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　昭和47年から約50年間、大規模な区割り変更を行
っていなかった投票区について、有権者の利便性を高
め投票率の向上をめざすことを目的に、市選挙管理委
員会の委員による投票区・投票所の「見直し検討会議」
を設置し検討してきました。令和4年9月1日〜20日に
パブリックコメント（意見募集）でいただいた意見を

反映し見直し案を作成しました。このたび1月13日開
催の「令和5年第1回定例委員会」で選挙執行規程の一
部改正を議決し、4月23日㈰執行の国立市議会議員
選挙から、選挙期日（当日）の投票区・投票所を変更し
ます。
問  選挙管理委員会事務局
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　042-576-0264

令和5年2月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 36,948人 7人減
女 39,182人 31人減
計 76,130人 38人減
世帯数 39,109世帯 33世帯減

はぐく

042-576-2111（代）

　デジタルブック(電子書籍)では、市報くにたちを
パソコンやスマートフォンなどの画面上で実際に紙
をめくるように読むことができます。
市HP上で、また、スマートフォンやタブ
レットでアプリをインストールしてご
覧いただけます。

市報をデジタルブックでご覧いただけます

市長室広報・広聴係問 ▲︎市HP。

各記事には、記事の内
容に関するウェブサイト
等の二次元コードを掲
載しています。

変更 投票区・投票所後

変更 前

投票日当日、投票に行く前に…
　投票に行く際は、投票所が変更になっ
ていないか、十分に確認してから投票所
へお越しください。なお、告示日（4月16日
㈰）にあわせて郵送する投票所入場整理
券に今回投票できる投票所を記載してい
ます。
　必ず投票所入場整理券でご自身の投票
区・投票所を確認のうえお越しください。
　投票できる方・できない方や期日前投
票所の場所・日時
等選挙の詳細は、
市報4月5日号に折
り込みで配布する
選挙の特集号をご
覧ください。

※上記（オレンジ色囲み）以外の地区
にお住まいの方は変更はありません。

変更箇所 部分

変更後のすべての投票所・区域の一覧を２面に掲載しています。あわせてご覧ください。

4月23日㈰執行国立市議会議員選挙から

変更　　第4投票所
駅前市民プラザ

東1丁目全域
東2丁目1〜16
東3丁目1〜10
（変更前：東地域防災センター）

北1丁目全域
北2丁目1〜7
（変更前：第四小学校）

後

変更　　第7投票所
第三小学校

富士見台1丁目34〜36
（変更前：第七小学校）

後
変更　　第1投票所
国立市役所

富士見台3丁目7・17
（変更前：第二中学校）

後

変更　　第11投票所
第六小学校

青柳605〜606
谷保6711〜6795
谷保6815〜6840
（変更前：第一小学校）

後

変更　　第3投票所
第一小学校

矢川3丁目18・19・24
（変更前：第六小学校）

後

泉3丁目（今まで第六小
学校が投票所だった方）

第三中学校
第8投票所変更 後

（変更前：第六小学校）

谷保1274〜1458
谷保1630〜1635
谷保1640・1644
谷保6丁目（今まで第一
小学校が投票所だった方）

泉1・2丁目全域
泉3丁目（今まで第一小学校
が投票所だった方）
泉4・5丁目全域

第三中学校
第8投票所変更 後

（変更前：第一小学校）

谷保575〜741
谷保797〜945
谷保1459〜1530
谷保1626〜1628
谷保6丁目（今まで国立市役所が投票所
だった方）

谷保402〜574
谷保6丁目（今まで第七小
学校が投票所だった方）
谷保7丁目全域

第三中学校
第8投票所変更 後

（変更前：第七小学校）

第三中学校
第8投票所変更 後

（変更前：国立市役所）

変更　　第5投票所
北市民プラザ

北2丁目8〜38
（変更前：第四小学校）

後



立川税務署からのお知らせ
税・年金

令和4年分の申告と納税の期限

▶所得税及び復興特別所得税：3月15日㈬
▶贈与税：3月15日㈬
▶個人事業者の消費税及び地方消費税：3月31日㈮

※申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知ら
せはありません。
※納付書をお持ちでない方は、最寄りの金融機関または住所等の所轄税
務署に用意してある納付書を使用してください。
※国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に出向かなくても納付手続き
ができる「キャッシュレス納付」が便利です。ぜひ、ご利用ください。各納
付手続きの詳細は、国税庁HPや右の納付方法をご覧ください。
〈3月16日㈭以降に確定申告を提出した場合〉
　3月16日以降に確定申告をした場合、市・都民税の賦課計算が遅れ、市・
都民税の当初の納税通知に反映できない場合があります。その場合、7月
以降の通知で反映します。あらかじめご了承ください。

申告書の郵便等による提出：問まで送付
　確定申告書は、郵便または信書便により、住所地等の所轄の税務署に提
出できます（確定申告書は「信書」にあたることから郵便物・信書便以外
の荷物扱い（ゆうメール、ゆうパック、ゆうパケット）で送付することはで
きません）。期限内に問まで送付してください。
※郵便または信書便で送付する場合、消印の日付を提出日とみなします。
消印の日付が申告期限内になるよう、早めに送付してください。
※収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成
した（複写式でないものについては、ボールペン等で記載した）申告書の
控えのほか、返信用封筒（あて名を記入のうえ、必要な切手を貼付したも
の）を同封してください。

市役所での確定申告書の仮受付
　3月15日㈬まで、作成済みの確定申告書を市役所本庁舎1階課税課窓
口で受け付けます（土・日曜日を除く、ただし3月11日㈯は受付）。
※市では確定申告書の点検や検算は行いません。ご質問は立川税務署ま
でお願いします。
〈会場内での感染防止策と来場する方へのお願い〉
　相談の従事者は、日ごろから手洗い・うがいの徹底や体調のすぐれな
い場合には相談に従事しないほか、相談の際はマスクやフェイスシール
ドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。
▶ご来場の際は、マスクを着用のうえ、入口等でアルコール消毒液による
手
しゅ

指
し

の消毒にご協力をお願いします。また、できる限り少人数でお越しく
ださい。
▶入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合
は、入場をお断りします。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれな
い方は、無理をせず来場をお控えください。

国税の納付方法
〜納税は期限内に！　ぜひ、振替納税をご利用ください〜
▶振替納税での納付
　振替納税は、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、
国税を納付する大変便利な制度です。ご利用にあたっては、事前に税務署
または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の振替依頼書を提出する
か、e

イータックス

-Taxにより振替依頼書を提出する必要があります。転居等により、
納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに
振替依頼書を提出してください。
　振替納税を利用している場合は、確実に振替納付できるよう預貯金残
額を振替日前日までにご確認ください。
　なお、振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用で
きます。

【令和４年度の振替日】
▶所得税及び復興特別所得税：4月24日㈪
▶消費税及び地方消費税（個人事業）：4月27日㈭

▶ダイレクト納付
　ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自
身名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に、口座引落しにより
国税を電子納税する手続きです。ご利用にあたっては、事前に税務署へ
e-Taxの利用開始手続きを行ったうえで、税務署または利用する金融機
関に専用の届出書を提出するか、e-Taxにより届出書を提出する必要が
あります。
▶インターネットバンキング等からの納付
　インターネットバンキング等からの納付手続きとは、インターネット
バンキングやATM等により国税を電子納税する方法です。ご利用にあ
たっては、事前に税務署へのe-Tax利用開始手続きが必要です。
▶クレジットカードでの納付
　クレジットカード納付とは、インターネットでのクレジットカード支
払いの機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者（トヨタファイ
ナンス㈱）へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付す
る手続きです。
　「国税クレジットカードお支払サイト」は、国税庁長官が指定した納付
受託者が運営する国税のクレジットカード納付専用の外部サイトです。
　納付税額に応じた決済手数料がかかります。
▶コンビニエンスストアでの納付
　自宅のパソコン等で作成した二次元コードを使用する方法と、税務署
から送付または交付された専用のバーコード付き納付書を使用する方法
があります。
▶現金での納付
　現金に納付書を添えて、金融機関（日本銀行歳入代理店）または住所地
等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください（申告書の提出後に、税
務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません）。
問立川税務署（〒190-8565立川市緑町4-2　立川地方合同庁舎）
TEL 523-1181（代表）
※音声ガイダンスに従って、ご用件の番号を選択してください。

投票所 お住まいの区域

第1投票所
国立市役所

中3丁目全域
富士見台2丁目全域・富士見台3丁目7番地・17番地
谷保742番地〜796番地・谷保1531番地〜1625番地
谷保5207番地〜5924番地・谷保7147番地〜7246番地

第2投票所
公民館 中1丁目全域・中2丁目全域

第3投票所
第一小学校

谷保5925番地〜6262番地・谷保6841番地〜7146番地
谷保8222番地〜8236番地
矢川3丁目16番地〜25番地

第4投票所
駅前市民プラザ

東1丁目全域・東2丁目1番地〜16番地
東3丁目1番地〜10番地
北1丁目全域・北2丁目1番〜7番

第5投票所
北市民プラザ 北2丁目8番〜38番・北3丁目全域

第6投票所
第二小学校 西1丁目全域・西2丁目1番地〜28番地

投票所 お住まいの区域

第7投票所
第三小学校

東２丁目17番地〜28番地・東３丁目11番地〜33番地・東４丁目全域
富士見台１丁目34番地〜36番地

第8投票所
第三中学校

第9投票所
富士見台第一団地集会所 富士見台１丁目1番地〜7番地・27番地〜28番地

第10投票所
第二中学校

西２丁目29番地〜31番地・西３丁目全域
富士見台３丁目１番地〜６番地・ 8番地〜16番地・18番地〜46番地
富士見台４丁目１番地〜16番地・24番地〜53番地

第11投票所
第六小学校

富士見台４丁目17番地〜23番地
谷保6445番地〜6840番地
青柳１丁目全域・青柳２丁目全域・青柳３丁目全域・青柳605番地〜607番地
石田650番地〜675番地
矢川３丁目１番地〜15番地

第12投票所
第七小学校

富士見台１丁目８番地〜26番地・37番地〜57番地
谷保4266番地〜4551番地・谷保4964番地〜5122番地・谷保４丁目全域

谷保402番地〜741番地・谷保797番地〜1530番地
谷保1626番地〜1644番地・谷保６丁目全域・谷保７丁目全域
泉１丁目全域・泉２丁目全域・泉３丁目全域・泉４丁目全域・泉５丁目全域

変更後の投票所・区域（一覧）選挙

２ 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264市報 令和5年／ 2023年3月5日

凡例 =内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員 =募集人数 =費用=資格定 募 資 ￥対日内 期 場 師

行政インフォメーション

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で



行政
インフォメーション

税・年金
納期内納税に
ご協力ください
収納課キャラクター「立ペイ」。

3月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

3月25日㈯午前9時〜正午、午後1時
〜 4時30分
問収納課管理係 TEL 576-２１１４

第4期資源回収推進奨励金
交付申請締切日：3月31日㈮

環境

　申請書に、回収業者が発行する取
引伝票を添えて、期限までに問まで
提出してください。
　締め切りを過ぎると、第4期分で
の振り込みができませんのでご注意
ください。

申請にあたっての注意点
▶「内訳欄」と「交付申請額」もご記入
ください。
▶できる限りつながりやすい電話番
号をご記入ください。
▶登録団体の代表者等に変更がある
場合は、「登録内容変更届」の提出が
必要です。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

通学路見守りボランティア登録
募集

　児童等が安心して登下校できるよ
う「通学路見守りボランティア」によ
る見守りを実施しています。登校や
下校時間などで都合のよい日や時間
帯に通学路に立ち、児童等を見守り
ます。義務的なものではありません。
　学校との連携が必要であるため、
学校を通して登録します。すでに自
主的に見守りをしている方や新たに
見守りボランティアを始めようとお
考えの方は、ぜひ、ご登録ください。
登録方法
　お住まいの小学校区の学校に「通
学路見守りボランティア」登録をし
てください。同時に、ボランティア保
険に加入していない方は各学校にあ
る「通学路見守り活動保険加入登録
書」に必要事項を記入して、学校に提
出してください（保険料は市負担）。
小学校一覧
▶国立第一小学校 TEL 572-1197
▶国立第二小学校 TEL 572-2197
▶国立第三小学校 TEL 572-3197

▶国立第四小学校 TEL 572-4197
▶国立第五小学校 TEL 572-5197
▶国立第六小学校 TEL 572-6177
▶国立第七小学校 TEL 575-8425
▶国立第八小学校 TEL 576-8791
問教育総務課学務保健係

第24期
国立市社会教育委員の会
定例会
日 3月28日㈫午後7時〜9時
場市役所3階　第1・2会議室
問生涯学習課社会教育・文化芸術
係

くらし

国立市の公金収納の取り扱いの
一部変更について

　4月1日㈯以降、下記金融機関の国
立市の公金収納の取り扱いについ
て、下表のとおり変更があります。

×：国立市の公金の収納はできなく
なります。口座振替（口座引落）をご
利用の方は、別の金融機関の口座へ
の変更手続きをお願いします。
◯：国立市の公金の収納は継続しま
す。
問会計課出納係

クリーン多摩川国
くに

立
たち

の
つどい清掃活動

環境

　自然豊かな多摩川は、多くの市民
の「憩いの場」となっています。しか
しながら、空き缶やペットボトル、粗
大ごみなどの「ごみ」が捨てられるな
ど、環境問題が生じています。
　そこで、多摩川の豊かな自然や景
観を守るために、市内団体が協力し、
多摩川河川敷公園を清掃します。
　団体に限らず個人での参加も歓迎
します。ぜひ、ご参加ください。

金融機関名 窓口納付 口座振替
（口座引落）

三井住友信託銀行 × ×
三井住友銀行 × ○
山梨中央銀行 ○ ×

※清掃用具は、主催者が用意します。
日 3月19日㈰午前10時〜正午（雨天
中止）
場多摩川河川敷公園
※清掃活動の範囲は、石田大橋から
上流の野球場付近までです。
主催クリーン多摩川国立実行委員会
後援国立市、国立市美化推進協議会
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

「令和5年度くにたちごみの分け方・
出し方カレンダー」を配布

環境

　現在、「令和5年度くにたちごみの
分け方・出し方カレンダー」を全戸
配布しています。カレンダーは3月
中旬ごろまでに配布します。カレン
ダーが届かなかった場合は、お手数
ですが、問までご連絡ください。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

フードドライブに
ご協力いただき
ありがとうございました！

環境

　フードドライブとは、家庭で余っ
ている食べ物を集めて、地域の福祉
団体等へ寄付することです。
　令和4年12月5日〜令和5年1月
20日にフードドライブを実施し、の
べ17名、1団体（シルバー人材セン
ター）の方から、計193点、249kg
の食品をお寄せいただき、市内の施
設や子ども食堂等に届けました。
　食品をお寄せいただいた皆さま、
ご協力ありがとうございました！
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

※報酬等の表記：交=交通費支給、社=社会保険加入、期=期末手当支給（条件あり）。

▶勤務期間：4月1日㈯〜令和6年3月31日㈰
▶要件・資格や勤務内容などの詳細は、市 HPへ

職員募集
（会計年度任用職員）

申履歴書（写真貼付・職種記入）と、資格が必要なものはその資格を証明するものの写しを、各
期限（必着）までに郵送または持参
選考方法 面接選考（書類選考をする職種もあり）。日程・場所等は市 HPをご覧ください。
※履歴書等応募書類は一切返却しません。また、採用目的以外には使用せず、個人情報として適
切に保管・処理します。

職種・募集人数 報酬等 資格 勤務時間 選考方法 履歴書等の提出期限・問

児童青少年課
（第一種会計年度任用職
員）しょうがいを持つ中学
生向け学童保育：1名

時給1,670円
（交・社・期）

次のいずれかに該当する方
▶保育士または社会福祉士の
資格をお持ちの方
▶教育職員免許法第四条に規
定する免許状をお持ちの方

週5日、月〜土曜日、週30時間、1日5時
間（平日午後1時〜 7時の時間内）、土曜
日は午前8時30分〜午後5時の7時間
30分のシフト制
※学校休業日は、午前8時〜午後7時の
間で1日7時間30分のシフト制
※学校休業日・行事等で勤務時間等に
変動あり

書類選考後、面接
（面接は、3月20日㈪
午前中を予定）

提出期限：3月17日㈮
問中央児童館（〒186-0003
富士見台2-38-5）
TEL 575-3224

生理用品をお渡ししています
行政

　さまざまな事情でお困りの方へ、
生理用品をお渡ししています。
※数に限りがありますので、ご了承
ください。
配布場所 ・時間（下表のとおり）

問市長室男女平等・女性支援担当

配布場所 配布日 連絡先

福祉総務課ふくふく窓口
（市役所1階1番窓口） 平日午前8時30分〜午後5時 TEL 572-2111

くにたち男女平等参画
ステーション・パラソル

平日：午前10時〜午後7時（水
曜日は休館）
平日以外：午前9時〜午後5時

TEL 501-6990

社会福祉協議会 祝日を除く午前9時〜午後5時 TEL 575-3226

▲お寄せいただいた食品。▲カレンダーの表紙。

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
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回以上（市内受け入れ農家先にて実
施）
※一定の出席数を満たした方を、国
立市援農ボランティアとして認定登
録します（過去実績41名）。
期 4月〜11月（予定）
※各講座は平日・休日を組み合わせ
て実施予定です。
※4月上旬に、市役所で受け入れ農
家を交えたキックオフ説明会を実施
する予定です。
対原則18歳以上で、本講座終了後
も、引き続き援農ボランティアとし
て地域で活躍できる方
定10名程度（申込多数時抽選の場合
あり）
￥交通費等の実費負担あり
申・ 問 3月24日㈮までに、南部地
域まちづくり課農業振興係 sec_
sangyoshinko@city.kunitachi.
lg.jpまで電話またはメール

くらし

くにたちラウンジ実証実験
を令和6年3月下旬まで延長

　市では、事業者提案事業として㈱
ザイマックスの協力のもと、テレ
ワークや学習などの個人作業にも利
用できる個人向けワークプレイス
「くにたちラウンジ」を開設し、市民
の多様な働き方の促進や市民ニーズ
を把握するための実証実験を行って
います。
　その期間を令和6年3月下旬まで
延長します。詳
細は、市 HPをご
覧ください。
問まちの振興
課商工観光係

農
農園利用・体験のご案内
（担当課：南部地域まちづくり課
農業振興係）

市民農園「みんな畑」の利用者募集
場谷保5069（1区画の面積：8㎡）
定若干名
￥年間60,000円（1区画あたり）
提供設備等 農機具一式、有機肥料、
種、苗
申・問くにたち農園の会（武藤）TEL
505-7200 kunitachinouen@
gmail.comまで電話またはメール
体験農園「農業塾」
4月からの入園者募集
　園主の指導により、作付計画から
収穫まで一連の作業を協働で行いま
す。地元農家と一緒に、農作業を楽し
みませんか。
作業日 毎週土曜日（見学可）
場谷保6110ほか

￥ 年間30,000円（入園料、農作物
代）
提供設備等 農具、水道、小屋
申・問 3月6日㈪〜25日㈯に、協力
農家 TEL 090-8565-8173（佐藤）、
TEL 090-3095-7118（杉田）まで電
話

令和5年度国立市援農ボランティア
養成講座の参加者募集

農

　市では、一定の農作業経験を経て、
市内農家の支え手となる援農ボラン
ティアの育成を推進しています。農
作業経験のない方や、平日忙しい社
会人の方も大歓迎です。興味のある
方は、お気軽に問までお問い合わせ
ください。
内
▶︎中央研修：4回（東京都農林水産
振興財団（立川市）にて実施）
▶︎地域研修：2時間程度の作業を10

閲覧状況に関する個人情報についての電話、メールによるお問い合わせにはお答えできません。　　問市民課市民係 TEL576-2117

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 期間：令和4年4月1日〜9月30日
行政

防災

閲覧年月日 　請求機関の名称 請求事由の概要 閲覧にかかる住民の範囲 閲覧件数
5月18日
5月19日 自衛隊東京地方協力本部 陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集案内の郵送を

行うため
平成19年4月2日〜平成20年4月1日生まれの男子
（日本人住民に限る） 323件

9月20日 関東公安調査局 破壊活動防止法に基づく調査 東1丁目、3丁目　中1丁目、3丁目　西、
富士見台1丁目、2丁目、4丁目　北3丁目 29件

閲覧年月日
申出者の氏名

（法人の場合はその名称および
代表者または管理人の氏名）

利用目的の概要 閲覧にかかる住民の範囲 閲覧件数

5月24日 （一社）中央調査社
会長　境

さかい

　克
かつ

彦
ひこ

東京都政策企画局戦略広報部の委託による「都民生活
に関する世論調査（令和4年度第1回世論調査）」の対象
者抽出のため

満18歳以上の男女（平成16年1月2日以前生まれ）
東2丁目地域 20件

5月30日 （株）日経リサーチ
代表取締役社長　新

しん

藤
どう

　政
まさ

史
し

文部科学省国立教育政策研究所の委託による「第2回
OECD国際成人力調査（P

ピ ア ッ ク

IAAC）」の対象者抽出のため
昭和31年12月23日〜平成18年12月22日生まれの男女
東1丁目地域 35件

6月16日 （一社）新情報センター
事務局長　山

やま

本
もと

　恭
やす

久
ひさ

総務省統計局の委託による「家計消費状況調査」の対象
者抽出のため

満16歳以上の男女（平成18年4月1日以前生まれ）
中1丁目地域 50件

7月5日 （一社）輿
よ

論
ろん

科学協会
理事長　井

い

田
だ

　潤
じゅん

治
じ

東京都政策企画局戦略広報部の委託による「保健医療
に関する世論調査（令和４年度第２回世論調査）」の対象
者抽出のため

18歳以上の男女
北2丁目地域 20件

7月11日 （一社）中央調査社
会長　境　克彦

東京大学大学院教育学研究科の委託による「高校入試
制度と学校生活に関する調査」の対象者抽出のため

平成18年4月2日〜19年4月1日生まれの日本人男女
富士見台3丁目地域 20件

8月3日 （株）綜研情報工芸
代表取締役　本

もと

山
やま

　幸
こう

二
じ

東京都政策企画局戦略広報部の委託による「広報広聴
活動に関する調査」の対象者抽出のため

満18歳以上の男女（平成16年1月2日以前生まれ）
富士見台2丁目地域 15件

8月19日 （株）インターネット
代表取締役社長　土

ど

井
い

　雅
まさ

晴
はる

東京消防庁企画調整部広報課の委託による「消防に関
する世論調査」の対象者抽出のため

18歳以上の男女
富士見台3丁目地域 12件

9月16日 （一社）輿論科学協会
理事長　井田　潤治

東京都政策企画局戦略広報部の委託による「自動車利
用と環境に関する世論調査（令和4年度第3回世論調
査）」の対象者抽出のため

18歳以上の男女
東1丁目・谷保地域 40件

9月26日 （一社）新情報センター
事務局長　山本　恭久

消費者庁総務課の委託による「令和４年度消費者意識
基本調査」の対象者抽出のため

満15歳以上の男女（平成19年10月31日以前生まれ）
北2丁目地域 25件

9月29日 （株）日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉

すぎ

原
はら

　領
りょう

治
じ

内閣府政策統括官（政策調整担当）付青少年支援担当の
委託による「こども・若者の意識と生活に関する調査」
の対象者抽出のため

10歳〜39歳の男女
谷保地域 66件

国または地方公共団体の閲覧請求（法第11条）

個人または法人の閲覧申出（法第11条の2）

1市から情報の入手方法の確保を
　災害時には、正しい情報を入手す
ることが重要です。市からの情報
ツールをご活用ください。
【情報入手方法】
▶︎防災行政無線による放送
※放送内容は、電話でも確認できま
す（通話料がかかります）。
TEL 042-505-7313
▶︎くにたちメール配信
▶︎市SNS（ツイッター、ラインなど）

2中央図書館で「災害に備える」を
テーマに書籍を展示中

　「災害に備える」をテーマに中央図
書館の話題の本棚のコーナーで関連
する書籍を展示しています。ぜひ、お
立ち寄りください。またこれをきっ
かけに災害への備えについて考えて
みませんか？
期３月31日㈮まで

3家庭内備蓄の準備を
　ライフラインが停止中に自宅で避
難生活を送る場合に備えて、食料品
や生活用品などを少なくとも3日分
は備蓄するよう心がけましょう。
　普段から少し多めに購入して、
使った分を買い足すこと
も備蓄になります。
【備蓄品の例】
▶︎食料品（水・缶詰めなど）
▶︎生活用品、衛生用品　等

4家具の転倒防止対策を
　地震による家具類の転倒により、
負傷したり、出口を塞いでしまい、避
難の妨げになることもあります。専
用の家具転倒防止器具などを用いて
固定するほか、家具の配置を見直し
てみませんか。
問
134防災安全課防
災・消防係2中央図
書館 TEL 576-0161

災害に備えよう東日本大震災からまもなく12年 この機会に地震などの災害への
備えを見直してみませんか。

凡例 =内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員 =募集人数 =費用=資格定 募 資 ￥対日内 期 場 師

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で
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くらし

　転入・転出・転居等の届出が多い
この時期に臨時窓口を開設します。
臨時受付窓口のため、他の部署での
手続きや国外転入、地番確認ができ
ない新築家屋への引っ越し、分合筆
を伴う引っ越し、住民票の広域交付
発行など、他機関・係への確認が必
要な手続きはできませんので、ご注
意ください。

※国外転入や再発行した転出証明書
または届出日より3カ月以上経過し
た転出証明書による転入の受付はで
きません。平日にご来庁ください。
※北市民プラザ、国立駅前くにたち・
こくぶんじ市民プラザの市民サービ
スコーナーでは、臨時受付窓口は開
設しません。
　3月・4月の月・金曜日は市民課

窓口が特に混み合います。混雑によ
りお待ちいただくこともあります。
ご理解、ご協力をお願いします。

住民票等交付窓口のご案内

　3月〜 5月は引っ越しに伴う異動
がピークとなるため、市役所窓口が
大変混雑します。住民票の写し・戸

籍全部（個人）事項証明書・印鑑登録
証明書の交付を希望する場合は、「国
立駅前くにたち・こくぶんじ市民プ
ラザ」または「北市民プラザ」をご利
用いただくと比較的スムーズに交付
できます。
　また、マイナンバーカード（顔写真
付き）をお持ちの方は、コンビニエン
スストアでの交付もできます。
※戸籍については本籍が国立市にあ
る人のみ交付できます。本籍地が国
立市ではない方は、本籍地自治体に
お問い合わせください。
※詳細は、市 HPでご確認ください。
問市民課市民係 TEL 576-2117

転入・転出・転居手続きなどの春の臨時受付窓口
3月25日㈯・4月1日㈯、各日午前8時30分〜午後5時

子ども・教育
小・中学校に通うお子さま
のいる教育費にお困りの
世帯の方へ
就学援助のご案内
　市内にお住まいで、小中学校に通
うお子さんのいる保護者のうち、教
育費にお困りで世帯の所得合計が一
定基準に満たない方を対象に、就学
援助事業を実施しています。4月に
小学1年生になるお子さん（入学前
準備金を申請したお子さんを除く）、
4月に小学4年生、中学1年生になる
お子さん、今まで申請したことのな
いお子さんがいる場合には申請が必
要です。

こどもブックフェス
くにたち2023

イベント・催し

　図書館では、4月23日㈰の「子ども
読書の日」に向け、子どもと本に関わ
るイベントを実施します。
紙皿でフォトフレームを作ろう！

　お気に入りの写真を紙皿でつくっ
たフォトフレームに入れて飾りま
す。
日 4月3日㈪①午後2時30分〜②午
後3時30分〜
場下谷保分室1階　和室
対 4歳以上の方（未就学児は保護者
同伴）
定各回4組（申込先着順）￥無料
申・問 3月17日㈮午後2時より、下
谷保分室 TEL 580-7215まで電話ま
たは窓口にて
ほんをあつめて、メダルをゲット！
　9つのテーマの本を探し、キラキ
ラメダルをもらいましょう。
日 3月22日㈬〜5月31日㈬
場谷保東分室￥無料申不要
問谷保東分室 TEL 580-7214

コマまつり
　折り紙や紙コップなどでコマをつ
くって遊びます。
※未就学児は親子でご参加くださ
い。

健康・福祉

いきいき百歳体操を
体験してみよう

イベント・催し

　おもりを使用して、ゆっくり手足
を動かし、自分のペースで筋力アッ
プをめざすことができる、百歳体操
を体験してみませんか。市内17のグ
ループが実施し、効果を感じている
方も多くいらっしゃいます。
日 4月7日㈮午前10時〜正午
場矢川プラス　多目的ホール
師塩野　啓子氏（国立市スポーツ推
進委員）
定 30名（申込多数時抽選）
申 3月20日㈪（必着）までに、①住所
②氏名③電話番号を記載し、問まで
郵送または市 HPの申込フォームよ
り

　詳細は、市立の小中学校に通うお
子さんについては、3月下旬までに
学校を通じて配布する「令和5年度
就学援助受付のお知らせ」を（4月に
小学1年生になるお子さんには、学
校を通じて4月上旬に配布）、その他
の小中学校に通うお子さんについて
は、市 HPをご覧ください。
問教育総務課学務保健係

10代のためのブックリスト
「L

ル ッ ク

OOK　B
ブ ッ ク

OOK」を3月に発行

　10代の皆さんに読んでほしい本
を紹介するブックリスト「LOOK 
BOOK」を発行しました。過去1年間
に出版された作品を中心に、図書館
員が本を選んでいます。小説からノ
ンフィクションまで、幅広いジャン

日 3月24日㈮・29日㈬・31日㈮、4
月5日㈬各日午後2時30分〜4時（出
入り自由）
場谷保東分室
定各日4組（申込先着順）￥無料
申・問 3月10日㈮午後2時より、谷
保東分室 TEL 580-7214まで電話ま
たは窓口にて

えほんをよんでビンゴ !!
　ビンゴカードに書いてある花・虫・
乗り物などのキーワードが出てくる
絵本を読んで、9マスのビンゴカー
ドに挑戦しましょう。ビンゴを達成
すると、特製の賞状がもらえます。
日 3月22日㈬〜5月31日㈬
場東分室（東福祉館内）￥無料
申不要
問東分室 TEL 580-7219
主催中央図書館
※体調が優れない場合、参加はお控
えください。

※参加の可否は郵送またはメールで
通知します。
問保健センター TEL 572-6111

市役所で手話通訳者を
ご案内できます

日
▶月・水曜日：午前9時〜正午
▶金曜日：午後2時〜 5時

（祝日を除く）
場市役所1階　しょうがいしゃ支援
課窓口
問しょうがいしゃ支援課手当・給
付係

ルからおすすめの本を紹介していま
す。このブックリストは、毎年3月に
発行しています。
　読書のきっかけや、新しい本との
出会いに、「LOOK BOOK」をご活用
ください！
配布場所 中央図書館、図書館分館、分

室（図書館 HP、
電子図書館で
も見ることが
できます）
問中央図書館
YAサービス
担当
TEL 576-0161

大切なおもちゃを直します
おもちゃ病院

イベント・催し

　おもちゃドクターが壊れたおも
ちゃを直します。
日 3月18日㈯午後1時〜 3時
場中央児童館
申不要￥無料
※部品交換の場合、費用がかかるこ
とがあります。
問中央児童館 TEL 575-3224
※芸術資源館 TEL 070-3898-3425
（東3-15-11）では、毎月第1土曜日、
午後1時〜3時に実施しています。修
理の受付は開館時間中に受付（開館
時間：水〜日曜日、各日午後1時〜5
時）。�「LOOK��BOOK」の

▲

表紙。

▲�昨年11月に行われた百歳体操自主グループ
の集い、「百歳体操だよ!!全員集合!!」の様子。

取り扱い業務 担当課・問 場所

引っ越し（転入・転出・転居）の届出
戸籍全部（個人）事項証明書・住民票の写し等の交付
印鑑登録および証明書の交付など

市民課市民係
TEL576-2117 市役所1階7番

国民健康保険の加入・脱退手続きなど
保険年金課
国民健康保険係
TEL576-2124

市役所1階�番

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
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新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

▶接種間隔が3カ月に短縮になりました
▶1人1回に限られる接種です

オミクロン株対応
ワクチンについて

直近の接種を他自治体で行なった後に、国立市へ
転入した場合、接種券の発行申請が必要です。

転入等を
した方へ

   4月1日㈯から、
   ラインでの予約ができなくなります
4月1日㈯から、ラインでの予約ができなくなります。
国立市予約サイト（インターネット）での予約は、引き続き利用で
きます。

①市 HPを開く。
②�「【新型コロナウイルスワクチン】接種の
予約について」のページを開く。

③�国立市予約サイト(右の画像のボタン）を
クリックする。

※右の二次元コードを読み込んでもアク
セスできます。

  市内の接種場所

▶市内医療機関
▶市民総合体育館（地下　第二体育室）
※市内で接種できる医療機関については、市 HP等でご確認ください。
※市民総合体育館での接種は、3月31日㈮で終了します。

予約方法(市で接種する場合)

○…市内で実施中　△…�東京都等が運営する大規模接種会場で接種
できる場合があります（市内では実施なし）

使用しているワクチンの種類

生後6カ月
〜4歳 5歳〜11歳 12歳以上

(武田（ノババックス）の3〜 5回目は18歳以上)

使用する
ワクチン

従来型 従来型 従来型 従来型 オミクロン株
対応型

ファイザー
乳幼児用

ファイザー
小児用 ファイザー 武田

（ノババックス）
ファイザー・
モデルナ

1・2回目
1・２回目：△
3回目：○

○ △ △

3回目 ○ △ ○

4回目 △ ○

5回目 △ ○

（いずれも時間帯は下表のとおり）3月4日㈯・25日㈯

時間帯

接種場所

市役所
（地下１階） 市民総合体育館

AM
（午前10時〜正午）

乳幼児：対象①
（生後6カ月〜 4歳） 12歳以上：対象③

PM
（午後1時30分〜4時30分）

小児：対象②
（5歳〜 11歳） 12歳以上：対象③

３
月
４
日
㈯
・
２５
日
㈯

※3月25日㈯は、乳幼児・小児の1回目の接種を実施しません。
※対象により接種場所が異なりますのでご注意ください。
※15歳以下の方は、保護者の同伴が必要です。

①乳幼児（生後6カ月〜4歳、1〜3回目）
※3月4日㈯に1回目を接種した方は、3月25日㈯に2回目を接種します。
※3回目を接種するには、原則、2回目接種日から8週間の間隔をあける
必要があります。

②小児（5歳〜11歳、1〜3回目）
※3月4日㈯に1回目を接種した方は、3月25日㈯に2回目を接種します。
※3回目を接種するには、原則、2回目接種日から5カ月の間隔をあける
必要があります。

③12歳以上の方で下記のいずれも満たす方
▶初回（1・2回目）接種を完了しておりオミクロン株対応ワクチン未接
種の方
▶前回接種から3カ月以上経過している方

対象

日時・場所

予約サイトへのアクセス方法

各
種
問
い
合
わ
せ
先

国
立
市

予約・接種会場
の確認・接種券
の再発行など

新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL �505-4114（日曜・祝日を除く午前9時〜午
後5時）FAX�576-0264（耳の不自由な方向け）

健康面での
一般的な相談

保健センター TEL �572-6111
（平日午前8時30分〜午後5時）

東
京
都

ワクチンの
副反応について
の相談

新型コロナワクチン副反応相談センター
TEL �03-6258-5802
（土・日曜・祝日を含む24時間対応）

▶接種に関して差別や不当な取り扱いを受けた場合
市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係 TEL �576-2111（内線229）

▶乳幼児(生後6カ月〜 4歳)
▶小児(5歳〜 11歳)
▶12歳以上の方

の接種を
同日に実施します

※接種券と本人確認書類を必ずご持参ください。

使用するワクチン
ファイザー社製
（③の方はファイザー社製のオミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンを
接種します）
　原則予約が必要ですが、予約に空きがある場合は、予約なしで
接種できる場合もあります。
　接種日当日に、新型コロナワクチン予約・案内センター TEL  505-
4114までお問い合わせください。

3月31日㈮まで 4月1日㈯から

�▶新型コロナワクチン予約・案内
�センター TEL �505-4114
▶国立市予約サイト
・インターネット
・ライン

▶新型コロナワクチン予約・案内
センター TEL �505-4114
▶国立市予約サイト
・インターネット
(ラインでの予約不可）▲国立市

　予約サイト。
▲国立市
　予約サイト。

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格
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お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

L
ラ イ ン

INE相談

　東京都福祉保健局公式LINEアカウン
トは、相談ほっとLINE＠

アット

東京です。「生
きるのがつらいと感じたら」メニュー
から相談を受け付けています。
日時  毎日午後3時〜11時(受付は午後
10時30分まで）

　東京都の自殺者数は、平成23年をピークに減少傾向でしたが、令和2年
以降増加傾向にあります。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こりうる危機」であり、
誰もが該当者となり得る重大な問題です。
　東京都では、毎年3月と9月に「自殺防止！東京キャンペーン」を実施し
ています。

東京都こころといのちのほっとナビ〜ここナビ〜

　東京都では、困りごとや悩み、お住まいの地域に応じた相談窓口をパソ
コンやスマートフォンから簡単に検索できるHP「東京都こころといのち
のほっとナビ〜ここナビ〜」を開設しています。匿名・無料での相談や、
休日・夜間に相談できる窓口もあります。

健康・福祉

その他の相談

　特別相談以外にもさまざまな相談を受け付けています。詳細は、こちら
の二次元コードへ。

対市内在住の65歳以上の方
定 各回6名（初回の方優先・申込先
着順・原則1人につき月1回の参加。
2回目以降は、各開催日の1週間前に
空きがあった場合、申込可）￥  無料
持歩数計（スマートフォンなどの機
能でも可）、飲み物、歩きやすい服装、
入浴に必要なもの（タオル等）
※銭湯利用時に歩数計で歩数を確認
します。希望者には歩数計を貸し出
します。
申・問  3月7日㈫より、高齢者支援課
地域包括支援センター（市役所内）
TEL576-2123まで電話（4月開催分
を受け付けます。5月以降は開催時
間が変更になる予定です。詳細は、4
月の市報に掲載します）

体を動かしませんか？
ご近所さんでレッツゴー！

講座・講習

　新型コロナウイルスによる生活の
変化に伴い、体を動かすことが減っ
た方、運動をしたいけれど何をやっ
たら良いのかわからない方に、運動
指導員等による、自宅でできる運動

を紹介します。感染予防のため、少人
数・申込制で開催します。
対市内在住の65歳以上の方￥無料
持飲み物、タオル、動きやすい服装
申・問3月7日㈫より、高齢者支援課

地域包括支援センター（市役所内）
TEL 576-2123まで電話（4月開催分
を受け付けます。5月以降は申込が
不要になる予定です。詳細は、4月の
市報に掲載します）

高齢者

介護予防事業
湯ったりウォーキング

　市内を歩いた後に、銭湯に入って
リフレッシュしましょう。
内 自宅または好きな場所から出発
し、受付時間に間に合うように銭湯
（鳩の湯）までウォーキングします。
到着したら運動指導員によるワンポ
イント講座を受けた後、無料で入浴
できます（銭湯の定める入浴マナー
をお守りください）。
日 毎週水曜日（祝日を除く・入浴施
設の都合により休みの場合あり）
▶受付：午前10時5分、ワンポイン
ト講座：午前10時10分〜10時20分
▶受付：午前10時30分、ワンポイン
ト講座：午前10時35分〜10時45分
▶受付：午前10時55分、ワンポイン
ト講座：午前11時〜11時10分
※密を避けるために、受付時間をお
守りください。

曜日 日程 時間 定員 場所

第1金曜 4月7日
（5月はお休み）

午前10時〜10時45分 10名 福祉会館2階
在宅サービス室午前11時〜11時45分 10名

午後1時30分〜2時15分 7名 下谷保
地域防災センター午後2時30分〜3時15分 7名

第2金曜 4月14日

午前10時〜10時45分 7名 中
地域防災センター午前11時〜11時45分 7名

午後1時30分〜2時15分 10名 福祉会館2階
在宅サービス室午後2時30分〜3時15分 10名

第3金曜 4月21日

午前10時〜10時45分 15名
北市民プラザ

午前11時〜11時45分 15名
午後1時30分〜2時15分 7名

西福祉館
午後2時30分〜3時15分 7名

第4金曜 4月28日

午前10時〜10時45分 15名
南市民プラザ

午前11時〜11時45分 15名
午後1時30分〜2時15分 10名 福祉会館2階

在宅サービス室午後2時30分〜3時15分 10名

〈ご近所さんでレッツゴー！　開催日〉

=持ち物 =申込方法 =問い合わせ =メール =ファクス=電話（市外局番042を省略しています） =ホームページ持 申 問 TEL FAX HP
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自殺防止！ 東京キャンペーン 問 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課
TEL  03-5320-4310

高齢者

3月は東京都の
自殺対策強化月間

　3月のキャンペーンにあわせて、受付時間の延長等を行います。いずれ
の窓口も無料です。
※フリーダイヤル以外の相談先は通話料・通信料がかかります。
※0570で始まるナビダイヤルは、携帯電話の無料通話、かけ放題プラン
の対象外です。

窓口名称 電話番号 特別相談期間 （参考）通常相談 実施主体

特別相談

0120-58-9090
TEL  03-5286-9090（東京）
※通常相談期間は、
TEL 03-5286-9090のみ。

3月1日㈬〜6日㈪：各日午後8時〜翌日午前2時30分
7日㈫：午後5時〜翌日午前2時30分

毎日午後8時〜翌日午前2時30分
※月曜日は午後10時30分〜、火曜
日は午後5時〜受付

NPO法人国際ビフレン
ダーズ東京自殺防止セン
ター

有終支援いのちの山彦
電話―傾聴電話― TEL  03-3842-5311 3月の火・水・金・土・日曜日および祝日

各日正午〜午後8時
火・水・金・土曜日
各日正午〜午後8時

NPO法人有終支援いの
ちの山彦電話

自殺予防いのちの電話
0120-783-556

※通常相談期間は、
TEL 03-3264-4343

3月1日㈬〜31日㈮各日午後4時〜9時
※3月10日㈮は、午前8時〜翌日（11日㈯）午前8時に実施

毎日24時間
（社福）いのちの電話　東京いのち
の電話

（一社）日本いのちの電話
連盟

東京都自殺相談ダイヤル
〜こころといのちのホッ
トライン〜

TEL  0570-087478 3月27日㈪〜31日㈮各日24時間 毎日正午〜翌日午前5時30分 東京都（NPO法人メンタ
ルケア協議会）

自死遺族傾聴電話 TEL  03-3796-5453 3月7日㈫〜10日㈮各日正午〜午後4時 火・木・土曜日
各日正午〜午後4時

NPO法人グリーフケ
ア・サポートプラザ

自死遺族相談ダイヤル TEL  03-3261-4350 3月6日㈪〜8日㈬各日午前10時〜午後8時 木曜日：午前10時〜午後8時
日曜日：午前10時〜午後6時

NPO法人全国自死遺族
総合支援センター

特別相談の実施

（全国）フリーダイヤル



下記の有料広告に関する問い合わせ：フレックス株式会社（立川市曙町2-20-16）　 TEL 528-3722　FAX512-5309有料広告

その他の
お知らせ

令和5年度
自衛官等の各種試験案内

1自衛隊一般曹候補生
受付期間
▶5月9日㈫まで
▶7月1日㈯〜9月5日㈫
▶9月6日㈬〜11月30日㈭
資18歳以上33歳未満の方

2自衛官候補生
受付期間 年間を通じて実施
資 18歳以上33歳未満の方
3自衛隊一般幹部候補生（パイロッ
トを含む一般および歯科・薬剤科）
受付期間
▶4月14日㈮まで（音楽要員を除く）
▶6月15日㈭まで（パイロット要員
を除く）
資 22歳以上28歳未満の方
〈共通事項〉
　応募資格、受付期間、資料請求など
自衛官等採用に関する詳細は、問ま
でお問い合わせください。
問 自衛隊東京地方
協力本部　国分寺募
集案内所
TEL 042-324-1010
（午前9時〜午後5時、
担当：竹田）

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等でお知らせします。
イベント等に参加する際は、マスクの着用、手

しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

フルートとピアノとファゴットの
ハートフルコンサート　出演者　　
斉藤歩　三野智也　小林香緒理
日3月24日㈮午後2時〜3時場南市
民プラザ　多目的ホール￥ 無料申
不要
問ハート＆ハート
TEL 573-8897（斉藤）

ヨガ体験教室
頑張らないヨガを体験して膝・腰・
首等をいたわってみませんか。
日 3月30日㈭午後1時〜2時30分
場市民総合体育館3階　第3体育室
対当センターに会員登録し就業等
を希望する60歳以上の市内在住の
方
定10名（申込先着順）￥無料
持バスタオル、フェイスタオル、水分
補給用飲料
申 3月7日㈫午前9時より問 まで電
話
問（公社）国立市シルバー人材セン
ター TEL 577-0919

○�市内を拠点とする団体等のイベン
ト・催しものを掲載しています。
※�政治・宗教活動、営利目的に関す
るものは除く。
○�掲載内容については、各団体まで
お問い合わせください。

2歳児親子の遊びの会
「風の子広場」申込受付中！
親子で楽しく遊びましょう♪
日4月19日㈬午前10時〜11時30分
定10組（申込先着順）￥無料
申 4月19日㈬までに問まで電話
場・問 認定こども園国

くに

立
た ち

富士見台
団地風の子
TEL 507-8667
1985年大阪西成の中学校教師たち
を描いた感動のドラマ。差別や貧困
をも超えるつながりがそこにあった。
日3月26日㈰①午前10時30分②午
後2時③午後5時
場キノ・キュッヘ（木乃久兵衛）
定 30名（申込先着順）
￥一般：1,000円、学生：無料
申 3月25日㈯までに問 まで電話ま
たはメール
問『かば』をともに観る@くにたちキ
ノ・キュッヘ
TEL 080-4110-2258
kenseisasaki74@gmail.com

地域の情報
催し・講座

帰ってきました！
春うらら国

くにたち

立・立川
さくらウォーキング
　国立発〜立川着（約９キロ）、立川
発は逆ルートです。
日 3月26日㈰（受付：午前10時〜
11時、最終ゴール：午後3時）
受付場所
▶国立発：旧国立駅舎北側
▶立川発：JR立川駅南口コトリン
ク３階
￥無料
申上記の二次元コードから
※当日申込も可 後援国立市
主催・問 国立市観光まちづくり協
会・立川観光コンベンション協会
TEL 574-1199

内容 日時 連絡先・場所
総合

オンブズマン
月〜金（祝日を除く）

午前8時30分〜午後5時
オンブズマン事務局

TEL 505-5127

ひとり親家庭 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子育て支援課子育て支援係
TEL 576-2111㈹（内線168）

女性相談

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

女性相談
市長室男女平等・
女性支援担当

TEL 576-2111㈹（内線403）
くにたち女性
ホットライン TEL 576-2127

月・水・金
午後7時〜�9時45分
土・日・祝日

午後5時〜�9時45分

夜間・休日女性相談（電話相談）
TEL 070-2632-1078

男女平等
生き方相談

月・火・木・金
午前10時〜午後6時
土・日・祝日

午前9時〜午後4時

くにたち男女平等参画ステーション
（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）

TEL 501-6996（相談専用）
TEL 501-6990（問い合わせ）

外
がいこくじん
国人のための相

そうだんあんない
談案内

事
じ
前
ぜん
予
よ
約
やく
制
せい
・随
ずい
時
じ
受
うけつけ
付� まちの振

しんこう
興課

か

Guidance�for�foreigners�
wishing�to�receive�consultation:
All�requests�for�consultation�
are�being�taken�on�a�per�reservation.
Our�reservation�desk�can�be
reached�at�any�time.
Thank�you�for�cooperation.
� Citizen�Consultation�Corner

외국인을 위한 상담 안내 
사전예약제 수시접수 시민상담코너

为外国人的咨询指南 
事先预约制 随时受理 市民咨询处

TEL 042-576-2111㈹
※外国人とかかわりをお持ちの方から

の相談も受けます。

行政インフォメーション

市の相談窓口をご利用ください
内容 日時 連絡先・場所

健康 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 保健センター TEL 572-6111

教育 月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

教育相談室 TEL 576-2109（要予約）
TEL 576-2050（いじめ相談）

子ども
オンブズマン

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子どもの人権オンブズマン
専用 0120-70-7830

子ども・育児 月〜土（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 子ども家庭支援センター TEL 573-0965

子ども
発達相談

月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

子育て支援課子ども保健・発達支援係
TEL 574-3311

ひまわり相談
（少年非行等）

偶数月の第1金曜日
（祝日を除く）午後1時〜3時 保護司

福祉総務課
TEL 576-2111㈹（内線796）中国残留邦人

等支援相談
月・木（祝日を除く）

午前9時〜午後5時（要予約）
中国残留邦人
等支援相談員

高齢者・しょう
がいしゃのた
めの法律相談

第3金曜日（祝日を除く）
午後2時〜 4時（要予約）

くらしの相談
（心配事）

月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

消費生活相談 月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

国立市消費生活センター（まちの振興課内）
TEL 576-3201※原則電話相談のみ

司法書士

社会福祉
協議会職員

社会福祉協議会
（福祉会館1階）
TEL 575-3222
電話相談

TEL 575-3247

行政インフォメーション

8 令和5年／ 2023年3月5日市報 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264 〒186-8501　富士見台2-47-1

=内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員
=募集人数
凡例

=持ち物=資格 =費用 =申込方法 =問い合わせ =電話（市外局番042を省略しています）持 申 問

定

募 資 ￥

対日内 期 場 師
TEL =ファクスFAX=メール =ホームページHP

その他のお知らせ 地域の情報
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