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★ゆずってください：なし　★さしあげます：なし　※この欄に掲載を希望される方は下記へお問い合わせください。
問消費生活センター☎042-495-6211

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7回農業委員
会

7月22日㈪
午前9時～

コミュニテ
ィプ ラ ザ
ひまわり

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。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 7日㈬・14日㈬・21日㈬・28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
※7月16日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 7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）1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 14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）

14日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 21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 21日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 28日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯（犯罪被害者
支援なども含む）相談

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
1日㈭・6日㈫・9日㈮・15日㈭・20日
㈫・23日㈮・29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） 15日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 7日㈬・8日㈭・14日㈬・21日㈬・22日
㈭午前10時～午後4時

法律相談 13日㈫・27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8 予＝予約　直＝直接　電＝電話

 申 問１～４は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、5～6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．食生活相談
　生活習慣病予防の食事や高齢期の食事の相談で
す。対市内在住の30歳以上の方とその家族 持健康
手帳（お持ちでない方は、随時発行します）

8月5日㈪午後1時
30分 ～4時、9月
18日㈬午前10時
～正午

健
康
セ
ン
タ
ー

直接窓口ま
たは電話で
申込み

２．ロコモ予防教室（腰痛ひざ痛予防教室）
　ロコモ予防として、正しい姿勢・動作を見直し、
適度な運動習慣を始めていきましょう！
 対市内在住の60歳以上で医師からの運動制限が
ない方。先着30人 持タオル・飲み物・運動しやす
い服装・室内用運動靴

8月22日㈭
午前10時～11時
30分 7月16日から

直接窓口ま
たは電話で
申込み

３．野菜セミナー
　野菜をもっとおいしく、もっと手軽に食べるアイ
デアをご紹介します。野菜の知識と料理を学び、
毎日の健康づくりに活かしてみませんか。
 対清瀬市国民健康保険に加入している方。先着20
人 持エプロン・三角巾・手拭きタオル

8月29日㈭
午前10時～午後0
時30分

４．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8・9月
生まれの方、及び後期高齢者医療保険加入者で8・
9月生まれの方

受診月＝8月
対象の方には7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。

５．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
 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 持母子
健康手帳・子どものお出かけグッズ（②の参加者と
保育利用者）
※いずれも要予約。いずれも保育あり （先着4人、
未就学児）。

7月22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

６．スマイルベビーきよせニコニコ親子クラス
　保健師への育児相談、足形アートを実施してい
ます。また、手軽に作れるおやつを、管理栄養士
が紹介します。今回のテーマは「夏」を予定していま
す。 対生後1か月～1歳未満の子どもとその母親。
先着10組 費100円 持母子健康手帳・ハンドタオル
・子どものお出かけグッズ・汚れてもよい服装
※上の子どもの保育あり（就学前まで、先着3人）。

8月2日㈮
午前10時～正午
（受け付けは午前
9時40分から）

7月16日から
電話で申込
み

　

　第２回定例市議会は、６月10日
から６月２8日まで開催されまし
た。今定例会では、条例改正、工
事請負契約、副市長の選任、市長
提出議案14件が可決・承認・同意
されました。また、委員会提出議
案1件、議員提出議案7件が可決
され、陳情３件が採択されました。
■副市長の選任について
　６月３0日付で任期満了となる副
市長に中澤弘行氏が7月1日付で
再任されました。
■令和元年度清瀬市一般会計補正
　予算（第１号）
　幼児教育・保育の無償化に伴う
給食費の取り扱いや、多子世帯へ
の支援にかかる費用、歩道用地の
購入、今後の台風や大雪など不測
の事態への備えとしての予備費を
盛り込んだ、総額２0,３45千円の
補正予算が可決しました。
■専決処分の報告
―清瀬市国民健康保険税条例の一
　部を改正する条例
　国民健康保険税の低所得者対策
としての軽減対象の拡大と課税限
度額を引上げる条例の一部改正を

行い、議会で承認されました。
―清瀬市介護保険条例の一部を改
　正する条例
　介護保険法施行令の一部改正に
伴い、平成２7年度より第1段階で
行っていた低所得者保険料軽減を
第２・第３段階まで適用を拡大す
る条例の一部改正を行い、議会で
承認されました。
■清瀬市下水道条例の一部を改正
　する条例
　検針月等の違いにより、消費税
率改定の適用時期に違いが生じる
ことから、特例措置を設けて令和
元年1２月分として算定する使用
料から一律に消費税率改定を適用
するため、条例の一部を改正しま
した。
■清瀬市立清明小学校校舎大規模
　改造工事（建築）請負契約
　清明小学校校舎大規模改造工事
（建築）は、校舎の工事を夏休み
中心に実施するため、定例市議会
の初日に審議の上、契約すること
となりました。
 問議会事務局議事係☎04２-497-
２5６7

令和元年第2回定例市議会

農薬や除草剤の 
適正使用のお願い

　農薬や除草剤を使用する前に必ず
ラベル（取扱説明書）の記載事項を
確認しましょう。散布する際には、
近隣の方や通行人などに健康被害が
生じないよう風向きや散布方法に注
意し、使用基準を守りましょう。ま
た、農薬などは適正に管理し、洗浄
液や空き容器は適切に処分してくだ
さい。 問産業振興課産業振興係☎
04２-497-２05２

プレミアム付商品券 
事業を実施します

　消費税率の引き上げによる家計へ
の影響を緩和するとともに地域の消
費を下支えするために、9月中旬よ
りプレミアム付商品券を販売しま
す。購入できる方は、平成３1年度
住民税非課税世帯（住民税課税者と
生計同一の扶養家族や生活保護受給
者などを除く）と３歳未満児子育て
世帯です。詳細は市報8月15日号（予
定）や市ホームページなどで順次お
知らせいたします。
　なお、住民税の課税・非課税に関
するお問い合わせは、個人情報とな
るため電話ではお答えしかねますの
でご注意ください。
　また、プレミアム付商品券にちな
んだ特殊詐欺や個人情報の詐取にご
注意ください。商品券の販売にあた
って、市や内閣府が手数料などの振
込みや、ATMの操作をお願いした
り、訪問販売をすることは一切あり
ません。 問産業振興課産業振興係
☎04２-497-２05２

東京都GAPの説明会
　認定農業者の経営改善を支援する
ために、都市農業の特徴を反映した
東京都GAPの説明会を開催します。
 対市内の農業者 日7月２２日㈪午後２

時３0分～4時 場コミュニティプラザ
ひまわり 内東京都GAP認証制度・東
京都GAPの取り組み 講東京都中央農
業改良普及センター指導普及員　中
野優輝氏 問産業振興課産業振興係
☎04２-497-２05２
消防団の操法訓練にご協力を

 期9月上旬までの午後8時～10時 場市
内各所 内ポンプ車による操法訓練
（火災に対応する消火の訓練） 問防災
防犯課防災係☎04２-497-1847
夏休み中の水の事故を防ぎましょう
　もうすぐ楽しい夏休みです。海水
浴や水遊びなどをする時は、次のこ
とに注意しましょう。
　子どもだけで遊ばず、おとなが付
き添い子どもから目を離さない。飲
酒後や体調不良時には遊泳を行わな
い。雨天時や天候不良が予測される
場合は、遊泳や川岸などでのレジャ
ーを中止する。ライフジャケットを
着用するなど、事故の未然防止に努
める。
 問清瀬消防署☎04２-491-0119
第６9回はたらく消防の写生会 

入選作品展示会
　市内の小学校10校の児童により
行われた写生会の入選作品85作品
を展示します。ぜひご覧ください。
 日①7月２３日㈫～２8日㈰②7月３1日
㈬～8月1２日㈪ 場①クレアギャラリ
ー（クレアビル4階）②児童センタ
ー 直 問清瀬消防署☎04２-491-0119
排水設備工事責任技術者 
資格認定共通試験

 日9月２9日㈰午前10時～正午 場青
山学院大学（渋谷区渋谷四丁目）
【受験手数料】６,000円
【受験申込書】7月２２日㈪～8月３0日
㈮に下水道課で配布 問下水道課施
設計画係☎04２-497-２5３２

◆市（まちづくり応援基金）へ
　大野勝利様（10,000円）、匿名様1

件（5,000円）
◆社会福祉協議会へ
　㈱ホームケアセンターイワサキ様
（３00,000円）、織井靜枝様（10,000
円）、匿名様1件（9円）
　ありがとうございました。


