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　042-576-0264
042-576-2111（代） 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。

市 HPや市報の最新情
報がスマートフォンア
プリ「マチイロ」でもご
覧いただけます。

▲︎「マチイロ」　
　 HP。

　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。

基本的な感染防止対策の基本的な感染防止対策の
継続を継続を
※屋内・屋外を問わず、マスクの着脱は個人の判断です。

混雑時など場面
に応じた不織布
マスクの着用

こまめな
手洗い
手
しゅ

指
し

消毒

こまめな
換気

救急車？
病院？
迷った際は （東京消防庁救急相談センター）

24時間
年中無休♯7119TEL

　「まちなかのおおきな家と庭」をコンセプトに、多世代が利用できる機能を備
えた複合公共施設「くにたち未来共創拠点 矢川プラス」が、4月1日㈯にオープ
ンします。
　施設運営の合言葉は「つどう+つながる+つくりだす=みんなでつくる」。
この矢川プラスを「どんな場」にしていくかも、この場で生み出していく「まちの
元気や未来」も、矢川プラスにつどう皆さんそれぞれのチカラをつなげて、みん
なで一緒に考え、みんなで一緒につくりあげていきます。
　オープン前後には、皆さんに施設の機能だけでなく、矢川プラスが今後取り組
んでいく「地域のにぎわい」づくりや「多世代交流」「子育ち・子育て支援」につい
て体感してもらえるようなイベントを開催していきます。
　幅広い世代が楽しめる、事前申込の必要がないイベントも企画していますの
で、ぜひ、ご来場ください。
問くにたち子どもの夢・未来事業団　TEL  505-6226(矢川プラス内)

▶開館時間：午前9時～午後10時
▶休 館 日：毎月第１・３木曜日、
　　　　　  年末年始(12月29日～1月3日)
▶場　　所：富士見台4-17-65
　　　　　 (JR南武線矢川駅より徒歩4分)

利用案内

月 火 水 木 金 土 日
3月20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日

27日 28日 29日 30日 31日 4月1日 2日
オープンオープン

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

休館日

午後1時まで
施設利用不可

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

オープン！

館内の施設ごとの利用時間等については、
2面で紹介しています。

オープン期間カレンダー

イベント

イベント

イベントイベントイベント

イベント
（要申込）

イベント
（要申込）

プレ開館日(午前10時～午後4時)

イベント

イベント

イベント
（要申込）

イベント イベント

イベント

施設利用不可。 施設利用可。

さくら通り

矢川メルカード商店街

JR南武線 矢川駅

矢
川
通
り

各イベントの詳細は、問  の HP 、または今号の市報に折り込んでいるチラシをご覧ください。

※オープン当初は混雑が予想されるため、入場制限を実施する場合があります。

矢川プラス内覧会
３月25日㈯午前10時～午後4時
　矢川プラスの館内を見ることができます（一部施設は入替制）。

プレ開館日
３月29日㈬・30日㈭各日午前10時～午後４時
　開館前の矢川プラスを実際に体験できます。

内覧会



問くにたち子どもの夢・未来事業団　 TEL 505-6226（矢川プラス内）

貸出施設の予約

みんなのひろばこども縁側

利用登録受付日時　
休館日を除く午前9時～午後5時
※�3月中は、平日午前9時～午後5時に登録を受け付けています。
※�４月からは、午後5時～10時の時間帯も申請書の仮受付は
できますが、申請内容は翌開館日以降に確認します。

子ども家庭支援センターの機能が、一部矢川プラスに移管します。詳細は、５面に記載しています。

午前
（午前9時～午後0時30分）

午後
（午後1時～5時）

夜間
（午後5時30分～9時30分）

全日
（午前9時～午後9時30分）

多目的ルーム（大） 1,900円 2,200円 2,200円 6,900円
多目的ルーム（小） 1,600円 1,900円 1,900円 5,800円
（大）・（小）両方 2,700円 3,100円 3,100円 9,700円

①
午前9時～11時

②
午前11時15分
～午後1時15分

③
午後1時30分～
3時30分

④
午後3時45分～
5時45分

⑤
午後6時～8時

⑥
午後8時15分～
9時45分

全日
午前9時～
午後9時45分

スタジオ 1,500円 1,300円 8,800円

　貸出施設の利用には、W
ウ ェ ブ

EB予約システムでの予
約が必要です（予約システムの利用を開始するため
には、矢川プラス窓口での利用者登録が必要です）。

　新しくオープンする矢川プラス。皆さまも利用してみませんか？
　多目的ルームとスタジオ以外は、予約不要です。ふらっと立ち寄って、思い思いの
活動に利用することができます。皆さまのお越しをお待ちしています。

※自動車でお越しの方は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。
　施設利用のための沿道での駐停車はお控えください。

みんなのみんなの
ひろばひろば

矢川プラス矢川プラス

矢川保育園矢川保育園

しょうがいしゃしょうがいしゃ
専用駐車場１台専用駐車場１台

専用駐輪場専用駐輪場
約45台約45台

多目的ルーム多目的ルーム
大・小大・小

●多目的ルーム（大）・（小）　●スタジオ ●こどもラボ（国立市幼児教育センター）

●みんなのひろば（芝生）　●とおり土間・みんなのホール
●スタディコーナー　　

●矢川児童館　●ここすきひろば　●こども縁側
多世代のみんなが集えるスペース多年代の子どもと保護者の居場所

●�多目的ルーム（大）：定員40名、机20卓・椅子40脚・キッチンあり、5名以上から
利用可。

●多目的ルーム（小）：定員30名、机15卓・椅子30脚あり、5名以上から利用可。
●スタジオ：定員15名、鏡・音響設備・楽器あり、1名から利用可。

　「子どもの最善の利益」の実現のために、子育ち・子育てをまちぐるみで応援し、
多様な学びの機会を提供していく施設です。幼児教育に関する調査研究や連携に
取り組み、展示やワークショップ、講演会、研修、情報発信等を通じて皆さんの子
育ち・子育てを応援していきます。

　　だれでも気軽にくつろぎ、交流できるスペースであるとともに、イベント会
場として地域のにぎわいを生み出す空間でもあります。
ひとりで集中したいときには、スタディコーナーもご利用ください。

　「矢川児童館」は多年代の子どもが、「ここすきひろば」は乳幼児と保護者が、思
い思いにつどい、遊び、交流できる施設です。
　「こども縁側」には体を動かして遊べる「ネット遊具」や、遊びをとおしてさ
まざまな発見や学びに出会うことができる「探究キット」などがあります。

▲予約
　システム。

館内の施設ごとの開業時間

矢川児童館
午前9時30分～午後9時

（午後８時以降は、当面の間イベ
ント等でのみ利用可）

ここすきひろば
こども縁側

午前9時30分～午後4時30分
（木曜日休業）

多目的ルーム、スタジオ
（有料／要予約）

午前9時～午後10時とおり土間・みんなのホール
スタディコーナー
こどもラボ

（国立市幼児教育センター）
※部屋は研修等の実施にあわせて開放

午前9時30分～午後5時
（土・日曜・祝日休業）

敷地内 １F 2F

ここすきひろば 矢川児童館

多目的ルーム こどもラボ（研修） ワークショップスタジオ

とおり土間 みんなのホール

子育ち・子育ての応援貸出施設

矢川プラス
4つの機能

施設利用案内

館内施設マップ館内全体の
開館時間

午前9時～午後10時
※�当面の間小学生は午後６時まで、中高生は午後８
時まで。

※�毎月第１・３木曜日、年末年始（12月29日～1月3
日）は休館

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。

利用料金（市内団体）

とおり土間とおり土間 スタディスタディ
コーナーコーナーみんなのみんなの

ホールホール

児童館児童館
受付受付 ここすきここすき

ひろばひろば

こどもこども
縁側縁側

こどもこども
ラボラボ

授乳室授乳室児童館児童館

受付受付
受付受付

スタジオスタジオ

行政インフォメーション２ 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264市報 令和5年／ 2023年3月20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



「国立市第三次地域福祉計画（案）」の
答申を受けました

　２月３日に、国立市地域福祉計画
策定委員会より、「国立市第三次地域
福祉計画（案）」の答申が永見市長に
提出されました。
問福祉総務課地域福祉推進係

令和５年度
国立市生産緑地地区指定申請

　令和5年度は、4月下旬に申請を受
け付けます。
　なお、筆の一部について指定を希
望する場合は、該当箇所をあらかじ
め分筆登記する必要があります。
期４月17日㈪～28日㈮（土・日曜日
を除く）
申請場所・問  都市計画課都市計画係
（市役所3階 50 番窓口）
マイナンバーカード・
マイナポイントについての
よくあるお問い合わせ
Q１マイナンバーカードは市役所の
窓口ですぐにもらえますか？
A１市から送付する交付案内に記載
の専用電話かインターネット予約サ

イトで受取予約をお願いします。
Q２マイナポイントはいつまでに申
し込みをすればもらえますか？
A２令和5年5月31日㈬とされてい
ますが、決済サービスごとに申込終
了日が異なる場合があります(同年
２月末までのカード申請が対象)。
Q３カード取得は義務ですか？ 
A３取得は任意です。
※マイナンバーは各種手続きを簡単
かつスムーズにしてくれる制度です
が、マイナンバーカードには大切な
個人情報が記載されており、また身
分証明にもなりますので、紛失や置
き忘れ、第三者へのむやみな提供な
どにはご注意ください。
問マイナンバー総合フリーダイヤ
ル 0120-95-0178
または、市役所市民課市民係

行政
インフォメーション

税・年金

市・都民税の申告はお済みですか

　市・都民税の申告に基づく課税内
容は、国民健康保険税、介護保険・後
期高齢者医療の保険料の算定基準と
なります。また、就学援助、子ども医
療費助成制度などの各種手当を受け
ている方は、同居の被扶養者を除き、
収入の有無にかかわらず申告が必要
です。
　公営住宅にお住まいの方やシルバ
ーパスを申請する方などは、市・都民
税の課税・非課税証明書が必要にな
る場合があります。これらの証明書
は、申告していないと交付すること
ができません。申告が遅れると必要
なときまでに交付できない場合があ
ります。
　未申告の方は必要書類を持参し、
お早めに問まで申告してください。
なお、所得税の確定申告をした方は、
市・都民税の申告は必要ありません。
3月16日以降に確定申告を提出した
場合について
　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。
問  課税課市民税係TEL576-2113
納入には便利な口座振替を
納期内納入ご協力のお願い
納期限：3月27日㈪
▶保育料（①）・学童育成料（②）:3月
分
※納入には、便利な口座振替をご利
用ください。
問  ① 保育幼児教育推進課保育・幼稚

園係 TEL  576-2427
　②児童青少年課児童・青少年係
税・年金
国民年金第1号被保険者へ
国民年金基金からのお知らせ
　現在、自営業やフリーランスなど
の国民年金第1号被保険者が上乗せ
して加入できる「国民年金基金」があ
ります。将来ゆとりある老後を過ご
せるよう、任意で加入できる公的個
人年金です。国民年金基金は次のメ
リットがあります。
▶生涯受け取れる終身年金
▶年金額は確定、掛金額も一定
▶税制上の優遇（掛金は全額所得控
除、家族の掛金控除、受け取る年金も

公的年金控除対象）
▶万一の時は家族に一時金
※保証期間付のタイプに限ります。
▶自由なプラン設計
※なお、国民年金基金に加入する場
合は、基金が付加年金を代行してい
るため、付加保険料（月額400円）を
納める必要が無くなります。
　詳細は、問までお問い合わせくだ
さい。
問全国国民年金基金 0120-65-
4192
税・年金
国民年金第１号被保険者へ
産前産後国民年金保険料免除制度
　国民年金被保険者で下記の対象者
は、届出により、産前産後の期間、国
民年金保険料が免除され、国民年金
保険料が納付済みとなります。
対 国民年金第1号被保険者（自営業
者、学生、無職の方等）で平成31年2
月1日以降に出産した、または出産
予定の方　
※国民年金に任意加入中、厚生年金、
共済年金に加入中、厚生年金、共済年
金に加入中の方に扶養されている配
偶者は対象外です。
免除期間 出産（妊娠85日以上の分
娩）予定日、または出産日が属する月

の前月から4カ月間（多胎妊娠の場
合は、出産予定日、または出産日が属
する月の3カ月前から6カ月間）
届出に必要なもの
〈出産前に届出の場合〉
　母子健康手帳など出産予定日が記
載されている書類と、年金手帳・基礎
年金番号通知書など基礎年金番号が
わかる書類
〈出産後に届出の場合〉
　年金手帳・基礎年金番号通知書な
ど基礎年金番号がわかる書類と、被
保険者と子が別世帯の場合は、出生
証明書など出産日と親子関係を明ら
かにできる書類
※本人確認ができる書類（マイナン
バーカード、運転免許証、パスポート
等）もあわせてお持ちください。
※写真付きの本人確認書類がない場
合や、郵送での提出を希望する場合
は問までお問い合わせください。
届出時期  出産予定日の６カ月前～
問  立川年金事務所 TEL  523-0352
または市役所保険年金課国民年金係

宝くじ助成を受けました！

　このたび、㈶自治総合センターが
宝くじの社会貢献広報事業として宝
くじ受託事業収入を財源に実施して
いる「コミュニティ助成事業」によ
り、下谷保町内会が市内の小中学生
を対象としたレクリエーション活動
を実施しました。
　地域コミュニティに対する助成制
度については、問までご相談ください。
問  まちの振興課コミュニティ・市民
連携係

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

■個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納税の期限
:3月31日㈮
※所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税の期限、贈与税の申告と
納税の期限は過ぎています。期限内に納付ができなかった場合等は、納期
限の翌日から完納の日まで延滞税がかかります。振替納税をご利用の場
合、所得税及び復興特別所得税と贈与税の振替日は4月24日㈪です。
※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。詳細は、国税庁HPをご覧くだ
さい。

個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納税

　令和2年分の課税売上高（輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割
戻しの金額を差し引いた金額）が1,000万円を超える場合は、令和4年分

において消費税の課税事業者となり、消費税及び地方消費税の確定申告
書の提出等が必要です。
　また、令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、「消費税
課税事業者選択届出書」を提出している方、または令和3年1月1日～令和
3年6月30日の課税売上高が1,000万円を超えた方（同期間の1,000万円
の判定は給与等支払額の合計額でも可）も令和4年分の消費税及び地方
消費税の確定申告書の提出等が必要です。 
　令和4年分の消費税及び地方消費税の確定申告の提出期限および納付
期限は、3月31日㈮です。納税については、振替納税を利用できます。振替
納税は、あらかじめ指定した金融機関の預貯金口座から、自動的に納税額
が引き落とされる大変便利な制度です。振替納税をご利用の場合、消費税
及び地方消費税の振替日は4月27日㈭です。ご利用の場合は、確実に振替
納付できるよう、振替日前日までに口座残高をご確認ください。

「ニセ税理士」 「ニセ税理士法人」に依頼するのはやめましょう

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（音声ガイダンスに従って、用件の番号を選択）
※お問い合わせ・ご相談は、税務署の電話番号におかけいただいた後、
ご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。

▶ �永見市長（左）に答申を手渡す
　林大樹委員長（中央）と井上晴
　菜委員（右）。

行政インフォメーション 3市報〒186-8501　富士見台2-47-1 令和5年／ 2023年3月20日

持=持ち物 申=申込方法 問=問い合わせ =メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL =ホームページHP

イベント等に参加する際は基本的な感染防止対策を徹底し、マスクの着用について主催者の指示に従ってください。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。



市民委員
募集

【必要事項】
▶応募の際は、①住所②氏名（ふりがな）③性別④年齢⑤職業⑥電話番号
を明記のうえ、市内在住・在勤・在学である旨を確認できる書類（運転免
許証等）の写しを添えてください。
【共通事項】
▶謝礼・報酬は、会議1回の出席につき19,100円25,000円です。

　市の施策に関する協議などを行う委員会や協議会に、市民の皆さまにも市民委員として参加していただいています。下記の
協議会等で、市民委員を募集しています。

※上記以外の条件等がある場合があります。詳細は、市 HPをご覧ください。

▶市職員、市議会議員、他の附属機関等の公募市民委員は応募できません。
▶委員に選出された場合、原則として委員の氏名、任期等を公表します。
▶応募書類は一切返却しません。また、当選考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。なお、公表の要請があった場合は、情報開示
の手続きに基づき、個人情報を除いて原則として公表します。

名称（募集人数） 任期・会議 応募資格 応募方法 テーマ 選考結果 応募先・問

1国立市まちづくり
審議会（1名）

令和5年6月1日㈭〜令和6年
9月30日㈪・年3 〜 6回程度

（平日の日中・夜間）

令和5年6月1日時点で
18歳以上の市内在住・
在勤・在学の方

4月10日㈪（必着）までに、右のテーマに
ついて800字以内にまとめ（様式自由）、
問まで郵送、ファクス、メールまたは持参

「国立のまちづくりと景観
について」

5月下旬までに応
募者全員に通知

都市計画課指導係
sec_toshikei@city.

kunitachi.lg.jp

2国立市福祉有償運
送運営協議会（1名）

令和5年5月ごろ〜令和7年3
月31日㈪・年2回程度（平日
の日中）

令和5年3月1日時点で
18歳以上の市内在住・
在勤・在学の方

4月10日㈪（必着）までに、右のテーマに
ついて800字以内にまとめ（様式自由）、
問まで郵送、メールまたは持参

「体の不自由な方が行きた
いところへ行くための移動
手段」

5月上旬までに応
募者全員に通知

道路交通課交通係
sec_kotu@city.

kunitachi.lg.jp

くらし

すべての自転車利用者の
ヘルメット着用が
「努力義務」となります

交通

　4月1日㈯から、道路交通法の改正
により、すべての自転車利用者のヘ
ルメット着用が努力義務化されま
す。同乗者にもヘルメットをかぶら
せるように努めなければなりませ
ん。
　自転車事故で死亡した約7割が、
頭部に致命傷を負っています（警視
庁 HP より）。大人も子どももヘル
メットをかぶって、自転車を安全に
利用しましょう。
問道路交通課交通係

「令和 5年度くにたちごみの
分け方・出し方カレンダー」は
届きましたか？

環境

　「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
しました。カレンダーが届いていな
い場合は、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

▲カレンダーの表紙。

生ごみ資源化モデル事業の
試験期間延長

環境

　令和4年10月より、生ごみだけを
回収し、焼却処理ではなく堆肥化す
る事業を試験的に実施しています。
本モデル事業は試験期間を延長し、
すでに参加している世帯は令和5年
度も継続実施します。なお、集合住宅
在住者で本モデル事業にご興味があ
る方は、問までご連絡ください。
注意事項 本モデル事業は、令和5年

度生ごみ資源化事業として行い、対
象や参加世帯数を限定しています。
事業内容については随時見直す可能
性があります。ご不明な点等は問ま
でご連絡ください。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

▲�専用バケツ。

リサイクル家具販売会
環境

販売品（予定）
▶リサイクル家具類（約25点）
▶リサイクル自転車（3台）
日 4月8日㈯午後2時〜
※自転車の販売は抽選のため、2時
30分までにお越しください。
※営利目的の購入はできません。
※市内に限り、当日配送します（有

料）。
共催ごみ減量課清掃係
場・問くにたち富士見台人間環境
キーステーション　ゆーから
TEL 505-6089

アライグマやハクビシンを見かけた
ら情報をお寄せください

環境

　近年、アライグマやハクビシンの
目撃情報が多く寄せられています。
見かけても、素手で触れることや餌
付けは絶対にしないでください。
　野生鳥獣の捕獲には許可が必要で
すので、むやみに捕獲はできません。
　市では、アライグマやハクビシン
の生息が確認できた場合、市民の方
のご協力をいただきながら箱わなを
設置し、捕獲、駆除します。アライグ
マ・ハクビシ
ンの目撃、被害
にあった場合
は、問までご連
絡ください。
問環境政策課
環境政策係

第９回仮設ドッグラン開催
環境

　飼い主と犬のマナー向上をめざ
し、仮設ドッグランを開催します。
ドッグランに入場できる犬は、狂犬
病ワクチン・混合ワクチンを接種済
みで、ヒート（発情）中でないことが
条件です。詳細は、市 HPをご覧くだ
さい。
※状況によっては大型犬、小型犬を
分ける時間を設ける場合があります。
日 4月15日㈯・16日㈰午前10時〜

午後4時（小雨決行）
場矢川上公園￥無料申不要
主催くにたちL

ラ ブ

OVE D
ド ッ ク ス

OGS 
問環境政策課花と緑と水の係

防災行政無線の内容を電話で確認
防災行政無線電話応答サービス

防災

確認電話番号（自動音声）
TEL 042-505-7313
※通話料がかかります。
問防災安全課防災・消防係

中央図書館・北市民プラザ図書館の休
館日：4月4日・11日・18日・25日（い
ずれも火曜日）

※月～金曜日の各分室開室日が祝日等
と重なった場合はお休みです。

分室名 開室日 ・ 時間

下
し も

谷
や

保
ぼ

月・金 午後２時～５時

南市民
プラザ

月・水
木・金 午後２時～５時

土・日 午前１０時～午後５時
青柳 水・金 午後２時～５時

東

木・日 午後２時～５時

水・金・土

午前１０時～午後５時
（令和5年は、水曜日の
開館時間が午前10時
～午後5時に変更とな
りました）

谷保東 水・金 午後２時～５時

問▶︎中央図書館 TEL５７６-０１６１
　▶︎北市民プラザ図書館 TEL５８０-７２２０

〈開館時間〉
▶中央図書館：午前9時30分～午後7時
（土・日曜・祝日は午後5時まで）
▶北市民プラザ図書館：午前9時30分
～午後5時（祝日を除く水曜日は午後7
時まで）　

図書館カレンダー

◀�

市
HP

　「
相
談

　
窓
口
」。

◀�

パ
ラ
ソ

ル
HP
。

行政インフォメーション

1市役所1階まちの振興課
TEL 576-2111（代）（内線）178

2くにたち男女平等参画ステーション
パラソル TEL 501-6990

※事前予約・定員制、各種相談はそれそれぞれ年間３回まで。１回あたり30分無料（ただし人権・身の上相談は1時間） ※事前予約・定員制・無料

※新型コロナウイルスの感染拡大状況などの事情により、相談方法等が変更、または中止となる
場合があります。あらかじめご了承ください。

※1の相談を受けられる回数について、令和5年度より、「同一案件の相談は年間1回まで」から「各種相談（法律・税務・不動産など）はそれぞれ年間３回まで」に変更します（ただし人権・身の上相談を除く）。

相談名 日時 担当

法律

5日㈬・19日㈬
午前9時〜11時30分 弁護士12日㈬・26日㈬
午前9時〜午後4時

女性のための
法律相談

21日㈮
午前9時〜11時30分 弁護士

税務 6日㈭・20日㈭
午前9時30分〜正午 税理士

人権・身の上 7日㈮
午前10時〜正午 人権擁護委員

不動産 13日㈭
午前9時30分〜正午 宅地建物取引士

相談名 日時 担当

登記・法律 13日㈭
午後2時〜4時30分 司法書士

相続・遺言等
書き方

14日㈮
午前9時30分〜正午 行政書士

交通事故 28日㈮
午前9時30分〜正午 弁護士

労働・年金 20日㈭
午後2時〜4時 社会保険労務士

行政 27日㈭
午前10時〜正午 行政相談委員

外国人 随時受付 英語・中国語・
韓国語他

予約受付開始
3月24日㈮午前8時30分〜（電話可）

相談名 日時 担当 時間/回
法律相談

（離婚、ハラスメ
ントなど）

8日㈯・22日㈯
午後1時30分〜 4時 弁護士 30分

みらいのたね
相談（就業相談）

2日㈰
午前10時〜正午

キャリア
カウンセラー 50分

悩みごと相談 18日㈫
午前11時〜午後3時30分 心理カウンセラー 50分

S
ソ
OG

ジ
I相談（性的

指向、性自認など）
11日㈫午後4時〜 6時
23日㈰午後2時〜 4時 専門相談員 50分

予約受付中

4月の相談予約

4 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264令和5年／ 2023年3月20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

市報 行政インフォメーション くらし

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。



子ども・教育
4月に
子ども家庭支援センターが
移転します
　国立市子ども家庭支援センター
が、下記のとおり機能移転します。
1子育てひろば
　矢川プラスに移転して、4月1日㈯
より「ここすきひろば」として運営し
ていきます。
※現在の子ども家庭支援センターで
の子育てひろばは、3月25日㈯まで
実施し、矢川プラスでのオープニン
グに向けた準備のため、3月26日㈰
〜31日㈮は休止します。
2子育てひろば以外の事業（子ども・
子育てに関する相談、ファミリーサ
ポートセンター事業等）
　4月3日㈪から、市役所本庁舎（1階
20 番窓口）に移転します。

※現在の子ども家庭支援センターで
の、子育てひろば以外の事業は、4月
1日㈯まで実施します。
※相談専用電話番号 TEL573-0965
は、4月2日㈰以降は使用できません。
問  1ここすきひろばについて：（社
福）くにたち子どもの夢・未来事業
団 TEL  505-6552
21 以外について：子ども家庭支援
センター（市役所内）TEL573-0192

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」に向けて、子どもと本に関
わるイベントを実施します。
1えほんのじかんスペシャル!
　通常1日1回のえほんのじかんを、1
日に2回開催します!　皆さんの大好き
な絵本に出会えるかもしれません。ど
なたでも参加できます。
日 ①3月29日㈬午前10時〜10時30分
②4月1日㈯午後3時〜3時30分
※通常の実施時間（水曜日は午後3
時〜、土曜日は午前10時30分〜）に
加えて、上記時間にも実施します。
場 中央図書館2階　おはなしのへや
￥  無料 申  不要
問  中央図書館 TEL  576-0161
2本のしおりをつくろう!
　図書館が用意した「本のしおり」の

紙に色をぬったり、もようを書いて、
図書館に持ってきてください。皆さ
んの作った「本のしおり」を北市民プ
ラザ図書館内で展示します。どなた
でも参加できます。
日「本のしおり」の紙配布:3月23日
㈭〜、「本のしおり」展示:4月中
場 北市民プラザ図書館
￥  無料 申  不要
問  北市民プラザ図書館
TEL  580-7220
3としょかんのりようカードケース
をつくろう
　図書館の利用カードがぴったり入
るカードケースをつくりましょう。
日 4月16日㈰
①午後1時30分〜2時
②午後2時30分〜3時
③午後3時30分〜4時
場 南市民プラザ分室
対 4歳〜（未就学児は保護者同伴）
定 各4組（申込先着順）￥  無料
※申し込みは、保護者が行ってくだ
さい。
申  ・問  3月23日㈭より、南市民プラ
ザ分室TEL  580-7216まで電話また
は窓口にて
【1・2・3共通事項】
▶保護者は、マスクの着用をお願い
します。

募集
図書館「YA（ヤングアダルト）
すたっふ」募集
　令和4年度は、中学生6人、高校生
13人、大学生1人、図書館職員4人
で、毎月1回程度活動しました。8月
にゲームイベント「くにたち図書館
すごろくの戦い〜夏の陣〜」、1月に
「ブラインドブックフェア」の企画・
準備を行いました。図書館や本が好
きな人、イベントの企画や運営に興
味がある人、ぜひ、一緒に活動しま
しょう。
対 市内在住・在学・在勤の中学生
以上の10代の方
活動場所 中央図書館・北市民プラザ・
オンラインミーティング（Z

ズ ー ム

oomを
使用）
申  ・問  中央図書館YAサービス担当
TEL  576-0161まで電話または窓口
にて

図書館東分室の開室時間を延長

　4月から、毎週水曜日に午前10時
〜午後5時の開室時間に延長しま
す。
※通常は毎週水曜日午後2時〜 5時
に開室します。
問  東分室 TEL  580-7219

　狂犬病は、ウイルスの感染による感染症で、人間を含めたすべてのほ乳
類にうつります。予防接種を受け感染を防いでください。

狂犬病予防注射日・場
日程 時間帯 場所

4月18日㈫
午前10時〜11時30分 北市民プラザ

午後1時15分〜2時45分 市役所西側広場

※雨天時に中止する場合は、午前・午後それぞれ開始15分前に決定します。
※犬の登録も受け付けます（環境省のマイクロチップ登録をしていない
犬）。

集合注射料金（1頭分）
▶予防注射のみ:3,750円（注射済票交付手数料を含む）
▶登録と予防注射:6,750円（登録鑑札と注射済票交付手数料を含む）
※釣り銭のないようにお願いします。
【注意事項】
▶登録している犬の飼い主に、問診票を印刷した集合注射案内（はがき）

狂犬病予防集合注射について 登録鑑札と予防注射済票を犬の首輪につけて、迷い犬に
なったときに困らないようにしましょう。

健康 問保健センター TEL 572-6111

を3月下旬に郵送します。
▶狂犬病予防法では4月1日㈯〜6月30日㈮が接種期間と定められてい
ますので、期間内の接種をお願いします。
▶当日飼い犬の健康状態等について問診票で確認し、飼い主の印または
サインをお願いします（登録済で、お手元に案内はがきがない場合は、事
前に問までご連絡いただくか、当日会場でお申し出ください）。
▶環境省にマイクロチップを登録し、はがきが届いていない方は、マイク
ロチップ番号がわかるもの（登録証明証等）を必ずご持参ください。
▶犬の体は清潔にしておいてください。
▶丈夫なリードなどをつけて短く持ち、人や他の犬に危害を及ぼさない
よう、犬をしっかり抑えられる方が連れてきてください。
▶ふんを始末するビニール袋などをご用意ください。
▶動物病院で個別に狂犬病予防接種を受けた方は、案内と病院が発行し
た証明書（狂犬病予防注射済票）を 問  までお持ちください。注射済票（交
付手数料550円）を交付します。
▶問  への介助犬以外の犬の入館はご遠慮ください。

4月の乳幼児健康診査
　新型コロナウイルスの感染拡大状
況により、健診日程については変更
の可能性があります。対象の方には
個別にご案内します。通知の紛失や
途中転入の方、また、ご不明な点は、
問  までお問い合わせください。
乳幼児歯科健康診査・相談
日 4月6日㈭・20日㈭
対 1歳前後〜未就学児
申 問  まで電話

育児相談

　保健師、栄養士、助産師による個別
相談です。育児やお子さんのことに

ついて相談したい方はぜひ、お越し
ください。身体測定のみを希望する
方も予約できます。
日 4月7日㈮
対 就学前のお子さんと保護者
定 相談あり:35組、身体測定のみ:55
組（いずれも申込先着順） 
申  3月22日㈬〜4月6日㈭に 、問  ま
で電話
持 母子健康手帳、バスタオル（1歳未
満のみ）、替えおむつ
※ベビー歯みがきステップ・離乳食
フェアは、育児相談予約者が対象で
す。希望する方は、育児相談をご予約
ください。

楽しくスタート！
離乳食（初期）講座

日 4月7日㈮午後1時15分〜1時45分
※申込多数時は午後2時〜2時30分
でご案内する場合があります。
対おおむね4カ月〜5カ月のお子さ
んの保護者
定 20名（申込先着順）
※保育はありません。
申 問まで電話

ウェルカム赤ちゃん教室
Aコース

　初めてお母さん・お父さんになる
方が、出産・育児について学び、安心
して出産を迎えられるようにするた
めの講座です。
内 栄養講話、出産と育児の準備、沐

もく

浴
よく

子どもの健診・講座
問子ども保健・発達支援係（保健センター内）TEL 574-3311

場保健センター 体験など
日 1日目:5月13日㈯午前10時〜正
午または午後1時30分〜3時30分、2
日目:5月16日㈫午後1時30分〜4時
対 原則、初めてお母さん・お父さんに
なる方
※安定期に入る妊娠6カ月以降の受
講をおすすめします。
定 20名（申込先着順） 
申 問まで電話

=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

5市報〒186-8501　富士見台2-47-1 令和5年／ 2023年3月20日子ども・教育

イベント等に参加する際は基本的な感染防止対策を徹底し、マスクの着用について主催者の指示に従ってください。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

健康・福祉



【5月のがん検診】※申込多数時抽選。抽選結果は締切日からおおむね3週間後に郵送します。

【直接医療機関に申し込むがん検診】
検診の種類 記号 検診場所 対象者・定員など 受診期間 自己負担 備考

子宮頸がん
こうのレディースクリニック（ TEL

576-3131）、内 野 産 婦 人 科（ TEL

580-0112）◎岡産婦人科、◎片山
クリニック　※◎は予約不要

20歳以上の女性で、
西暦奇数年生まれ
の方

5月1日㈪〜令和6年2月29日㈭ 無料
健康保険証を持参し、市内の指定医療
機関で直接受診してください（西暦偶
数年生まれの方は、令和6年度が対象
です）。

検診の種類 記号 検診場所 対象者 人数 受診期間 自己負担 備考

胃がん ア

立川北口健診館
（立川市曙町2-37-7
コアシティ立川ビル）
立川駅より徒歩5分

40歳以上
※胃がん検
診の対象者
は75歳未満
です。

各日
最大8名
※日によっ
て異なりま
す。

5月1日㈪〜 31日㈬
※日曜・祝日は除く
 胃がんあり
男性：午前8時〜
女性：午前8時15分〜
 胃がんなし
男性・女性とも
午後２時〜

無料

【胃がん】バリウムを飲みX線検査
【肺がん】2方向からの胸部X線検査
【喀

か く

痰
た ん

検査】
肺がん検診希望の50歳以上で、1日の喫煙本数×喫煙年
数が600以上に該当し希望する方は、喀痰検査を追加で
きます（現在は禁煙しているが、過去に喫煙していた方
も含む）。加熱式タバコについては、「カートリッジの本
数」を「1日の喫煙本数」と数えます。
例）20本×30年＝600

【大腸がん】便潜血2日法

肺がん イ

胃がん・肺がん ウ

胃がん・大腸がん エ

肺がん・大腸がん オ

胃がん・肺がん・大腸がん カ

5月受診のがん検診は4月3日㈪（必着）までに、問まで次の①〜
③のいずれかの方法でお申し込みください。

①はがき、メール、ファクスに必要事項を記入し送付
②電話で必要事項を伝えて申し込み
③ 市HP「がん検診」のページにある申込用フォームか

ら申し込み
問〒186-0003　富士見台3-16-5
　 保健センター（がん検診担当）
　 gankenshin@city.kunitachi.lg.jp
　 FAX 574-3930
 　 TEL 505-7030（平日午前8時30分〜午後5時）

申 込 方 法申 込 方 法

がん〈一次〉がん〈一次〉
検診検診

▶胃、肺、大腸がん検診は年度に1回受診できます。前年度、市のがん検診を受診した方は、10カ月以上の間隔をあけてください。
▶乳がん検診は2年に1回、前年度未受診の方が対象です。授乳中の方は受診できません。
▶胃内視鏡検診は2年に1回、前年度未受診の方が対象です。令和5年度に胃内視鏡検診を希望する方は、胃バリウム検診の同年受
診はできません。
▶自覚症状がある方、検診する箇所が治療中または経過観察中の方、前回の検診で要精密検査となり、まだ精密検査を受診してい
ない方は受診できません。
▶職場などで受診の機会がある方は、ご遠慮ください。

注意事項
※ がん検診は、受診日時点で国立

市民の方が対象です。新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
変更する場合があります。

健康

【通年で実施しているがん検診】※申し込みから、おおむね3週間後に順次必要書類を郵送します。
検診の種類 記号 検診場所 対象者・定員など 受診期間 申込期限 自己負担

乳がん
（視触診とマンモグラフィ） セ 立川市内の指定医療機関 40歳以上の女性 令和6年2月29日㈭まで 令和6年2月1日㈭まで 2,000円

大腸がん
（単独・便潜血2日法） ソ 国立市内の指定医療機関 40歳以上 令和6年3月30日㈯まで 令和6年3月1日㈮まで 無料

胃がん
（胃内視鏡検診） タ 国立市内の指定医療機関 50歳以上

定員350人（定員になり次第申込終了） 令和6年2月29日㈭まで 令和6年2月1日㈭まで 3,000円

▲�市HP。 ▲�メール
　アドレス。

【必要事項】
①氏名（ふりがな）・性別
②生年月日・年齢
③住所・日中連絡のとれる電話番号
④希望する検診の記号（複数記入可）
⑤喀痰検査を希望する場合（50歳以上の方）は、喫煙指数
　記入例：○○本×○○年＝○○（上表の備考参照）
⑥立川北口健診館での検診を希望する方は、都合の悪い曜日
※記入の曜日以外で、日程を決定します。

高齢者
新70歳、新転入70歳以上の方へ
シルバーパス4月の交付予定
有効期限：9月30日㈯
　東京都では、70歳以上の方を対象
としたシルバーパスを、申込により
発行しています。費用は、市民税課税
状況で異なります。詳細は、問までお
問い合わせください。市内の臨時交
付窓口は次のとおりです。
日 4月3日 ㈪ 〜7日 ㈮ 午 前9時30分
〜午後4時30分（土・日曜日を除く）
場福祉会館1階
問東京バス協会 TEL 03-5308-6950
令和5年度
高齢者肺炎球菌定期予防接種
予防接種券の郵送
　市内に住所を有し、過去に高齢者
肺炎球菌の予防接種を受けたことが
ない方のうち、令和5年度に対象の
年齢となる方に、予防接種券を4月
上旬に郵送します。なお、新型コロナ
ウイルスワクチン予防接種を前後に
受ける場合は、原則として13日以上
の間隔を空ける必要があります。
接種券有効期間 令和6年3月31日㈰ま
で
対右表をご覧ください。

※過去に高齢者肺炎球菌の予防接種
を受けたことがなく、接種日当日に
60歳以上65歳未満の方のうち下記
の（1）（2）のいずれかに該当する方
で、そのしょうがいにより1級の身
体障害者手帳を有する方のうち高齢
者肺炎球菌予防接種を希望する方
は、問までご連絡ください。

（1）心臓、じん臓、呼吸器の機能に
しょうがいをお持ちの方

（2）ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能にしょうがいをお持ちの方

〈令和5年度対象者〉
年齢 生年月日

65歳 昭和33年（1958年）4月2日〜
昭和34年（1959年）4月1日

70歳 昭和28年（1953年）4月2日〜
昭和29年（1954年）4月1日

75歳 昭和23年（1948年）4月2日〜
昭和24年（1949年）4月1日

80歳 昭和18年（1943年）4月2日〜
昭和19年（1944年）4月1日

85歳 昭和13年（1938年）4月2日〜
昭和14年（1939年）4月1日

90歳 昭和8年（1933年）4月2日〜
昭和9年（1934年）4月1日

95歳 昭和3年（1928年）4月2日〜
昭和4年（1929年）4月1日

100歳 大正12年（1923年）4月2日〜
大正13年（1924年）4月1日

問保健センター TEL 572-6111

講座・講習

「〜たくさんの　笑顔が走る首都東京〜」
交通安全講習会のお知らせ

交通

　春の全国交通安全運動期間に先立
ち、下記の日程で交通安全講習会を

開催します。
　交通事故を未然に防ぐため、交通
安全について、今一度考える機会と
して、ぜひ、ご参加ください。
日 4月13日㈭午後4時〜（受付：3時30分）
場市役所3階　第1・2会議室
定 40名（当日先着順）￥無料申不要
問道路交通課交通係

健康・栄養相談★
　血圧・血糖・コレステロール・中
性脂肪が高めの方などへ管理栄養
士・保健師が相談に応じます。
　体

た い

組
そ

成
せ い

計を使用して全身の筋肉量
を計測し、その方に応じたアドバイ
スを行います（ペースメーカー装着
の方は測定できません）。
日 4月5日㈬・19日㈬
健診は受けた後が大切です
スマートライフ健康相談★
　国立市の国保特定健診を受診し、
受診結果が基準値を超えた方に、ス
マートライフ健康相談（特定保健指
導）のご案内を郵送しています。
　生活習慣病の予防や重症化を防ぐ
ための食事のとり方、運動の取り入

れ方を管理栄養士または保健師が個
別にお伝えします。
日 4月4日㈫・10日㈪・22日㈯・28
日㈮
※上記以外の日程を希望する方はご
相談ください。

保健センターからのお知らせ 申込は問まで電話
★の相談場所：保健センター問保健センター TEL 572-6111

日曜・祝日の応急診療は…
（必ず受診前に電話で連絡を）
■医科　
▶午前10時〜午後4時30分
休日診療センター
TEL 576-2341（富士見台3-16-6）
▶午後6時〜9時
国
くに　たち

立さくら病院
TEL 577-1011（東1-19-10）
■歯科
午前10時〜午後4時30分
さくら休日歯科診療所
TEL 577-0418（富士見台3-16-17）

健康

講座・講習６ 市役所　 TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264市報 令和5年／ 2023年3月20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

健康・福祉高齢者

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。



新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

  努力義務の適用について

   Q＆A

   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。
（電話または予約サイト上での予約をお願いします）
▶武田社（ノババックス）の3回目以降の接種年齢が「12歳以上」
になりました。

　令和5年度に行う新型コロナワクチンの追加接種については、①新
型コロナウイルス感染症のまん延の状況と、②予防接種の有効性及び
安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、努力義務の規定は下記の
とおりとなっています。初回接種(5歳以上の1・2回目接種、生後6カ
月〜 4歳の1〜 3回目接種)は下記に関わらず「努力義務あり」です。

〇：努力義務あり　×：努力義務なし

※1　「5歳〜11歳」で基礎疾患がない方は、オミクロン株対応2価ワクチンを1回も
接種していない場合、5月8日㈪以降も接種できます。
※2　ｍRNAワクチンに含まれる成分へのアレルギーがある等、何らかの理由でオ
ミクロン株対応2価ワクチンを接種できない方のための選択肢として、12歳以上の
方は組換えタンパクワクチン（武田社(ノババックス）ワクチン）も接種できます。

　令和5年春開始接種の対象者は、令和5年春開始接種期間中(5月8日㈪
〜8月ごろ)に1回接種でき、令和5年秋開始接種期間中(9月以降)に1回
接種できます。ただし、1つの期間に2回以上接種することはできません。
例：5月10日㈬と8月10日㈭両方の接種はできません(ともに令和5年
春開始接種期間中であるため)。

Q�12歳〜 64歳で基礎疾患等がないため、令和５年春開始接種（5月
8日㈪〜 8月ごろ）の対象ではありません。いつまで接種できます
か？

A�5月7日㈰まで接種できます。オミクロン株対応２価ワクチンを１回
も接種していない接種希望者のうち、令和５年春開始接種の対象者
でない方は、必ず5月7日㈰までに接種してください。

Q�なぜ令和5年度の接種が始まるのですか？
A�ワクチンの重症化予防効果が、高齢者などは6カ月程度で低下する
との報告もあることから、高齢者などを対象に令和5年春開始接種
を実施します。また、ここ数年、新型コロナウイルスが年末年始に流
行していることから、5歳以上の方は、令和5年9月から年末までの
間に令和5年秋開始接種を開始する予定です。

接種会場や接種券の発送時期については、決まり次第、市報や市HPで
お知らせします。

接種時期 令和５年春開始接種
（5月8日㈪〜 8月ごろ）

令和５年秋開始接種
（9月以降）

対象

初回接種（１・２回目）を完了して
いる方で、
▶65歳以上の高齢者
▶基礎疾患がある方等(5歳〜64歳）
※１
▶医療従事者・介護従事者　等
※基礎疾患の詳細は、市HPをご確
認ください。

初回接種（1・２回目）を完了
している方で、5歳以上の
すべての方
※令和５年春開始接種で接
種した方は、この期間にも1
回接種可能です。

使用する
ワクチン

オミクロン株対応2価ワクチンの
使用を基本とする(ファイザー社・
モデルナ社)※２
(前回の接種から少なくとも3カ月
経過した後、接種可能)

国において令和5年度早期
に決める

▶12歳以上の方：ファイザー社・モデルナ社のオミクロン株（BA.4-5）
対応2価ワクチン（追加接種（3回目以降）の対象者のみ）
▶5歳〜11歳の方：ファイザー社
（1・2回目接種は従来型ワクチン、追加接種（3回目以降）はオミクロン
株（BA.4-5）対応2価ワクチン）
▶生後6カ月〜 4歳の方：ファイザー社（従来型ワクチン、１〜３回目接種）

現在、市内の接種で使用しているワクチンの種類

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（原則、土・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）
※接種券発送時期等は業務を行う場合あり（詳細は市 HPへ）

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）

対象 令和 4年度 令和 5年度

初回接種
（1・2回目）

12歳以上 ○

5 歳〜 11歳 ○

初回接種
（1〜 3回目） 生後 6カ月〜 4歳 ○

対象 5月7日㈰まで 5月8日㈪以降

12歳以上

高齢者 (65 歳以上 )

○

○
基礎疾患あり ○
医療従事者など ×

上記以外の方 (12 歳〜 64歳 ) ×

5 歳〜 11歳
基礎疾患あり ○
上記以外の方 ×

令和5年度の追加接種（3回目以降）について
5月8日㈪以降は「令和５年春開始接種」に切り替わり、接種できる方が限定されます ４月以降も接種費用無料

４月以降も
接種費用無料

 5歳～ 11歳の追加接種（3回目以降）について

 5歳～11歳の追加接種（3回目以降）について

本接種は、オミクロン株対応ワクチンの接種機会が少ないことから、
下に記載している5月8日㈪以降も継続して実施します。

  市内の接種場所   予約方法
  (市で接種する場合)

▶市内医療機関
▶市民総合体育館（地下　第二
体育室）
▶市役所(地下1階、3月25日㈯
のみ実施）
※市内医療機関の詳細は、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。

▶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
（4月1日㈯からはラインでの予
約不可）

　使用するワクチンをファイザー社のオミクロン株対応2価ワク
チンに切り替えます。
対象初回接種（1・2回目接種）を完了した5歳〜 11歳の方
（3回目で従来型ワクチンの接種を受けた方も接種可能、詳細は市　
HPでご確認ください）
使用するワクチン ファイザー社（オミクロン株（BA.4-5）対応2価ワクチ
ン）
接種間隔前回の接種から少なくとも3カ月経過後
※接種は義務ではなく個人の判断によるものです。
※1人1回限りの接種です。

令和5年度の初回接種（１・２回目※）について
今までどおり継続して接種できます
（※生後６カ月〜４歳の方は３回目接種を含む）

  接種回数について

=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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イベント等に参加する際は基本的な感染防止対策を徹底し、マスクの着用について主催者の指示に従ってください。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

健康・福祉
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第241回東京都都市計画審
議会の傍聴者募集

日 5月19日㈮午後1時30分〜
場東京都庁内会議室
付議予定案件 都庁都市整備局 HPまた
は問で確認
※一部非公開となる場合や国立市に
関する付議案件がない場合もありま
す。
定15名（申込多数時抽選）
申・問 4月27日㈭（消印有効）までに、
東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課計画監理担当 TEL 03-
5388-3225（〒163-8001新宿区西
新宿2-8-1）まで、往復はがきに住
所・氏名・電話番号・傍聴希望の旨を
明記のうえ郵送（1人1通のみ有効）

安心サービス「協力会員」
新入会説明会開催

　高齢者や病気などでお困りの方を
助ける協力会員を募集中です。登録
会員制サービスです。

日 4月13日㈭午前10時〜11時30分
場福祉会館3階　講座室
対心身ともに健康で、自転車で活動
可能な18歳以上の方
謝礼活動1時間につき953円〜
申 4月12日㈬までに、問まで電話
※本事業は市が補助金を出して実施
する事業です。
問国立市社会福祉協議会安心サー
ビスTEL 575-3223（平日午前9時〜
午後5時）

催し・講座

くにたち桜ライトアップ

　今年も大人気の桜ライトアップを
実施します。くにたちの夜桜をぜひ、
お楽しみください。
期 3月24日㈮〜4月9日㈰、各日午後
6時〜9時

場大学通り緑地帯、富士見台第一
団地西側、谷保第一公園、JR矢川駅
ロータリー周辺
主催・問国立市観光まちづくり協会
TEL 574-1199

「くにニャンポーチがもらえ
るスタンプラリー開催中！」

　商工会女性部のイベント加盟店3
店舗で、それぞれ500円以上の買い

物をするとプレゼントがもらえます。
※限定500個！　なくなり次第終了。
期４月末日まで開催
加盟店マップの配布場所各加盟店、市役
所、国立市商工会館、旧国立駅舎ほか
※本事業は市が補助金を交付してい
る事業です。
問国立市商工会女性部 TEL 575-1000

▶ライトアップの様子。

　お花見の季節がやってきました。桜が
咲くなか、趣向を凝らした模擬店、舞台で
のダンス・歌のパフォーマンス、体験型
の企画イベントなど盛りだくさんのプロ
グラムを予定しています。子ども向けの
イベントも充実しています。家族や友人
をお誘い合わせのうえ、ぜひ、ご来場くだ
さい。
日 4月1日㈯午前10時30分〜午後5時・
2日㈰午前9時30分〜午後4時
場谷保第三公園
主催第46回くにたちさくらフェスティバ
ル実行委員会
問第46回くにたちさくらフェスティバル
実行委員会事務局（市役所まちの振興課
内）

第46回「くにたちさくらフェスティバル」開催
（荒天中止）イベント

4月1日㈯・2日㈰

内容 時間
出店 午前10時30分〜午後5時
舞台（歌・ダンス等） 午前11時〜午後5時
ミニSL（乗車賃：50円） 午後1時〜
ジャンボバルーン 午前11時〜午後3時30分
くにニャン 1日２回登場予定
白バイ展示 午前11時〜
ゲームラリー 午前11時〜午後5時

防災体験
コーナー

・ミニ防火衣体験
・けむり体験
・初期消火体験

午後1時〜

・はしご車体験※
　（予定） 午後2時

※プログラムの内容・時間は変更する場合があります。
※はしご車体験：�本部前で開始時間の30分前から整理券

を配布します。また、緊急出動発生時は
中止します。

内容 時間
出店 午前9時30分〜午後4時
舞台（歌・ダンス等） 午前10時〜午後4時
ミニSL（乗車賃：50円） 午前10時〜
ジャンボバルーン 午前10時〜午後3時30分
昔の遊び 午前10時〜午後3時

防災体験
コーナー

・ミニ防火衣体験
・けむり体験
・初期消火体験

午前10時〜

・はしご車体験※（予定） 午前11時・午後2時
くにニャン 1日２回登場予定
野点（のだて） 午前11時〜午後3時
紙ヒコーキ飛ばして「未来空間」 午前10時〜午後4時
青パト・パトカー展示

午前10時〜

警察子ども用制服貸し出し・ピーポ
君登場
フードドライブ
カーボンニュートラルに関する展示
バルーンアート
ゲームラリー 午前10時〜午後4時
くにたちカルタ「ジャンボカルタであそぼ」 午前10時〜午後3時
輪投げ 午前10時〜午後4時

4月1日㈯

4月2日㈰

○�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。

鹿
ろく

鳴
めい

会
かい

ダンスパーティーのお知らせ
元気に楽しく〈サークルについては
問まで〉
日4月9日㈰・30日㈰午後1時15分
〜4時場福祉会館4階　大ホール
￥500円
問鹿鳴会ダンスパーティー
TEL 090-7714-2322（細田）

水泳‼　コーチの指導で初心者〜上
級者まで楽しく泳ぎましょう。
無料体験あり。70才位迄
日毎週金曜日午前10時〜正午
場市民総合体育館　室内プール
￥月3,500円
申・問アクアかもめクラブ
TEL 070-7470-7550（山元）
フォーレ・レクイエムを歌いません
か。合唱団員大募集です。4月から練
習開始ですので、今がチャンス！
日月3回土曜日午後6時30分〜（4月
は8日と15日のみ）
場福祉会館　大会議室
￥月2,000円
申・問タント・カンターレ
TEL 090-2542-3625

=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

8 令和5年／ 2023年3月20日市報 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264 〒186-8501　富士見台2-47-1

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基本的な感染防止対策を徹底し、マスクの着用について主催者の指示に従ってください。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

地域の情報イベント・催し
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