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大雪に備えて、早めの対策を行いましょう！
　来年２月にかけての今冬の気温
は平年より高く、降雪量も平年並
みか少ないという予報が発表され
ています。
　しかし、一時的な強い寒気の流
れ込みにより大雪になる場合があ
りますので、さまざまな注意が必
要となります。日ごろから大雪に
対し、以下の点について備えと心
構えをしておきましょう。 問防
災防犯課防災係☎04２-497-1847
【情報を得て早めの備えを】
　天気予報で情報を入手し、大雪
の可能性がある場合は食料品や医
薬品、燃料などをあらかじめ購入
しておき、不要な外出を避けまし
ょう。

【バイクや自転車を運転しない】
　道路が滑りやすく大変危険なの
で、雪道でのバイクや自転車の運
転はやめましょう。また、自動車
を運転する際はチェーンやスタッ
ドレスなどの冬用タイヤを必ず使
用してください。
【時間に余裕を持った行動を】
　公共交通機関に運休や遅延が発
生する可能性があります。運行状
況などの情報を入手し、時間に余
裕を持って行動しましょう。
【正しい服装・歩き方を心掛けよ
う】雪道や水にぬれた床での転倒
事故が多く発生します。底が滑ら
かな靴やヒールの高い靴は避け、
歩幅を小さくし、膝を少し曲げて

足裏全体で着地するように歩きま
しょう。また、ポケットからは手
を出して歩いてください。
【除雪作業中の事故に注意！】
　除雪作業中は、転倒や雪で覆わ
れた側溝に気付かずに落下するな
どの事故が発生しかねません。除
雪作業は1人
で行わず、家
族や近隣の方
と行いましょ
う。
【農作物のパイプハウスへの対策
を】雪の重みで、農作物のパイプ
ハウスに被害が出る場合がありま
す。補強をするなどの必要な対策
を行いましょう。

＝平常業務 ＝業務時間変更・一部休業 ＝休業・休館

年末年始の市役所などの業務日程

（※）28日・4日の市民課土曜窓口はお休みとなります。
★詳しくは各施設へお問い合わせください。なお公共施設予約システムは、令和元年12月
29日㈰午前0時から令和２年1月4日㈯午前8時29分まで利用できません。
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492-5111会計課
生涯学習センター 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
郷土博物館 493-8585
児童センター（中央・野塩・下宿
児童館） 495-7700
子ども家庭支援センター 495-7701
消費生活センター 495-6211
松山地域市民センター 491-5153
野塩地域市民センター 493-4014
下宿地域市民センター・市民体
育館 493-4033
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
コミュニティプラザひまわり
（テニスコート含む） 495-5100

清瀬けやきホール 493-4011
きよせボランティア・市民活動セ
ンター 491-9027

松山・竹丘集会所 495-1717
清瀬・ハローワーク就職情報室 494-8609
子どもの発達支援・交流センター 495-3030
障害者福祉センター 495-5511
障害者就労支援センター 495-0010
社会福祉協議会 495-5333
下宿運動公園広場

493-4033

下宿第二運動公園野球場
清瀬内山運動公園野球場

清瀬内山運動公園サッカー場

テニス
コート

下清戸
清瀬内山運動公園
中央公園

健康増進室（健康センター） 492-5111

28日の貸館は午後5時まで、入金
等業務は平常どおり。
4日の貸館は午後１時から、入金
等業務は平常どおり。

28日・4日は午後6時閉館。
入金業務は午後5時まで。

28日・4日・5日はいずれも午後5時閉館。

28日の貸館は体育館を除き午後5時まで、4日の
貸館は午後１時から、入金等業務は平常どおり。

29日・30日・3日は午後7時まで。3１日は午後
5時まで、2日は午前１１時から午後7時まで。

28日の貸館は午後5時まで。4日の貸館は
午後１時から。

2日は午前１１時から。

2日は午前１１時から。

（※） （※）

◆清瀬市子ども・子育て支援総合
　計画（案）について
　市では、「子ども・子育て支援法」
及び「次世代育成支援対策推進法」
に基づき、５か年を1期とする計
画を定め、子ども・子育て支援施
策を推進しています。このたび、
令和２年度から6年度を計画期間
とする「清瀬市子ども・子育て支
援総合計画（案）」を公表するとと
もに、市民の皆さまから広くご意
見 をいただくため、パブリック
コメントを実施します。
【意見を提出できる方】市内在住
・在勤・在学の方、市内に事業所
を有する個人及び法人その他団
体、この事案について直接的に利
害関係が生じると認められる方

【案の公表場所】市ホームページ、
各地域市民センター、中央・駅前
図書館、生涯学習センター、男女
共同参画センター、児童センター、
行政資料コーナー（市役所本庁舎
３階）、清瀬けやきホール、コミ
ュニティプラザひまわり、子育て
支援課【提出方法・問合せ】1２月
２３日から令和２年1月16日（必着）
までに住所・氏名など必要事項を
記入し、直接窓口または郵送、フ
ァクス、市ホームぺージ内にある
専用フォームで子育て支援課保育
・ 幼 稚 園 係Ｆ04２-49２-２41５☎
04２-497-２086へ
※住所・氏名など必要事項が明記
されていないと受け付けられません
のでご注意ください。

パブリックコメントを実施します

　市内各図書館の年末年始の開館
時間は下表のとおりです。
　年末年始休館中、資料の返却は

ご遠慮ください。ご協力をお願い
します。 
問中央図書館☎04２-49３-4３２6

　図書館　年末年始開館時間

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

12月27日㈮ 午前10時～午後5時 午 前10時
～午後7時

午前10時～
午後5時

午前10時～
午後8時

12月28日㈯ 午前10時～午後5時 午前10時～
午後6時

12月29日㈰～
令和2年1月3日㈮ 休　館　日

1月4日㈯ 午前10時～午後5時 午前10時～
午後6時

日程
館名

中央
 映画を読み、音楽を読む
　映画や音楽などのエンターテインメントは、日々の暮らしを豊かにします。せっ
かくの年末年始、いつもより時間をかけゆっくりと映画や音楽の本を読み、行間
から溢れる素晴らしい映像、美しい調べをお楽しみください。

元町
こど
も

 のせて　のって　どこへ行く？
　日本から世界へ、地球から宇宙へ、そして過去から未来へと、のりものに乗
ればどこへでも連れて行ってもらえます。魔法のほうきや空を飛ぶ鳥、電車や船、
車やロケットなど、のりものに乗って知らない世界に飛び出しましょう！

下宿
 人生を楽しむ
　毎日の生活や人生を楽しみたいと思っていらっしゃる方、今以上にもっと楽し
むコツや楽しみ方を発見してみませんか？ これからの未来を充実させ、人生を
謳歌するヒントになる本を展示します。

野塩
 美しい花の世界
　美しい花には人を引きつけて止まない魅力があり、心を癒し潤いと安らぎ、
元気を与える力があると言われています。あなたの毎日に花はありますか？ さ
まざまな花の美しい世界に触れてみてください。

竹丘
 健康のつくりかた
　時を経るごとに、心と体が変化していくことを誰も止めることはできません。
それでも年齢に負けることなく、そして決して無理をすることなく、自分にあっ
た体のつくり方、豊かな心の在り方を探してみませんか。

駅前

 IT社会を生きぬく
　ツイッター、インスタグラム、キャッシュレス、AIなど言葉は聞くけれどよく
分からない、興味はあるけどやったことはない、という人のために、ITに関わる
解説や、日常生活・ビジネスへの活用法の図書を集めました。ITでどんなこと
ができるのか、まずは手に取って読んでみてください。

　図書館では、年末年始の特別展
示として、各図書館でテーマに沿
った図書を新たに収集し、展示し
ます。年末年始の読書にご利用く
ださい。各館のテーマは下表のと
おりです。 期1２月1５日㈰～令和２
年1月３1日㈮ 問中央図書館☎04２-
49３-4３２6

図書館　特別展示コーナー

　市では、平成２9年4月より介護
予防・日常生活支援総合事業（以
下、総合事業）を実施しています。
総合事業において住民主体型通所
サービス（通所Ｂ）に位置づけられ
ているサービスを、高齢者元気回
復事業（一般介護予防事業）と併
設して実施できる団体を募集しま
す。事業内容及び募集内容などの
詳細については、市ホームページ
からご確認ください。
【募集期間】1２月16日㈪～２３日㈪
【実施期間】令和２年4月1日㈬～令
和３年３月３1日㈬までの間で週に1
回、月4回程度
問地域包括ケア推進課地域包括支
援センター☎04２-497-２08２

住民主体型通所サービス（通所Ｂ）
業務委託に係る

プロポーザルを実施


