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若者応援ガイドブックの使い方 
若者応援ガイドブックは、若者のみなさんが将来を考え、未来に向かっ

て進んでいくことをお手伝いするための冊子です。例えばこんなときに… 
 
 
 
  自分の将来を思い描いてみませんか 

  →悩みの相談先…3 職業の紹介…7 進路の相談…8 

 

 

  これからのこと、一緒に考えていきましょう 

  →進路の相談…8 高校へ行きたい…9 就学金の相談…12 

 

 

 あなたにぴったりの仕事がきっと見つかります 

  →職業の紹介…7 仕事の相談…10 就職のサポート…10 

 

 

  どうすれば解決するか、相談しながら考えていきましょう 

  →解決へナビゲート…3 お金の相談…4 市役所のこと…16 
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目  次 
Ⅰ 悩みを相談したいときは   …3 
 １ 若者（１８歳以上）の悩みごと 
  ・東京都若者総合相談センター「若ナビα」 
 ２ ティーンズ（中学生から１９歳）の悩みごと 
  ・小平市ティーンズ相談室ユッカ 
 ３ 生活のこと、お金のこと 
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 ４ その他の相談窓口 
  ・こたエール 
  ・こども相談室 
  ・子どもの悩みごと相談 
  ・東京都ひきこもりサポートネット 
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 １ 自分の将来を描いてみよう! 
  ・各種職業の紹介（学生の方へ） 
  ・各種職業の紹介（社会人を目指す方へ） 
 ２ 進路の相談がしたい 
  ・青少年リスタートプレイス 
 ３ 高卒の資格をとりたい 
  ・東京都教育相談センター 
 ４ 学び直したい 
  ・子どもの学習支援（個別学習教室） 
 ５ 就職したい 

・東京わかものハローワーク（新宿） 
  ・こだいら就職情報室（ハローワーク立川） 

・東京しごとセンターヤングコーナー 
 ６ 就職へ向けてステップアップしたい 

・たちかわ若者サポートステーション 
 

Ⅲ お金が不安な方のために …12 
 １ 就学資金の相談 
  ・高等学校等就学支援金 
  ・東京都育英資金（東京都私学財団） 
  ・母子・父子福祉資金貸付 
  ・高卒認定試験合格支援給付金 
  ・生活福祉資金（教育支援資金） 
  ・受験生チャレンジ支援貸付事業 

 ２ 生活するためのお金の相談 
  ・総合支援資金貸付 
  ・生活保護 
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Ⅳ 市役所では何ができるの? …16 
  １ 市役所でできること 
 ２ 市役所までのアクセス 
  ・鉄道及びバスをご利用の方 
 ３ 庁舎の位置関係 
 ４－１ 窓口のご案内（市役所） 
    ・市民課 
  ・保険年金課 
  ・税務課 
  ・子育て支援課 
  ・その他の課について 
 ４－２ 窓口のご案内（健康福祉事務センター） 
  ・障がい者支援課 
  ・生活支援課 
 ４－３ 窓口のご案内（健康センター） 
  ・健康推進課 
 ４－４ 窓口のご案内（福祉会館） 
  ・小平市社会福祉協議会 
   こだいら生活相談支援センター 
   総務係 
 

Ⅴ 情報を得たい         …22 
  １ 小平市からの情報発信 
  ・市報こだいら 
  ・小平市ホームページ 
  ・小平市公式ツイッター 
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 １ 若者（１８歳以上）の悩みごと 

  ● 東京都若者総合相談センター「若ナビα」 

  若者の相談をていねいに受け止める無料相談窓口です。 
  あなたの相談をお聞きし、相談内容に合った支援機関を紹

介します。 

   🔸対象   都内にお住まいの１８歳以上の方とその家族 

   🔸相談方法 電話・メール・ＬＩＮＥ・来所（事前予約制） 

         電話以外の相談方法は若ナビαホームページをご確認ください。 

   🔸相談時間 月曜～土曜(年末年始を除く) 11:00～20:00 (メールを除く) 

 ２ ティーンズ（中学生から１９歳）の悩みごと 

  ● 小平市ティーンズ相談室 ユッカ 

  家族のこと、友達のこと、学校のこと、進路のこと、 
  自分自身のこと…どんなことでもお話しください。 
   電話、メール相談と、来所での相談も行っています。 
   🔸対象   小平市内にお住まいの中学生から１９歳までの方とその家族 

   🔸相談方法 電話・メール・来所 

   🔸相談場所 小平市小川東町4-2-1 

         小平元気村おがわ東2階  

   🔸相談時間 水曜・金曜 13:00～19:00 

         土曜 10:00～18:00 

         木曜（電話のみ） 13:00～18:00（祝日・年末年始を除く） 

   🔸メール  teenssoudan-yucca@unchusha.com 
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３ 生活のこと、お金のこと 

  ● こだいら生活相談支援センター 

  仕事、家計、借金などの経済的な相談のほか、頼る人がな
く孤立しているなどの相談に専門の相談員が応じ、支援を
行います。相談は無料です。 

   🔸対象   小平市内にお住まいの方 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階 

         小平市社会福祉協議会 こだいら生活相談支援センター 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

 

  ● 市民無料相談 

  弁護士、家庭相談員、人権擁護委員などの専門相談員が相
談に応じ、問題解決に向けたアドバイスをします。 

   🔸対象   小平市内にお住まいの方、在学・在勤されている方 

   🔸相談方法 面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市小川町2-1333 小平市役所1階 

        市民課市民相談担当 

   🔸相談時間 月曜～金曜 13:30～16:30（祝日・年末年始を除く） 

        ※相談内容によって、相談日時が異なります。 

         詳細はお問い合わせください。 
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 ４ その他の相談窓口 

  ● こたエール 

  若者のネットやスマホのトラブルの相談窓口です。１人で
悩まず、相談しましょう。 

   🔸対象   都内にお住まいの子どもとその家族 

   🔸相談方法 電話・メール・ＬＩＮＥ 

        電話以外の相談方法は本事業ホームページをご確認ください。 

   🔸相談時間 月曜～土曜（祝日を除く）15:00～21:00（メールは随時） 

  ● こども相談室 

  東京公認心理師協会に属する公認心理師、臨床心理士がお
電話で相談にのっています。いじめや友達関係で悩むお子
さんや、子育てに悩むご家族からの相談をお受けします。 

   🔸対象   都内にお住まいの子どもとその家族 
   🔸相談方法 電話 

   🔸相談時間 火曜・水曜・金曜・土曜・日曜 

 10:00～12:00、13:00～16:00 

  ● 子どもの悩みごと相談 

  第二東京弁護士会の子どもの権利に関する委員会が子ども
やそのご両親からの相談をお受けしています。 

  いじめ、虐待、少年事件、家族の問題、無戸籍問題など、
お悩みの方はお気軽にご相談ください。 

   🔸対象   都内にお住まいの子どもとその家族 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9階 

   🔸相談時間 火曜・木曜・金曜（祝日を除く） 

15:00～19:00（面談は17:00まで） 
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  ● 東京都ひきこもりサポートネット 

  ご自身やご家族のひきこもりについて、悩みを抱えていま
せんか。ひきこもりは「相談して良い」悩みです。抱え込
まず、ご相談ください。 

   🔸対象   都内にお住まいの１５歳以上の方とその家族 

   🔸相談方法 電話・メール・訪問 

        電話以外の相談方法は本事業ホームページをご確認ください。 

   🔸相談時間 月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）10:00～17:00 

        （メールは随時） 
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 １ 自分の将来を描いてみよう! 

  ● 各種職業の紹介（学生の方へ） 

   みなさんは、将来何になりたいかって、はっきり言えますか。 

   こんな悩みをもっている人も多いのではないでしょうか。 

   ・どんな職業があるのかわからない 

   ・職業の名前はわかるけど、どんな仕事かわからない 

   ・知りたいけど、どうやって調べたら良いかわからない 

   そんなあなたにぜひやってほしいこと、それは・・・ 

 
 
 
 
 
 

若者が「キャリアデザイン」を知るサイト 
 

   まずはこちらのサイトを覗いてみてください。楽しみながら「キャリアデ

ザイン（自分の将来をはっきり描くこと）」を知るための東京都のサイトです。

各方面で活躍している先輩からのメッセージや、自分のキャラクターに合っ

た職業について自己分析ができる「ｍｙキャラ発見ゲーム」など、いろいろ

な職業を知り、将来を描くのに役立つ情報がいっぱいです。 

   もし自分が興味を持った職業に就職して、働き始めたらって考えると…不

安もあるけど、わくわくもしてきませんか?みなさんが将来のために踏み出

した一歩と、その新鮮な気持ちを大切にしてください。 

   未来に向かうあなたを、この冊子は応援します。 
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  ● 各種職業の紹介（社会人を目指す方へ） 

  ハローワークなどの各就職支援機関では、個別のナビゲー
ターが細やかに就職までの支援をしています。自分にはど
んな職業が合っているのか、どんな仕事をしていきたいの
か。そんな若者の悩みをしっかり受け止め、伴走してくれ
ます。詳しくはP.10 ５ 就職したいをご覧ください。 

 

 ２ 進路の相談がしたい 

  ● 青少年リスタートプレイス 

  高等学校を中途退学した方、高等学校での就学経験のない
方、進路選択を控えながらも中学校で不登校の状態にある
方やその保護者を支援しています。 

   🔸対象   都内にお住まいの高校生相当年齢の方とその家族 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制）・相談会等 

   🔸相談場所 新宿区北新宿4-6-1 東京都子供家庭総合センター4階 

        東京教育相談センター内 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 
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 ３ 高卒の資格をとりたい 

  ● 東京都教育相談センター 

  都立高校の入学、進級、進路に関する相談に対応し、助言
及び情報提供等を行っています。 

   🔸対象   高校在籍者、高校への入学、編入学、転入学を希望する子ども 

        と、その保護者、教職員 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 新宿区北新宿4-6-1 東京都子供家庭総合センター4階 

   🔸相談時間 月曜～金曜       9:00～21:00 

        土曜・日曜・祝日 9:00～17:00 （年末年始を除く） 

   ※資格取得のための勉強をしたいけれどお金が不安だから独学する、とい

う方は、高卒認定試験合格支援給付金（P.13）の制度があります。 

 

 ４ 学び直したい 

  ● 子どもの学習支援（個別学習教室） 

  ひとり親家庭や一定所得以下の世帯の子どもを対象に、専
門の指導員が個別指導を中心に基本的な学力を身につける
ためのサポートをします。 

   🔸対象   小平市内にお住まいの生活保護世帯、就学援助受給世帯または

児童扶養手当受給世帯に属する小学校６年生から高校生相当年

齢までの方 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市小川町2-1333 小平市役所2階 

        子育て支援課相談支援担当 

   🔸相談時間 月曜～金曜 8:30～17:00 （祝日・年末年始を除く） 

   🔸募集期間 お電話にてお問い合わせください。 
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 ５ 就職したい 

  ● 東京わかものハローワーク（新宿） 

  正社員での就労を目指している若者や、正社員経験の少な
い若者への専門的な支援を行っています。仕事の紹介だけ
でなく、担当制の相談などのフォローも実施しています。 

   🔸対象   都内にお住まいの３４歳以下の方 

   🔸相談方法 電話・面談（担当制は事前予約が必要） 

   🔸相談場所 新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル9階 

   🔸相談時間 月曜～金曜 10:00～18:00（祝日・年末年始を除く） 

  ● こだいら就職情報室（ハローワーク立川） 

  地域密着型のハローワークです。毎日専門の相談員が、お
仕事の相談や求人の紹介を行っています。地元求人情報は
もちろん、全国のハローワークの求人も検索できます。 

   🔸対象   小平市内にお住まいの方 

   🔸相談方法 電話・窓口相談 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 小平市福祉会館3階 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

  ● 東京しごとセンターヤングコーナー 

  就職支援アドバイザーによる個別カウンセリングをはじめ、
様々な仕事探しのサポートメニューを提供しています。 

   🔸対象   都内にお住まいの方２９歳以下の方 

   🔸相談方法 面談（電話にて事前予約も可能） 

   🔸相談場所 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター3階 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～20:00  土曜 9:00～17:00 

        （祝日・年末年始を除く） 
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 ６ 就職へ向けてステップアップしたい 

  ● たちかわ若者サポートステーション 

  働くことに悩みを抱えている方に対し、キャリアコンサル
タントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練
などによるステップアップ、協力企業への就労体験などに
より、就労に向けた支援を行っています。 

   🔸対象   １５歳から４９歳までの方 

   🔸相談方法 面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 立川市 高松町2-9-22 生活館ビル3階 

        ※地域若者サポートステーションは他の地域にもあります。 

   🔸相談時間 月曜・火曜・木曜・金曜・土曜 

9:00～18:00（祝日・年末年始を除く） 
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 １ 就学資金の相談 

  ● 高等学校等就学支援金 

  高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、
授業料の一部に充てる費用を学校に支払い、家庭の教育費
負担を軽減します。 

   🔸対象   都内にある高等学校等に通う方 

        詳細は以下へお問い合わせください。 

   🔸相談方法 電話 

         都立:教育庁都立学校教育部高等学校教育課 

            📞 ０３－５３２０－７８６２ 

            月曜～金曜 9:00～17:45（祝日・年末年始を除く） 

         私立:東京都私学就学支援金センター 

            📞 ０３－５２０６－７８１４ 

            月曜～金曜 9:15～17:00（祝日・年末年始を除く） 

 

  ● 東京都育英資金（東京都私学財団） 

  勉強の意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な
学生本人に、無利子で奨学金を貸し付ける制度です。 

   🔸対象   申込者が国公私立の高等学校等に在学しており、かつ、申込

者とその保護者が都内に住所を有している方 

        詳細はお問い合わせください。 

   🔸相談方法 電話 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:15～17:00（祝日・年末年始を除く） 
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  ● 母子・父子福祉資金貸付 

  母子・父子家庭の方等を対象に、修学・就職・転宅など目
的別に、必要額を限度額内でお貸しします。貸付にあたっ
ては、一定の要件があります。 

   🔸対象   貸付の種類によって異なります。詳細はお問い合わせください。 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市小川町2-1333 小平市役所2階 

        子育て支援課相談支援担当 

   🔸相談時間 月曜～金曜 8:30～17:00 （祝日・年末年始を除く） 

  ● 高卒認定試験合格支援給付金 

  高卒認定試験合格のための講座費用の最大６割（１５万円
以内）を支給します。 

   🔸対象   小平市内にお住まいの高卒認定試験合格を目指すひとり親家

庭の父・母・子ども（２０歳未満） ※所得制限あり 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市小川町2-1333 小平市役所2階 

        子育て支援課相談支援担当 

   🔸相談時間 月曜～金曜 8:30～17:00 （祝日・年末年始を除く） 

  ● 生活福祉資金（教育支援資金） 

  学校教育法に規定する高校・大学等に入学する際に必要な
入学金や授業料などの費用を無利子で貸し付けます。貸付
にあたっては、一定の要件があります。 

   🔸対象   都内にお住まいの低所得の世帯 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階 

        小平市社会福祉協議会 総務係 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 
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  ● 受験生チャレンジ支援貸付事業 

  一定所得以下の世帯の方等を対象に、受験のために必要な
学習塾費用と受験料を無利子で貸し付けます。貸付にあた
っては、一定の要件があります。 

   🔸対象   都内にお住まいの低所得の世帯 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階 

        小平市社会福祉協議会 総務係 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

 

 ２ 生活するためのお金の相談 

  ● 総合支援資金貸付 

  離職などで日常生活全般に困難を抱えた世帯に、その世帯
の生活の建て直し、自立に向けての資金の貸付と継続的な
相談支援を自立相談支援機関と連携して行っています。貸
付にあたっては、一定の要件があります。 

   🔸対象   小平市内にお住いの方。詳細はお問い合わせください。 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階 

        小平市社会福祉協議会 総務係 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 
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  ● 生活保護 

  お金がなくて生活できない方の生活費支給制度です。自ら
の能力や親族の援助、その他の法律や制度によって支給さ
れる収入を生活費に充当してもなお、国が決めた最低生活
が維持できないときに対象になります。 

   🔸対象   詳細はお問い合わせください。 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市小川町2-1333 小平市健康福祉事務センター2階 

        生活支援課 

   🔸相談時間 月曜～金曜 8:30～17:00（祝日・年末年始を除く） 

 

  ● 住居確保給付金 

  失業中で収入が少ないなど、住宅を喪失するおそれのある
方を対象に、家賃額相当分（上限あり）を支給するととも
に、再就職に向けた支援を行っています。 

   🔸対象   小平市内にお住まいで、次のすべてに該当する方 

        １ 離職や廃業後２年以内の方、または個人の責めに帰すべ

き理由や都合によらず収入が減少し、就労状況が離職ま

たは廃業の場合と同等程度の状況の方 

        ２ 離職等により住宅を喪失、または賃貸住宅に居住し住宅

を喪失するおそれのある方 

        ３ 就労意欲があり、求職活動を行う方 

        ４ 収入、預貯金等の支給要件を満たす方 

        ※新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、支給

要件が緩和されています。 

   🔸相談方法 電話・面談（事前予約制） 

   🔸相談場所 小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階 

        小平市社会福祉協議会 こだいら生活相談支援センター 

   🔸相談時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 
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  市役所では、この町で暮らしていくにあたり必要な住民票などの届出をはじめ、

様々な手続きができます。ここでは、みなさんが利用することが多い市役所での

手続きや窓口の紹介をします。 

 １ 市役所でできること 

  例えば、こんな場合には市役所で手続きが必要になります。 

   🔸引っ越した場合 

・転居届（市内での引越）/ 転出届（市外への引越）/ 転入届（市外からの引越） 

・マイナンバーカードの継続手続き 

・国民健康保険の住所変更（市内での引越）・脱退（市外への引越）・加入（市外からの引越） 

 ※他の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 

 

   🔸就職（離職★）をした場合や、健康保険の被扶養者になった（被扶養者でなくなった★）場合 

・国民健康保険の脱退・加入の届出 ・国民年金の加入の届出（★の場合のみ） 

 

   🔸子どもが生まれた場合、結婚・離婚する場合 

・出生届   ・婚姻届   ・離婚届   など 

 

   🔸各種証明書が必要な場合 

・住民票の写し      ・印鑑登録証明書 

・戸籍謄本、戸籍抄本   ・課税・非課税証明書   など 

 

  

 小平市では、住民票の写し、印鑑登録証明書などが受け取れる証明書自動交付

機を市内に７カ所設置しています。休日や夜間もご利用になれます。設置場所

等詳細は、市ホームページでご確認ください。 
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 ２ 市役所までのアクセス 

  ● 鉄道及びバスをご利用の方 

  〔鉄道〕西武多摩湖線青梅街道駅が最寄り駅です。 
      青梅街道駅から市役所まで、徒歩５分です。  
  〔バス〕ＪＲ国分寺駅・新小平駅、西武新宿線小平駅・花

小金井駅、西武拝島線東大和市駅から市役所最寄
りのバス停までそれぞれバスが出ています。 

      ※それぞれのルートの詳細は、市ホームページでご確認ください。 

 

 ３ 庁舎の位置関係 

Ａ 市役所 
    🔸市民課 

   🔸保険年金課 

   🔸税務課 

   🔸子育て支援課      など 

 

Ｂ 健康福祉事務センター 

    🔸障がい者支援課 

   🔸生活支援課       など 

 

Ｃ 健康センター 

    🔸健康推進課 

 

Ｄ 福祉会館 

    🔸小平市社会福祉協議会 

    こだいら生活相談支援センター 

    福祉総務課       など 
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 ４－１ 窓口のご案内（Ａ 市役所） 
    

   ● 市民課 

   市民課では、転入、転居などで住所が変更となったときの届出や、出生届、

婚姻届、離婚届などの戸籍の届出、住民票の写し・戸籍謄本などの証明書の

発行、印鑑登録などをはじめとする業務を行っています。外国人住民の方の

住所変更の届出などもこちらです。 

   

   ● 保険年金課 

   保険年金課では、国民健康保険・国民年金の加入及び脱退の届出をはじめと

する業務を行っています。 

 

 

     市役所１階 案内図 
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   ● 税務課 

   税務課では、課税・非課税証明書の発行をはじめ、主に市税に関する業務を

行っています。市民税の申告が必要な際の窓口はこちらです。 
 

   ● 子育て支援課 

子育て支援課では、この「若者応援ガイドブック」を発行しています。また、

ひとり親家庭への生活資金の貸付などをはじめ、主に子ども、若者、ひとり

親に関する業務を行っています。ティーンズ相談室ユッカを運営する小平市

子ども家庭支援センターの担当課です。 

 

市役所２階 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● その他の課について 

  これまでに紹介した課は、みなさんのライフイベント（ひとり暮らし、就職、

離職、引っ越し、結婚など）の際に、１度は訪れることになる課です。市役

所にはこの他にもたくさんの課があり、それぞれの業務を行っています。詳

しくは市ホームページをご覧ください。 

  また、市役所１階の正面玄関を入って右手には総合受付もあります。市役所

のどこの課に相談したら良いかわからない場合などは、こちらにご相談くだ

さい。 
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 ４－２ 窓口のご案内（Ｂ 健康福祉事務センター） 
    

   ● 障がい者支援課 

  障がい者支援課では、障がい者手帳をお持ちの方の困りごとに対する相談を

はじめ、障がい者の方々への支援業務を行っています。もし困ったことがあ

れば、個別の担当者へ相談できます。 

 

   ● 生活支援課 

  生活支援課では、生活保護の相談窓口があり、また、生活保護を受けている

方を支援する担当者が業務を行っています。 

 

 

     健康福祉事務センター 案内図 
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 ４－３ 窓口のご案内（Ｃ 健康センター） 
    

   ● 健康推進課（１階） 

  健康推進課では、各種健（検）診、予防接種、健康相談、健康教育、休日・

準夜応急診療、妊娠中や出産後の乳幼児の育児相談などを行っています。難

病・小児慢性疾患・大気汚染の医療費助成や養育医療・自立支援医療（育成

医療）の支給・給付の受付を行っています。 

 

 ４－４ 窓口のご案内（Ｄ 福祉会館） 

   小平市社会福祉協議会 

   ● こだいら生活相談支援センター（４階） 

  こだいら生活相談支援センターでは、住居確保給付金などをはじめとする、

生活やお金に関する困りごとの相談窓口です。 

 

   ● 総務係（４階） 

  総務係では、生活福祉資金（教育支援資金）や総合支援資金貸付などの相談

を受け付けています。 
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 １ 小平市からの情報発信 

  ● 市報こだいら 

  市の最新情報を市報として発行しています。戸別配布のほか、市の

施設・市内各駅・郵便局・JAなど、市内各所に配架しています。 

  ● 小平市ホームページ 

  市からのお知らせやイベント情報、市報などを掲載しています。その

ほか、市内公共施設の地図検索もできます。 

  ● 小平市公式ツイッター 

  イベントに関する情報や防災情報を中心に発信しています。 
   🔸アカウント名   プチ田舎 東京都小平市 

   🔸アカウントＵＲＬ https://twitter.com/kodaira_tokyo 

  ● 小平市公式フェイスブック 

  プチ田舎として小平の魅力や気象情報などを発信しています。 
   🔸アカウント名   プチ田舎 東京都小平市 

   🔸アカウントＵＲＬ https://www.facebook.com/koho.kodairacity/ 

  ● 小平市公式ユーチューブ 

  市内風景、設置物、市の魅力などを発信しています。 

   🔸チャンネル名   プチ田舎 東京都小平市 

   🔸アカウントＵＲＬ 

    https://www.youtube.com/channel/UCp9YZtjCNcGOq3fQlln31Xg 

  ● 小平市メールマガジン（こだいらNEWS） 

  防災・防犯緊急情報をはじめ、ご希望の情報をお届けしています。 
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