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身 近 な 公 共 施 設 の 再 編 に 向 け て
アンケート調査を実施

 問企画課企画調整担当☎042-497-1802

市民センター市民センター

＋ ＝

例えば・・・

アンケートの概要
身近な公共施設の再編に関する

市民ニーズ調査
（以下「市民アンケート」という）

清瀬市　地域レベルの公共施設に
関する利用者アンケート

（以下「利用者アンケート」という）
対象者 市内在住の18歳以上の方 市内の公共施設の利用者
対象者数 2,000人 制限なし
回収数・率 829人（41.5％） 1,829件
抽出方法 無作為抽出 抽出せず

調査方法 配付は郵送方式。回答収集は、郵送
または電子申請方式

公共施設にて、利用者に配布し、回
収ボックスにて回収

調査期間 令和元年9月13日～10月7日 令和元年8月10日ごろ～9月30日※
※一部施設で期間を追加してアンケートを実施。

　安全でニーズに合った施設を提供でき
るよう、現行の施設機能の集約化や複合
化などを進めることによって公共施設の
延べ床面積をできるだけ削減して健全な
財政運営を図るための取り組みです。

公共施設の再編とは

なぜ公共施設の再編が必要なの？

●どのような方法で再編案を検討したほうがいいと思いますか ?

市が作成した案を、広報やホームページで公表
し、意見を募り案に反映する方法

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

住民意見を取り入れて市が作成した案を、地域
ごとの意見交換会で住民に意見を募る方法

住民意見を取り入れて市が作成した案を、有識
者や公募委員等の検討委員会で検討する方法

34.4％

28.3％

29.3％

◆その他の回答
その他：4.3%、
無回答・エラー：
3.6%

市

2 面に続く

アンケートへのご協力
ありがとうございました

市民センター市民センター

1公共施設の老朽化
　7割強の施設が築後30年以上
となっています。

椅子がない部
屋だと使いに
くくて・・・

3市民サービスに関わる課題
　求められる機能に対応できていない施設が
存在しています。

2建替えや大規模改修にかかる財源の不足
　すべての施設を、建替えや大規模改修をして今の数を維持した場
合、今後30年間で387.7億円（12.9億円/年）の財源不足が見込まれます。

身近な公共施設（地域レベル）の再編のイメージは？
　地域市民センターや集会所、図書館、児童館、老人いこいの家などの身近な公共施設（地域レベル）を小学校と同一敷地内に複合化する
こと（（仮称）地域の拠点施設化）を基本的な考えとしていきます。これにより、多世代の交流促進や、地域により身近な小学校の実現、とい
った状況を生み出すことが期待できます。

公共施設の再編の進め方は？
　上記のような身近な公共施設の再編を進めるには、市民の皆さんや利用者の皆さんのご意見などを十分にお聞きすることが必要だと
考えています。そこで今回、身近な公共施設の利用状況や再編の進め方などについて2種類のアンケートを実施しました。アンケート結果
の概要は次のとおりです。

なぜ再編が必要なの？ 再編のイメージは？

再編の進め方は？

市民アンケート市 利用者アンケート利凡例

バリアフリー未対応雨漏り

築40年

コミュニティ施設
・貸館、学童クラブ、児童館、
図書館などの複合施設
・校舎とは導線を分けつつ渡り
廊下などで往来は可能な状態

小学校校舎
・通常の校舎を想定
・図書室などコミュニティ施設
と併用できる場合は共同利用
も想定される

グラウンド・体育館など
・学校と地域がすみ分けしなが
ら共同利用することを想定

※上記の図はあくまでイメージの一例であり、決定したものではありません。

児童の導線

市民の導線

　専門家などによる委員会や広報・ホーム
ページでの意見募集よりも、住民説明会を
開催する手法を希望する市民が比較的多い
結果となりました。

※端数処理をしているため、合計が
100％になりません。

充当可能財源

（13.3億円/年）
399億円

※充当可能財源は過去
の実績値より試算。

不足財源

（12.9億円/年）
387.7億円

今後30年間の
更新等経費

（26.2億円/年）
786.7億円
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○上映会
世 界9

か国の家
族や育児
現場を取
材し、さまざまな文化・民族・社
会的背景における子育ての今を伝
えるドキュメンタリー映画「いの
ちのはじまり」を上映します。各
回先着60人。 日3月8日㈰1回目＝
午前10時～、2回目＝午後3時30
分～
○講演会「北沢杏子さんと学ぶ命
のレッスン」

　「性教育」をやらなくていいと
思っている人はいないでしょう。
でも、「家庭でもっとやるべきだ」

「学校でちゃんと
教えて欲しい」の
議論がおこりがち
です。まずは、学
ぶことの楽しさ、
大切さをみんなで
体験しましょう。子どもも一緒に
参加できます 。先着60人。 日3
月8日㈰午後1時～ 講「性を語る
会」代表　北沢杏子氏
 場いずれも男女共同参画センタ
ー 申 問いずれも電話で男女共同
参画センター☎042-495-7002へ
※いずれも保育あり（6か月～未
就学児）。各先着10人。ご希望の
方は上記までお申込みください。

「いのちのはじまり」上映会・講演会

北沢氏

忘れていませんか?
令和元年度　高齢者の肺炎球菌感染症の

定期予防接種費用一部補助は3月31日までです！

◆肺炎球菌性肺炎ってなに？
肺炎球菌という細菌に感染して

肺に炎症を起こす病気です。肺炎
球菌は主に小児の鼻咽頭に住みつ
き、咳やくしゃみなどの飛まつ感
染で広がります。免疫力が低下し
ている方が発病し、高齢者での重
篤化が問題となっています。
　国の定期予防接種は、我が国で
頻度の高い23種類の肺炎球菌に

対応しています。
　平成31年4月1日から令和6年3
月31日までの定期接種制度は、
65歳以上で今までに23価肺炎球
菌ワクチンを接種したことがない
方を対象としています。65歳以
上の方が定期予防接種として助成
を受けられるのは、この期間のう
ち決められた1年間のみに限られ
ますのでご注意ください。

◆対象の方の予防接種費用の一部
を市が補助しています
 対次の①～③の条件をすべて満
たす方
①接種日において市に住民登録が

ある方
②23価肺炎球菌ワクチンを今ま

で一度も接種したことがない方
③令和元年度中に65歳、70歳、

75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳以上になる方。または60
歳から65歳未満の方で心臓、
腎臓、呼吸器の機能に自己の身
辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障害やヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に

　日常生活のほとんど不可能な程
　度の障害がある方
 期3月31日まで
【接種回数】1回 費5,000円（生活保
護世帯の方、中国残留邦人等支援
給付対象者は減免制度あり）
【接種場所】市指定医療機関 持市
から送付している予診票（お手元
にない方はお問い合わせくださ
い）・身分証明書（運転免許証や
保険証など）・接種費用・生活保
護世帯、中国残留邦人等支援給付
対象者受給証明書（受給の方の
み）  問健康推進課健康推進係☎
042-497-2075

風しん抗体検査・予防接種クーポンについて
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象

◆先天性風しん症候群とは？
妊婦の方が風しんに感染する

と、胎児に先天性の心疾患、白

内障、難聴などの疾患が生じる
恐れがあります。これを「先天
性風しん症候群」と呼びます。

◆抗体検査を受けないと…
抗体がない状態を放置する

と、自覚のないまま妊婦の方へ
の感染源となり、胎児が「先天
性風しん症候群」を発症する恐
れがあります。そのため、まず

は抗体検査を受けましょう。そ
して、抗体が不足している方は
予防接種を受けましょう。妊婦
の方を守るため、生まれてくる
子を守るため、皆さまのご協力
が必要です。

◆その他の助成
妊娠を希望する女性とその同

居者、妊婦の方の同居者も風し
んの抗体検査を無料で受けられ

ます。詳しくはお問い合わせい
ただくか、市ホームページをご
覧ください。 問健康推進課健
康推進係☎042-497-2075

◆風しんの抗体検査は受けまし
たか？
対象の方は、風しんの抗体検

査・予防接種を無料で受けるこ
とができます。全国の医療機関
で受けられるだけでなく、職場
や自治体で実施されている健康
診断と同時に実施することも可
能です。実施する際には、必ず
事前に健診機関・医療機関にお
問い合わせのうえ、市から送付
されたクーポンと身分証明書を
健診機関・医療機関に持参して
ください。 対昭和37年4月2日
から昭和54年4月1日の間に生
まれた男性

【クーポンの送付時期】昭和37
年4月2日から昭和47年4月1日
の間に生まれた男性＝令和2年
3月に発送予定、昭和47年4月2
日から昭和54年4月1日の間に
生まれた男性＝令和元年5月に
発送済（令和２年度に限り有効
期限を過ぎたクーポンも使用
可）
※紛失した方は、健康推進課窓
口または電話で再発行を申込ん
でください。受け
付け後約1週間でク
ーポンを自宅に郵
送します。 詳細はこち

ら

市 利

●（仮称）地域の拠点施設化へどれくらい期待しますか ?

期待
２0.0%不安

4.4%

無回答・
エラー
２1.8%

やや期待
２1.8%

やや不安
3.9%

どちらで
もない
２8.２%

●（仮称）地域の拠点施設化に期待することはなんですか ?（複数回答可）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

放課後の子どもの居
場所の確保

新たな施設機能の設
置

地域コミュニティの活
性化

32.0％
44.3％

27.3％

◆その他の回答
多 世 代 共 生 が 進 む：
22.8%、年齢層の違う
地域住民との交流促進：
22.3％、学校と地域の
連携強化：20.3%など

市

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

地域コミュニティの活
性化

放課後の子どもの居
場所の確保

年齢層の違う地域住
民との交流促進

17.3％
26.9％

15.7％

◆その他の回答
オープンスペースの利用：
12.1%、新たな施設機能
の設置：12.0％、多世代
共生が進む：10.7％など

利

　これらのデータは、令和2年度以降、身近な公共施設（地
域レベル）再編について市民の皆さまと検討していく際の
資料として活用していきます。詳しい結果は、市ホーム
ページ、企画課で閲覧できます。 詳細はこち

ら

期待
２1.0%

不安
5.7%

無回答・
エラー
7.1%

やや期待
２6.7%

やや不安
10.3%

どちらで
もない
２9.3%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

中清戸地域市民センター
中里地域市民センター
野塩地域市民センター
松山地域市民センター
竹丘地域市民センター

中里老人いこいの家
野塩老人いこいの家

駅前図書館
下宿図書館
野塩図書館

元町子ども図書館

●主な公共施設の利用者の属性 利 ■その他地域
■無回答・エラー

■立地地域
■他市町村

19.5％
25.2％
27.4％

13.0％
28.4％

21.3％

45.2％
29.0％

65.3％
76.4％

59.7％
28.0％
34.5％

45.8％
34.9％

50.0％

25.0％
43.5％

28.6％
9.1％

12.8％
36.4％
29.0％
29.2％
27.8％

22.3％

28.6％
16.1％

18.2％ 67.5％ 7.8％

0.0％
0.0％

　公共施設によって、地域の市民が中心となって利用する施設、広い
地域から利用される施設、他市町村からの利用者が多い施設など、利
用者の特徴が見られる結果となりました。

　市民アンケートで多かったのは、「放課後の子どもの居場所の確保
（44.3%）」と「新たな施設機能の設置（32.0%）」でした。利用者アンケート
で多かったのは、「地域コミュニティの活性化（26.9%）」で、「新たな施設
機能の設置」を希望する意見は比較的少ない結果となりました。

　市民アンケートでは47.7%、利
用者アンケートでは41.8%と約半
数近くが期待を寄せ、不安、やや
不安を大きく上回る結果となりま
した。

※各棒グラフ及び数値は、それぞれ全体に対しての割合を示しています。

※端数処理処理をしているため、合計が100％になりません。
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清瀬市長

　新型コロナウイルスの中国から
世界への感染拡大報道が続くなか
で、突然気が付いてしまいました。
『あっ！　来年は90周年だ！』。昭
和６（1931）年、東京都（府）により
中央公園周辺一帯に結核のための
病院、東京府立清瀬病院が開設さ
れてからです。
　今は3つの病院が統合されて、東
京病院になっていますが、【サナト
リウム残影】（高三啓輔著・日本評
論社刊）という本に、『39年という
時間は医療施設の歴史としてみれ
ば必ずしも長いものではない。し
かし、清瀬病院の39年は、間違い
なく日本の結核史の主要舞台とし
て回転した時間であった。施設統
合という出来事自体が象徴的なこ
とであった。清瀬病院の消長は日
本の結核史そのものといえた』と書
かれています。
　実際、【フロジャク神父の生涯】
（五十嵐茂雄著・緑地社刊）という
本には、昭和の時代の初めのころ
の状況が次のように書かれていま
す。『貧しさゆえになった結核が、
貧乏人を一家心中寸前にまで追い
詰める。そういえばこの時代の一
家心中というのは、毎年300件前
後におよび、欠食児童の問題とと
もに、世間の耳目を集めたものだ

った。貧困が結核を生み、結核が
貧困を深刻化するという図式が、
はっきりしていながら、何の手もう
たれなかったのである。ＢＣＧも抗生
物質もなく、感染の機会は無数に
あった』。
　さらに、昭和２年ごろに調査され
た「全国民間療法一覧」を見ると、
どれだけ人々が結核を恐れていた
かがよくわかります。以下のものを
飲んだり食べれば結核を治すこと
ができるという内容です。『赤児の
胎盤、犬の糞、うじ虫の煎汁、お札、
金魚の目玉、黒猫の黒焼、人骨の
粉末、石油飲用、人間の脳髄の黒焼、
分娩時の後産、老人の脳骨』などな
ど多数。恐怖！　恐怖！　恐怖！
　の結核に日本を代表して清瀬が
立ち上がったのです。
　3週間前に、小池都知事との間に
とても有り難いご縁が生まれてきま
したから、「東京都（府）が開設した
清瀬病院ですから、90周年を記念
する式典を一緒に開催しませんか」
と要望してみます。
　さらには、結核に関する世界医
療文化遺産、東京府立清瀬病院が
原点ですから、その歴史の尊さを
清瀬と一緒に世界に発信していき
ませんかと、『だめでもともと』の
覚悟で動いていこうと思います。

（評）春は始まりの季節。草や木は芽を出し花を咲かせる。そして、私も新2
年生となる。さあ、第一歩を踏み出そう。未来は未知の世界だが私には
希望がある。「ミ」音の繰り返しがリズムになりました。

春が来た私は進む未知の道� 清中２年　垂水奈々

ブランコをおしてくれるよ南風�� 八小3年　雨宮早希
（評）気持ちのいい春の日。ブランコをこいでみた。すいーっすいーっとい
つもより軽い感じがするよ。あたたかい春の風が背中をおしてくれてい
るのだね。

新学期クラスはっぴょうドキドキだ�� 十小3年　野島陽奈
（評）新学期。3年生になるとクラスがえがある。はじめてのクラスがえ、友
だちの〇〇ちゃんといっしょになれるかな。たんにんの先生はだれにな
るのかな。楽しみのドキドキとちょっぴり心ぱいのドキドキですね。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第11回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

◆展示会
　1945年東京大空襲のパネル、
ピースメッセージなどの展示を行
います。日3月3日㈫～15日㈰午
前10時～午後6時場クレアギャラ
リー（クレアビル4階）
◆講演会・文化行事
　国境なき医師団看護師　吉田照
美氏を迎えての講演会の他、オー
プニングにコーラスと朗読を行い

ます。日3月８日㈰午後1時30分～
4時場アミューホール
◆平和映画会・講演会
　アニメ映画「ガラスのうさぎ」上
映後、清瀬市平和祈念展等実行委
員会　鎌田幸子氏による講演「私
の戦争体験談」を予定。日3月2７日
㈮午後1時30分～場生涯学習セン
ター直 問いずれも企画課市民協
働係☎042-49７-1８03

いのち守られる平和な世界をめざして
平和祈念フェスタ in清瀬2 02 0

受講者
募 集

レ ゴ ブ ロ ッ ク で 理 想 の
コワーキングスペースづくり！

きよせで地域デビュー　～見つかる セカンド青春～

地域活動×市民のマッチングイベント

　「清瀬で何か楽しいことをした
いな…」「ひとりでは何もできな
いなぁ…」。最初の一歩を踏み出
せないあなた！　一緒に楽しむ
「仲間」「グループ」がここで見つ
かります‼
　このイベントは、市内で活動し
ている団体が出展し、多世代の皆
さんと活動したい方のつながりを
作る取り組みです。興味のある活
動を聞き、体験してみることから
始めてみませんか。どなたでも参
加できます。日3月2８日㈯午前10
時～午後2時場生涯学習センタ

ー 直 問きよせボランティア・市
民活動センター☎042-491-902７

先着200人に「きよせ10の筋
トレ＆清瀬市50周年記念限定
トートバッグ」をプレゼント！

運動・体操・子育て支援・国際交流・環境・動物愛護・趣味サークル・
サロン活動・お仕事など、市内で活動する約５０団体が集結！！

　大規模災害などの発生時に、国
からの緊急情報を伝達する全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）を使
用した情報伝達試験が、下記日程
で全国一斉に行われます。
　市内でも、すべての防災行政無
線を起動させ、試験放送を行いま
すので、ご了承ください。

日2月19日㈬午前11時
【試験放送の内容】
（上りチャイム音）
「これはテストです（3回繰り返
し）。こちらは防災清瀬です。」
（下りチャイム音）
問防災防犯課防災係☎042-49７-
1８4７

2019年度 第4回全国瞬時警報システム
(Jアラート)全国一斉情報伝達試験を実施

　さまざまな企業で行われている
レゴシリアスプレイを体験！　フ
ァシリテーター　植竹智央氏の指
導のもと、「自分の理想のコワー
キングスペース」をレゴで作るこ
とができます。
　仕事や活動をするなかで、あっ
たらいいなという理想の場所をカ
タチにしてみませんか？　仲間や
友人同士とぜひご参加ください。

対コワーキングスペースに興味の
ある方。各部先着20人 日3月5日
㈭昼の部＝午前9時30分～午後0
時30分、夜の部＝午後6時～9
時 場男女共同参画センター 費各
部1,000円 申 問電話で男女共同参
画センター☎042-495-７002へ
※保育あり（6か月～未就学児。
先着10人）。ご希望の方は2月21
日までに要申込み。

　2日間限定でコワーキングスペ
ースがオープンします！　もくも
くと作業するのも良し、他の利用
者の方とコミュニケーションをと
るのも良し、自身に合った方法で
ご利用ください。コミュニティマ
ネージャーが快適な利用をお手伝
いします。 対コワーキングスペ
ースに興味のある方 日2月23日㈰
午前10時～午後9時・2８日㈮午前
10時～午後７時 場男女共同参画セ
ンター 費1時間300円 直 問男女共

同参画センター☎042-495-７002
※保育あり（6か月～未就学児。
各日先着10人）。ご希望の方は、
各日10日前までに要申込み。

コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス 体 験 会

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木を加工したもの
で、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気の
商品のため、納品までに時間がか
かることがありますので、お早め
にご予約ください。なお、市内在
住の方には、5袋以上の購入で自
宅にお届けするサービスも行って
います。ぜひご利用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモールチップ」

【価格】各1袋200円（45�㍑袋に約
７�㌔） 問総務課営繕係☎042-492-
5111（内線524）
◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの隙間から雑草が出
てきてしまいます）。
②ウッドチップを厚さ5㌢以上敷
き詰めてください。
※�雑草発芽対策の「清瀬ウッドチ
ップ」は、畳1/4程度の広さに、1
袋が目安です。

雑草発芽抑制・ぬかるみ対策に「清瀬ウッドチップ」

プレゼント！

申込み不要・参加費無料

◆ブース出展・活動紹介◆
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　循環型社会の構築が求められるなか、ごみとしてではなく
資源として出すことが、今後はより重要になってきます。
　この特集では、ごみの処理状況をお伝えするとともに、ご
み量と処理にかかる費用を公開します。併せて紹介する指定
収集袋の手数料の変更などをご覧いただき、資源化に向けた
取り組みにご協力をお願いします。
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

ご み 処 理 と 資 源 回 収 実 績

行政収集ごみ ＋ 直接搬入ごみ

＝

計
11,145㌧

可燃ごみ
9,708㌧

不燃ごみ
1,338㌧

粗大ごみ 73㌧
有害ごみ 26㌧

可燃ごみ
2,690㌧

粗大ごみ
68㌧

不燃ごみ
25㌧

計
2,783㌧

ごみ排出量
合計

計
4,000㌧

古紙・古布類
1,903㌧

びん
548㌧

かん
208㌧

ペットボトル
283㌧

容器包装プラスチック
964㌧

牛乳パック12㌧
その他 82㌧

計
994㌧

紙類
918㌧

布類 62㌧

その他14㌧

13,928㌧

行政収集資源

集団回収資源
＋

＝
4,994㌧資源物回収量

合計

行政収集ごみ 直接搬入ごみ

行政収集資源 集団回収資源

　行政収集ごみ、直接搬入ごみのどちら
も、可燃ごみが大半を占めています。収
集実績（量）ではここ数年ほぼ横ばいの
状況となっています。
　収集・直接搬入されたごみは東久留米
市内にある中間処理施設「柳泉園組合」
に搬入され、焼却などの中間処理を行っ
ています。中間処理施設で焼却処理した
後の焼却灰は、西多摩郡日の出町にある
二ツ塚最終処分場へ搬入し、エコセメン
ト化し、リサイクルを行っています。

　資源物収集された、びん・かん・ペッ
トボトルは柳泉園組合に、古紙・古布類
は東多摩再資源化事業協同組合へ、容器
包装プラスチックは東村山市内にある指
定保管施設へ搬入され、それぞれ再資源
化処理をしてリサイクルされます。

◆行政収集ごみ
とは……資源ご
み以外で、家庭
から出た「可燃
ごみ」「不燃ご
み」「粗大ごみ」
「有害ごみ」を市
や指定業者が回
収したごみを指
します。

◆直接搬入ごみ
とは……柳泉園
組合へ市民の皆
さんから直接持
ち込まれるごみ
と市内事業所か
ら排出された可
燃ごみを許可業
者が持ち込むご
みを指します。

◆集団回収資
源とは……日
常生活で排出
される資源物
を、市内の自
治会や子ども
会などの団体
が集め、資源
回収業者に回
収してもらっ
たものを指し
ます。

の 処理状況についてごみ平成 30 年度

ご み 処 理 に か か る 経 費
　左記のように、ごみ処理にかかる費
用は、ごみ収集運搬等費用・中間処理
費用・最終処分費用・有料ごみ袋等費
用を合わせ、平成30年度は総額約9億
3千万円となっています。
　これには、市民の皆さまが納めたご
み処理（有料ごみ袋）手数料・粗大ご
み処理手数料収入の約1億4千万円を
財源として充てていますが、残りの7

億円以上を一般財源
等で補てんしていま
す。ごみ処理には、
このように多額の費
用が必要となってい
るのが現状です。
　日ごろ市民の皆さまには、ごみ減量
・分別にご協力いただいていますが、
引き続きご協力をお願いします。

ごみ収集運搬等費用
ごみ収集運搬等 277,262千円
中間処理費用
柳泉園組合負担金 246,258千円
最終処分費用
東京たま広域資源循環組合負担金 210,950千円
有料ごみ袋等費用
指定収集袋作製・配布委託料 29,804千円
ごみ袋・粗大ごみ処理券事務委託料 14,567千円
車両等諸経費 31,967千円
職員人件費 123,370千円
合計 934,178千円

0
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400000

600000

800000

1000000

ごみ処理（有料ごみ袋）手数料等
約 140,000 千円

一般財源等
約 790,000 千円

財源の内訳

ごみ処理経費は合計約 9 億 3 千万円 一般財源等より 7 億円以上 支出しています
約 9 億 3 千万円のうち

令 和 2 年 6 月 1 日 か ら
指 定 収 集 袋 の 手 数 料 が 変 わ り ま す！

種類 現行 改正後 1枚あたり
の差額

可燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 ２００円 ＋3円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

不燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※1 ※1
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

容器包装
プラスチ
ック用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※2

±０円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円

変更
なし中袋　　（１０枚）　１組 ２００円

大袋　　（１０枚）　１組 4００円
※１不燃ごみ用ミニ袋は6月以降、現行の指定収集袋に3円分の差
額券シール1枚を貼ることで使用できます。
※２容器包装プラスチック用ミニ袋は、6月以降も現行の指定収集袋
をそのまま使用できます（差額券シールは不要です）。

◆指定収集袋の手数料

現行の指定収集袋の大量購入にご注意ください。 返品及び新しい指定収集袋への交換はできません。
※指定収集袋や差額券のイラストはイメージです。また、現行の指定収集袋を「旧」、6月から使用できる新しい指定収集袋を「新」としています。

◆使用できる指定収集袋
　現行の指定収集袋の販売は、5月
末で終了します。新しい指定収集袋
は6月から使用できます。

令和 2 年 6 月からの正しい排出方法

× ○「差額券シール」の貼付
がないものは、収集され
ません。

使用できないもの 使用できるもの

◆差額券シールについて
「差額券シール」の種類・価格

種類 価格
ミニ袋用3円券　（２０枚）　１組 6０円
小・中・大袋用１０円券　（１０枚）　１組 １００円
　「差額券シール」は、清瀬市指定収集袋等取扱店（一部除く）
で5月上旬から販売予定です。なお、市役所、各地域市民セ
ンター、コミュニティプラザひまわり、ごみ減量推進課では、
1組での販売に加えて、1枚単位でも販売する予定です。

　廃棄物処理が有料となった平成13年当時に比べ、廃棄
物の収集や処理にかかる費用は増加しており、現在指定収
集袋の購入により賄っている収入との間に大きな隔たりが
生じています。そのため、清瀬市廃棄物の処理及び再利用
の促進に関する条例を改正し、令和2年6月1日より廃棄物
処理手数料を他市と同程度に変更します。これからも廃棄
物・資源物の安定した収集や処理を続けていくために、ご
理解とご協力をお願いします。

6月以降の使用には、　　　　　　 の
　　 と　　　　　　　 が必要です。

差額券シール
購入 袋への貼り付け
※容器包装プラスチック用は手数料に変更がないため、差額券シールは不要です。

◆現行の可燃ごみ用・不燃ごみ用指定
　収集袋の取り扱いについて

新しい指定
収集袋 新

容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

旧指定収集
袋をそのま
ま使用可能
です

旧
容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

中袋

第 3 回清瀬市廃棄物減量等推進審議会
 日3月23日㈪午前10時～ 場健康センター 問ごみ減量推進課ごみ減量推進
係☎042-493-3750
※傍聴希望者は直接会場へお越しください。

令和 2 年 10 月から戸別収集が始まります
　令和2年10月からごみの戸別収集を行います。戸別収集につい
て詳しくは、市報3月15日号でお知らせする予定ですのでそちら
をご覧ください。

指定収集袋の種類
ごとに必要枚数が

異なります

指定収集袋の種類
ごとに必要枚数が

異なります

指定収集袋の種類
ごとに必要枚数が

異なります

差額券の必要枚数
種類 必要枚数
ミニ 3円券×1枚

小 １０円券×1枚

中 １０円券×2枚

大 １０円券×4枚

※以下は中袋の場合
の例です。

差額券シールを用意していますが、なるべく5月末までに
現行の指定収集袋を使い切るように調整をお願いします。

新しい指定
収集袋 新

「差額券シ
ール」を貼
付した旧指
定収集袋

燃やせない
旧

10円券 10円券
中袋

「差額券シ
ール」を貼
付した旧指
定収集袋

燃やせる
旧

10円券 10円券
中袋

新しい指定
収集袋

燃やせる

新

燃やせない

旧
燃やせる

旧
令和 2 年 5 月まで

なるべく5月末までに現行の指
定収集袋を使い切るように調整
をお願いします。

旧
容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ燃やせない

旧
燃やせる

旧

燃やせない

差額券の
必要枚数一覧

10円券×2枚 10円券×2枚

広
　
告
　
欄
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【市民伝言板利用案内】●４月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、２月17日午前8時30分から３月２日までの間に受け付け。先着25枠。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必ずご確認ください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808 Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

令和元年度　消費生活講座22 
SDGs

　テーマは「清瀬からの発信“SDGs”
～私たちの買い物が世界を変える　
つくる責任　つかう責任～」です。
貧困・飢餓・教育など地球上のさま
ざまな解決すべき17の課題に、各
国が目標を定めて
実施に移すことを
約束し、国連で採
択されたのがSDGs
（持続可能な開発目
標）です。持続可能
な世界を実現する
ために、消費者ができることを考え
ます。先着35人。 日3月18日㈬午後
２時～４時 場消費生活センター 講横
浜国立大学名誉教授　西村隆男
氏 申 問２月1９日からの平日午前９時
～午後5時に直接窓口または電話で
消費生活センター☎0４２-４９5-6２11へ
※保育あり（6か月～未就学児、先
着5人、要予約）。

令和元年度　消費生活講座23 
気軽に楽しくエコライフ

　テーマは「エコと自然で清瀬を、
世界を、地球を守ろう！」です。先
着２４人。 日3月２6日㈭午前10時～
正午 場消費生活センター 講NPO法
人GreenWork　木村智子氏・牧野ふ
みよ氏 申 問２月1９日からの平日午前
９時～午後5時に直接窓口または電話
で消費生活センター☎0４２-４９5-
6２11へ
※保育あり（6か月～未就学児、先
着5人、要予約）。

大雨・水害から身を守る・ 
たすけあう

　自身や身近な人の身を守るため、
市内で被害が起きたときにどんなた
すけあいが必要かを学ぶ場です。
 日3月6日㈮午後２時～４時 場きよせ
ボランティア・市民活動センタ

十小・五中「防災」まつり▶体験盛り
だくさんな地域住民の防災イベント。
起震車来場！　お土産あり。２月２９日
10時～11時30分、五中体育館・グラ
ウンド、無料、十小・五中防災まつり
実行委員会・後藤☎0４２-４９3-４658

『私も先生！』第１４弾 お金VS時間　あ
なたにとって幸福とは？▶武田嘉郎
氏、木村葉子氏による講演会「世界一
幸福な国、デンマーク」。２月２９日1４
時～16時、清瀬けやきホール、無料、
コミュニティふれあいネット（COFU
NE）・大森☎0９0-600９-４４7４
バードカービング展示会▶バードカー

リズムジャンプ

対①幼児の部：5歳～7歳（親子で参
加可能）②小学生の部：小学1年～6
年生 。各先着２5人 日3月7日㈯①午
前10時～11時②午前11時30分～午
後0時30分 場市民体育館 費各回1人
1,500円（親子参加の場合はおとな
の料金は不要） 申参加申込みフォー
ムＵhttps://forms.gle/8k7RQgTdK5zj
SVtFA（右記二次元コード
からも可）から申込み
 問下宿地域市民センター
☎0４２-４９3-４033

KIC第34回 
清瀬でも英語しゃべらん会

　「English Dialogue / Acting!（英語
で遊ぼう！）」のテーマで、講師の
プレゼンテーションやディスカッシ
ョンを楽しみましょう！  日２月２９
日㈯午後２時～４時 場生涯学習セン
ター 講スタン・ローゼンバーガー
氏（米国） 直 問清瀬国際交流会・柾
谷☎0９0-２6２6-0９3４ 都営住宅（高齢者向け） 

地元割当

対以下のすべてに当てはまる方。申
込み時点で65歳以上・申込み時点
で市内在住3年以上・収入が基準内
・住宅に困っている・自立して生活
できる・暴力団員ではない

【募集住宅】清瀬竹丘一丁目アパー
ト（竹丘一丁目）＝単身3戸、中清戸
四丁目アパート（中清戸四丁目）＝２

コモンセンスペアレンティング 
（CSP)体験講座

 　子育ての困った！を共有しなが
ら、ほめて育む効果的な子育ての練
習をしましょう。 日3月5日㈭午前
10時～正午 場コミュニティプラザ
ひまわり 直  問NPO法人ウイズアイ
☎0４２-４5２-９765 Ｍinfo@with-ai.net

赤ちゃんの救急講座
　赤ちゃんにとって危険な物・場所
を未然に防ぐ工夫、正しい救急法を
学びます。 日3月９日㈪午前10時～
正午 場コミュニティプラザひまわ
り 直 問NPO法人ウイズアイ☎0４２-
４5２-９765 Ｍinfo@with-ai.net

ビング作品や野鳥の写真など野鳥に関
する作品を展示。２月２0日～２3日10
時～17時（最終日は16時30分まで）、
生涯学習センター、無料、カービング
スポット武蔵野・五十嵐☎0４２-４９1-
5360
大丈夫！ 心開いて語りあえば▶不登
校いじめで悩んでいませんか。一緒に
解決の糸口を見つけましょう。２月２９
日13時30分～15時30分、きよせボラ
ンティア・市民活動センター、100円
（通信費など）、にんじんの会・塩澤☎
0４２-４９４-0４４3
春季男子ダブルス大会▶申込みなどの

詳細は、清瀬テニス協会ホームページ
参照。3月２２日９時～17時（予備日3月
２９日）、協会会員1,000円・非会員
1,300円、清瀬内山運動公園テニスコ
ート、清瀬市テニス協会・今野☎
0４２-４９3-77９1
第４8回鼓動の響～令和の上和大五輪
～▶子どもの可愛さ、女性の華やかさ、
男性の力強さ、ぜひご覧ください。２
月16日1２時30分～（開場は1２時）、清
瀬けやきホール、前売り２,500円・当
日3,000円、上和太鼓・秦☎0４-２９51-
0011

西村隆男氏

松山地域市民センター臨時休館
　松山地域市民センターは、受電設
備の工事による施設内停電に伴い、
下記日程で臨時休館します。利用者
の皆さまにはご不便をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

【臨時休館日】3月1日㈰
 問松山出張所☎0４２-４９1-5153
「インターネットきよせ」端末 

一部撤去
　市民の皆さんが市政情報などを市
内公共施設で閲覧できる端末「イン
ターネットきよせ」を市内２0拠点に
設置しています。しかし、近年利用
者が少ないことから、令和２年10月
より中央図書館及び駅前図書館のみ
を残し、撤去することになりました。
今後はお持ちのスマートフォンなど
で無料Wi-Fiに接続できる「Kiyose 
Free Wi-Fi」をご利用ください。【Kiy
ose Free Wi-Fiサービス提供エリア】
市役所本庁舎、清瀬けやきホール、
アミュービル、児童センター 問イ
ンターネットきよせに関することは
情報政策課情報推進係☎0４２-４９7-
18４5、Kiyose Free Wi-Fiに関するこ
とは秘書広報課広報広聴係☎0４２
-４９7-1808
※Kiyose Free Wi-Fiへ の
接続方法などは、右記二
次元コードから市ホーム
ページをご確認ください。

街路灯電気料の助成
　自治会などで設置している街路灯

ー 申 問きよせボランティア・市民
活動センター☎0４２-４９1-９0２7へ

市民公開講座 
婦人科がんのおはなし

　婦人科がんのQ&Aにお答えしま
す。先着100人。  講講演＝多摩北部
医療センター婦人科部長　工藤一弥
氏、コメンテーター＝宇都宮レディ
ースクリニック院長　宇都宮篤司
氏 日3月5日㈭午後２時～3時（開場は
午後1時30分） 場アミューホール
 直 問多摩北部医療センター庶務課
企画係・滝川☎0４２-3９6-3811（内線
２1２7）

複十字病院　市民健向ゼミ
　テーマは「検査機器について～
CT、MRI、超音波診断装置～」です。
 日２月２5日㈫午後２時～3時 場清瀬
けやきホール 直 問公益財団法人結
核予防会複十字病院☎0４２-４９1-
４111

人世帯２戸【申込期間】２月1９日㈬～
２6日㈬ 持申込者（入居希望者）の印
鑑 申 問高齢支援課で配布する申込
書に必要事項を記入し、直接高齢支
援課高齢福祉係☎0４２-４９7-２081へ

消費生活センター運営委員
　消費生活センター運営に利用者の
意見を反映させるため、運営委員会
においてご意見をいただける方を募
集します。運営委員会は年1～２回
の開催です。 対市内在住の２0歳以
上の方【任期】４月1日㈬～令和４年3
月31日㈭【報酬】運営委員会1回（約
２時間）につき5,000円 申 問２月２8日
（必着）までに応募動機を４00字詰め
原稿用紙２枚以内でまとめ、住所・
氏名・年齢・職業・電話番号を記入
し、直接持参または郵送で消費生活
センター☎0４２-４９5-6２11へ

の電気料（令和元年10月～令和２年２
月分）の補助申請を受け付けます。
市に届出をされている代表の方に申
請書を送付します。申請書が届かな
い方や新たに申請する方は下記へご
連絡ください。 申 問3月９日㈪まで
に直接道路交通課交通安全係☎
0４２-４９7-２0９6へ

火災から尊い生命を守ろう 
～春の火災予防運動～

　火災予防運動は、火災予防意識の
普及を図ることで火災の発生を防
ぎ、万が一の場合にも被害を最小限
にとどめ、火災から尊い命や貴重な
財産を守ることを目的としていま
す。【実施期間】3月1日㈰～7日㈯

【令和元年中の火災状況】令和元年
中に東京消防庁管内で発生した火災
は、４,08４件（速報値）でした。清瀬
市内の火災は1９件で、焼損床面積
は２平方㍍、死者は0人です。
◆防火防災診断
　火災予防運動期間中、清瀬消防署
職員が市内在宅世帯を対象にご家庭
を訪問し、防火防災についての情報
提供及びアンケートを行いますので
ご協力をお願いします。今回の対象
地域は、旭が丘一・二丁目、下宿三
丁目、下清戸五丁目、松山一丁目で
す。 問清瀬消防署☎0４２-４９1-011９

生け垣助成制度
　生け垣を新たに造成する市内の住
宅または事業所を対象として、造成
費の一部を補助する制度をぜひご利
用ください。既存の塀を撤去して、
新たに生け垣に改造する場合も含み
ます。施工前に相談及び申請などが
必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。 問水と緑の環境課緑と公
園係☎0４２-４９7-２0９8

多重債務特別相談 
「多重債務110番」

　「多重債務110番」を実施します。
一人で悩まず早めに相談を。 対市
内在住・在勤の方 日3月２日㈪・3日
㈫いずれも午前10時～午後４時（正
午～午後1時を除く） 場消費生活セ
ンター【相談専用電話】☎0４２-４９5-
6２1２

市オープンデータを追加
　市内の風景写真や予算・決算デー
タなどを、許可された範囲でどなた
でも自由にダウンロードしてご利用
いただけるオープンデータを13種
類追加しました（全２8種類公開中）。
詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。 問情報政策課情報推進係☎
0４２-４９7-18４5
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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。
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⑦講座「ベビーオイルマッサージ教室」
対2か月～ハイハイ前までの赤ちゃ
ん。先着10人 日3月6日㈮午前10時30
分～正午 費1,500円（清瀬市子育て・
キラリ・クーポン券利用可） 講小宮し
のぶ氏
⑧講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。日1生花＝2月29日
㈯2プリザーブドフラワー＝3月28日
㈯いずれも午前9時30分～11時30
分 費3,200円（1は器代別途500円） 講
福井ひろ子氏 
申 問④は直接会場へ、そ
れ以外は直接窓口または電
話で清瀬けやきホール☎
042-493-4011へ

着付け体験「自分の着物でお茶会へ♪」
対先着3人（清瀬きもの部受講者は、
お茶会未経験の方） 日3月8日㈰午前9

①クミコと英介のおしゃべりコンサー
　トvol.7 in 清瀬
　歌手のクミコと俳優の篠井英介によ
る、本音トークを交えたコンサート！ 
日3月13日㈮午後4時～（開場は午後3
時30分） 費前売り一般4,000円・友の
会3,500円・シルバー3,700円・学生
2,000円・ペア7,500円・障害者割引
2,000円 【出演】クミコ、篠井英介、大
貫祐一郎
②第100回 そうだじゅげむきこう ス
　ペシャル
　第100回のじゅげむは大ホールで開
催です！ 日3月21日㈯午後2時～（開場
は午後1時30分） 費一般1，000円・小
学生500円（全席自由）【出演】三遊亭
天どん・春風亭一蔵・柳亭市弥・雷門
音助・三遊亭わん丈
③そうだじゅげむきこう
日2月22日㈯午後2時～（開場は午後1

時30分～午後0時30分 場睡足軒（埼玉
県新座市野火止一丁目。集合・解散は
コミュニティプラザひまわり）
 費2,000円（着付け・茶券・保険料・
送迎込み） 持着物一式・半幅
帯・足袋・ぞうり 講飯岡美
絵氏
申 問電話でコミュニティプ
ラザひまわり☎042-495-
5100へ

◆無料パソコン教室（Windows10）・
　無料スマホ基礎教室
 対パソコン（Windows10）、スマホが
初めてまたは初級の方（シニア大歓迎。
Windows7のサポートは1月で終了し
ました）。各先着10人 日パソコン＝3
月7日・14日・21日・28日の土曜日午
前10時～正午（全4回）、スマホ＝2月
20日・3月19日の木曜日午前10時～正
午 申 問直接窓口または電話で友遊
（NPO法人情報労連東京福祉センター）
☎042-497-8500へ

時30分） 費一般1,000円・小学生500円
（全席自由）【出演】春風亭昇々・春風亭
昇也
④歌って健康！歌声サロン
　名曲をプロの演奏に合わせて歌いま
せんか？ 日2月19日㈬、3月18日㈬午
後2時～4時 費1,000円  講杉山公章氏
⑤講座おけいこアロマ「せっけんをつ
　くろう！」
　お好みの香りでせっけんづくりを楽
しみましょう。先着12人。日3月9日
㈪午後2時～3時30分 費1,500円 講西
脇直子氏
⑥絵本deリトミック「ひとあしお先の
　お花見☆」
　みんなで少し早いお花見をしよう！
各クラス先着16人。 日3月24日㈫、ひ
よこクラス（1人でお座りできるころ
～1歳半ごろまで）＝午前10時～10時
40分、うさぎクラス（1歳半ごろ～3歳
まで）午前11時～11時40分 費各回
1,500円（清瀬市子育て・キラリ・ク
ーポン券利用可） 講小宮しのぶ氏 

の催し物
清瀬けやきホール

の催し物
コミュニティプラザひまわり

　1月12日、清瀬けやきホー
ルで令和2年清瀬市成人記念
式典が行われました。式典当
日は、514人の新成人（対象
は平成11年4月2日～平成12
年4月1日生まれの759人）が
来場し、代表の新成人2人は
舞台上で力強く抱負を述べま
した。式典後は、市長のピアノ演奏、恩師からのメッセージ映像上映、
そして、アトラクションとして清瀬市で活動している舞流太鼓の皆さん
による太鼓演奏が行われ、盛会のうちに終了しました。
　成人を迎えられた皆さん、誠におめでとうございます！

～晴れやかな雰囲気に包まれて～
令和２年清瀬市成人記念式典が行われました

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

令和２年２月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　35,999人 （24人減）　女　38,625人 （12人増）　計　74,624人 （12人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,741世帯（4世帯減）　※人口は、外国人住民（1,307人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

①企画展「日本全国郷土カルタ展」記念講演会
　郷土カルタの魅力と醍醐味を研究者の立場から、そしてきよせ郷土カ
ルタを実際に制作・企画した委員の立場から語ります。1「郷土カルタ
の魅力と活動の成功について」2「きよせ郷土カルタ制作談話」。先着30
人。  日2月23日㈰1午後2時～2午後3時～ 場郷土博物館 講1日本郷土
かるた協会理事長　山口幸男氏2元清瀬市郷土博物館長　森田善朗氏
②ミュージアム・シアター「新春フィルム特集８」
　16㍉フィルムによる上映です。「和菓子」（上映時間26分）、「紬
織ー佐々木苑子のわざー」（上映時間33分） 日2月27日㈭午後1時
30分～ 場郷土博物館 
 直 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

郷土博物館からのお知らせ

①第1８回　図書館読書交流会『民主主義を救え！』（ヤシャ・モンク著）
　民主主義の「非常時」に、私たちは何をすべきか。気鋭の政治学者に
よる分析と警告の書を、東洋大学名誉教授・小苅米清弘氏にわかりやす
く解説していただきます。 対市内在住の中学生以上の方。先着20人 
日3月14日㈯午前10時30分～正午 場中央図書館
②子どもDVD上映会
　「ぴったんこ！　ねこざかな2」の上映会です。 対幼児～小学生。先着
30人 日3月8日㈰午前11時～（30分程度） 場中央図書館
 問 申②は直接会場へ、①は2月15日からの午前10時～午後5時（水・木曜
日は午後7時まで）に直接窓口または電話で中央図書館☎042-493-4326へ
◆図書館特別整理休館
　蔵書点検などを実施するため、下記のとおり休館させていただきます。
ご理解ご協力をお願いします。【中央図書館】2月17日㈪～21日㈮

【元町こども図書館】2月24日㈪～28日㈮【下宿図書館】3月2日㈪～6日㈮
※その他の館は通常どおり開館いたします。どうぞご利用ください。
問中央図書館☎042-493-4326

図書館からのお知らせ

◆たまろくと市民感謝デー　
　日ごろの感謝を込めて、多摩六
都科学館構成市（清瀬市・小平市
・東村山市・東久留米市・西東京
市）に在住・在学・在勤の方は入
館料が無料です。
　地域のおいしい食べ物やお土産
が集合する「たまろくとご当地グ
ルメフェスティバル 」や、4つの
ラボをすべてオープンにする「ラ
ボまつり」、ビンゴ大会など盛り
だくさんの内容でお待ちしていま
す。 日3月1日㈰午前9時30分～午
後5時 問多摩六都科学館☎042-
469-6100

多摩六都科学館の催し物

◆3月1日㈰無料シャトルバスを
　運行
　清瀬駅北口より無料シャトルバ
スを運行します。【運行時間】清
瀬駅北口発＝午前8時45分、9時
50分、10時50分、午後0時45分、
午後2時、多摩六都科学館発＝午
後0時15分、1時30分、2時45分、
4時、5時10分
※構成市在住・在学・在勤が確認
できるものをお持ちください。
※プラネタリウム、大型映像は別
途料金が必要です。
※2月の休館日：17日㈪・25日㈫。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

　1月14日、清瀬消防署は清瀬市料理飲食店組合と「地域の防火防災安全
体制強化の推進に関する協定」を締結しました。この協定は、防火防災に
関する情報を共有し、地域の防火防災の
連携・強化の推進を目的としたものです。
　同組合の野口英世会長は、「皆さまに
安心してお食事を楽しんでいただけるよ
う、消防署と連携して安全なまちづくり
を推進していきます」と意気込みを話し
ました。

清瀬消防署が清瀬市料理飲食店組合と協定を締結

　1月11日、神山公園で「清瀬市消防団出初式」が開催されました。当日
は、団員などの表彰が行われた他、徒列行進、ポンプ車などによる分列
行進、消防操法、一斉放水などが披露されました。また、今回は五中の
吹奏楽部も参加して行進曲を演奏するなど、これまでの式典とはひと味
違う趣となりました。なお五中吹奏楽部は、昨年12月1日に実施された
清瀬消防少年団の活動にも参加して演奏を披露するなど、地域防災活動
にも積極的に貢献しています。

五中吹奏楽部も参加して
清瀬市消防団出初式が行われました

組合会長の野口氏（中央左）・五十嵐清
瀬消防署長（中央右）と組合の皆さん

左から新成人代表の2人（笠原響さん、村野ゆめさん）と、舞流太鼓のアトラクション

左から検閲の様子、一斉放水、五中吹奏楽部による演奏
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