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もぐもぐぱくぱく応援キャン
ペーン

令和4年2月25日㈮ま
での期 間中、立川産
食材を使用している
商店街の対象店舗で
購入・食事をし、応募
すると、抽選で５人の
方に立川産野菜の詰
め合わせをプレゼント
します。対象店舗や応募方法等は市
役所、窓口サービスセンターなどで配
布するリーフレット、または「立川市
商店街連合会」のホームページをご
覧ください問立川市商店街連合会☎

（527）2788、市産業観光課商工振
興係・内線2644

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3年10月分から新
たに年金生活者支援給付金が請求で
きる方には、日本年金機構からお知ら
せが送付されています。令和4年1月4
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）4092〔ナ
ビダイヤル〕、日本年金機構立川年金
事務所☎（523）0352

「資源とごみの収集カレンダ
ー」は届いていますか

12月1日〜8日に令和4年の「資源と
ごみの収集カレンダー」を全戸配布し
ました。大切に保管・活用いただき、ご
みの減量と分別・リサイクルにご協力
ください。届かない場合は、ご連絡く
ださい問ごみ対策課☎（531）5517

不用品交換情報の申込受付を
終了します

市は、平成４年度から市ホームページ
等に不用品交換情報を掲示・掲載し
てきましたが、インターネットの普及
等により個人間のやりとりが容易とな
り、申し込みが著しく減少しているこ
とから、12月28日㈫で受け付けを終
了します問生活安全課消費生活セン
ター係☎（528）6801

ファーレ立川アート2022 
カレンダー販売中

ファーレ立川アート管理委員会は、
「第7回ファーレ立川アート写真コ
ンテスト」の入賞作品を掲載したカレ
ンダーを販売しています（税込550
円）。A5サイズの卓上タイプで、ポス
トカードとしても使用できます。利益
は全額「ファーレ立川アート」の保全・
活用事業に利用されます▶販売場所

＝たましん美術館ミュージアムショッ
プ（緑町3-4多摩信用金庫本店1階）、
オリオン書房ノルテ店（曙町2-42-1
パークアベニュー3階）、Caféはぁも
にぃ♪（市役所1階）問ファーレ立川
アート管理委員会事務局（市地域文
化課内）内線4501

募集

市民農園の利用者
次の市民農園の利用
者を募集します▶募
集区画＝柴崎第３市
民農園（柴崎町４丁
目）の101区画（駐車
場なし）▶応募資格＝12月10日現在、
市民で、他の市民農園を利用してお
らず、利用期間中継続して管理できる
方▶利用期間＝令和４年３月〜令和
６年１月末▶利用区画＝１区画約10
㎡▶利用料金＝8,000円（利用期間
23か月分）▶申込方法＝令和4年１月
14日㈮〔必着〕までに、往復はがきに
農園名、住所、氏名（利用者本人）、年
齢、電話番号、返信用宛先を書いて
柴崎福祉会館〔〒190-0023柴崎町
5-11-26〕へ▷応募はがきは１世帯１
枚のみ▷利用の権利の譲渡、転貸は
できません▷申し込みは利用者（耕作
する方）のみ問福祉総務課生きがい
づくり係〔柴崎福祉会館内〕☎（523）
4012

コミュニティ奨励賞の推薦
立川市地域文化振興財団は、地域コ

ミュニティの活動を促進するため、市
内で活躍している個人･団体を表彰し
ています。以下に該当する団体や個人
の推薦を募集します▶文化・芸術活
動奨励賞＝年内に開催された文化・
芸術の催事や大会で特に優れた成績
を収めた方など▶コミュニティ活動奨
励賞＝文化・芸術に関したボランティ
ア活動やコミュニティ活動など、地域
で模範となる活動を行っている方な
ど申令和4年1月14日㈮〔必着〕まで
にたましんRISURUホールで配布す
る推薦書（同財団のホームページか
らダウンロードも可）に成績や活動内
容が分かる資料を添えて、直接また
は郵送で同財団〔〒190-0022錦町
3-3-20たましんRISURUホール内〕
☎（526）1312へ

心身障害者タクシー・リフト
タクシー・ガソリン費助成事
業の協力事業者

令和4年度から、心身障害者タクシー・
リフトタクシー・ガソリン費の助成事
業に協力していただける事業者を募
集します。協力事業者は、事前に立川
市と協定を締結する必要があります。
くわしくは、市ホームページをご覧く
ださい問障害福祉課・内線1519

0180（994）223〜5開催案内・レース結果
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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

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
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