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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 4日㈬・11日㈬・18日㈬・25日㈬
午後1時～4時30分(いずれも30分×7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

秘書広報課広報広聴
係
☎042-497-1808

対市内在住・在勤・
在学の方
※2月17日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 4日㈬午後1時～3時（40分×3枠）
土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）5日㈭
午後1時～3時（いずれも30分×4枠）不動産取引相談

年金・労働相談 11日㈬
午前9時30分～11時30分（40分×3枠）

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

11日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 18日㈬
午前9時30分～11時30分

（いずれも30分×4枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等の手続）
行政相談 18日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 25日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎042-497-1848

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談 毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

教
育
相
談

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526（☎
042-493-4122）
※電話予約は午前9
時から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
3日㈫・5日㈭・13日㈮・17日㈫・19日
㈭・27日㈮・31日㈫
午前10時～午後4時

男女共同参画センター（アイ
レック）
☎042-495-7002
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 19日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 4日㈬・11日㈬・12日㈭・18日㈬・26
日㈭午前10時～午後4時

法律相談 10日㈫・24日㈫午後2時～4時
しごと相談 6日㈮午前10時～3時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（4階） 

清瀬・ハローワーク
就職情報室
☎042-494-8609

月の3 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：デロンギ（オイルヒーター）2台　★ゆずってください：今回はありません。
 申 問2月17日午前9時から消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 備考

第2回農業委員会 2月20日㈭
午前9時～

健 康 セン
ター

清瀬市農業委員会事務局
（産業振興課産業振興係）
☎042-497-2052

傍聴希望者は
直接会場へ。

◆市（まちづくり応援基金）へ
　石黒裕之様２件（1２0,000円）、丸
山哲子様（２5,000円）、匿名様16件
（398,000円）
◆社会福祉協議会へ
　ボランティア手芸グループ様
（150,000円 ）、ふれあい募金箱

清瀬市都市計画審議会
【議題】①清瀬市都市計画マスター
プランの改定について②報告事項
（生産緑地について・都市計画道路
の進捗状況について） 日２月18日㈫
午前9時～ （受け付けは午前8時45分
～） 場健康センター 問まちづくり課
まちづくり係☎04２-497-２093
※傍聴希望者は直接会場へ。定員
10人（定員を超えた場合は抽選）。

地域福祉活動応援助成
　令和２年度中に行われる助け合い
活動などに対し、審査のうえ助成し
ます。 対見守り・サロン活動、子
ども食堂、障害や病気のある方の交
流活動など【助成金額】1事業につき

原則30,000円～100,000円（内容に
より基準が異なります） 申 問 ２月２5
日までに社会福祉協議会窓口で配布
する申込書（同協議会ホームページ
からもダウンロード可）に必要事項
を記入し、直接社会福祉協議会☎
04２-495-5333へ

（148,773円）、JA東京みらい清瀬地
区女性部様（30,000円）、布おもち
ゃなかよし様（17,979円）、矢代惠

美子様（10,000円）、武蔵野友の会
様（10,000円）、匿名様1件（２4円）
　ありがとうございました。

 申 問1・2は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、3は健康推進課母子保健係☎042-497-2077、
4は健康づくり推進員・村野☎042-492-2894へ

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
　1．おなかスッキリエクササイズ
　おなかまわりや背中、腰まわりのエクササイ
ズでゆがみを解消し、基礎代謝アップ！　おな
かもスッキリ！！対市内在住の方。先着45人講健
康運動指導士　八木香氏

3月24日㈫午後1時
30分～3時20分

竹丘地域
市民セン
ター

2月17日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

　2．足裏バランス測定＆簡単ワンポイントエ
　クササイズ
　足裏の画像をコンピューターで解析し、足裏
のバランスを簡単にチェック！対清瀬市国民健康
保険または後期高齢者医療保険に加入している
方。先着80人

3月5日㈭・6日㈮い
ず れも午前9時30
分～11時30分、午
後1時30分 ～ 2時
30分

健 康セン
ター

直接窓口
または電
話で申込
み

3．スマイルベビーきよせ　①プレママ準備ク
ラス、②すくすく赤ちゃんクラス
　②は授乳相談ができます。対①参加時に妊娠
20週以降の方。先着10人②生後1か月～7か月未
満の乳児とその母親 （当日①に参加し妊婦の方
と交流があります）。先着5組
※いずれも上の子どもの保育あり（就学前まで、
先着4人、要予約）。

3月9日㈪ ① 午 後1
時30分～3時30分
②午後1時30分～3
時30分（午後3時か
らは①へ参加）。い
ずれも受け付けは
午後1時10分

4．健康づくり推進員運営　いきいきハイキン
グ　約5㌔・平坦コース
　西武国分寺線鷹の台駅より玉川上水、野火止
用水、東京都薬用植物園を巡ります。 対日ごろ
から継続的に散歩などの運動をしており医師か
らの運動制限がない方持昼食・飲み物・雨具・
ハイキングに適した服装と靴費100円（保険料・
運営費など。交通費他は別途自己負担）

2月25日 ㈫ 午 前9
時25分 出 発（ 受 け
付けは午前9時、雨
天中止）

集合＝清瀬駅北口連
絡通路
解散＝西武新宿線久
米川駅
※直接集合場所へ。

清瀬市議会
第1回定例会開会

　令和２年清瀬市議会第1回定例会
は、3月２日㈪から右表のとおり開
会予定です。ぜひ傍聴にお越しくだ
さい。
※時間は、3月6日㈮の予算特別委員
会（本会議終了後）、18日㈬の議会
運営委員会（午後２時～）を除き、い
ずれも午前10時からです。
問議会事務局議事係☎04２-497-
２567

月 日 内容

3

2㈪ 本会議（初日）
予算特別委員会

4㈬ 本会議（代表・一般質問）
5㈭ 本会議（一般質問）

6㈮
本会議（一般質問）
予算特別委員会（予算概要
説明）

10㈫
予算特別委員会11㈬

12㈭
16㈪ 総務文教常任委員会
17㈫ 福祉保健常任委員会

18㈬ 建設環境常任委員会
議会運営委員会

27㈮ 本会議（最終日）

【募集職種】保健師（健康推進課勤
務）【応募資格】保健師の資格を有
する方【募集人数】若干名
【勤務時間】月～金曜日午前9時～
午 後5時 申 問２月17日 か ら２8日
（必着）までの平日午前8時30分～
午後5時に、所定の申込用紙（市

ホームページからもダウンロード
可）に必要事項を記入し、資格を
証明するものの写しを添えて、直
接持参または郵送で健康推進課母
子保健係☎04２-497-２077へ
※詳しくは上記へお問い合わせく
ださい。

会計年度任用職員（補助職）

保 健 師（ 健 康 推 進 課 勤 務 ）

新型コロナウイルス感染症について
　中華人民共和国湖北省武漢市に
おいて、昨年1２月以降、新型コ
ロナウイルス関連肺炎の発生が複
数報告されて以来、世界各国で患
者発生が報告されています。我が

国においては、２月から、感染症
法の「指定感染症」に指定され、
法に基づく医師の届出、積極的な
疫学調査、患者への医療提供など
を行う対象となります。

　我が国においては、現在、流行
が認められている状況ではありま
せん。風邪や季節性インフルエン
ザ対策と同様に、一人一人の咳エ
チケットや手洗いなどの実施がと
ても重要です。基本的な感染症対
策に努めていただくようお願いし

ます。湖北省から帰国・入国され
た方、あるいは、これらの方と接
触された方におかれましては、咳
や発熱などの症状がある場合に
は、マスクを着用するなどし、「帰
国者・接触者電話相談センター」
にご相談ください。

帰国者・接触者電話相談センター
　発熱や呼吸器症状があり、中国
湖北省への渡航歴や、患者との接
触歴がある方。【平日午前9時～
午後5時】多摩小平保健所☎04２-
450-3111、【平日午後5時～翌午
前9時。土・日曜日、祝日は終日】
合同電話相談センター☎03-
53２0-459２

東京都新型コロナウイルス感染症
電話相談窓口
　新型コロナウイルスに関する一
般的な相談。感染予防に関するこ
とや、心配な症状が出た時の対応
など。【午前9時～午後9時（土・
日曜日、祝日も含む】☎03-53２0-
4509

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に係る電話相談窓口について

　如果您从武汉市返回日本或从武汉市入境，或者您与这些人有过

接触，您有咳嗽或发烧等症状时，请戴上口罩，提前与医院联系后

就诊。就诊时，请提前告知医院的工作人员您在武汉市居住过，或

者您接触过在武汉市居住的人。

[关于新型冠状病毒感染症的电话咨询柜台]

电话号码：03-5320-4509
咨询时间：从9:00到21:00（包括周六、周日和节假日）

咨询内容：关于新型冠状病毒感染症的咨询，例如预防措施、出现

可疑症状时的对策等

※上記情報は、２月7日時点のものです。


