
7市報令和元年（2019年）11月15日号 対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

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
※11月15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㈮
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

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12 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：画集（ルノワール他）、男性・女性用ゴルフセット、ベビーバウンサー　★ゆずってください：清瀬幼稚
園男子制服一式（120㌢） 申 問11月15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11回農業委員会 11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。令和元年度第1回清瀬市郷土

博物館協議会
11月22日㈮
午後2時～

郷 土 博 物
館

郷土博物館
☎042-493-8585

 申 問①～②は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、③は健康づくり推進員・村野☎042-492-
2894、④～⑥は健康推進課母子保健係☎042-497-2077へ

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
①野菜セミナー
　野菜の知識と料理を学び、毎日の健康づくり
に生かしてみませんか。 対清瀬市国民健康保険
に加入している方。先着20人 講管理栄養士　宮
本千華子氏 持エプロン・三角巾・手拭きタオル

12月17日 ㈫ 午 前
10時 ～ 午 後0時
30分

健康センタ
ー

11月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

②令和元年度成人歯科健診
　今年度の成人歯科健診は11月30日㈯までです。期間外の受診はできませんので、対象の
方は早めに受診をお願いします。なお、対象の方には6月下旬ごろに受診券を送付しています。
受診券をなくしてしまった方で、成人歯科健診を希望される方は健康推進課成人保健係ま
でお問い合わせください。
　③健康づくり推進員運営　いきいきハイキ　
　ング約10キロ・登り坂コース
　西武池袋線高麗駅より、多峯主山、ドレミフ
ァ橋、吾妻峡を巡り、西武池袋線飯能駅まで歩
きます。 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 費100円

（保険料・運営費など。交通費他は別途自己負担）

11月26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＝西武池袋線飯
能駅
※直接集合場所へ。

④両親学級（1コース2日制）
　1日目＝お産や栄養の話など。2日目＝赤ちゃん
の入浴方法やパパの基礎知識など。
 対妊婦とその夫または妊娠を予定している夫婦
 費1日目のみ＝100円（試食費） 持母子健康手帳（2
日目はエプロンと手拭きタオルも持参）

1日目＝12月13日
㈮午後1時20分～
4時
2日目＝令和2年1
月9日 ㈭ 午 後1時
20分～4時20分

健
康
セ
ン
タ
ー

電話で申
込み

⑤スマイルベビーきよせ　ママヨガクラス
 対生後1か月～7か月未満の乳児とその母親。先
着10組 
※上の子どもの保育あり（就学前まで、先着4人、
要予約）。

12月13日㈮
午前10時～正午
（受け付けは午前
9時30分～）

11月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

⑥食育展示
　小・中学校、保育園、健康推進課の食育を紹
介します。ぜひお越しください。

11月19日㈫～24
日㈰午前10時～
午後8時

クレアギャ
ラリー（クレ
ア ビ ル4
階）

直接会場
へ

11月23日㈯の市民課 
土曜窓口をお休みします

　11月23日㈯は勤労感謝の日のた
め市民課土曜窓口をお休みします。
なお、今後も土曜日が祝日の場合や
年末年始は市民課土曜窓口はお休み
となりますのでご注意ください。
 問市民課住民係☎042-497-2037
未婚の児童扶養手当受給者に 
対する臨時・特別給付金

　児童扶養手当の受給者のうち、未
婚のひとり親の方を対象に、令和元
年度の臨時・特別の措置として、給
付金を支給します。【支給要件】次
のすべての要件を満たす方。令和元
年11月分の児童扶養手当の支給を
清瀬市から受ける父または母・基準
日（令和元年10月31日）までに、婚
姻（法律婚）をしたことがない方・
基準日（令和元年10月31日）におい
て、事実婚をしていない方または事
実婚の相手方の生死が明らかでない
方【支給額】17,500円【支給時期】令
和元年12月27日㈮までに申請し、
支給要件に該当する場合は令和2年
1月15日㈬、令和元年12月28日㈯か
ら令和2年1月6日㈪までに郵送など
で申請し、支給要件に該当する場合
は令和2年2月14日㈮【提出書類】①
申請書②戸籍謄本（抄本）③本人確
認書類（マイナンバーカード、運転
免許証、住民基本台帳カード、パス
ポートなどの写し）④指定した口座
が確認できる書類（金融機関名、口
座番号、口座名義人が確認できる通
帳やキャッシュカードの写し）
※③④について、児童扶養手当と同
じ口座を指定する場合は、上記の確
認書類は不要です。
 申 問令和2年1月6日（必着）までに
直接窓口または郵送で子育て支援課
助成係☎042-497-2088へ
ニュースポーツ用具の貸出

　さまざまなニュースポーツ用具の
貸出を無料で行っています。地域や
職場、学校の仲間と一緒に楽しみま
せんか？
【用具貸出可能なニュースポーツ】
ボッチャ・ティーボール・スーパー
ドッジボール・ドッヂビー・パドル
テニス・ネットネット・ソフトバレ
ーボール【貸出期間】原則2週間以内
 申 問貸出希望日の7日前までに申請
書に必要事項を記入し、直接窓口ま
たはファクスで生涯学習スポーツ課
生涯スポーツ係☎042-495-7001、
Ｆ042-495-7007へ
社会保険料(国民年金保険料) 

控除証明書の発行
　1月1日～9月30日の間に国民年金
保険料を納付した方は11月上旬に、
10月1日～12月31日の間に今年初め

て国民年金保険料を納付した方は令
和2年2月上旬に、「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」が日本
年金機構より送付されます。
　国民年金保険料は、全額が社会保
険料控除の対象となることから、確
定申告などの際に、この証明書(ま
たは領収書)が必要となりますので、
大切に保管してください。
 問日本年金機構「ねんきん加入者ダ
イヤル」☎0570-003-004（050で始
まる電話の場合は☎03-6630-2525)
※詳しくは上記へお問い合わせくだ
さい。

決算説明会
　税務署では、確定申告にあたって
の留意事項及び青色申告決算書・収
支内訳書の作成要領、消費税の軽減
税率制度についての説明会を開催し
ます。 対事業所得や不動産所得を
有する方 日12月2日㈪不動産所得を
有する方＝午前10時～正午、事業
所得を有する方＝午後1時30分～4
時 場JA東京みらい（中里三丁目）
 直 問東村山税務署個人課税第1部門
☎042-394-6811（内線412）

野焼きは禁止です
　「洗濯物に臭いがついて困る」「煙
くて家の窓を開けられない」など、
野焼きに対するご意見が多く寄せら
れています。現在、野焼きは原則禁
止されています。慣習行事や病害虫
駆除のための焼却行為といった例外
もありますが、近隣住民からの通報
がある場合は指導の対象となりま
す。 問水と緑の環境課環境衛生係
☎042-497-2099

犯罪被害者週間
　11月25日㈪～12月1日㈰は「犯罪
被害者週間」です。
　市では、交通死亡事故・性犯罪・
傷害事件・殺人事件などの被害者な
どの遺族の相談を実施していま
す。  問東村山警察署警務課☎042-
393-0110または防災防犯課防犯係
☎042-497-1848

清瀬市議会
第4回定例会開会

　令和元年清瀬市議会第4回定例
会は、11月29日㈮から下表のと
おり開会予定です。ぜひ傍聴にお
越しください。
月 日 内容
11 29㈮ 本会議（初日）

12

3㈫
本会議（一般質問）4㈬

5㈭
9㈪ 総務文教常任委員会
10㈫ 福祉保健常任委員会

11㈬ 建設環境常任委員会
議会運営委員会

18㈬ 本会議（最終日）

※時間は、12月11日㈬の議会運
営委員会（午後2時～）を除き、い
ずれも午前10時～です。
 問議会事務局議事係☎042-497-
2567

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
認知症家族会ゆりの会臨時会
　問題や悩みを語り合い、明日へのエネルギーに
繋げよう。 対認知症高齢者を介護している家族
など 費お茶代（お菓子付き）50円、初回無料
※当日、まどか秋津内でインフルエンザの患者さ
んが3人以上発生した場合は、信愛病院で開催。

12月4日 ㈬ 午 後1
時30分 ～3時30
分

まどか秋津
（野塩五丁
目）

直接会場
へ

清瀬市家族介護者教室　コツさえわかればこん
なに楽になる！
　テーマは「安全な移乗介助等の介護技術を知ろ
う！」、「福祉用具でこんなに安全に生活できる！」
です。 対家族を介護している方や介護を受けてい
る高齢者、関係者の方。先着40人

12月4日㈬ 午前9
時30分 ～11時30
分（受け付けは午
前9時）

生涯学習セ
ンター

直接窓口
または電
話で申込
み

 申 問地域包括ケア推進課地域包括支援センター☎042-497-2082へ


