第4土曜日
13:00〜16:00 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・中国語 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

落書き消して きれいなまちに
　立川駅周辺安全・安心まちづくり協
議会は10月18日、地域団体や企業の皆
さん、立川警察署などにご協力いただ
き、市内の落書きを消す活動を行いまし
た。当日は、約60人の方が参加し、立川
駅周辺の道路や建物の壁面などに描か
れた落書きを、薬剤やタオルを使って消
したり、ペンキで塗りつぶしたりしました。落書きは、まちの景観を損な
うだけでなく、治安の悪化につながる可能性もあります。落書きをしてい
る人を見かけたら、お近くの警察署にご連絡ください。
問市生活安全課・内線2547、立川警察署☎︎（527）0110

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）11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


