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163-8001新宿区西新宿2-8-1　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をご覧く
ださい。

「東京における都市計画道路の在り方 
に関する基本方針（案）」意見募集

　東京都と特別区及び26市2町は協
働で、「東京における都市計画道路
の在り方に関する基本方針（案）」を
公表しました。【閲覧場所】東京都
都市整備局のホームページ、都民情
報ルーム、各市区町村の窓口
【意見・提案】8月12日までに直接窓
口または郵送、ファクス、メールで
下記へ 問〒163-8001新宿区西新宿
2-8-1　東京都都市整備局
街 路 計 画 課 ☎03-5388-
33７９Ｆ 03-5388-135４
ＭS00001７９@section.met
ro.tokyo.jp

第48回清瀬市民文化祭一般参加者
　日ごろの練習の成果や、作り上げ
た作品を発表する一般団体・個人を
募集します。
◆第48回清瀬市民文化祭
 日11月2日㈯・3日㈰午前10時～午
後４時 場舞台部門＝清瀬けやきホー
ル、展示部門＝生涯学習センター
【主催】清瀬市文化協会【後援】清瀬市
◆参加者募集
 対市内で活動している団体・個人
（応募者多数の場合は抽選） 費1人に
つき４00円（後日、清瀬市文化協会
に直接支払い）
 申 問７月31日までに生涯学習スポー
ツ課で配布する申込用紙に必要事項
を記入し、直接生涯学習スポーツ課
☎0４2-４９5-７001へ

商工会主催　「創業塾」受講者
　専門家が講師となり、起業に向け
た基礎知識から実務ノウハウまでを
学べるセミナーを開催します。なお、
①三鷹開催・②福生開催ともに同内
容です。 対起業に興味がある方や
起業して間もない方。各会場先着
４0人 日①8月1４日㈬～16日㈮いず
れも午前９時30分～午後5時30分（午
後0時30分～1時30分を除く）②8月
21日㈬・23日㈮・28日㈬・30日㈮、
９月４日㈬・6日㈮・11日㈬・13日㈮
午後6時30分～９時30分 場①三鷹商
工会館（三鷹市下連雀三丁目）②扶
桑会館（福生市本町） 費いずれも1人
5,000円（テキスト・資料代込み）
 申 問いずれも電話で清瀬商工会☎
0４2-４９1-66４8へ

自衛官募集
①一般曹候補生
【応募資格】18歳以上33歳未満の方
【試験日】９月20日㈮～22日㈰のいず
れか1日
②自衛官候補生
【応募資格】18歳以上33歳未満の方
【試験日】受け付け時に伝えます
③航空学生
【応募資格】海上＝23歳未満で高校
卒業（見込み）の方、航空＝21歳未
満で高校卒業（見込み）の方
【試験日】９月16日㈪
【受け付け期間】①～③いずれも９月
6日㈮（必着）まで
 問防衛省自衛隊国分寺募集案内所
☎0４2-32４-1010

【市民伝言板利用案内】
●9月1日号掲載希望の「催し物」の原
稿は、7月16日午前8時30分から8月1
日までの間に受け付け。先着25枠。
9月15日号掲載希望の「サークル仲間募
集」の原稿は8月15日まで受け付け。
◦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

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。７月20日、8月1７日いずれも11時
15時、いずれも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
見えない・見えづらい方のための茶話
会▶視覚障害者の生活に役立つ情報交
換をしています。７月25日、8月22日、
９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
清富士会納涼盆踊り大会▶盆踊りを中
心に子どもみこし、模擬店、抽選会な
どを実施します。７月30日・31日いず
れも18時～21時、松山公園、参加無料、
清富士会・小田☎0４2-４９2-015７
清瀬銀座会納涼盆踊り大会▶盆踊り大
会開催。模擬店、太鼓体験、お菓子プ
レゼントなど企画多数。７月2７日・28
日いずれも1７時30分～21時、中央公
園、参加無料、清瀬銀座会・細山☎
0４2-４９1-01４6

新米ママと赤ちゃんの会

 対令和元年5月生まれの子どもとそ
の母親（第1子の方） 日７月30日、8
月6日・13日・20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

人権擁護委員に 
池田氏・三浦氏再任

　人権擁護委員は地域で人権擁護に
理解のある方を中心に市長が推薦
し、議会の同意を得て法務大臣が委
嘱します。７月1日付けで池田厚子
氏（中清戸一丁目）と三浦廣三氏（松
山一丁目）が再任され、委員は、丹
羽英明氏（竹丘二丁目）、牧井任子
氏（梅園二丁目）と合わせて４人とな
ります。人権擁護委員は、10月を
除く毎月第1水曜日午後に行われて
いる市民相談「人権身の上相談」（予
約制）において市民の皆さんの相談
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
公共施設再編計画（地域レベル
編）利用者アンケートを実施

　地域レベルの公共施設再編に向け
て、利用実態やニーズを把握するた
めのアンケートを実施します。 期8
月～９月ごろ 場各地域市民センター
他【実施方法】各施設の管理者から
利用者に調査票を手渡しで配布し、
各施設の受付などで回収 問企画課
企画調整担当☎0４2-４９７-1802

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12月28日㈯から
令和2年1月6日㈪までに申請し、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8月1日～令和2年1月6日（消印

第226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９月2日㈪午後1時
30分～ 場東京都庁（新宿
区西新宿二丁目） 申 問8月
９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、〒

東京都都市
整備局ホー
ムページ

東京都都市
整備局ホー
ムページ

災害時、避難するかもしれない 
避難所の運営に参加しませんか？
　八小避難所運営協議会では、数人
のグループごとに机上で避難所運営
を行う避難所運営ゲーム（H

ハ グ

UG）を行
います。
　なお、避難所運営協議会は、八小
以外にも小・中学校ごと（一部合同）
に活動しており、避難生活のルール
作りや避難所運営訓練などを行って
います。詳しくは、下記へお問い合
わせください。 日７月2９日㈪午前10
時～ 場八小 直 問防災防犯課防災係
☎0４2-４９７-18４７

地域市民センターからのお知らせ
夏休み自習室開設！
　涼しい会議室で勉強しません
か。 対中学生～高校生。先着8人
 日７月23日㈫～９月1日㈰の月曜日を
除く毎日午前９時～午後8時
 場 申 問当日電話で中清戸地域市民
センター☎0４2-４９４-７211へ
※無料、入退場自由、注意事項あり。

「遺言・相続・成年後見」 
無料相談会

　遺言・相続・成年後見に関しての
無料相談会を行います。 日７月20日
㈯午後1時～４時30分 場生涯学習セ
ンター 直 問行政書士きよせ会・花
井☎0４2-４９７-９９４5

国立ハンセン病資料館 
夏休み自由研究応援企画

　①「多磨全生園のフォトブックを
作ろう」②「回復者にインタビュー
！  記者になってみよう」 対小学４～
6年生（保護者同伴可）。①先着10人
②先着20人 日①７月2７日㈯午前９時
30分～午後４時30分②8月４日㈰午後
1時～3時30分 場いずれも
国立ハンセン病資料館（東
村山市青葉町四丁目） 申同
館ホームぺージから申込
み 問国立ハンセン病資料
館☎0４2-3９6-2９0９

租税・科学教室
　税について学んだ後、多摩六都科
学館の大型映像・プラネタリウムの
観覧をします。 対小学生とその保
護者。各回先着100人 日９月７日㈯（2
回開催） 場多摩六都科学館
（西東京市芝久保町五丁
目） 問公益社団法人東村山
法人会☎0４2-3９４-７65４
※申込みなど詳しくは、
同会ホームページをご覧
ください。

国立ハンセ
ン病資料館
ホームペー
ジ

公益社団法
人東村山法
人会ホーム
ページ

有効）に直接窓口または郵送で子育
て支援課助成係☎0４2-４９７-2088へ

国民健康保険の新しい 
高齢受給者証を発送

　７0歳以上７5歳未満の国民健康保
険加入者の高齢受給者証は毎年8月
1日に更新となります。新しい高齢
受給者証を発送しますので、７月末
日までにお手元に届かない場合は下
記へお問い合わせください。
 問保険年金課国保係☎0４2-４９７-
20４７

国民健康保険税の 
納税通知書を発送

　７月12日に、国民健康保険加入世
帯へ平成31年度の納税通知書を発
送しました。納期内の納付をお願い
します。届いていない場合は、下記
へお問い合わせください。
◆納税は便利な口座振替で！
　口座振替をご希望の方は、同封の
口座振替依頼書に必要事項を記入
し、ポストに投函してください。ま
た、市役所でキャッシュカードを利
用しての口座振替登録もできます
（一部金融機関を除く）。現在ご利用
中の方は、残高の確認をお願いしま
す。 問保険年金課国保係☎0４2-
４９７-20４8

きよせにんじんジャム 
2倍ポイントシール実施中

　７月25日㈭までの期間限定で、「き
よせにんじんジャム」をご購入の方
にポイントシールを2枚（通常は1
枚）差し上げます。シールを10枚集
めるとにんじんジャムを1個プレゼ
ントします。取扱店については、に
んじんジャムのオレンジ色ののぼり
が目印です。
 問清瀬商工会☎0４2-４９1-66４8


