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今号の主な内容▶2面：「kiyose花のある公園プロジェクト」市民ワークショップ参加者募集／4・5面：特集　平成30年度一般会計決算の状況をお知らせします

　11月10日㈰午前９時から11時ま
で市内全域で一斉清掃を行いま
す。集めたごみは、分別して臨時
集積所（右表参照）に出してくだ
さい（家庭ごみ・事業系のごみ・
粗大ごみなどは出さないでくださ
い）。一斉清掃専用袋は、10月28
日㈪〜11月8日㈮に、ごみ減量推
進課、市民課、松山・野塩地域市
民センターで配布します（土・日
曜日、祝日を除く午前8時30分〜
午後5時）。
◆柳瀬川や御殿山緑地保全地域の
　清掃も行います
【集合場所・時間】柳瀬川＝台田
運動公園広場、御殿山緑地保全地
域＝八小側の緑地入口南側。いず
れも午前９時集合
※一斉清掃実施の有無は、当日午
前8時30分に防災行政無線でお知
らせします。放送が聞き取れなか
った場合は、次の電話でも確認が
できますので、ご利用ください。
【清瀬市自動音声応答サービス】
☎042-4９5-7070

 問ごみ減量推進課ごみ減量推進
係☎042-4９3-3750

11月10日㈰　市内一斉清掃にご協力ください

名称 所在地
清瀬駅北口アミュー前 元町１-２-１１
芝山小学校正門 元町２-１6-８
郷土博物館 上清戸２-6-4１
第五中学校正門 中清戸３-２5８-１
第十小学校正門 中清戸１-454-１4
清瀬薬師前歩道 下清戸１-３46
ごみ減量推進課 下宿２-55３
旭が丘老人いこいの家前 旭が丘２-5-4
第四小学校西門 中里２-１4７１
市役所 中里5-８4２
第四中学校正門 野塩３-２-３
野塩地域市民センター 野塩１-３２２-２
前原橋脇 野塩4・5丁目境

中里山戸広場 中里３-966-１
松山地域市民センター 松山２-6-２5
竹丘公園 竹丘３-69１-6
第六小学校正門 梅園２-9-45

臨時集積所

石田波郷俳句大会
第11回

石田波郷（いしだ・はきょう）
清瀬のサナトリウムで療養した作家のなかでも、清瀬市に縁
の深い俳人。戦中に結核を発病し、戦後、長く清瀬の国立東
京療養所（現東京病院）で療養生活を送る。そのなかから生ま
れた「七夕竹惜命の文字隠れなし」をはじめとする名句の数々
は「境涯俳句」「療養俳句」の白眉とされてる。また、「遠く病
めば銀河は長し清瀬村」の一句や随筆集「清瀬村」や清瀬中学
校の校歌の作詞でも知られている。

石田波郷没後50周年

― 波郷没後 50 周年の今年も全国からの応募が 1 万句超
　清瀬にゆかりの深い俳人・石田波郷の名前を冠に頂いた俳句大会は、波郷没後50周年となる今年、
11回目の開催となりました。ご応募いただきました皆様、ありがとうございました。
　下記のとおりに表彰式及び講演会を行います。どなたでも参加可能ですので、ぜひお越しくださ
い。 直 問生涯学習スポーツ課生涯学習係☎042-4９5-7001

◆表彰式・講評
▶ジュニアの部（小学生の部・中学生の部）
午前10時～正午
【選者】髙澤晶子氏・谷村鯛夢氏・永井潮氏・細見逍子氏
▶一般の部（石田波郷賞・石田波郷新人賞）
午後2時～４時
【選者】石田波郷賞＝石寒太氏・奥坂まや氏・岸本尚毅氏・鈴木しげを氏
・高橋悦男氏・徳田千鶴子氏・能村研三氏、石田波郷新人賞＝神野紗希氏
・齋藤朝比古氏・佐藤郁良氏・村上鞆彦氏

◆講演会
午後1時～1時50分
【テーマ】「〜人間探求派の絆〜石田波郷と加藤楸邨」【講演者】石寒太氏（大
会選者、「炎環」主宰）
※石田波郷のご子息・石田修大氏との対談も行われます。
【主催】清瀬市石田波郷俳句大会実行委員会【後援】㈳俳人協会、角川文化
振興財団、現代俳句協会

10 月 27 日㈰日にち
場　所 清瀬けやきホール

昨年の様子

小学生：ラムネのみパパの気持ちになってみる（六小・西田壮汰）
中学生：夏草のにおいふわりとサッカーボール（二中・髙柴直希）

◆ジュニアの部大賞

惜命となぞれば句碑のあたたかし（神奈川県・佐野東隆）
◆一般の部大賞

「はや濁る」（谷田部慶太・15歳）
◆新人賞

 問清瀬商工会☎042-4９1-6648

　街バルは、期間中にチケット1枚でお店自慢の1フード・1ドリンクを
楽しめる地域活性化のためのグルメイベントです。

◉街バルとは？

【販売価格】3枚綴り　前売り券2,500円、当日券2,600円
【販売場所】前売り券：10月20日㈰＝きよせ市民まつり会場
10月21日㈪〜11月28日㈭＝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：11月2９日㈮〜12月1日㈰午後5時〜8時＝清瀬駅前特設会場

◉チケットはいつ・どこで買える？

　街バル終了後の12月2日㈪〜6日㈮には、街バル期間中に使い切れな
かったチケットを1枚600円の金券として利用できる「あとバル」も開催
します。

◉使い切れなかったチケットは「あとバル」で！

きよせ街バル 2
11月29日㈮　　12月1日㈰

今夜も、きよせが、う
まい！

▶

昨年に引き続き
今年も開催！
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　市では、株式会社サイネックス
と協定を締結し、市の各種手続き
や公共施設案内などを掲載した総
合情報ガイド「市民生活便利帳」
の改訂版を、令和2年に発行予定
です（配布は4月予定）。これに伴
い、10～11月ごろに掲載広告を
募集するために同社の担当者が、
市章の入った名刺を持参し、商店
や事業所に伺いますのでご協力を

お願いします。広告料に関する問
い合わせや広告掲載を希望する方
は、同社西東京支店☎042-548-
1556へ 問秘書広報課広報広聴係
☎042-497-1808
※広告料の先払い要
求などは絶対にあり
ません。詐欺行為に
ご注意ください。

市民生活便利帳の作成にご協力ください

表紙イメージ

　「Ms.スクエア」は、男女共同参
画社会への理解や関心を深めるこ
とを目的とした女性広報誌です。
このたび、同誌の編集委員を募集
します。文章を書くのが好きな方、
男女共同参画に興味のある方、取
材をしてみたい方など、皆様の応
募をお待ちしています！
対20歳以上の女性で、令和元年
度に同センターで実施する文章講
座を受講している方（過去に受講

した方も可。未受講の方は要相
談）。募集３人 内月に2～３回2時間
程度の編集会議への出席、原稿の
企画・取材・作成など【謝礼】1号
につき1万円（税込み）申問12月9
日までに応募動機を800字以内に
まとめ、住所・氏名・年齢・職業
・電話番号を記入したものを、直
接持参・郵送・ファクスで男女共
同参画センター☎042-495-7002
Ｆ042-495-7008へ

女性広報誌「Ms.スクエア」編集委員募集

　今年で48回を数える「清瀬市民文化祭」を開催します。ぜひ、会場へお越しください。
場所・出演団体は下表参照。詳しくは市内公共施設で配布しているパンフレットをご
覧ください 。 直 問清瀬市文化協会・竹内☎042-492-0146 　子ども家庭支援センターでは、18歳未満の子ど

もとその家族に関するあらゆる相談をお受けしてい
ます。また、児童虐待の連絡先としての役割を担い、
関係機関と協力・連携して子どもの虐待防止に努め
ています。虐待に関することは、子ども家庭支援セ
ンター他（下記参照）へご連絡ください。

【連絡先】子ども家庭支援センター☎042-495-7701
（火曜日と年末年始を除く午前9時～午後5時。火曜
日が祝日の場合は翌水曜日も休館）、東京都小平児
童相談所☎042-467-３711、東京都児童相談センタ
ー☎0３-59３7-2３３0、児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（いちはやく）

　チラシ・啓発グッズなどの配布を行います。今年
度は一日どうぶつ村と同時開催です。ぜひお越しく
ださい。 日11月4日㈪午前10時～午後2時 場児童セ
ンター

１. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告）
２. 「しつけのつもり」は言い訳
３. ひとりで抱え込まない
４. 親の立場より子どもの立場
５. 虐待はあなたの周りでも起こりうる

舞 台 部 門

１１月2日㈯午前１0時～午後５時
１１月３日㈰午前１0時～午後４時

１１月2日㈯午前１１時～午後５時
１１月３日㈰午前１１時～午後４時３0分

　　市民ワークショップ参加者募集

詳しくはこちら

「kiyose花のある公園プロジェクト」

　第4回では、初回にまいたコス
モスの花摘みを行ったあと、公園
計画についての意見交換を予定し
ています。種まきに参加された方
はもちろん、初めての参加の方も
大歓迎です。
　第5回では、公園ができた後に
植えたいお花や、その管理方法な
どについて話し合います。

【第４回】日10月27日㈰午前10時
～正午場台田の杜正面入口集合

【第５回】日11月7日㈭午前9時３0
分～正午場健康センター集合
申 問各回開催日の前日までに、
電話または直接窓口で水と緑の環
境課緑と公園係☎042-497-2098
へ
※当日参加も可能です
が、できるだけ申込み
のうえご参加くださ
い。

第48回 清瀬市民文化祭

展示・大会部門

日 会場 展示団体名など

１１
月
２
日
㈯
・
３
日
㈰

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

清瀬市華道連盟
清瀬茶道連盟
清瀬絵手紙連盟
木彫　黒バラ会所属紫陽会
しゅんこう和紙ちぎり絵
きよせ川柳会
清瀬郷土研究会
清瀬フォトクラブ
清瀬市囲碁連盟
編物・手芸、粘土人形、手作り
木彫、草拓・写真、彫刻仏像（一
般）

清瀬けやき
ホール 清瀬市将棋愛好会（１１月2日）

男女共同参
画センター 小中学生将棋大会（１１月3日）

日 会場 出演団体名など

１１
月
２
日（
土
） 清

瀬
け
や
き
ホ
ー
ル

カントリーラインダンス清瀬TKス
テップ
清瀬市吟剣詩舞道連盟
式典
清明ソーラン「みどりの風」
清瀬おけさ会
清瀬市フラダンス連盟（メリアフラ）
朗読サークル　フレディ（一般）
アロハウクレレ（一般）
田中律子・祐子バレエスクール（一
般）
清瀬ギターアンサンブル（一般）

１１
月
３
日（
日
）

東京松浪會
大正琴錦秋会
清瀬市フラダンス連盟（フラ・オ・
ヒヴァヒヴァ）
ウクレレサークル　ポエポエ
清瀬市吟剣詩舞道連盟
キヨセマジッククラブ
SHIN-GO ダンスサークル「音酔」（一
般）
ジュンコ ダンスＭIＸ（一般）

11月は児童虐待防止月間
「虐待かな・・・」と思ったら

子ども家庭支援センターにご連絡を

子どもを虐待から守るための５か条

児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間 の 行 事

見 学 バ ス ツ ア ー

お 金 に つ い て 学 ぶ セ ミ ナ ー 5

お 金 に つ い て 学 ぶ セ ミ ナ ー 6

知 っ て 得 す る「 年 金 講 座 」

貨幣博物館と東京証券取引所
見 学 バ ス ツ ア ー

令 和 元 年 度 　 消 費 生 活 講 座  1 4

令 和 元 年 度 　 消 費 生 活 講 座  1 5

◆意外と知らない、遺族年金のし
　くみ～人生をより豊かにするた
　めに～
　公的年金の「遺族年金」は、一
家の大黒柱が万が一のときに、家
計を支えてくれる年金ですが、意
外と知られていないのが現状で
す。万が一に備えて、早めに制度
を理解することが必要です。遺族
年金に興味のある方、ご参加をお
待ちしています。ご夫婦の参加も

ぜひ！　先着３5人。 日11月20日
㈬午後2時～4時 場消費生活セン
ター 講東京都金融広報委員会　
金融広報アドバイザー・社会保険
労務士・税理士　中島典子氏
 申 問10月16日からの平日午前9
時～午後5時に、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３人）。ご希望の方は、10月
16日から電話で申込みください。

◆あなたの知らないお金の世界！
　個人ではなかなか行けない貨幣
博物館や、東京証券取引所などお
金について学ぶことができるバス
ツアーです。築地場外市場では昼
食・自由行動となります。昼食代
以外は参加費無料！ 対市内在住
・在勤・在学の方優先。定員３5
人（応募者多数の場合は抽選）
 日11月22日㈮午前8時50分清瀬
駅北口駅前ロータリーりそな銀行
前集合（時間厳守）・午後4時３0分
解散予定 内日本銀行貨幣博物館
（中央区日本橋本石町一丁目）、築
地場外市場（中央区築地四丁目、
昼食・自由行動）、東京証券取引
所（中央区日本橋兜町）などの見
学 持動きやすい服装・歩きやす
い靴（40～50分徒歩での見学あ
り）・飲み物 申 問10月25日（当日

消印有効）ま
でに、往復
はがきに必
要事項を記
入し（下記参照）消費生活センタ
ー☎042-495-6211へ
※はがき1枚につき2人まで申込
み可能です。

昨年好評
につき
第2弾

貨幣博物館と
東京証券取引所
バスツアー申込み

①お名前　②性別
③年代　④ご住所
⑤電話番号
※２人申込みの場
合は、①～⑤を２
人分記入してくだ
さい

〒 204-0021

清瀬市元町 1-4-17

清瀬市消費生活セ
ンター行

【往信面表】 【返信面裏】

※往信面裏には何も記入しないでくださ
い。
※返信面表には、申込者の住所・氏名を
必ず明記してください。
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清瀬市長

　敬老大会、すべての会場で『北
国の春』の歌をピアノで弾きまし
た。私に聞こえた一番大きな北国
の春の歌声は、101歳の佐々木大
先輩でしたが、すべての会場での
皆さんの歌声はとても心地よか
ったです。
　何でピアノを弾くようになっ
たかといいますと、明治時代に先
祖が醤油製造業を始めて大成功
しましたが、戦後は売れなくなっ
て昭和43年に父が幼稚園に変え
たことにさかのぼります。
　それで大学を卒業するとき、本
当はある企業に勤めたかったの
ですが長男でしたので、父に頼ま
れなくても父を助けなければと
思い、幼稚園に就職したのです。
しかし、女性の先生達にはまった
くかないませんでした。
　もう一度会社勤めを目指そう
と思いましたが、その前に挑戦し
なければ道は開かない、右手左手
別々に動くとは思えないピアノ
に挑戦しようと決意し、冬の２月
から早朝4時起きして２時間、仕
事が終わってから２時間、日曜日
は８時間の練習を半年続けまし
た。その結果、ピアノ初級本の８
割くらいが弾けるようになった
のです。

　不思議なもので、そのことが敬
老大会でのピアノ演奏につなが
ったのです。しかも、ピアノ教室
のN先生と出会い、有難いことに、
『清瀬讃歌』『北国の春』の簡単な
楽譜を書いてくれました。まさ
に、坂村真民さんの『人生は深い
縁の不思議な出会いだ』です。
　本当に出会いから、いろいろな
ことが生まれてきます。十文字女
子大学が運営してくれている高
校生女子サッカー大会、８月開催
の第5回清瀬市長杯もとても盛り
上がりましたし、先日は日本女子
サッカーリーグの十文字ヴェン
トスが3部リーグから２部リーグ
に昇格したと関係者7人で報告に
来てくれました。この貴重な十文
字との関係も、石山先生との出会
いがスタートでした。
　清瀬市合唱連盟の古賀会長か
らもお手紙をいただきました。
『清瀬合唱祭にご来場いただき誠
に有難うございました。清瀬合唱
祭も来年は40周年の節目となり、
先人がこれまで繋ぎ続けてきた
合唱の素晴らしさを、これからも
繋いでいけるように努力する所
存です』。
　まさに、♪和のまち、夢のまち、
好きだよ清瀬♪です。

（評）梅雨が明けると、真っ青な空に量感のある雲が広がっていく。積乱雲、
つまり入道雲。俳句では「雲の峰」とも言われる巨大な雲。その大きさを
上五中七で巧みに表現した、中学生ならではの秀句。

窓の枠はみ出している夏の雲� 二中１年　本橋拓実

くりすますもらったものをすてられた�� 清小１年　長尾尚真
（評）クリスマスは1年の楽しい行事のなかで、ベスト３には入るだろう。特
にサンタさんのプレゼントは最大の楽しみ。なのに、それをなぜか、何か
のまちがいで捨てられてしまった。なんてことだ。

けしゴムをへらしてはげむ夏休み�� 八小５年　横田仁志
（評）夏休みは、旅行とかプールとか、楽しいことが多いけれど、それだけ
じゃない。どうしてもやらなければならない学校の宿題とか塾の勉強も
ある。そちらのほうの努力をけしゴムの形で表わした。

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

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。　 令和元年第3回定例市議会

　第３回定例市議会は、９月2日か
ら26日まで開催され、平成３0年
度清瀬市一般会計及び特別会計決
算などの市長提出議案1９件、報
告４件が可決・認定・了承されま
した。
　また、委員会提出議案1件、議
員提出議案５件が可決され、請願
1件、陳情1件が採択されました。
以下に、主な議案についてご報告
します。
■平成30年度清瀬市一般会計決
　算について
　詳しくは４・５面特集に掲載。
■令和元年度清瀬市一般会計補正
　予算
　松山地域市民センター内事務室
などの空調設備改修工事や竹丘な
かよし公園内トイレで発生した火
災の修繕費、地震の際に避難所開
設に使う鍵の保管箱が自動で解錠
する地震解錠ボックスの市立小中
学校1４校への設置費、市立中学
校５校の体育館に空調設備を整備
するための実施設計費など、総額
821,1９４千円の補正予算が可決し
ました。
■清瀬市奨学資金貸付条例を廃止

　する条例
　近年、国や都の就学支援金や授
業料軽減制度、給付型奨学金制度
など、奨学給付金等の助成制度が
拡充される一方で、昨年度、今年
度と新たに市の貸付制度を利用さ
れる方がいない状況により条例を
廃止しました。
■清瀬市市税条例の一部を改正す
　る条例
　地方税法の改正により、令和３
年度以降の個人住民税から、児童
扶養手当の支給を受けている前年
の合計所得金額が1３５万円以下の
ひとり親に対して、個人住民税を
非課税とすることなど条例の一部
改正を行いました。
■清瀬市印鑑条例の一部を改正す
　る条例
　住民基本台帳法施行令の一部改
正に伴い、印鑑登録証明書でも求
めがあった場合に旧氏を記載でき
るようにすることや、コンビニエ
ンスストア等に設置されている多
機能端末機で証明書を発行する規
定を盛り込んだ条例の一部改正を
行いました。 問議会事務局議事
係☎0４2-４９7-2５67

◆放置自転車はこんなに迷惑！　
　適正利用に努めましょう！
①歩道をふさぎ、歩行者の通行の��
　妨げになります。
②点字ブロックは、目の不自由な
　方の歩行案内です。ふさがない
　でください。
③安全でスムーズな車の通行を妨
　げ、渋滞を招きます。
④駅前を雑然とさせ、まちの美し
　さを損ないます。
⑤事業者は従業員や顧客の駐輪場
　所を確保し、駐輪場の利用に努
　めてください。
⑥災害時の避難、消防やパトカー
　など緊急車両の通行の妨げとな
　ります。
◆クリーンキャンペーンについて
　期間中は、駅周辺での指導やチ
ラシを配布し、放置自転車防止を
呼びかけます。自転車は、決めら
れた場所に止めましょう。駅周辺

には、一時利用（1回100円）がで
きる駐輪場がありますので、ご利
用ください。
　なお、移送された自転車は中里
自転車保管場所でお預かりしてい
ますので、引き取りをお願いしま
す（移送料をいただく場合があり
ます）。
◆迷惑駐車もやめましょう
　違法駐車は、交通渋滞を招き、
緊急自動車や路線バスの通行妨
害、さらには交通事故の原因とな
ります。 問道路交通課交通安全
係☎0４2-４９7-20９6

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
10月22日 ㈫ ～31日 ㈭

あなたの自転車は、みんなの迷惑になっていませんか？
社会全体で自転車の安全で適正な利用を促進しましょう

写真・写生コンテストの受賞作品展示会
第12回清瀬ひまわりフェスティバル

　約10万本のひまわりが花を咲かせ、多くの来場者でにぎわった「第
12回清瀬ひまわりフェスティバル」。開催期間中、ひまわりを題材に
した写真・写生コンテストの作品を募集し、多数の応募のなかから入
賞作品として、写真の部12点、写生の部10点が選ばれました。入賞
作品は、下記日程・場所で展示されます。ぜひお越しください。
日10月1９日㈯午後1時～2５日㈮午後５時まで（21日㈪は休館日） 場生涯
学習センター 問産業振興課産業振興係☎0４2-４９7-20５2
※入賞者は11月1日号の市報でご紹介します。

　市では、木造住宅の耐震診断や
耐震改修・耐震シェルターなどの
設置工事に要した費用の一部を助
成しています。
　業者と契約する前に、必ずまち
づくり課にご相談ください。助成
申請前に契約されますと対象外と
なります。
①木造住宅耐震診断助成制度
　予想される大地震に対して、必
要な耐震性能を有しているかどう
か判断するための調査で、診断に
要する費用の一部を助成します。
対下記の対象住宅を所有し、市税
を滞納しておらず、所有権が共有
とされた住宅の場合は、共有者全
員によって合意された代表者
【対象住宅】昭和５6年５月３1日以前
に建築された木造住宅で、延床面
積の2分の1以上を居住用にして
いる住宅【助成額】診断費用（税抜
き）の３分の2以内で上限10万円
※耐震診断を行う機関は、市が指

定する機関に限ります。
②木造住宅耐震改修等助成制度
 対①と同様の対象者。助成対象
住宅が借地の場合は、所有者に当
該工事の承諾が得られる方
【対象住宅】①の制度を利用して
耐震診断助成の交付対象となった
住宅で、診断の結果、上部構造評
点が1.0未満と診断された住宅
【助成額】耐震改修工事＝工事費
用の３分の1以内で上限３0万円、
耐震シェルター等設置工事＝工事
費用の10分の９以内で上限３0万円
（いずれも税抜き） 問まちづくり
課まちづくり係☎0４2-４９7-20９３

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成制度

⑧点字ブロックの上に自転車 

点字ブロックの上に自転車を置くと、目
の不自由な方の歩行に大きな支障が出
て、危険です。
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広
　
告
　
欄

◆小学校の運営
　市民１人当たり 21,１27円
◆中学校の運営
　市民１人当たり 6,282円
◆図書館の運営
　市民１人当たり 3,651円 

◆ごみの処理
　市民１人当たり
　１2,500円
◆予防接種
　市民１人当たり
　2,１45円

◆道路の整備、議会の運営費など

市民１人当たり 44,276 円 市民１人当たり 21,708 円

市民１人当たり 27,520 円

教育費 33.1 億円

その他 20.5 億円

衛生費 16.2 億円

収入と支出の重要ポイントを解説

会計 歳入 歳出 差引額
一　般　会　計 310億2,496万円 301億7,348万円 8億5,148万円

特

別

会

計

国民健康保険事業 85億260万円 84億1,402万円 8,858万円
駐車場事業 8,532万円 8,068万円 464万円
介護保険 67億6,516万円 64億4,705万円 3億1,811万円
後期高齢者医療 19億1,740万円 19億628万円 1,111万円

小計 172億7,049万円 168億4,804万円 4億2,245万円
合　計 482億9,546万円 470億2,152万円 12億7,394万円

区分 決算額

下水道事業

収益的収支
収入 11億2,211万円

支出 10億1,636万円

資本的収支
収入 6億6,756万円

支出 10億5,787万円

一般会計・特別会計の決算状況

決算額      310 億2,496 万円
市民１人当たり　415,122 円

歳入

市税 96.0億円
市民税・固定資産
税など
30.9％

都支出金 46.0 億円
都からの補助金など
14.9％

地方交付税
39.5 億円
地域格差をなくすため国
が交付するお金

12.7％

市債 22.2 億円
国などから借りたお
金 7.2％

その他 44.8 億円
使用料・手数料など
14.4％

国庫支出金  
61.7 億円

19.9％
国からの補助金など

決算額 301 億7,348 万円 市民 1 人当たり 403,729 円
歳出

目的別歳出 性質別歳出

民生費 164.7 億円
福祉などにかかる費用

54.6％

教育費
33.1 億円
教育活動にかかる費用

11.0％

公債費 18.7 億円
市債（借金）返済に
かかる費用 6.2％

その他
20.5 億円
6.7％

人件費 46.2 億円
職員の給与、
社会保険料な
ど

15.3％
物件費 32.7 億円
物品の購入、光熱水
費、委託料など
10.8％

扶助費
108.9 億円
福祉などの手当・
給付にかかる費用
36.1％

補助費等
28.2 億円 市民団体への

補助金など9.4％

6.2％
公債費 18.7 億円
市債（借金）の返済
にかかる費用

繰出金 31.7 億円
一般会計から特別会計
に繰り出されるお金
10.5％

普通建設事業費
24.0 億円
公共施設の工事な
どにかかる費用

8.0％
その他
11.3 億円
3.7％

「目的別歳出」と
「性質別歳出」

	キーワード

一般会計の内訳

平成30年度の主要事業の執行状況
▶安全でうるおいのある暮らしができるまち

◉消費者保護対策事業の実施
特殊詐欺被害対策として、自動通話
録音機300台の貸与を実施

198万円

◉消防団訓練施設整備工事を実施 1,907万円

◉起業支援事業を実施
女性起業応援フェスタなどを実施 480万円

◉ブロック塀などの撤去改修等工
事費の助成を実施
地震時の通行人などの安全確保のた
め、ブロック塀などの撤去や改修等
工事を助成

153万円

▶子どもたちを健やかに育むまち

◉子育てクーポン事業を実施
対象年齢を5歳まで拡充 2,175万円

◉清瀬市版ネウボラ事業「スマイル
ベビーきよせ」を実施
妊娠期から出産・子育て期にわたる
切れ目のない支援

1,100万円

◉イングリッシュキャンプ事業を実
施
小学5年生～中学2年生の児童・生徒
を対象に外国人講師を招き、2泊3日
で立科山荘で英語学習を実施

154万円

◉小学校校舎大規模改造事業
（七小・八小） 9億1,943万円

◉中学校特別教室空調設備の整備 9,720万円

▶豊かな自然と調和した住みやすく
　活気あるまち

◉「第11回清瀬ひまわりフェスティバ
ル」を開催
前年度を上回る147,801人が来場

570万円

◉市道0115号線（六小前）など市道
6路線などの道路整備工事を実施 1億6,800万円

◉市内公園などのトイレ洋式化改修
工事を実施
市内公園など5か所に設置されている
和式トイレ（12基）を洋式トイレに改
修

977万円

◉野塩地域に新設公園（野塩さくら
児童遊園）を整備
公園用地として寄付された土地を整
備

988万

▶健幸でともに支え合うまち
◉健幸ポイント事業を実施
事業対象者を750人から1,000人に拡
充して実施

1,999万円

◉生活困窮者自立支援事業を拡充
家計相談事業を新たに実施 3,119万円

▶都市格が高いまち

◉新庁舎建設事業を実施
実施設計、用地購入など 3億9,890万円

◉清瀬市公共施設再編計画（案）の
策定 519万円

目的別歳出を市民１人当たりの経費に置き換えると……

◆保育園の運営
　市民１人当たり 40,789円
◆学童クラブの運営
　市民１人当たり 2,253円
◆児童センターの運営
　市民１人当たり １,3１9円

◆コミュニティバスの運営
　市民１人当たり 279円

市民１人当たり 220,332 円

市民１人当たり 50,812 円
消防費 10.5 億円

◆消防活動の経費のため

◆市が借りた市債の返済のため

市民１人当たり 13,999 円

公債費 18.7 億円

市民１人当たり 25,082 円

民生費 164.7 億円

総務費 38.0 億円

性質別歳出を家庭の家計簿に置き換えると……
収入（＝歳入） 支出（＝性質別歳出）

■給与
（基本給＋諸手当）
・基本給（市税）
・諸手当

■家賃収入
　（使用料・手数料）
■雑収入
■貯金の引き出し
　（繰入金）
■ローン（市債）
■前月（年）から
　の繰越（繰越金）

■日常経費（人件費）
■医療費・保育費
　（扶助費）
■ローンの返済
　（公債費）
■日用品・光熱費
　（物件費）
■自治会費（補助費等）
■子どもへの仕送り

■雑費（維持補修費など）
■家の増改築費
　（普通建設事業費）
■貯金（積立金）

35１,659円

１28,384円
223,275円

4,487円

3,036円
１0,863円

29,744円
１5,333円

6１,773円
１45,753円

25,082円

43,773円

37,730円
42,435円

１,492円
32,046円

１3,645円

11,393 円　　 15,333 円

35１,434円

１27,020円
224,4１4円

4,373円

3,600円
１１,889円

28,058円
１4,02１円

6１,028円
１42,725円

25,377円

43,806円

37,358円
42,957円

69１円
32,227円

１１,873円

平成 30 年度 平成30 年度平成 29 年度 平成 29 年度

（国・都支出金、地方
交付税など）

　合計　　415,122 円　    413,375 円 合計　　　403,729 円　　398,042 円

（特別会計への繰出金）

来月（年）への繰り越し

1 人当たりの納税額と支出額

一般会計の借金は 195 億 2,224 万円

義務的経費は増

	ポイント１

	ポイント 2

	ポイント 3
①

②

③

◆①～③の詳しい解説は、右記をご覧ください。

一般会計決算　　　の状況をお知らせします
【平成 30 年度】

消防費
10.5 億円
火災、地震などの災害から市民
を守るための経費

3.5％

衛生費 16.2 億円
健康、環境保全、ごみの処
理などにかかる費用 5.4％

総務費 38.0 億円
市役所の運営など

12.6％
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基金と市債の残高の推移
各種基金残高（左目盛り）
市債借入残高（右目盛り）

義務的経費と職員数の推移

職員数（左目盛り）
義務的経費（右目盛り）

※職員数は各年度の４月１日現在です。

　市が行う仕事は、皆さんが納めた税金をはじめ、国や都の補助金、国などからの借入金などをもとに行わ
れています。平成30年度の決算の状況は、行政運営の基本的な事業を行うための「一般会計」と国民健康保
険などの特別な事業を行うための「特別会計（下水道事業会計を除く）」を合わせた歳入（収入）の決算額が、
482億9,546万円、歳出（支出） の決算額が470億2,１52万円となりました。ここでは、平成30年度の一般会
計でどのくらい収入があり、どのようなことに使われたのかお知らせします。
 問財政課財政係☎042-497-１8１0

　歳出（支出）の見
方として、使う目的
ごとに分類した「目
的別歳出」と、経済
的な性質ごとに分類
した「性質別歳出」
の2つがあります。
　目的別歳出は、ど
のような行政分野に
いくら使ったかを知
ることができます。
性質別歳出は、市の
財政運営や健全性、
市の施策を知ること
ができます。

※市民1人当たりの額は、市の決算額を人口
（74,737人、平成31年1月1日現在）で割って算出
しています。

①

　市財政の基本的収入である市税は、個人市民税や法人市民税の増
加などにより、昨年度より約0.9億円増収の96億円となりました。
市民１人当たりの納めた額は１28,384円で、使われたお金は403,729
円のため、支出した額全体の
3１.8％になります。
　多摩26市平均では、市民１人
当たりの納めた額が１7１,936円
で、使われた額は375,528円の
ため、支出した額全体に対し
て税収の占める割合が45.8％
となっています。清瀬市は他
市に比べ税収が少ない状況に
あり、地方交付税や国・都か
らの補助金などで支出を賄っ
ています。

　道路の整備、公共施設の改修などには多額の経費が必要であるた
め、国や都、銀行などから市債として借り入れをしています。平成
30年度は新庁舎建設用地購入や小学校2校の校舎大規模改造事業、
臨時財政対策債などのために、総額で22億2,300万円の市債を発行
しました。
　平成30年度末の市債の残高は
右表のとおりで、全体では市民１
人当たり26１,2１3円となっていま
す。また、市の貯金である基金は、
積み立て額が取り崩し額を4億
2,１54万 円 上 回 り、 残 高 は45億
3,802万円となりましたが、市民
１人当たりでは60,720円で、26市
平均の83,957円と比べると低い
水準となっています。公共施設の
整備のほか、社会保障費など経常
経費の増額に対応するため、今後
も積極的に基金への積み立てを行
う必要があります。

　計画に基づいた行財政改革を着実に推進するなど、効率的な行政
運営に努めています。しかしながら、高齢化の進展などに伴う扶助
費の増加により、義務的経費（支出が義務付けられているお金で、
人件費、扶助費、公債費を合わせたもの）は近年増加傾向にあります。
　義務的経費は、平成
29年度と比較して、保
育園運営費や生活保護
費、自立支援給付費な
どの扶助費が増加した
ことにより、約2.3億
円増額しました。この
義務的経費の増加が、
市の財政課題となって
います。

29.9
32.9

36.0
39.7

41.1
45.4

193.5

189.5
191.6

186.8
190.3

195.2

430 427

443

440

435 438

445

161.8

154.1

157.8
164.9

166.8

170.1

171.5

※表示単位未満を切り捨てしているため、各数値の合計等が一致しない場合があります。
※下水道事業は、平成30年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計基準  
　に基づく経理を行いました。

173.8

440
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ふまねっとサポーター 
養成講習会参加者

　安全で楽しく効果的なふまねっと
運動の指導法を学びます。 日11月
16日㈯午前10時～午後4時30分 場医
療法人社団恵友会三恵病院（東村山
市青葉町三丁目） 申 問11月6日まで
に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
※受講料7,000円は市が負担します。

清瀬市スポーツ推進委員
　市のスポーツイベントの企画に携
わり、生涯スポーツの普及を行うス
ポーツ推進委員を募集します。
【募集人数】若 干 名【報酬】月 額
11,000円（源泉所得税額を含む）
【応募締切】11月8日㈮午後5時
 申 問履歴書に写真を添付し、直接
生涯学習スポーツ課生涯スポーツ係
☎042-495-7001へ
※後日、面接を行います。

スポーツボランティア
　さまざまなスポーツイベントのお
手伝いをする無償ボランティアを募
集します。登録していただいた方に
は、イベントがある際に市から協力
依頼をします。【受付期間】随時
【登録申込み】平日の午前8時30分～
午後5時に申込用紙に必要事項を記
入し、直接右記問い合わせへ 問生
涯学習スポーツ課生涯スポーツ係☎
042-495-7001

第227回東京都都市計画 
審議会の傍聴者

　定員15人（応募者多数の場合は抽
選 ）。 日11月20日 ㈬ 午 後1時30分
～ 場東京都庁（新宿区西
新宿二丁目） 申 問10月30
日（消印有効）までに往復
はがきに住所・氏名・電
話番号を記入し、〒163-
8001新宿区西新宿2-8-1

シニアカレッジ「クリスマス！ 
みんなで合作おりがみ」

 対市内在住・在勤の55歳以上の方。
先着30人 日11月5日・12日・26日、
12月3日の火曜日午後2時～4時 場生
涯 学 習 セ ン タ ー 費1,000円（ 材 料
費） 講桑原妙子氏 申 問平日午前8時
30分～午後5時に電話で生涯学習ス
ポ ー ツ 課 生 涯 学 習 係 ☎042-495-
7001へ

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①10月25日
㈮②11月6日㈬いずれも午後2時～4
時 場①旭が丘団地第4集会所（旭が
丘二丁目）②松山地域市民センタ
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
ますので、上記へお問い合わせくだ
さい。

花みずきの会（演奏会）
　ギターとハーモニカの演奏に合わ
せ、合唱します。健康のミニ講話と
ミニエクササイズもあります。 日11
月8日㈮午後1時30分～3時 場中清戸
地域市民センター 直 問健康推進
課成人保健係☎042-497-2076

かけっこ教室in清瀬

 対①親子の部＝5歳～7歳の子ども
とその親。先着10組20人②小学生の
部＝小学1～6年生。先着30人 日10
月19日㈯①午前10時～11時②午前
11時30分～午後0時30分 場下宿運動
公園 費各回2,000円（親子の部は1組
2,000円） 申 問申込みフォ
ーム（右記QRコード参照）
から下宿地域市民センタ
ー☎042-493-4033へ

KIC第33回 
清瀬でも英語しゃべらん会

　「Memorable Travelling（心に残る
旅）」をテーマに講師のプレゼンテ
ーションやディスカッションを楽し
みましょう！　 日11月9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）
【司会】カレブ・スプラトマン氏（イ
ンドネシア） 直 問清瀬国際交流会・
柾谷☎090-2626-0934

平和祈念祭
　戦没者を追悼する平和祈念祭を行
います。市内在住の戦没者に関係す
る方の参加をお待ちしています。
 日10月23日㈬午前11時～  場中清戸
地域市民センター 直 問清瀬市遺族
会・渋谷☎080-3090-8774

ふれあいコンサート
　子どもからご高齢の方まで、障害
のある人もない人もみんなで作り上
げるコンサートです。 日10月27日
㈰午後2時～4時 場コミュニティプ
ラザひまわり 直 問社会福祉協議会

2019年度男性の生き方を考える 
講座　何が変わった！　相続税制

　新しい相続税制について学びま
す。先着40人。 日11月20日㈬午後
2時～4時（開場は午後1時30分）
 場男女共同参画センター 講税理士
松井明美氏 申 問10月15日からの火
～金曜日（祝日を除く）午前9時から
午後5時までに電話で男女共同参画
センター☎042-495-7002へ

青色申告会　相続税の基礎講習会
　先着50人。 日11月15日㈮午前10
時～正午 場東村山青色申告会（東村
山市本町三丁目） 申 問電話で東村山
青色申告会☎042-394-4523へ

シルバー人材センター就業体験講習

 対市内在住の60歳以上でシルバー
人材センター未入会の方。先着20
人 日12月3日㈫午前9時～午後0時
15分 場ヤマヨシ「小寺農園」（下清戸
五丁目） 内農作業講習会（農作物の
収穫・選別・洗浄・梱包作業）
 申 問10月15日午前9時から電話で
公益財団法人東京しごと財団シルバ
ー講習担当係☎03-5211-2326へ

公立昭和病院 
第28回市民公開講座

 日10月19日 ㈯ 午 後2時30分 ～4時
（開場は午後2時） 場ルネこだいら
（小平市美園町一丁目） 内 講「頭頚部
がんについて～くび・のど・口の中
のがん～」＝公立昭和病院耳鼻咽喉
科部長　吉田昌史、「今日から始め
る脳卒中予防」＝同院脳神経内科医
長　深尾絵里、「『なぜ今　腎臓と腎
臓病が注目されているか？』～知っ
ていますか？　腎臓病の発見方法と
その治療法～」＝小平北口クリニッ
ク院長　小沢尚氏 直 問公立昭和病
院医事課☎042-461-0052

複十字病院　市民健向ゼミ
　テーマは「タバコの害～タバコを
吸わない人にも必見～」です。 日11

【市民伝言板利用案内】
●12月1日号掲載希望の「催し物」の原稿
は、10月15日午前8時30分から11月1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

清瀬墨遊会▶令和最初の作品展を開催
します。日ごろ学習した作品を多数展
示します。10月26日～30日9時～17
時（初日は13時から、最終日は16時ま
で）、生涯学習センター、無料、清瀬
墨遊会・野崎☎042-491-5105
写真展「Ｆレンズ」第9回写真展▶写真
が好きな女性だけのグループです。私
たちの傑作の作品展です。11月4日～
10日10時～16時（初日は15時～）、ク
レアギャラリー（クレアビル4階）、無
料、Ｆ

ふ
レンズ新婦人こぶし班・新藤☎

042-492-1638
見えない・見えづらい方のための茶話
会▶毎月第4木曜日に視覚障害者の生
活に役立つ情報を交換しています。
10月24日、11月28日、12月26日いず

れも13時30分～15時30分、消費生活
センター、100円（茶菓子代）、清瀬視
覚障害者グループあかり・長嶋☎080-
1145-8619
秋のふれあい祭り（雨天決行）▶阿波
おどり、フラダンス、キッズダンス、
佐東明美歌謡ショーなど。10月27日
10時～19時、清瀬南口ふれあいど～り
及び中央石井パーキング、清瀬南口商
店街振興組合・小糸☎042-491-1057
防災訓練のお知らせ▶中里地域で防災
訓練を行います。芋煮を配布します。
10月27日10時～13時、中里団地南側
広場、参加無料、中里自治会・大坂谷
☎042-494-1332
「平和を語る朗読会」ー平和への願い
行動にー▶聴衆と一緒に発声練習をし
て、2作品に音響を付けて発表します。
10月27日15時～17時、男女共同参画
センター、無料、新婦人朗読サークル
・野原☎042-492-4842
リユース食器の販売▶まだ使える陶磁
器を販売して市民間での再使用を促進
し、ごみ減量！10月20日10時～15時、
消費生活センター、参加無料、清瀬ご
みともだち・松山☎042-492-5497

申 込 み は
こちら

☎042-495-5333
きよせふれあいまつり

　社会福祉施設とボランティア団体
などが清瀬の福祉や市民活動の紹
介、模擬店、バザーもあるお祭りで
す。 日11月9日㈯午前10時～午後2
時 場コミュニティプラザひまわり
 直 問社 会 福 祉 協 議 会 ☎042-495-
5333

司法書士・税理士による 
無料相談会

　さまざまな法律問題の解決に向け
た相談会です。 日10月19日㈯午前
10時～午後4時 場生涯学習センタ
ー 直 問東京司法書士会田無支部☎
042-466-8450
「不安を安心に」無料法律相談会
　弁護士による無料法律相談で
す。 日11月16日㈯午前10時～午後
4時（1枠30分） 場多摩パブリック法
律事務所（立川市曙町二丁目）
 申 問10月28日からの平日午前9時
30分～午後7時に電話で多摩パブリ
ック法律事務所☎042-548-2450へ

東京都都市整備局都市計画課☎03-
5388-3225へ
※付議予定案件など詳しくは、東京
都都市整備局ホームページへ。

公立昭和病院職員
【募集職種・人数】①一般事務（大学
卒業程度）・1人程度②事務助手（身
体に障害のある方）・2人
程度 問公立昭和病院総務
課☎042-461-0052
※募集要項など詳しくは
同病院のホームページを
ご覧ください。

公 立 昭 和
病院ホーム
ページはこ
ちら

新米ママと赤ちゃんの会

 対令和元年8月生まれの子どもとそ
の母親（第1子の方） 日10月29日、11
月5日・12日・19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

子育てサポーター養成講座
　「子育てひろば」で一緒に遊んだり
手伝いをするボランティアの養成講
座です。 対子どもが好きでボランテ
ィアに関心のある方 日11月13日㈬
午前9時30分～正午 場消費生活セン
ター 申 問NPO法人子育てネットワー
ク・ピッコロ☎042-444-4533へ

月5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

東京都都市
整備局ホー
ムページ

インフルエンザの 
予防接種費用を一部助成

 対市に住民登録があり、接種日に
65歳以上の方。または60～64歳で
心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能に障害（1
級）のある方（障害者手帳の写しを
提出）【実施期間】10月15日㈫～令和
2年1月31日㈮ 費2,500円（生活保護
世帯、中国残留邦人等支援給付対象
の方は証明書を提出すれば無料）
 申直接実施医療機関へ 問健康推進
課健康推進係☎042-497-2075
※詳しくは、市ホームページまたは
上記へお問い合わせください。
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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 6日㈬・13日㈬・20日㈬・27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
※10月15日午前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 6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）7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 13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）

13日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 20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 20日㈬午後1時～3時（30分×４枠）

交通事故相談 27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
5日㈫・7日㈭・8日㈮・19日㈫・21日
㈭・22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） 21日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 6日㈬・13日㈬・1４日㈭・20日㈬・28
日㈭午前10時～午後４時

法律相談 12日㈫・26日㈫午後2時～４時
しごと相談 1日㈮・29日㈮午前10時～午後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11 予＝予約　直＝直接　電＝電話

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様3件（50,000円）
◆社会福祉協議会へ
　旭が丘地区福祉員一同様（39,071
円）、清瀬南口商店街振興組合ふれ
あいロード夏まつり様（33,549円）
　ありがとうございました。

11月5日㈫は祝日の翌日ですが、次の地区でびん・かんの収集を行います。下宿、旭が丘、中里四丁目～六丁目
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

11月のびん・かん
収集について

 申 問1～６は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、７は健康づくり推進員・村野☎042-492-2894、
８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．らくうまヘルシークッキング～食べやすい料
　理を作るコツ！～
　食事ケアについて学びながらヘルシーで食べや
すくおいしい料理を作ってみませんか？
 対高齢期の食事ケアに関心のある市民の方。先着
20人 費600円（調理実習費） 講栄養士　松村信子
氏

11月28日㈭午前10
時～午後1時 健

康
セ
ン
タ
ー

直接窓口
または電
話で申込
み

　２．ビューティーアップ教室（実技編・女性限定）
　AGEs（老化物質のひとつ）測定を行います。
対市内在住の18歳～59歳の女性。先着30人
※保育あり（満1歳～未就学児、先着15人、要
予約）。

11月29日㈮午前10
時～正午（受付時間：
保 育 利 用 者＝9時
30分、その他＝午
前9時４5分）

10月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

　３．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
でゆがみを解消します。 対市内在住の方。先着４5
人 講健康運動指導士　八木香氏

11月22日㈮
午後1時30分～3時
20分

竹 丘 地
域 市 民
センター

　４．①国民健康保険②後期高齢者医療保険健
　康測定会～体組成と血管年齢を測ってみません
　か～
　測定結果などから、健康管理の秘訣を確認！
 対①は清瀬市国民健康保険、②は後期高齢者医
療保険に加入している方。いずれも各日先着４0人

①11月14日㈭、12月
19日㈭②11月15日
㈮、12月18日 ㈬ い
ずれも午前9時30
分～午後3時30分

健 康 セ
ンター

直接窓口
または電
話で申込
み

　５．きよせ健幸塾　伸ばそう！健幸寿命「歩く　
　バランス＆ウォーキングエクササイズ」
　セーフティーウォーキングによる歩き方測定＆実
践運動セミナー・肺年齢測定・脳年齢測定・AGEs
測定を行います。 対市内在住の方。先着80人

11月16日㈯午前9
時30分 ～11時15
分、午前11時～午
後0時45分

アミュー
ホール

10月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

６．特定健康診査・後期高齢者医療健康診査
 対清瀬市国民健康保険加入者で４0歳以上の2・3
月生まれの方、及び後期高齢者医療保険加入者で
2・3月生まれの方

受診月＝11月
対象の方には10月中旬に受診案内や受
診券を送付します。詳しくは送付する案
内をご覧ください。

　７．健康づくり推進員運営　いきいきハイキン
　グ約５キロ・平坦コース
　西武国分寺線国分寺駅より、都立殿ヶ谷戸庭園、
真姿の池湧水群、武蔵国分寺跡、武蔵国分尼寺
跡を巡ります。 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
 費100円（保険料・運営費など。交通費他は別途
自己負担）

10月22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＝JR中央線西
国分寺駅
※直接集合場所へ。

８．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）。

11月18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

健 康 セ
ンター

電話で申
込み

１0月２２日㈫の 
市役所業務について

　10月22日㈫は「即位礼正殿の儀」
のため、市役所業務はお休みとなり
ます。なお、図書館や児童館などの
開館状況については、各施設へお問
い合わせください。 問総務課庶務
係☎042-492-5111（代表）

人権擁護委員に丹羽氏再任
　10月1日付で丹羽英明氏が人権擁
護委員に再任されました。人権擁護
委員は地域住民で、人権擁護に理解
のある方を市長が推薦し、議会の同
意を得て法務大臣が委嘱します。当
市の人権擁護委員は、丹羽氏（竹丘
二丁目）の他、池田厚子氏（中清戸
一丁目）、三浦廣三氏（松山一丁目）、
牧井任子氏（梅園二丁目）の4人で、
10月を除く毎月第1水曜日の午後に
行われている市民相談「人権身の上
相談」（予約制）において、市民の皆
様のよき相談相手として務めていた
だいています。 問秘書広報課広報
広聴係☎042-497-1808

自動交付機の利用停止について
　システムメンテナンスのため下記
の日程で自動交付機が利用できませ
ん。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
【利用停止日時】10月21日㈪終日
【設置場所】市役所本庁舎 問市民課
住民係☎042-497-2037
※10月22日㈫は祝日のため市役所
に設置されている自動交付機は利用
できません。

神山公園の芝生広場を一時閉鎖
　寒さに強い芝生を育てるため、神
山公園の芝生広場を下記の期間、閉
鎖します。ロープで広場を囲うため、
通行もできなくなります。ご理解・
ご協力をお願いします。なお、広場
以外の遊具、バスケットコートなど
はご利用いただけます。 期10月16
日㈬～11月5日㈫ 問水と緑の環境課
緑と公園係☎042-497-2098

年末調整等説明会
　令和元年分年末調整、法定調書な
どの作成について説明します。

 対給与の支払者 日10月30日㈬午後
1時15分～3時15分（説明会に使用
する用紙の配布は午後0時45分か
ら） 場アミューホール 直 問東村山税
務署☎042-394-6811または課税課
市民税係☎042-497-2040
「特定生産緑地制度」・「都市農地の
貸借の円滑化に関する法律」勉強会

 対生産緑地を所有する農業者 日①
10月21日㈪②10月24日㈭いずれも
午後2時～4時 場①コミュニティプ
ラザひまわり②JA東京みらい清瀬
支店（中里三丁目） 講一般社団法人
東京都農業会議　松澤龍人氏
 直 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052
※①は駐車場に限りがあります。②
は車でのご来場はご遠慮ください。

街路灯電気料の助成
　自治会などで設置している街路灯
の電気料（3～9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11月5日までに直接道路交通課
交通安全係☎042-497-2096へ

立科山荘サービス企画
　立科山荘では、下記の期間に宿泊
された方に、1泊2食付プランの料
金をおとな1,000円、小学生500円
を割引します。 期11月1日㈮～30日
㈯ 申 問清瀬市立科山荘☎0267-51-
2300へ
※団体割引との併用は不可（清瀬市
国民健康保険または後期高齢者医療
保険の保養宿泊施設利用券との併用
は可）。支払いは現金のみ。

シルバー人材センター出張説明会
　出張型の入会説明会を開催しま
す。会員登録いただいた方にはもれ
なく粗品を贈呈！　なお、入会には
研修会の受講が必須です。 対市内
在住の原則60歳以上の健康で働く
意欲のある方（就業先多数あり）
 日①説明会＝10月29日㈫午後1時
30分～、②研修会＝11月11日㈪午
後1時30分～ 場①中清戸地域市民セ
ンター②シルバー人材センター（松
山三丁目） 直 問シルバー人材センタ
ー☎042-494-0903

★さしあげます：小型・中型犬用ケージ、五月人形（ガラスケース入り）、半畳畳他　★ゆずってください：碁石・碁盤
 申 問10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10回農業委員会 10月23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。

清瀬市地域福祉推進協議会 10月30日㈬
午後7時～

地域包括ケア推進課福祉
総務係☎0４2-４97-2056

令和元年度第４回清瀬市子ど
も・子育て会議

10月31日㈭午
後3時30分～

児 童 セン
ター

子育て支援課保育・幼稚
園係☎0４2-４97-2086

福祉法律専門相談
　相続や遺言、財産や生活上の困り
ごとなど、法律的な対応や問題整理
に弁護士が無料で相談に応じま
す。 日10月23日㈬午前10時～正
午 場コミュニティプラザひまわ
り 申 問電話で権利擁護センターあ
いねっと☎042-495-5573へ



令和元年（2019年）10月15日号8 市報 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

①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）
②そうだじゅげむきこう
 日10月26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】古今亭始、立川笑二
③歌って健康！　歌声サロン
 日10月28日㈪、11月5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
④講座「おけいこアロマ」
　ハーブバスソルトで手浴体験。好き
な香りでスリーピングミストも作りま
す。先着12人。日11月6日㈬午後2時
～3時30分 費1,500円 講西脇直子氏
⑤講座「写経教室10月～12月」
　各曜日先着18人。 日月曜教室＝10
月28日・11月11日・12月9日、木曜
教室＝10月17日・11月14日・12月5
日いずれも午前10時～正午 費全3回
3,000円（用紙代別） 講横田游心氏
⑥絵本deリトミック「Let’s Trick or 　
　Treat！」
　各クラス先着16人。 日10月29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㈮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ハーバリウム＝
10月19日㈯②生花＝11月30日㈯③プ
リザーブドフラワー＝12月14日㈯④生
花＝12月27日㈮いずれも午前9時30分
～11時30分 費①②3,300円③④3,500
円（②④は器代別途） 講福井ひろ子氏
⑨講座「ベビーマッサージ教室」
 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11月8日㈮
午前10時30分～正午 費600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③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ギター教室開催中
　現役のプロが丁寧に教えます。初心
者大歓迎。 対中学生以上。先着10
人 日土曜日（月3回程度）初級＝午後6
時～、中級＝午後7時30分～（詳しい
日程はお問い合わせください） 費1回
1,700円 講小池進氏 持ギター（種類不
問）
②弦楽アンサンブル道場
　世界的演奏家“高田剛志氏”による、
バイオリン、チェロを中心としたレッ
スンです。 対小学生以上 日日曜日（月
2回、不定期）午後2時～5時 費月4,000
円（楽器のレンタルもあり）
③混声合唱サークル
　想い出深いあの名曲を一緒に歌いま
す。 対合唱に興味のある方。先着30
人 日土・日曜日（月2回、不定期）午後
2時～5時 費月3,000円
④テラリウム体験（初心者向）～～ガ
　ラスの器に緑の世界を～～
　先着10人（小・中学生は保護者同
伴）。 日11月3日㈰午前10時
～11時30分 費1,800円（ 体
験料、材料費込み）
 申 問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・スキルアップ教室　
　（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
＝11月2日・9日・16日・30日の土曜
日午前10時～正午（全4回）、タブレッ
ト・スマホ＝10月17日、11月21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

全編生解説プラネタリウム「中国
星座 ～キトラ古墳・高松塚古墳
に残された星座たち～」
　教科書や図鑑で見る星座とは異
なる「中国星座」の世界を高精細
な壁画の画像とともに案内しま
す。生解説とともにお楽しみくだ
さい。各回先着234人。
 日12月1日㈰までの水・土・日曜
日、祝日、11月14日㈭＝午後1時
10分と午後3時50分、その他の平

多摩六都科学館の催し物

日＝午後3時50分のみ 費観覧付入
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27日㈬午後1時10分の回は
中学生以上が対象のプログラムを
投影します。
※10月の休館日は、15日㈫・21
日㈪・28日㈪です。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

令和元年10月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,061人 （39人減）　女　38,597人 （19人増）　計　74,658人 （20人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,709世帯（22世帯増）　※人口は、外国人住民（1,298人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

　9月25日・26日、清瀬駅北口・南口及び秋津駅南口で「令和元年台風
第15号千葉県災害」で被害に遭った方々への
支援のために、市職員ボランティアによる街
頭募金活動を実施しました。皆様の温かいご
厚意により2日間で403,992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

皆様のご協力ありがとう
ございました

　10月9日、清瀬消防署竹丘出張所に新たに
救急車が配備されました。
　東京消防庁管内の救急出動件数は、平成30
年中は81万8,000件を超え、過去最多件数と
なりました。そのため、清瀬消防署竹丘出張
所に救急車が配備されたことで、より迅速な
救急対応が可能となります。

清瀬消防署竹丘出張所に救急車を新たに配備

竹丘出張所に配備された救急車

　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。

　10月1日、アミューホールで、「市民表彰」「自治功労彰」「技能功労彰」
の表彰式典が行われ、市民表彰25人・6団体、自治功労彰1人、技能功労
彰6人の方が表彰されました。表彰者は市報10月1日号をご覧ください。

市に貢献された方々の表彰式を実施

　市制施行50周年を迎える令和2年は、東京2020オリンピック・パラリンピ
ックの開催や新庁舎建設など、市として大きな節目の時期に差し掛かります。
そのようななか、市民の方が「ALL KIYOSE」で何かできないかと考え、市民
有志による動画の作成を行いました。動画はNHK2020応援ソング「パプリカ」
に合わせて市内各所・さまざまな団体の方々が踊るもので、笑顔溢れる素
晴らしい作品となっています。「参加してい
ただいた方々にお礼を申し上げたいです。
ぜひ多くの市民の皆さんに見ていただけた
らと思います」と、制作者は話していました。

「自分の住んでるこの街で、みんなが笑って1つの作品が
作れたらどんなに素晴らしいだろうか」

～市民有志によるシティプロモーション動画作成！～

動画の視聴
はこちら

図書館読み聞かせボランティアによるおはなし会
　対象年齢に関係なく参加できます。絵本の読み聞かせや手遊びなど家
族で楽しめます。各回定員20組。 対 日11月9日㈯幼児対象＝午前10時
30分～11時、乳幼児対象＝午前11時15分～11時45分 場 申 問10月15日
から直接窓口または電話で中央図書館☎042-493-4326へ

図書館からのお知らせ

①ミュージアム・シアター「新着フィルム特集4」
　16ミリフィルムによる上映です。「都市はじめて物語」（上
映時間30分）、「歴史の都　京都」（上映時間30分）。先着50人。
 日10月24日㈭午後1時30分～
②東京文化財ウィーク2019「市内文化財探訪」
　「中里の富士塚」や「下宿のふせぎ行事」などの文化財を、学芸員の解
説のもと、歩いて巡ります。先着20人。 日11月2日㈯（雨天時は3日㈰
に順延）集合＝午前9時30分、解散＝午後3時30分【集合場所】清瀬駅北
口【解散場所】郷土博物館 持昼食・筆記用具・雨具 講郷土博物館職員
③キヨセ ケヤキ ロードギャラリー彫刻の楽しみ方～屋外彫刻の清掃・
　ワックスがけを体験しませんか～
　彫刻作品に触れ親しんでいただくための清掃体験イベントです。
 日11月9日㈯集合＝午前10時、清掃＝午前10時30分～午後4時（都合の
よい時間帯での参加可能。途中1時間の休憩あり。小雨決行、悪天候の
場合は状況により判断） 場キヨセ ケヤキ ロードギャラリー 講武蔵野美
術大学彫刻学科教授　黒川弘毅氏 持軍手・汚れてもよい服装【企画】キ
ヨセ ケヤキロードギャラリーきれいにし隊【共催】郷土博物館
 申 問①は直接会場へ。②は10月16日午前9時から、③は随時電話で郷
土博物館☎042-493-8585へ

郷土博物館からのお知らせ

児童センター臨時休館
　10月22日㈫の休館日が祝日と重なるため、翌日の10月23日㈬は臨時
休館とします。来館を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いします。 問児童センター☎042-495-
7700

児童館からのお知らせ
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