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市制施行50周年

今号の主な内容▶2面：第13回蜜源植物の苗木無料配布会／3面：第35回清瀬美術家展／4・5面：特集「市の職員の給与・人事の状況を公開」

「キヨセ de フェスタ」とは？
　今年で4年目を迎える「キヨセdeフェスタ」は、過去最多の33事業者が出展予定です。
　自家製酵母パンや無農薬野菜などのフード販売をはじめ、ハンドメイドアクセサリーや布小物などが会場いっぱいに並びます。この他にもリラ
クゼーションやミニワークショップ、子ども向け無料塗り絵コーナーなどもありますので、ぜひお越しください。
　「子育てしやすいまち」は、「子育てしながら働きやすいまち」。清瀬市は「子どもと一緒にいきいきと暮らせるまち」を目指して、女性が地元で
働き、もう一歩前に進める場を支援しています。 問男女共同参画センター☎042-495-7002

出 展 起 業 家 一 覧
　food（フード）
自家製酵母パン　くぅ／こばと農園／アジュール／cake labo SMILE

（ケークラボスマイル）／Contigo（コンティーゴ）／mao-chai.cafe（マ
オチャイカフェ）／プチ果房ヴァリエ／東京ぴくるす／焼き菓子屋
otto（オット）／Hashu Cafe（ハシュカフェ）
　fashion（ファッション）
pattern office terry-K（パターンオフィステリーケイ）／ジュエリー工
房　悠／3gatsuyouka（サンガツヨウカ）／夜なべ兎とSincerely（ヨナ
ベウサギトシンシアリィ）／mamma och fika（ママフィーカ）／Satr
on Plage（サトロンプラージュ）／Ｎ*+Ｒ（エヌアール）／Mom's A マム
ズエー工房／m（エム）／Piiiiku joie（ピィク ジョア）／Monster`s 

Yard（モンスターズヤード）／Grandma 羊の手編み工房（グランマヒ
ツジノテアミコウボウ）／生活を彩る雑貨屋さんEFT.SIZ（エフトゥシ
ズ）
　relaxation（リラクゼーション）
～ココロとカラダの休憩所～ココリラ／足もみすみちゃん／office し
あわせキャリアデザイン
　etc.（アート・クラフト・カウンセリング）
Hana hana（ハナハナ）／キャンドル アトリエ ヴェール／たなごカン
パニー／けしごむはんこ*umegummi*（ウメグミ）／makiphotobird（マ
キフォトバード）／OGIMUGI:（ヒンメリ＆フェアートレード オギムギ）
／LIAC Communications（ライアック コミュニケーションズ）

日時：11 月 23 日㈯
時間：午前 11 時～午後 4 時
場所：男女共同参画センター

 （アイレック）

～ 33 の す て き な 出 逢 い
ちょっとじまんの街になる～ 女 性 起 業

応 援 事 業
2019

※「エリクオわくわくコンサート」はご好評により定員に達しました。

子 ど も 向 け イ ベ ン ト

ハブラシ戦士

思考動物

　「思考動物」の広がれアイディア！　ミニパフォーマンスワークショップ
ミニパフォーマンスにチャレンジするワークショップです。お

話をつくること、表現することを楽しんでみませんか？　それぞ
れのアイディアからどんな世界が広がっていくのでしょうか。皆
さんのご参加お待ちしています！ 対小学3～6年生。先着12人（子
どものみ、保護者の見学はご遠慮ください）【時間】午前11時15分
～午後0時15分 申イベント名・保護者氏名・子どもの氏名と年齢
・連絡先を明記し、Ｍ kiyofes@gmail.comへ

ハブラシ戦士の塗り絵コーナー（当日随時受付）
テレビ放映予定のアニメ「ハブラシ戦士」の塗り絵コーナーです。

【時間】午前11時30分～午後3時
【提供】株式会社ゆめ太カンパニー（市内アニメ制作会社）

無料
food
fashion
relaxation etc.
33人の起業家たちの
いろいろなお店
子ども向けイベントも！

昨
年
の
様
子
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問健康推進課成人保健係☎042-497-2076ノロウイルス等 による
 感 染性胃腸炎 に注意しましょう！

ノロウイルスの特徴

お も な 感 染 経 路

◆感染性胃腸炎のなかで、冬に特に多いのがノロウイルスです。
◆ノロウイルスは少量（10～100個）を摂取しただけで深刻な食中
　毒を起こしてしまう、感染力が非常に強いウイルスです。
◆ノロウイルスは1年中発生しますが、特に11月～春先に多く発生
　します。
◆最近では新しいタイプのノロウイルスが発生しており、より流行
　が広がる可能性があります（症状は既存と同様）。また、以前ノ
　ロウイルスにかかった人でも再び発症するおそれがあります。

1感染した人の便や嘔吐物に触れた手・指を介してノロウイルスが
　口に入った場合。
2汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食
　べた場合。
3食品取扱者（食品製造に従事する人、飲食店の調理人、
　家庭で調理をする人など）が感染しており、その人を
　介して汚染された食品を食べた場合。
4感染した人の嘔吐物や便が乾燥して、細かなちりと
　一緒に舞い上がり、それを吸い込んだ場合。

予 防 の ポ イ ン ト
こまめに手洗いをする。

（特に排便後、調理や食事の前）

牡蠣などの二枚貝を調理するとき
は、中心部まで十分に加熱する。

（中心温度85～90℃で少なくとも90秒間以上加熱）

嘔吐物や便は、次亜塩素酸ナトリウム（塩素
系の漂白剤）を使用し、換気を行い、使い捨
ての手袋・マスク・エ
プロンを着用して、適
切に処理をする。処理
後は石けんと流水で十
分に手を洗う。

調理器具の消毒も忘れ
ずに行う。

1

2

3

4

使い捨て
マスク

使い捨て
手袋

使い捨てエプロン
（ごみ袋で代用可）

も し 感 染 が 疑 わ れ た ら・・・
◆嘔吐や下痢などが続くときは、脱水症状にならないように水分
　補給をしましょう。
◆早めに医療機関を受診しましょう。
◆下痢止めなどの内服薬はウイルス排泄を妨げるため、安易に使
　用せず、医師の指示に従って使うようにしましょう。

◆家族がいる場合は、手洗いに使用するタオルは共用しない、ま 
　たはペーパータオルを使うようにしましょう。
◆下痢をしている人の入浴は一番最後にし、湯船につかる前にお
　しりを良く洗います。お湯は毎日交換し、浴槽・床・洗面器・
　椅子などもきれいに掃除します。また、バスタオルも共用しな
　いようにしましょう。

農業まつり2 01 9
日時：11月16日㈯午前9時～午後2時、17日㈰午前9時～午後4時
会場：コミュニティプラザひまわり

清瀬自慢の野菜・花・植木が勢ぞろい！！

　今年も農業まつりを開催します。16日㈯は農畜産物品評会（一般の方
の入場不可）と野菜・花・植木の即売など、17日㈰は野菜・花・植木の
即売や農畜産物品評会出品物の販売、野菜で作られた宝船の公開と使用
された野菜のチャリティー配布、苗木・鉢花の無料配布などの他、各種
模擬店が出店します。 問産業振興課産業振興係☎042-497-2052（まつ
り当日は☎042-492-5111）

ア ン ガ ー マ ネ ジ メ ン ト 講 座
再 び、 ア イ レ ッ ク ま つ り！

　イライラした気持ちを誰かにぶつけてしまうこと
はありませんか？　怒りのコントロールでスッキリ
した関係を作りましょう。皆さんのご参加をお待ち
しています。 対子育て世代の保護者、家庭や職場で
イライラすることがある方など、どなたでも。先着
40人 日1回目＝12月8日㈰、2回目＝12月12日㈭いず
れも午前10時～正午（1回目・2回目どちらも同じ内
容です） 場男女共同参画センター 講一般社団法人日本
アンガーマネジメント協会シニアファシリテーター　相原あすか
氏 申 問11月15日からの平日午前9時～午後5時に、電話で男女共同参
画センター☎042-495-7002へ
※保育あり（6か月～就学前。先着10人）。ご希望の方は、11月29日
までに電話で申込みください。

第１３回蜜源植物の苗木無料配布会
　人気のブルーベリー・オリーブ
を含む蜜源植物1,100本の無料配
布を行います。開催期間中は、当
プロジェクトの協力花農家「坂間
園芸」による花の直売会も同時開
催します。 対東京清瀬市みつば
ちプロジェクト友の会メンバー
日11月19日㈫～22日㈮午前10時
～午後2時（雨天中止） 場清瀬リハ
ビリテーション学院跡地
【配布物】ブルーベリー・オリー

ブ・ ユ キ
ヤ ナ ギ 他
16種（ ブ
ル ー ベ リ
ー・ オ リ

ーブは1人1本限定）  問総務課営繕
係☎042-492-5111（内線524）
◆友の会メンバーについて
【参加資格】プロジェクトの趣旨
「自然を豊かにするみつばちと共
に清瀬の環境保全活動を推進して
いく」ことに賛同していただける
方（市外在住可） 申下記メールア
ドレスに、件名を「みつばちプロ
ジェクト友の会加入希望」とし、
本文に住所・氏名・電話番号を記
入して送信してください。Ｍmits
ubachiproject@city.kiyose.lg.jp
※右記ＱＲコードからも
登録ができます。（メー
ル画面が開きます）

東京清瀬市みつばちプロジェクト

令和元年度採用

嘱 託 員 を 募 集 し ま す

【募集要項】11月15日㈮～12月2
日㈪の平日午前8時30分～午後5
時に職員課で配布（市ホームペー
ジからもダウンロード可） 申 問12
月2日（必着）までの平日午前8時

30分～午後5時に所定の用紙に必
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 職 員 課 職 員 係 ☎042-
497-1843へ

職種 受験資格
※全職種共通：65歳未満（平成３１年３月３１日時点）の方

人
数

学童クラブ指導員 保育士証または教員免許を有する方、もしくは２
年以上児童福祉事業に従事（常勤職員に準じた勤
務）した経験のある方 若

干
名

児童厚生員

保育士 保育士の資格を有する方

栄養士 栄養士の資格を有する方
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清瀬市長

　11月1日の市職員の勤続表彰式
で、92歳の国際エコノミスト、長
谷川慶太郎氏の著書『2020　長谷
川慶太郎の大局を読む』（徳間書店
刊）から引用し、現場が前向きに力
を尽くしていくことが市民福祉の
維持、向上に貢献してくと話し、
長年の努力に感謝しました。
　【品質の高い素材・部品をつくっ
ている日本企業には大企業もある
が、大半は技術力の高い中小企業
だ。３万社もあるといわれていて、
生産額にすると世界の電子・電機
産業の素材・部品の7割を担ってい
る。これらの中小企業がアメリカ
や中国はもちろん他のすべての国
々にもない日本の非常に大きな強
みとなっている。（中略）その主役
は一握りの技術者や研究者ではな
く現場の工場で働いている人々だ。
このような人たちは長い現場経験
と深い知識の両方を持っているの
で、短期間には養成できない人材
でもある。だから海外の企業もな
かなかなか追いつけない】。
　現場がとても大事です。11月３
日の野塩団地秋祭り、とても楽し
かったです。人生100年時代に向
かって、全員が主役になっていく、
それが一番わかりやすいのが踊り
や歌、文化芸能です。輪になって、

「炭坑節」「東京音頭」「清瀬音頭」な
どを踊りました。
　皆、とても盛り上がっていまし
た。天照大御神が岩戸に隠れてし
まったことで、世のなかが真っ暗
になってしまいました。その天照
大御神を岩戸から戻ってきてもら
うきっかけを作ったのが、アメノ
ウズメノミコトの踊りでした。
　『古事記』の物語ですが、文化・
芸能が世のなかを明るくしていく
という教えではないかと思います。

『日本書紀』にもその物語は書かれ
ていますが、その『日本書紀』が編
さんされて、来年が1３00年目にな
ります。
　そして、来年は市制施行50周年
であり、東京2020オリンピック・
パラリンピックが開催されます。
文化・芸能で盛り上げていけば、
清瀬はとても明るくなっていくと
確信しています。「清瀬讃歌」を小
中学校で歌っていこうと教育長と
今協議しています。
　♪やわらぎの心が通よう柳瀬川
　桜並木よ しあわせを分け合いな
がら 水鳥も翼を洗う 和のまち 夢
のまち 好きだよ 清瀬～♪
　文化・芸能で幸せを分け合えれ
ば、明るい人生100年となってい
くでしょう。

（評）スイカも子ども達が大好きな夏の季語の１つで、多くはスイカ割りとか
種関係の句になるが、この句は父のイメージと並べることで、並のレベル
を抜いた。上五と下五での父への敬愛の表現と全体のユーモア感が秀逸。

大玉のスイカが父とやって来た 二中１年　本橋拓実

とける夏アイスと僕とかき氷  東星小４年　根岸俊太郎
（評）あまりの暑さに、アイスやかき氷のように僕もとけてしまいそう、と
いうことを夏の季語を３つ並べて表現した。一句に季語１つというのが普
通だが、「目には青葉・・・」の名句のように、こういう強調も面白い。

アイス食べ宿題してからまたアイス  六小６年　菅波友理香
（評）この句も、アイスという夏の季語をくり返し使うことで、夏のうんざ
りするような暑さと、宿題の面倒くささ、それに対して自分自身にアイ
スというご褒美を与えながら気持ちを支えている姿をうまく伝えた。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・谷村鯛夢
※�今回の俳句は「第10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

認知症サポーターステップアップ講座
　認知症の方がいつまでも住み慣
れたまちで安心して生活できるよ
う、市では「認知症サポーター養
成講座」を開催しています。すで
に活動しているサポーターの皆さ
んがさらに知識を得て活躍してい
くために、「認知症サポータース
テップアップ講座」を開催します。
　今年度は、認知症の方の世界を
体験するＶＲ（ヴァーチャルリアリ
ティ）機器を用いて仮想体験をし、
認知症の方の気持ちを感じてもら
う内容を実施します。また、市で
の認知症施策や認知症の方の状況
なども解説し、参加者の皆さんで
これからの認知症について考える
講座とします。ぜひ、ご参加くだ
さい。 対基本的に認知症サポー
ター養成講座を受講し、オレンジ
リングを取得されている方（未受

講の方は要相談）。各回先着20
人 日１2月１１日㈬１回目＝午後１時
20分～2時50分（受け付けは午後
１時から）、2回目＝午後３時１0分
～4時40分（受け付けは午後2時
40分から） 場生涯学習センタ
ー 申 問直接窓口または電話で地
域包括ケア推進課地域包括支援セ
ンター☎042-497-2082へ
※１回目・2回目どちらも同じ内
容です。
※先着順のためご希望の回を案内
できない場合もあります。

郷土博物館企画展

第35回 清瀬美術家展
　市内在住・在勤の美術家を中心
とした清瀬美術家懇話会会員の方
々の作品を展示する、毎年恒例の
企画展です。ジャンルや会派を超
えた多彩な芸術作品の鑑賞を通じ
て、アーティスティックなひと時
をぜひご堪能ください。

【出品予定者（敬称略）】◆絵画＝
青木文子・赤澤真寿美・石徹白彰
勇・磯村千夏・上野隆・小俣洋子
・狩野和夫・神谷公明・小松博映
・坂井千鶴子・高橋新三郎・南條
千恵・根岸正・宮下圭介・柳町朝

子・山崎康譽◆彫刻＝有賀也寸志
・磯村茂・大槻孝之・岡孝博・城
田孝一郎・中島大一朗・松井淳子
・森下聖大・和田政幸（環境依存
文字は、都合により常用漢字を代
用し表記しています。正式な名前
を掲載できない方がいらっしゃる
ことにつきまして、お断りをする
とともにお詫びいたします） 日１１
月３0日㈯～１2月8日㈰（１2月2日
㈪は休館）午前9時～午後5時 場郷
土博物館 直 問郷土博物館☎042-
49３-8585

◆ワークショップ「粘土で遊ぼ！」
　テラコッタ粘土で動物や恐竜・
土器などを作ってみよう！�出来
上がった作品は、焼成後、企画展
最終日まで展示します。 対どな
たでも・親子での参加も可能です。

先着20人 日１2月１日㈰午後１時～
３時 場郷土博物館 講国画会彫刻部
会員・清瀬美術家懇話会会員　磯
村茂氏 申 問１１月１5日午前9時か
ら電話で郷土博物館☎042-49３-
8585へ

関 連 事 業

野塩地域市民センター、清瀬けやきｈ－ルは午前・午後で2回開催します。　 e-Tax利用時のＩＤ・パスワード無料登録会

　インターネットを利用して国税
に関する各種手続き（申告など）
が行える、e-Taxを利用しません
か？　e-Taxは「マイナンバーカー
ドの認証」または「税務署にて取
得したＩＤ・パスワードでログイン」
の方法で利用できます。
◆ＩＤ・パスワード無料登録会を実
　施します
　東村山税務署職員が、ＩＤ・パス
ワードの出張登録を市役所にて実

施します。ぜひご利用ください。
対市内在住・在勤の方（登録でき
るのは本人のみ） 日１１月１9日㈫・
20日㈬いずれも午前１0時～午後4
時 場市役所本庁舎１階市民ホー
ル 持�身分証明書（運転免許証、マ
イナンバーカード、公的医療保険
の被保険者証など）�
直 問東村山税務署個人課税第１部
門 ☎042-３94-68１１（ 内 線4１３～
4１6）

野塩地域市民センター、清瀬けやきｈ－ルは午前・午後で2回開催します。　 スプレー缶などの発火物の出し方

　スプレー缶やガスボンベ、ライ
ターなどは中身を使い切って、「穴
を開けずに」指定収集袋ではない
半透明の袋に「き」と記載し、不
燃ごみの日に出してください。不

燃ごみなどに混入し
てしまうと、引火事
故の原因になります。
問ごみ減量推進課☎
042-49３-３750

　機器の老朽化により、市内３か
所に設置している自動交付機を廃
止します。「きよせ市民カード」
または「きよせ市民カード兼印鑑
登録証」をお持ちの方は、機械で
の証明書の取得ができなくなりま
す。これまで自動交付機をご利用
されていた方は、今後コンビニ交
付の利用をご検討ください。
　「きよせ市民カード兼印鑑登録
証」をお持ちの方は、窓口で印鑑
証明書を取得される際に必要にな
りますので、破棄せずに必ず保管
してください。
◆コンビニ交付とは？
　マイナンバーカードを利用し
て、市が発行する証明書を、市内
だけでなく、全国のコンビニエン
スストアなどに設置されているキ
オスク端末（マルチコピー機）か
ら取得できるサービスです。清瀬
市では令和2年2月１日よりサービ
スを開始いたします。

【発行できる証明書の種類】

●住民票の写し（除票、改製原は
　除く）
●印鑑登録証明書（印鑑登録をさ
　れている方のみ）
●課税・非課税証明書
●戸籍全部・個人事項証明書（清
　瀬市が本籍地の方のみ）
●戸籍の附票の写し（清瀬市が本
　籍地の方のみ）

【利用できるコンビニエンススト
アなど】全国のセブン-イレブン、
ファミリーマート、ローソンなど
キオスク端末（マルチコピー機）
を設置している店舗

【利用できる方】利用者証明用電
子証明書が搭載されたマイナンバ
ーカードをお持ちの方で、１5歳
以上の方【利用できない方】１5歳
未満の方、成年被後見人、支援措
置を受けている方
※マイナンバーカード作成には約１
か月かかりますので、利用を希望
される方は早めにご申請ください。
問市民課住民係☎042-497-20３7

令和2年3月31日をもって自動交付機を廃止します

イータックス
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市の職員の給与・人事の状況を公開
　清瀬市の職員の給与や休暇などの勤務条件は、市議会で定める条例や、これに基づく規則などで決定されます。「清瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基
づき、市職員の給与や人事の運営状況を公表します。 問職員課職員係☎042-497-1843

給 与 の 仕 組 み や 水 準、 職 員 人 事 の 運 営 状 況 を 公 表 し ま す

◆ 市 職 員 の 給 与 の 状 況
清瀬市の給与の概要（平成31年４月１日現在）

人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ）

30年度 74,714人
（平成31年3月31日現在） 30,173,482千円 851,484千円 4,689,753千円 15.5%

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬などを含みます。

１

職員給与費の状況（普通会計決算）
区分 職員数 （Ａ） 給与費 （Ｂ） 1人当たり給与費

（Ｂ/Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当当 計
30年度 401人（38） 1,515,621千円 439,386千円 693,614千円 2,648,621千円 6,589千円

※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成30年4月1日現在の人数です。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外
書きです。給与費は、再任用短時間勤務職員を含んだ数値です。1人当たりの給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含
まない人数で除したものです。

２

職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）
区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
清瀬市 307,985円 409,817円 40.0歳 334,847円 408,403円 54.1歳
東京都 314,459円 448,732円 41.7歳 291,617円 393,246円 49.9歳

国 329,433円 411,123円 43.4歳 287,312円 329,380円 50.9歳
※給与とは給料に諸手当を含めた額です（期末・勤勉手当は含まれていません）。国の平均給与月額には、通勤手当・時間外勤務手
当などの手当が含まれていません。

３

職員の初任給の状況（平成31年4月1日現在）
区分 清瀬市 東京都 国

一般行政職 大学卒 183,700円 183,700円 総合職   185,200円
一般職   180,700円

高校卒 145,600円 145,600円 148,600円

４

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）
区分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

一般行政職 大学卒 285,654円 325,981円 375,735円
高校卒 ―― ―― 343,760円

５

ラスパイレス指数
平成30年４月１日現在 101.2

平成29年４月１日現在 100.7

６

一般行政職の級別職員の状況（平成31年4月1日現在）
区分 5級 ４級 3級 2級 １級

計標準的な職務内容 部長 課長 係長 主任 主事
職員数 10人 25人 72人 121人 82人 310人
構成比 3.2% 8.1% 23.2% 39.0% 26.5% 100.0%

※清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

７

昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）
区分 計

31年度
職員数（Ａ） 310人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 85人
比率（Ｂ）／（Ａ） 27.4%

30年度
職員数（Ａ） 299人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 103人
比率（Ｂ）／（Ａ） 34.4%

※勤務成績の区分
が「上位」または「最
上位」の職員は、区
分が「標準」の職員
と比べて、1～2号
拡大された昇給幅
が付与されます。

８

職員手当の状況（平成31年4月1日現在）

特別職の報酬等の状況について（平成31年4月1日現在）

部門別職員数の状況と主な増減理由

９

10

11

※期末勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。普通退職とは自己都合などによる退職。定年等退職とは定年、勧奨
などによる退職です。平成30年度に退職した職員1人当たり平均支給額・勤続年数は、普通退職が2,161千円（8.0年）、定年等退職が
19,684千円（34.6年）でした。

※職員数は一般職に属する職員数であり、臨時または非常勤職員を除いています。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外
書きです。

手当名 区分 清瀬市 国

扶養手当
配偶者 6,000円 6,500円
父母等 6,000円 6,500円

子 9,000円 10,000円
特定期間の加算 4,000円 5,000円

通勤手当
交通機関利用者 
（電車・バス）

運賃相当額
上限55,000円

運賃相当額
上限55,000円

交通用具利用者 
（自家用車など）

通勤距離（2㌔以上）に応じて 
6か月分を一括支給

通勤距離（2㌔以上）に応じて
1か月ごとに支給

住居手当
自己所有住宅 ―― ――

賃貸住宅 15,000円
（35歳未満の世帯主の職員のみに支給）

27,000円
支給限度額

地域手当

支給対象地域 市内全域

時間外勤務 
手当

30年度
支給総額 101,630千円

支給率 16.0% 職員１人当たり
の支給年額 210千円支給対象職員数 485人

国の制度（支給率） 地域区分により
0～20％ 29年度

支給総額 93,903千円

支給対象１人当たり平均支
給年額（30年度決算） 583,866円 職員１人当たり

の支給年額 194千円

区分 清瀬市 国

期末手当
勤勉手当

 （ 単位：月分） （単位：月分） 
　　 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 1.3 （0.725） 1.0（0.475） 6月期 1.225（0.65） 0.9（0.425）
12月期 1.3 （0.725） 1.0（0.475） 12月期 1.375（0.80） 0.9（0.425）

　　計　　 2.60(1.45）    2.0（0.95） 　　計   2.60（1.45） 1.80（0.85）

退職手当

（支給率） 普通退職 定年等退職 （支給率） 普通退職 定年等退職
勤続20年 23.00 23.00 勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 30.50 30.50 勤続25年 28.0395  33.27075
勤続35年 43.00 43.00 勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 43.00 43.00 最高限度額 47.709  47.709
その他加算措置 その他加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2～20％加算） （3～45％加算）

退職時の特別昇給 2号給以上（公務上の傷病等）

区分 給料月額等 期末手当等

給料
市長 963,000円  6月期     2.3月分

副市長 829,000円  12月期    2.3月分
教育長 761,000円 計     4.6月分  

報酬
議長 570,000円  6月期     2.3月分

副議長 525,000円  12月期   2.3月分
議員 500,000円 　計     4.6月分

部門 平成30年 平成31年 対前年増減数 主な増減理由

一般行政部門

議会 5 6 1 執行体制の見直し
総務企画 117 118 1 業務増等

税務 29 32 3 執行体制の見直し等
民生 132 128 ▲4 保育園1園廃園による減等
衛生 31 33 2 執行体制の見直し
労働

農林水産 3 4 1 業務増
商工 2 2 0
土木 19 19 0
小計 338（32） 342（27） 4（▲5）

特別行政部門 教育 63 60 ▲3 学校給食1校委託化に伴う減等
小計 63（6） 60（9） ▲3（3）

普通会計計 401（38） 402（36） 1（▲2）
公営企業等
会計部門

下水道 6 6 0
その他 33 35 2 執行体制の見直し等
小計 39（2） 41（3） 2（1）

合計 440（40） 443（39） 3（▲１）

職員の任免及び職員数に関する状況

職員の福祉及び利益の保護の状況

職員の服務の状況（平成30年度）

職員の研修及び勤務成績の評価の状況

職員の休業の状況

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

職員の分限及び懲戒処分の状況（平成30年度）

職員の競争試験及び選考の状況

１

7

５

６

８

３

４

２

◆ 職 員 人 事 の 状 況

区分
職員数

（平成30年４月
１日現在）

採用などの状況 退職などの状況（平成30年４月2日～平成31年４月１日） 職員数
（平成31年４月１

日現在）
対前年平成30年４月2日～

平成31年3月31日
平成31年
４月１日 計 定年・

勧奨 普通 死亡 その他 計
職員数 440（40） 14 18（12）32（12） 18 9 0 2（13） 29（13） 443（39） 3（▲1）

（1）職員の研修の状況（平成30年度）

（2）勤務成績の評価の状況（平成30年度）

（1）職員の福利厚生制度

（1）育児休業等の取得状況（平成30年度）（単位：人） （2）修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者
同行休業の取得状況（平成30年度）

（2）公務災害補償の
状況（平成30年度）

（3）公平委員会に係る業務に関すること（平成30年度）

採用試験の状況（平成30年度実施）
職種 応募者数 １次試験受験者数 最終合格者数

一般事務 215 203 32
一般事務

（障害者採用） 7 7 1
一般事務（社会福祉士） 10 10 2
一般事務（建築技術） 1 1 1
一般事務（土木技術） 3 2 0

休暇などの種類
年次有給休暇、病気休暇、母子保健健診休暇、結婚休暇、出産介護休暇、妊婦通勤時間、子の看護休暇、永年勤続休暇、ボラン
ティア休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、育児の時間、生理休暇、産前産後の休養、忌引、夏季休暇、組合休暇、介護休暇、
介護時間、短期の介護休暇、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、育児休業、部分休業、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者
同行休業

区分 分限処分 懲戒処分
処分件数 降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職

0 0 31 0 3 3 1 0

区分 違反者数
法令等及び上司の職務上の

命令に従う義務 1
信用失墜行為の禁止 1

秘密を守る義務 0 

区分 違反者数
職務に専念する義務 0
政治的行為の制限 0 
争議行為等の禁止 0 

営利企業等の従事制限 0 

区分 内容
基準日／評定期間 1月1日／1月1日～12月31日

評定対象者 全職員

評定項目 【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、指導力、積極性、協調性、責任
感　【管理職以外の職員】仕事の成果、職務遂行力、組織運営力、組織支援力、取組姿勢

評定結果 【管理職】昇給及び勤勉手当     【管理職以外の職員】昇給及び勤勉手当

区分 事業内容
市町村職員共済組合 短期給付事業（医療関係）及び長期給付事業 （年金関係）、福祉事業 （人間ドックなど）を行っています。民間

事業者での社会保険及び厚生年金等社会保険制度にあたります。
清瀬市職員共済会 共済組合で行っている各種事業を補完するものとして、また職員の福祉を増進するために福利厚生事業な

どを行っています。

区分 傷病 死亡
公務災害 3 0 
通勤災害 0 0 

区分 育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児短時間勤務
取得者数 合計

男性職員 2 0 0 2
女性職員 5 16 2 23

合計 7 16 2 25

区分 取得者数 合計
修学部分休業 0 0 

自己啓発等休業 0 0 
配偶者同行休業 0 0

昇任試験の状況（平成30年度実績）
区分 対象者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率

管理職 45 3 6.7% 2 66.7％
係長職 

（短期） 125 －  － 14 11.2％

係長職
（長期） 60 0 0.0％ 0 0.0％

主任職 45 22 48.9% 6 27.3％

区分 研修内容等 受講者数
東京都市町村
職員研修所

職層別研修 基礎部門研修、能力向上研修 161
その他研修 講師養成研修、法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、専門職研修、技術職研修、実

務研修、特別研修、スポット研修 121

国・東京都関係研修 実施機関：東京都福祉保健財団、東京都立多摩総合精神保健福祉センター、東京都環境局、
特別区職員研修所、東京消防庁、東京都総務局 42

民間等派遣研修 実施機関：資産評価システム研究センター、一般財団法人日本経営協会、公益財団法人東京
税務協会、一般財団法人地方自治研究機構、東京防災救急協会、東久留米自動車教習所など 28

ブロック合同研修 政策形成研修 5 

内部研修
新任職員研修、コンプライアンス研修、接遇研修、ワーク・ライフ・バランス研修、仕事の
スクラップ研修、男女共同参画研修、ＤＶ研修、ハラスメント防止研修、普通救命講習会、Ｐ
Ｃ研修など

1,433 

区分 前年度からの継続案件 30年度事案数 完結件数 翌年度継続件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0 0 0
不利益処分に関する審査請求状況 0 0 0 0

苦情処理の状況 0 1 1 0

※ラスパイレス指数とは、地方公務員の一般行政職の学歴別・経験年数別
構成などが国家公務員と同一と仮定し、国家公務員の給料を100.0とした場
合の、地方公務員の給与水準を算出した指数のことです。

毎月支給 決まって支給

給料
地域手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当
退職手当

勤務実績に応じて支給
毎年支給
退職時に支給一定時期に支給

（1）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前8時30分～午後5時15分の1日7時間45分、週38時間45分としています。また保育園など、特別の勤務形態に
よって勤務する必要のある職員も、平均週38時間45分の勤務時間としています。
（2）休暇などの概要

※（　　）内は、再任用短時間職員であり、外書きです。

　職員の業務成績、業務能力及び業務態度などについて、客観的かつ継続的に把握することにより、職務に対する意欲の向上を図ると
ともに、能力開発、指導育成及び昇任選考などに反映し、公正な人事管理を行うことを目的として業績評価を行っています。

※係長職（短期）については選考となります。
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分（開場は午後0時30分） 場東大和市
民会館（東大和市向原六丁目）
【主催】東京都人権啓発活動ネット
ワーク協議会 申 問11月24日までに
申込みフォーム（下記QRコード参
照）または往復はがきで「講演と映
画の集いin東大和」事務局（㈲セブン
ティーン・プロジェクト
内）☎03-5946-6509へ
※詳しくは上記へお問い
合わせください。

清瀬国際交流会（ＫＩＣ） 
クリスマスコンサート

　会場全員で歌うコーナーもある楽
しいコンサートです。 問12月7日㈯
午後2時～ 場アミューホール
【主催】清瀬国際交流会ＫＩＣコーラ
ス 直 問清瀬国際交流会・市川☎
090-7205-8613

都営住宅（地元割当）入居者
【募集戸数】2DＫ2戸（2人以上世帯対
象）【募集案内の配布期間】11月20日
㈬～28日㈭【申込み締切日】12月2
日㈪（消印有効）
【募集案内の配布場所・時間】まち
づくり課、松山・野塩出張所、生活
福祉課、高齢支援課＝平日午前8時
30分～午後5時（平日の午後5時～午
後8時と土・日曜日は市役所夜間受
け付けで配布）、各地域市民センタ
ー、子ども家庭支援センター、生涯
学習センター＝各センター開館日の
開館時間内で配布  問まちづくり課
まちづくり係☎042-497-2093

ジュニアソフトテニス教室

 対小学4～6年生。先着30人 日12月
15日㈰午前9時～正午 場下清戸テニ
スコート【指導者】清瀬市ソフトテ
ニス連盟・日本スポーツ協会公認指

きよせ街バル2
　清瀬駅周辺の27
店舗で街バルを開
催します。 日11月
29日㈮～12月1日
㈰ 費前売り券＝2,500円、当日券＝
2,600円（3枚綴り、A～Ｃ各ブロック
でそれぞれ1枚ずつ利用可）
【発売場所】前売り券＝11月28日㈭
まで街バル参加飲食店（のぼり・ポ
スターが目印）・清瀬商工会・各地
域市民センター（松山・野塩を除く）
・清瀬けやきホール・コミュニティ
プラザひまわり、当日券＝開催当日
の午後5時～8時に清瀬駅南口特設
会場 問清瀬商工会☎042-491-6648
※期間中に使い切れなかった券は、
12月2日㈪～6日㈮の「あとバル」で
1枚600円の金券として利用できま
す。

第37回つながりカフェ
　誰でも参加でき、人と人との想い
をつなげる交流や情報交換の場で
す。 日12月5日㈭①ミニミニコンサ
ート（ムジカマードレコンサート）
＝午後1時30分～2時20分②ハンド
メイド「フェルトで羽子板を作ろう」
＝午後2時30分～3時30分 場男女共
同参画センター 費参
加費100円（コーヒー
または紅茶、お菓子
付き）、②のみ別途
材料費100円 直 問男
女共同参画センター
☎042-495-7002

清瀬市シニアクラブ連合会 
第29回芸能大会

　フラダンス・日本舞踊・民謡・コ
ーラス・カラオケなど、清瀬市シニ
アクラブ連合会の会員が日ごろの成
果を大舞台で披露します。ぜひお越
しください。 日11月27日㈬午前10
時30分～午後4時（予定） 場清瀬けや
きホール 直 問清瀬市シニアクラブ
連合会事務局（高齢支援課高齢福祉
係）☎042-497-2081

きよせ10の筋トレ
　グループで行える筋力トレーニン
グの体験会と説明会を開催します。
 対市内在住で、週1回の運動グルー
プを立ち上げたい方。仲間づくりを
したい方 日①12月4日㈬②令和2年1
月15日㈬いずれも午後2時～4時
 場①上清戸老人いこいの家②竹丘
地域市民センター 持動きやすい服
装・タオル・飲み物など 申 問各回
の前日までに社会福祉協議会☎
042-495-5333へ
※お近くのグループの紹介もしてい
ます。上記へお問い合わせください。

第71回人権週間行事 
講演と映画の集いin東大和

　お笑いコンビ・パックンマックン
による講演や映画「空飛ぶ金魚と世
界のひみつ」（日本語字幕付き）の上
映、人権啓発パネルの展示などを行
います。定員650人（応募者多数の
場合は抽選）。親子鑑賞室や託児室
（6か月～未就学児）もあります。
 日12月7日㈯午後1時30分～4時30

清瀬消防署で普通救命講習を 
受講しませんか

　清瀬消防署では毎月1回普通救命
講習を実施しています。ぜひご参加
ください。下記の日程以外でも、事
業者や自治会などで10人ほど集ま
って講習を実施できる場所があれ
ば、指導員が出張して救命講習を行
えます。また、救命講習にはいろい
ろなコースがありますので、気軽に
お問い合わせください。 日11月17
日、12月8日、令和2年1月19日、2
月9日、3月15日の日曜日いずれも
午前9時～正午 場清瀬消防署
 費1,400円（テキスト・人工呼吸マ
スク代） 申 問直接窓口または電話で
清瀬消防署☎042-491-0119へ
「小粋な水引お正月飾り」講座
　日本の伝統の紅白水引を使ったお
正月飾りを作ります。各会場先着
10人。 日①12月7日㈯②8日㈰③14
日㈯いずれも午後1時～3時 場①竹
丘地域市民センター②中清戸地域市
民センター③中里地域市民センタ
ー 費2,000円 持はさみ・作品を入れ
る袋 申 問11月15日から①は竹丘地
域市民センター☎042-495-1717、
②は中清戸地域市民センター☎
042-494-7211、③は中里地域市民
センター☎042-494-7511へ
東京病院第14回市民公開講座
　テーマは、①「長引く咳～もしか
したら喘息ではありませんか？」②
「転ばないためのからだづくり」で
す。 日12月1日㈰午後2時～4時（開
場は午後1時30分） 場東京病院（竹丘
三丁目） 講①呼吸器内科医長　大島
信治②副理学療法士長　大釜由
啓 直 問東京病院☎042-491-2111
複十字病院　市民健向講座・ゼミ
　テーマは、①講座「最新の乳がん
事情―過去から未来へ―」②ゼミ「肺
年齢を測定してみよう！」です。
 日①11月23日㈯午後2時～3時30分
②11月26日㈫午後2時～3時 場①ア
ミューホール②清瀬けやきホー
ル 直 問複十字病院☎042-491-4111

プロに教わる！ 
活動継続の秘訣

　ボランティア・市民活動を支え充

【市民伝言板利用案内】
●令和2年1月1日号掲載希望の「催し
物」の原稿は、11月15日午前8時30分か
ら12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

市民と議員の意見交換会▶清瀬のこれ
からのこと、有志の議員さんと話しま
しょう。11月23日10時～12時、清瀬
けやきホール、無料、市民と議員の意
見交換会・目黒☎090-5398-8334
茶どころ・だんだん▶どなたでもご自
由に立ち寄れる地域ふらっとサロンで
す。11月16日、12月21日いずれも11
時～15時、いなり台老人いこいの家、
参加費100円（コーヒーのお代わりは1

杯50円）、茶どころ・だんだん・辻☎
042-493-8399
清瀬室内合唱団“クリスマスを歌おう
！”▶キャロル集など親しみやすい曲
を演奏し、お客様と共に歌います。
12月1日14時開演（13時30分開場）、
アミューホール、無料、清瀬室内合唱
団・袴田☎042-492-6604
きよせ平和と健康まつり▶平和・元気
・住みよい清瀬をみんなで！　楽しい
1日を！11月24日10時～14時、中央
公園、入場無料、第13回きよせ平和
と健康まつり実行委員会・石垣☎080-
5673-2751
カントリーラインダンス無料体験レッ
スン▶カントリー音楽で一緒に楽しく
身体を動かしてみませんか？　11月
26日13時～14時、無料、中清戸地域
市民センター、カントリーラインダン
ス清瀬T・Ｋステップ・中村☎042-
492-1583

申込みは
こちら

実させるために必要な、みんなが納
得できる会議のやり方などが学べま
す。 対ボランティア・市民活動な
どに関わる方または関心のある方。
先着25人 日11月22日㈮午後1時30
分～4時 場きよせボランティア・市
民活動センター 講ＮＰＯ法人れんげ舎
代表理事　長田英史氏 申 問きよせ
ボランティア・市民活動センター☎
042-491-9027へ

第7回市民健康講座 
「家庭における救急法」

　どなたでも参加できます。 日11
月19日㈫午後7時30分～9時 場清瀬
商工会館（松山二丁目） 講昭和女子
大学人間社会学部初等教育学科教授
富本靖氏 直 問清瀬商工協同組合☎
042-491-0271

「遺言・相続・成年後見」 
セミナー・無料相談会

　テーマは「遺言書の基礎を学ぶ」
です。 日①11月16日㈯②12月21日
㈯いずれもセミナー＝午後2時～3
時、無料相談会＝午後1時～4時30
分 場①生涯学習センター②野塩地
域市民センター・生涯学習センター
（②の生涯学習センターは無料相談
会のみ） 講行政書士　花井正信
 直 問行政書士きよせ会・花井☎
042-497-9945

導員・清中ソフトテニス部 持動き
やすい服装・テニスシューズに近い
靴・飲み物 申 問11月15日から12月
13日までの火曜日を除く午前9時～
午後5時に直接児童センター☎042-
495-7700へ
※11月24日㈰開催の教室も追加募
集します。詳しくは上記へお問い合
わせください。

アイレックサポーター 
（チームつながりカフェ）

　アイレックを支えるサポーター活
動に参加しませんか？
【募集チーム】チームつながりカフェ
（第1木曜日）【活動内容】年6回実施
のコンサートなどや手作りコーナー
の企画・運営（地域の方とのふれあ
いを大切にしています） 申 問男女共
同参画センター☎042-495-7002へ

野火止用水クリーンデー 
ボランティア

　野火止用水沿川の6市と東京都が
一斉保全活動を開催します。 対市
内在住・在勤または市内企業の方。
先着20人 日12月7日㈯午前10時～
正午（集合は午前9時30分。小雨決
行） 場野火止遊園（東久留米市野火
止二丁目） 持汚れてもよい服装・軍
手 申 問11月18日～29日に直接窓口
または電話で水と緑の環境課緑と公
園係☎042-497-2098へ

中学校通信教育課程生徒

 対尋常小学校か国民学校初等科を
終了したが、高等学校の入学資格の
ない方、現行制度での義務教育が未
修了で学齢相当年齢を超過した方
【受付期間】12月9日㈪～令和2年1月
24日㈮【募集中学校】東京都千代田
区立神田一橋中学校通信教育課程
【選考日】2月1日㈯ 問千代田区立神
田一橋中学校☎03-3265-5961
※詳しくは上記へお問い合わせくだ
さい。

フェルトの
羽子板

新米ママと赤ちゃんの会

 対令和元年9月生まれの子どもとそ
の母親（第1子の方） 日11月26日、
12月3日・10日・17日の火曜日午前
10時～正午 場きよせボランティア
・市民活動センター
 申 問ＮＰＯ法人ウイズアイ
☎042-452-9765 Ｍinfo@
with-ai.netへ
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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
※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
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・有期雇用労働法が施行され、正社
員と非正規社員の間の不合理な待遇
差が禁止されます（中小企業におけ
るパートタイム・有期雇用労働法の
適用は令和3年4月1日）。パワーハ
ラスメント対策が事業主の義務とな
ります。また、セクシュアルハラス
メントなどの防止対策も強化されま
す。 問東京労働局雇用環境・均等
部指導課☎03-3512-1611

ハロートレーニング 
（公的職業訓練）

　ハロートレーニングは、希望する
仕事に就くために必要な職業スキル
や知識などを習得することができる
公的職業訓練です。「やりたい仕事
はあるが経験やスキルがない」など
という方に非常に効果的です。また、
訓練受講中もハローワークで就職相
談ができます。公的な制度のため、
受講料は基本的に無料です（テキス
ト代などは自己負担あり）。 問ハロ
ーワーク三鷹職業訓練窓口☎0422-
68-8200

①長編ドキュメンタリー映画「ひめゆ
　り」
　各回先着30人。 日11月23日㈯①午
前9時30分～②午後1時～③午後4時～
（開場は15分前） 費一般1,000円・友の
会700円・シルバー（65歳以上、要証明）
800円・学生600円・障害者700円（要
障害者手帳、本人・付き添い1人各
700円）
②コヴェントガーデン・ソロイスツ
　(英国・ロイヤルオペラハウス弦楽
　合奏団)
 日12月7日㈯午後4時～（開場は午後3
時30分） 費一般3,500円・友の会3,000
円・シルバー3,300円(65歳以上、要証
明)・学生2,000円（要証明）、障害者
2,000円(要障害者手帳、本人・付き添
い1人各2,000円）・ペア6,500円（全席
指定、未就学児入場不可）
③そうだじゅげむきこう
 日11月16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】古今亭志ん五（独演
会）、三遊亭ぐんま
④歌って健康！　歌声サロン
 日12月11日㈬午後2時～4時（チケット
の販売は午後1時30分～） 費1，000円（全
席自由） 講杉山公章氏
⑤講座おけいこアロマ「香りで楽しむ
　クリスマス」
　先着12人。日12月2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「おいもほりで秋
　気分☆」
　各クラス先着16人。 日11月19日㈫、
ひよこクラス（1人でお座りできるこ
ろ～1歳半ごろ）＝午前10時～10時40
分、うさぎクラス（1歳半ごろ～3歳）
＝午前11時～11時40分 費各クラス
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
⑦講座「健康タオル体操」
　先着15人。 日11月29日㈮、12月13日
㈮午後2時～3時 費500円 講岡﨑彩音氏
⑧講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。 日①生花＝11月30日
㈯②プリザーブドフラワー＝12月14日
㈯③生花＝12月27日㈮いずれも午前9
時30分～11時30分 費①3,300円②③
3,500円（①③は器代別途） 講福井ひろ
子氏

⑨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
とその保護者。先着10組 日12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 
 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

①第7回ひまわりマルシェ＆ステージ
　発表会開催！
　世界でたった一つの雑貨を見つけた
り、作ったり、美味しいものを食べた
り、清瀬市や近隣市で活躍しているダ
ンスチームや音楽団体を観賞できる一
日です！　子どもからおとなまで楽し
めます。 日12月1日㈰午前9時～午後3
時（発表会は午前10時から開催予定。
雨天開催） 内ＪＡ東京みらい清瀬直売
会、ユニークな雑貨やアクセサリー・
手作り作品の販売、ワークショップ、
クレープ・中華店＆キッチンカーなど
の飲食店の出店（予定）、「舞流太鼓」「オ
カリナ演奏」「ＬＯＶＥ＆ＳＯＵＬ」など約12
団体の発表会（予定）
②「小粋な水引お正月飾り」講座
　日本伝統の紅白水引を使ったお正月
飾りを作ります。先着10
人。 日12月15㈰午後1時～
3時 費2,000円
 申 問①は直接会場へ、②
は直接窓口または電話で
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）・
　無料タブレット・スマホ基礎教室　
　（iPad使用）
 対パソコン（Windows10）、タブレッ
ト・スマホが初めてまたは初級の方（シ
ニア大歓迎）。各先着10人 日パソコン
＝12月7日・14日・21日の土曜日午前
10時～正午（全3回）、タブレット・ス
マホ＝11月21日、12月19日の木曜日
い ず れ も 午 前10時 ～ 午 後0時15
分 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

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

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

令和元年11月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,052人 （9人減）　女　38,588人 （9人減）　計　74,640人 （18人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,716世帯（7世帯増）　※人口は、外国人住民（1,313人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

◆市（まちづくり応援基金）へ
　齋藤義朗様（10,000円）、匿名様2
件（16,000円）
◆社会福祉協議会へ
　株式会社アイサービス様（10,000
円）、清瀬リボンの会渡辺裕美様
（2,000円）、匿名様2件（3,010円）
　ありがとうございました。

事業者向け　キャッシュレス 
決済とポイント還元事業説明会
　10月1日からスタートしたキャッ
シュレス決済の推進と消費喚起のた
めのポイント還元事業にまだ登録し
ていない事業者向けに、改めて制度
の仕組みと参加方法について説明し
ます。制度への参加申込みは令和2
年4月末までとなっていますので、
この機会にご参加ください。先着
40人。 日11月26日㈫午後7時～8時
（終了後、質疑・相談時間あり）
 場清瀬商工会館（松山二丁目） 講キ
ャッシュレス推進協議会ポイント還
元事務局 申 問電話で清瀬商工会☎
042-491-6648へ

地域福祉活動応援助成
　令和元年度中に行われるたすけあ
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、障害や病気を持つ方の
交流活動など 【助成金額】1事業につ
き原則上限30,000円～100,000円
（内容により基準が異なります）
【応募方法】社会福祉協議会窓口で
配布の申込書（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、
直接同協議会窓口に提出
【応募期間】11月22日㈮
～12月27日㈮ 問社会福
祉 協 議 会 ☎042-495-
5333

東京労働局からのお知らせ
　令和2年4月1日からパートタイム

社会福祉
協議会ホー
ムページは
こちら

①0歳からのプラネタリウム
　赤ちゃん大歓迎、
おしゃべりしても泣
いても大丈夫。いっ
しょにお星さまをな
がめよう！ 対0歳～3
歳くらいの子どもとその保護者。
先着234人 日11月27日㈬午前10
時30分～11時
②大人向けプラネタリウム「キト
　ラ古墳の天文図」
　ドーム全体に映る石室映像のな
かで、キトラ古墳と天文図の世界

多摩六都科学館の催し物

をご案内します。
 対中学生以上（小学生
以下は入場不可）。先
着234人 日11月27日
㈬午後1時10分～1時
55分
 費いずれも観覧付入館券おとな
1,040円、4歳～高校生420円
 直 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※11月の休館日は、18日㈪・25
日㈪です。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

　市では、ふるさと納税制度をご
利用いただいた方への返礼品を取
り扱う事業者を募集します。市内
で生産または製造、加工、販売さ
れているもので市の魅力を発信で
きるものが対象です。
【応募条件】市内に事業所がある
企業や個人事業者など
 【応募期間】11月15日㈮～22日㈮
【応募方法】産業振興課にある申

込書（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、
直接清瀬商工会またはＪＡ東京み
らい清瀬支店指導経
済課へ 問産業振興
課産業振興係☎042-
497-2052
※詳しくは、募集要
項をご覧ください。

自慢の品を返礼品に！

ふるさと納税返礼品取り扱い事業者

詳細はこちら

◆ミュージアム・シアター「新着フィルム特集5」
　16ミリフィルムによる上映です。「チャップリンの失恋」（上
映時間20分）、「夢ものがたり　落語『芝浜』より」（上映時間
20分）。先着50人。 日11月28日㈭午後1時30分～ 場 直 問郷土
博物館☎042-493-8585

郷土博物館からのお知らせ

　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。

　今年3月にご逝去されたニッセイロールペーパー株式会社前代表取締
役の故日野清德様のご遺族より市へ寄付をいただきました。いただきま
した寄付金は、日野様のご遺志により、郷土博物館事業に活用させてい
ただきます。改めまして、日野様のご生前の市政へのご功績に敬意を表
するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

ニッセイロールペーパー株式会社前代表取締役の
故日野清德様のご遺志により寄付をいただきました

　10月28日・29日、「令和元年台風第19号」で被害に遭った方々への支
援のために、市職員のボランティアによる義
援金の募金活動を清瀬駅及び秋津駅周辺で行
いました。皆様のご厚意により2日間で
323,892円の募金が集まりました。いただき
ました募金は日本赤十字社を通じて被災地に
送られます。
　ご協力ありがとうございました。

街頭募金へのご協力ありがとうございました

街頭募金活動の様子
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