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今号の主な内容▶２面：４月27日㈯～５月６日㈪の市役所などの業務日程／4・5面：特集「平成31年度　一般・特別会計予算の概要」

日時　5月11日㈯午前9時～11時 場所　清瀬小学校

平成31年度
（2019年度）

　清瀬市総合水防訓練は、近年の大規模な大雨による被害の多発を踏まえ、防災訓練と並んで重点的に取り組んでいる訓練のひとつです。今年は清瀬小学
校を会場に防災関係機関による訓練の他、避難所開設運営訓練を行います。問防災防犯課防災係☎ 042-497-1847

▲ ▲ 避難所開設運営訓練
　午前 9時より、清瀬小学校避難所運営協議会で検討し
てきた内容を実際に訓練します。避難所の開設後数時間で
想定される、避難者受け付け、生活エリアの設営などを訓
練します。
　訓練の最後には、大勢の避難者へ迅速公
平に食料の配布を行うことを目的として、
備蓄している食料の配給訓練を行います
（先着１８０人に配布）。お渡しした食料は
持ち帰りになり、お試しください。

▲ ▲ 緊急情報伝達訓練　
　午前 8時 45 分より、防災行政無
線、清瀬市安全安心メール、緊急速
報メール（ソフトバンク携帯電話の
方のみ）などにより避難勧告の伝達
訓練を実施します。

▲ ▲ 体験型訓練
　土のう・水のうの作成体験や、レ
スキューボックス資器材を使っての
救出救助体験ができます。

▲ ▲ 防災関係機関による P Rブース
　清瀬消防署、東村山警察署など防災関係機関によ
る PR ブースを開設します。パネル展示などの他、
水圧ドア体験、NTT 伝言ダイヤル体験、マンホール
トイレ（清瀬中学校で実施）などを行います。また、
ドローンによる視察も行います。

避難所運営訓練（写真はイメージ） マンホールトイレ

救出救助体験 水のう作成体験

避難所運営訓練参加者の声

▲

避難所体育館での1人 1人のスペース
の狭さや、トイレの大切さなどが理解で
き、とてもためになりました。備蓄が必
要なものなど再度考えたいと思います。

▲

避難所のイメージがついて、非常に役
に立った。いかに普段の災害準備が必要
かがよくわかったので、これを生かして
いろいろ取り組みたい。

配布予定の
備蓄食料

◆駐車場について……�市役所駐車場と市役所職員駐車場の2か
所を用意していますが、台数に限りがあ
ります。

◆駐輪場について……�市役所または健康センターの駐輪場をご
利用ください。

市民の皆様

参加できます!!

4月21日㈰は清瀬市議会議員選挙・清瀬市長選挙の投票日です
　4月 21 日㈰は清瀬市議会議員選挙と清瀬市
長選挙の投票日です。この選挙は、これからの
4年間の清瀬市の代表を選ぶ大切な選挙です。
棄権しないで、貴重な1票を投票しましょう。
　当日、用事などで投票所にいけない方は、期
日前投票をご利用ください。期日前投票所は下

記のとおり 2か所ありますが、期間と時間が
異なりますのでご注意ください。
◆健康センター期日前投票所
場健康センター2階期4月15日㈪～20日㈯
時午前8時30分～午後8時
◆生涯学習センター期日前投票所

場生涯学習センター6階期4月16日㈫～19日㈮
時午前9時30分～午後9時問選挙管理委員会事
務 局 ☎042-497-2561（21日 ㈰ は ☎042-492-
5111〈代表〉へ）
※選挙制度など詳しくは、市報きよせ4月1日
号1・2面をご確認ください。

どなたでも

平成31年度(2019年度)

ピース・エンジェルズ（広島派遣生）

平和記念式典への参加（上）、原爆ドーム見
学（下）など行います。（写真は平成30年度
の広島訪問の様子）

募集

　市では、平和の尊さを肌で感じて
平和に対する意識を広める「ピース
・エンジェルズ」を募集します。広
島市を訪れ、平和記念式典に参列し、
平和記念資料館の見学・被爆体験談
の聴講などをとおして、戦争の悲惨
さや人命の尊さを学びます。
　式典参列後には、世界文化遺産の
厳島神社の見学を行い、未来に引き
継ぐべき歴史や文化も学びます。
　あなたもぜひ、平和の大切さを伝
え広めていくピース・エンジェルズ
になりませんか。

対市内在住の小学校5年生から中学
生（保護者の同意が必要）までで、
過去にこの事業に参加したことのな
い方。また、事前の学習会、広島平
和学習の事後報告会に参加すること
ができる方。定員10人
【広島平和学習】8月5日㈪～7日㈬
申5月15日㈬までに、『ピース・エ
ンジェルズとして何ができるか』（ピ
ース・エンジェルズ参加への理由、
平和を願う気持ち、平和の大切さを
友だちやまわりの人に伝えるために
は何ができるか）を原稿用紙800字
以内にまとめ、氏名とふりがな・性
別・学校名・学年・住所・電話番号
を明記し、企画課へ持参か郵送。選
考結果は7月上旬（予定）に本人と学

校へ通知します。 問企画課市民協
働係☎042-497-1803

　毎年テレビで見ていた広島平和記
念式典に参列しました。にぎやかな
公園から鉄骨がむき出しになったま
まの原爆ドームを目にしたとき、ここ
は確かに73年前に原爆が落とされた
場所なのだと強く感じました。
　広島の街を歩き、被爆された方か
ら話を聞いたこと、全てが貴重な体
験です。

平成30年度ピース・エンジェルズ
藤田心

こうこ

子

広島で平和の大切さを
学びませんか

清瀬市総合水防訓練

先輩ピース・エンジェルズから
コメントをいただきました
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　4月28日㈰から5月6日㈪までの
連休期間、初期診療に対応できる
医療機関は以下のとおりです。下

表にない市内医療機関について
は、直接医療機関へお問い合わせ
ください。

◆公立昭和病院の診療日
　公立昭和病院は地域の中核病院
として、4月30日㈫～5月2日㈭の
3日間は通常診療を行います。で

きるだけ予約のうえ受診ください
ますようお願いいたします。
問公立昭和病院医事課医事管理係
☎042-461-0052（内線2178）

4月28日㈰～5月6日㈪の休日診療当番医等

実施日 初療施設 電話番号
夜間診療

（午後5時～
午前9時）

医師会加入機関
4月28日㈰ 廣橋小児科・内科医院（元町1-5-3） 493-7400 山本病院

（野塩1-328）
☎042-491-
0706 

織本病院
（旭が丘1-26
1）
☎042-491-
2121

4月29日㈪ 清瀬博済堂クリニック（竹丘2-15-15） 410-0001
4月30日㈫ とみまつ小児科循環器クリニック（元町1-1-14）497-3456
5月1日㈬ 武蔵野総合クリニック（元町1-8-30） 496-7015
5月2日㈭ 川辺内科クリニック（竹丘2-1-3） 496-3311
5月3日㈮ 清瀬診療所（元町1-13-27） 493-2727
5月4日㈯ 中島医院（元町1-3-45） 495-6727
5月5日㈰ 酒田クリニック(野塩5-280-2） 496-7328
5月6日㈪ 宮本医院（松山1-42-6） 491-0547

その他の医療機関
5月1日㈬ きよせ松山クリニック（松山2-1-3） 491-1616

4月28日㈰～5月6日㈪休日診療当番医

4月28日㈰～5月6日㈪に診療を行う市内歯科診療所
医院名 電話番号 4月 5月

28㈰ 29㈪ 30㈫ 1㈬ 2㈭ 3㈮ 4㈯ 5㈰ 6㈪
旭ヶ丘歯科医院

（旭が丘2-5-2） 495-8686 ○ × × × × × × × ×

けやき歯科クリニック
（上清戸1-9-1） 495-1817 ○ × ○ × ○ × × × ×

笹原歯科医院
（中里5-2-8） 492-6688 × × ○ ○ ○ × × × ×

西川歯科
（上清戸1-10-2） 492-1141 × × ○ ○ × × × × ×

もとまちスマイル歯科
（元町1-13-29） 497-2751 ○ × × ○ ○ × × × ×

平野クリニック
（松山1-4-19） 496-7158 × × ○ × ○ × × × ×

清瀬休日歯科応急セ
ンター（上清戸2-6-10）491-8611 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※受診の際は、電話で確認してください。市外局番はいずれも「042」。

※市外局番はいずれも「042」

＝平常業務

＝会議室などの貸し出しは行い、窓口業務（出張所業務）などは休業

＝業務時間変更・一部休業 ＝休業・休館

4月27日㈯～5月6日㈪の市役所などの業務日程

施設名

※詳細は各施設へ問合せください。

電話番号
（市外局番
はすべて
042）

4月 5月
27
㈯
28
㈰
29
㈪
30
㈫

1
㈬

2
㈭

3
㈮

4
㈯

5
㈰

6
㈪

市役所 一般事務 492-5111会計課
生涯学習センター（※2） 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
郷土博物館（※3） 493-8585
児童センター 495-7700
野塩・下宿児童館 495-7700
子ども家庭支援センター 495-7701
消費生活センター 495-6211
松山地域市民センター 491-5153
野塩地域市民センター 493-4014
下宿地域市民センター 493-4033
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
コミュニティプラザひまわり

（テニスコート含む） 495-5100
清瀬けやきホール 493-4011
きよせボランティア・市民活動センター 491-9027
松山・竹丘集会所 495-1717
清瀬・ハローワーク就職情報室 494-8609
子どもの発達支援・交流センター 495-3030
障害者福祉センター 495-5511
障害者就労支援センター 495-0010
社会福祉協議会 495-5333
健康増進室（健康センター） 492-5111
市民体育館、下宿運動公園広場、下宿第二・清瀬内山運動公園野球場、
清瀬内山運動公園サッカー場、テニスコート（下清戸、清瀬内山運動公
園、中央公園）は全日平常業務

493-4033

図書館名
電話番号（市
外局番はす
べて042）

4月 5月
27
㈯
28
㈰
29
㈪
30
㈫

1
㈬

2
㈭

3
㈮

4
㈯

5
㈰

6
㈪

中央 493-4326
元町こども 495-8666
下宿 495-5432
野塩 493-4086
竹丘 495-1555
駅前 492-8751

つどいの
広場名

4月 5月
27
㈯
28
㈰
29
㈪
30
㈫

1
㈬

2
㈭

3
㈮

4
㈯

5
㈰

6
㈪

ころぽっくる ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○
野塩 ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×
野塩出張（あい
あいの家） × × × × × × × × × ×

下宿 ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ×
竹丘 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ×
元町(清瀬けや
きホール） ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ ×

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
のせん定した樹木（ケヤキやイチ
ョウなど）から製造しており、庭
などに深く敷き詰めることで、日
光を遮断し、雑草の発芽を抑制す
る効果があります。大変人気の商
品のため、納品まで時間がかかる
ことがありますので、お早めにご
予約ください。
　なお、市内在住の方には、5袋
以上の購入で自宅にお届けするサ
ービスも行っています。ぜひご利
用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモールチップ」
【価格】各1袋200円（45㍑袋に約7
㌔）問総務課営繕係☎042-492-
5111（内線524）

　　　　　　　　　　　　　　　
◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの隙間から雑草が出
てきてしまいます）。
②ウッドチップを5㌢以上敷き詰
めてください。
※雑草発芽対策の「清瀬ウッドチ
ップ」は、1袋で畳1/4程度分が目
安です。

「清瀬ウッドチップ」電話予約開始

ウッドチップを敷いた例

（※4）

【※1】4月27日㈯の市民課土曜窓口は開設します。【※2】生涯学習センターは、4月25日㈭～
5月14日㈫の間、エアコン工事のため5階講座室及び展示ホールは使用できません。
【※3】施設内メンテナンスのため、5月1日㈬はお休みです。それに伴い、ギャラリー・伝承
スタジオの抽選受付は翌日の2日㈭になりますが、11月分のギャラリー抽選はありません。
【※4】体育館、テニスコート及びグラウンドの貸館業務は通常どおり行いますが、会議室等
は午前・午後の枠のみの貸し出しとなります。窓口での入金業務は午後4時30分までです。

図書館の開館状況

つどいの広場の開館状況

＝午前10時
～午後5時

＝午前10時
～午後6時

＝休館

（※1）

収集日 地区
4月30日㈫ 下宿、旭が丘、中里四丁目、中里五丁目、中里六丁目
5月1日㈬ 元町一丁目、上清戸、中清戸、下清戸、中里五丁目の一部
5月2日㈭ 元町二丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、野塩、梅園
5月3日㈮ 松山、竹丘
5月7日㈫ 下宿、旭が丘、中里四丁目、中里五丁目、中里六丁目

びん・かんの収集日程 問ごみ減量推進課☎042-493-3750

野塩さくら児童遊園が開園
所在地：野塩四丁目 99番１
面積：595.47 平方㍍

　このたび、野塩四丁目に新たな公園を開園しました。この公園は
水村史郎氏より用地の寄付をいただき、市が整備したものです。園
内には、すべり台・スプリング遊具の他、ベンチ 3基、芝生広場
を設けています。また、さくらやアジサイを植栽しているので、季
節のお花も楽しめます。ルールを守って、大切にご利用ください。
問水と緑の環境課緑と公園係☎ 042-497-2098
※芝生広場は現在養生中のた
め、入ることができません。

レストラン

東星学園

野塩さくら児童遊園

滑り台と
スプリング遊具で
楽し～い♪

問ころぽっくる＝子ども家
庭支援センター☎042-495-
7001、野塩／野塩出張／下
宿＝ＮＰＯ法人ウイズアイ☎
042-452-9765Ｍinfo@
with-ai.net、竹丘／元町＝
ＮＰＯ法人子育てネットワー
ク・ピッコロ☎042-444-
4533

※びん・か
ん以外は、
ごみカレン
ダーどおり
の収集とな
ります。

詳細はこちら
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（評）自分が誰かのために編んだのか、お母さんやおばあちゃんが作ってく
れたのか。着てもらう人のために心を込めた手編みのセーターは、高額
なブランド品よりずっと温かみを感じます。

手づくりのセーター愛がつまってる   五中2年　石原彩優

こうしえんあせとなみだのはれぶたい   四小6年　柄澤佑月
（評）高校野球大会は春夏行われますが、これは夏の大会でしょう。東京都
は260以上のチームから、汗と涙で予選を勝ちぬいた2校が晴れの代表と
なる激戦区。選手の顔が目に浮かびますね。

母の背を気付かぬうちにぬいた冬   四中1年　林優成
（評）ある年齢で身長が急に伸びる事があります。秋ごろまではお母さんよ
り低かったが、3学期が終わるころ、いつの間にか母の背を追い越してい
た。お母さんも喜んで背比べをしたのでしょう。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�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

◆おことわり　今月の市長コラム「3本の木とともに」はお休みです。

　 肺がん検診（前期）

 対市に住民登録のある40歳以上
の方（昭和55年3月31日以前生ま
れ）。先着350人 日6月17日㈪・
18日㈫いずれも午前９時～11時15
分・午後1時30分～3時45分 場複
十字病院（松山三丁目）
【実施方法】胸部レントゲン・
喀
かくたん

痰検査 費胸部レントゲン撮影
のみ＝500円、胸部レントゲン撮
影及び喀痰検査＝1,000円（55歳
以上の方は無料。その他の負担金
関連制度については右記へお問い
合わせください）
※喀痰検査は、50歳以上（昭和45
年3月31日以前生まれ）で喫煙指
数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が

600以上の方（過去に喫煙し、現
在は喫煙していない方も含む）。
 申4月15日から5月10日（消印有
効）までに、直接窓口（土・日曜日、
祝日を除く）または官製はがきに
必要事項（「肺がん検診申込み」・
住所・氏名（ふりがな）・生年月
日・電話番号・受診希望日①第1
希望〔午前・午後〕②第2希望〔午
前・午後〕・喀痰検査の条件に該
当〔する・しない〕）を記入し、〒
204-8511　清瀬市健康福祉部健
康推進課健康推進係へ郵送、電子
申請で申込み 問健康推進課健康
推進係☎042-4９7-2075
※電話での申込みはできません。

　市内の3大学や医療機関などと
連携し、今年度も「清瀬市健康大
学」を開講します。この大学は1
講義1単位制とし、講義と実技合
わせて8単位以上受講できる方が
「大学生」として申込みできます。
　また大学生に登録せず、講義に
参加したい方は、市報などでお知
らせしますので直接会場へお越し
ください。 対市内在住・在勤で
18歳以上の方。定員100人（応募
者多数の場合は抽選） 申 問5月13

平成３１年度（20１9年度）

清瀬市健康大学生を募集します

日（消印有効）までに健康推進課、
松山・野塩出張所、生涯学習セン
ターの各窓口へ直接または電子申
請・官製はがき（62円）に必要事
項（「平成31年度（201９年度）健康
大学生申込み」・住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・年齢・電話
番号・平成30年度大学生の方は
「平成30年度大学生」と記入）を記
入し、〒204-8511　清瀬市健康
福祉部健康推進課成人保健係☎
042-4９7-2076へ

日時 内容 講師 場所
第
１
回

5月30日㈭午後
２時～3時40分

開講式 ・ 講演会 日本社会事業大学社会福
祉学部福祉計画学科
准教授　菱沼幹男氏

ア
ミ
ュ
ー
ホ
ー
ル

みんなで健康づくり～地域の
つながりが健康のカギ！～

第
２
回

6月6日㈭午後２
時～3時30分

高齢者に多い肺の病気
～結核・肺がん・肺炎他～

独立行政法人国立病院機
構　東京病院
副院長　松井弘稔氏

第
３
回

6月２7日㈭午後
２時～3時30分 便秘治療のいま

横浜市立大学附属病院　
肝胆膵消化器病学診療科
部長　中島淳氏

第
４
回

7月13日㈯午後
２時～3時30分

早く気づいて、脳を守ろう！
～脳梗塞の予防と最新治療
～

公立昭和病院　脳神経内
科部長　本間温氏

第
５
回

9月２日㈪午後２
時～3時30分

身近になる依存症
～飲酒・ギャンブル・ネット
がやめられない心理とは？～

医療法人社団アパリ
アパリクリニック
理事長　梅野充氏

健康セ
ンター

第
６
回

9月8日㈰午後1
時30分～3時 認知症とのつきあい方

国立看護大学校
老年看護学
准教授　大竹恵理子氏

国立看
護大学
校

第
７
回

9月17日㈫午後
２時～3時40分

マインドフルネス
～心と身体を整える方法～

マインドフルネス療法研究
センター
公認心理師　杉山風輝子氏

ア
ミ
ュ
ー
ホ
ー
ル

第
８
回

10月4日㈮午後
２時～3時30分 口の中からわかる健康 福田歯科医院

院長　福田哲嗣氏

第
９
回

10月２9日㈫午後
２時～3時30分 ウォーキングの健康効果

立教大学　コミュニティ福
祉学部スポーツウエルネス
学科　教授　沼澤秀雄氏

第
10
回

11月２0日㈬午後
1時～3時15分

閉講式・講演会 明治薬科大学　臨床免疫
学研究室
教授　松井勝彦氏

アトピー性皮膚炎の増悪対策
～皮膚悪玉菌を追い出せ！～

講義コース日程表

【募集要項】4月15日㈪から25日㈭
までの土・日曜日を除く午前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4月25日（必着）まで

の午前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

平成３１年度（20１9年度）

嘱 託 員 を 募 集 し ま す

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

保健師 保健師の資格を有する方
司書 司書の資格を有する方

心理相談員 心理士（※）の資格を有する方で、発達検査を行うことができる方

スクール
ソーシャル
ワーカー

小・中学校の教育活動について十分に理解があり、下記のいずれか
の条件に該当する方
①社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する方
②スクールソーシャルワーカーまたは、それに準じる仕事に1年以上
従事した経験がある方

保育士 保育証を有する方
※心理士の資格の詳細は、募集要項をご覧ください。

　 小規模保育所の新規開設

　市では6月1日に、待機児童解
消の一環として、新たに民設の小
規模保育所を開設します。
【定員】0歳児3人、1歳児5人、2歳
児6人【名称・開設場所】小規模保
育所　ちあふるガーデン（中里
1-1707-4）
【開園時間】午前7時～午後7時
【申込期間】6月入園分＝4月15日

㈪～5月10日㈮の午前8時30分～
午後5時（土・日曜日、祝日を除
く） 申 問子育て支援課保育・幼稚
園係☎042-4９7-2086へ
※申込み方法など詳
しくは、右記QRコー
ドからご確認いただ
くか、上記へお問い
合わせください。 詳細はこちら

オリジナル婚姻届＆
婚姻手続き早わかりＢＯＯＫをリニューアル

　市では、現在配布中のオリジナ
ル婚姻届とそれを綴じ込んだ「婚
姻手続き早わかりＢＯＯＫ」の更新
を行い、表紙の装いも新たに4月
から配布しています。
　冊子は、婚姻届の書き方の他、
市の子育て事業を紹介しており、
婚姻届の提出をきっかけに、清瀬
市に住み続けたいと思っていただ
ける内容となっています。
【配布場所】市民課、松山・野塩
出張所（出張所での婚姻届の提出
はできません）

◆婚姻届時の記念撮影
　市役所本庁舎1階に記念撮影コ
ーナーを設置しています。市内に
咲く花々が描かれたパネルを背景
に、ボードに飾った婚姻届ととも
に記念撮影をすることができま
す。職員が撮影のお手伝いをしま
すので、婚姻届の提出の際にぜひ
ご利用ください。
 問市民課戸籍係☎042-4９7-2038
※オリジナル婚姻届は、他の市区
町村へ提出することもできます。
従来の婚姻届も使用できます。

冊子表紙 オリジナル婚姻届

平成３１年度（20１9年度）採用予定

清 瀬 市 職 員 を 募 集 し ま す

詳細はこちら

　正規職員の一般事務を募集しま
す。若干名。
 対①昭和5９年4月2日から平成4年
4月1日までに生まれた方で、民
間企業などにおける職務経験が5
年以上ある方【１次試験】5月26日
㈰【募集要項】4月15日㈪から5月
13日㈪までの土・日曜日、祝日
を除く午前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）。詳しくは、
募集要項をご覧ください 申5月12
日㈰及び13日㈪午前９時～午後5
時（正午～午後1時を除く）に必要
書類を本人が直接持参し、採用試
験申込み受け付け所
（健康センター2階）
へ
 問職員課職員係☎
042-4９7-1843
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一般・特別会計予算の概要
平成31年度

　平成31年度予算は、近年多発している豪雨などの自
然災害や防災対策、低所得者への支援や子育て世代への
支援をはじめとする福祉施策の充実、教育環境の整備、
老朽化した公共施設の改修など、さまざまな行政課題に
積極的に対応する予算となっています。
　しかし、こうした多額の財政需要に対しては、市税や
地方交付税の増が見込まれるものの、財政調整基金によ
る繰り入れで対応せざるを得ず、市財政は依然として厳
しい状況にあります。
　以下に、平成31年度予算の概要をお知らせします。
なお、予算編成の基本方針については、市ホームページ
からご覧いただけますので、そちらもご参照ください。
問財政課財政係☎042-497-1810

◆�市税は、給与収入の増などにより個人市民税の増収が見込まれる
他、企業収益の増により法人市民税について増収が見込まれるな
ど、全体では前年度よりも5,856万円増の94億5,753万円となっ
ています。
◆�国庫支出金は、小学校校舎大規模改造工事に係る経費が減額とな
りましたが、幼児教育・保育無償化に係る経費の増などにより、
前年度比0.4％増の60億7,322万円となっています。
◆�都支出金は、市町村総合交付金の増額などにより前年度比2.9%
増の48億8,964万円となっています。
◆�地方交付税は、国の予算額が1.1％（1,724億円）の増額となった
ことや平成30年度の交付額を参考に39億1,000万円と見込んでい
ます。
◆�繰入金は、新庁舎建設事業に伴う公共施設整備基金の繰り入れに
より、前年度比44.7%増の11億7,108万円となっています。

◆�民生費は、幼児教育・保育無償化に係る経費の増などにより、前年度よりも
3,927万円の増額となっています。
◆�総務費は、新庁舎建設事業の増により、前年度よりも11億7,411万円の大幅
な増額となっています。
◆�教育費は、小学校校舎大規模改造工事の減などにより、前年度よりも3億
9,169万円の減額となっています。
◆�衛生費は、風しん予防対策経費の増やごみ収集業務の一部委託化の増などに
より、前年度よりも9,021万円の増額となっています。

◆�土木費は、歩道拡幅整備や都市計画街路事業の増などにより、前年度よりも
2億4,158万円の増額となっています。
◆�消防費は、消防団訓練施設整備の完了などにより、4,826万円の減額となっ
ています。
◆�商工費は、プレミアム付商品券事業の増などにより前年度よりも2,533万円
の増額となっています。

区　分 平成31年度 平成30年度 増減率
一般会計 307億6,300万円 ２96億4,000万円 3.8%

166億4,400万円 167億5,900万円 －0.7%
国民健康保険事業 80億5,700万円 83億円 －２.9%
駐車場事業 7,900万円 7,900万円 0.0%
介護保険 65億1,800万円 64億3,600万円 1.3%
後期高齢者医療 19億9,000万円 19億4,400万円 ２.4%

合　計 474億700万円 463億9,900万円 ２.２%

特別会計

区　分 平成31年度 平成30年度 増減率

収益的収支 収入 11億5,406万円 11億5,２84万円 0.1%
支出 11億1,460万円 10億6,457万円 4.7%

資本的収支 収入 1億7,555万円 7億3,115万円 －76.0%
支出 5億1,47２万円 10億9,986万円 －53.２%

下水道事業会計

各 会 計 別 予 算 額
●一般会計とは…福祉、教育、
道路整備などの基本的な行政
サービスを行うための会計の
ことです。
●特別会計とは…特定の目的
のための会計で、清瀬市は地
方公営企業法を適用している
下水道事業会計を含め、5つ
の特別会計があります。

一般会計307億6,300万円の内訳

歳入 歳出

市税 30.7%

民生費 54.3%

94億5,753万円

166億9,838万円

市民税・固定資産税・
軽自動車税・市たば
こ税など

高齢者・障害者福祉
や子育て支援など

国・都支出金35.7%
109億 6,287万円
国や都からの負担金、補助
金、委託金

地方交付税 12.7%
39億1,000万円
国からの調整財源

市債 7.4%
22億7,800万円
金融機関などからの借入金

地方消費税交付金 3.9%
12億600万円
消費税のうち市への配分金

繰入金 3.8%
11億7,108万円
基金の繰り入れなど

総務費 14.9%
45億7,239万円
市役所の運営など

教育費 9.6%
29億4,205万円
小・中学校教育、生涯
学習・スポーツなど

公債費 6.2%
19億1,440万円
市債の返済

衛生費 5.7%

土木費 4.2%

その他1.9%

消防費 3.2%

17億5,707万円

13億614万円

5億6,896万円

10億361万円

健康づくり、ごみの処理など

道路・公園の
整備など

議会費、農林業
費など

防災対策事業など

歳入の状況 歳出の状況

市民一人当たりに置き換えた歳出額 人口74,737 人（平成 31年 1月 1日現在）

　民生費 　総務費 　教育費 　公債費 　衛生費 　土木費 　その他

223,429 円 61,180 円 39,365 円 25,615 円 23,510 円 17,476 円 21,042 円 

一人当たり合計

411,617 円

その他 5.8%
17億7,752万円
使用料及び手数料
諸収入・財産収入など

※各数値は端数処理の関
係上、合計と一致しない
場合があります。

予算のポイント

安全でうるおいのある暮らしができるまち 健幸でともに支え合うまち

豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち

新庁舎建設に向けた取り組み

子どもたちを健やかに育むまち

都市格が高いまち

◇レスキューボックスの設置 ◇プレミアム付商品券を発行

◇清瀬駅北口地下駐輪場にＩＣカード対応
　ゲートシステムを導入

◇新庁舎建設工事
◇工事監理業務
◇工事管理支援業務

◇幼児教育・保育の無償化

◇市制施行50周年記念事業

◇マンホールトイレの設置

◇喫煙所の受動喫煙防止対策を実施

◇東京病院東側（市道0117号線）の歩道拡幅を実施

◇柳瀬川右岸5号雨水幹線整備
　に向けた実施設計

◇「清瀬ひまわりフェスティ
　バル」を実施

◇健幸ポイント事業（スマートフォンにも対応）

◇「（仮称）花のある公園」整備に向けた取り組み

◇支え合い活動推進支援事業

◇五中校庭の雨水冠水対策

◇市道1159号線（けやき
　通り）雨水管布設工事

◇がん検診事業（自己負担金免除の対象を55歳以上に拡充）

◇公立保育園で児童のおむつ回収を実施

◇公的証明書（住民票など）のコンビニ交付を開始

285万円

960万円

413万円

800万円

130万円

340万円

20万円

◇消費者保護対策事業（自動通話録音機の貸し出し）

◇「子ども食堂」の推進

◇清明小校舎大規模改造工事を実施

◇アミュービルの空調設備改修工事
◇下宿地域市民センターの耐震改修工事
　実施設計

◇体験型英語学習活動

◇公共施設トイレの整備

◇小・中学校の空調設備を整備

◇東京2020大会関係事業
◇コミュニティプラザひまわりテニスコート
　改修工事

194万円

216万円

4億9,800万円

1億1,200万円

1億1,000万円

16万円 9,218万円

610万円

687万円

570万円

1,958万円

424万円

2,000万円

172万円

2,620万円

自動通話録音機
　市内で高齢者の振り込め詐欺被害が多い現状を受け、平
成29年度・30年度に続いて、無料貸し出しを行います（300
台）。

　平成31年（2019年）10月より、下記のとおり幼児教
育・保育の無償化を行う予定です。

　2020年度の市制施行50周年に向けて、キャッチコピー
・ロゴマークの選定などを行います。

　老朽化に伴う自動交付機の廃止とともに、平成32年（2020年）2月より
住民票やこれまで自動交付機では交付できなかった戸籍の謄本や附票も交
付できる「コンビニ交付」を開始します。

　障害者福祉センター及び市内公園のトイレを洋式化します。

　ＴＧＧ（ＴＯＫＹＯ�ＧLＯBAL�ＧAＴEWAＹ）での1日英語体験を、
児童・生徒150人参加して実施します。

　小・中学校の普通教室、給食室などに空調設備を
整備します。

　消費税引き上げへの対応として、25,000円分の買い物が可能な商品券
を20,000円で販売します。対象は、住民税非課税者（住民税課税者と生計
同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く）と0～2歳児がいる
子育て世帯です。

　清瀬駅北口、秋津駅南口、コミュニティプラザひまわり、清瀬けやきホ
ールの喫煙所にパーテーションを設置します。

　歩行者・自転車・車が安全に通行できる道路整備
を進めます。

　平成33年（2021年）5月の新庁舎開設に向け、第1期建設工事を行います。

　12回目となる「清瀬ひまわりフェ
スティバル」を実施します。清瀬駅
からのシャトルバスを増便する他、
熱中症対策として会場内に配置する
看護師を増員します。

　市内在住の20歳以上、定員1,000人を対象に実施しま
す。今年度からは歩数計の代わりにスマートフォンへの
対応も開始します。

　住民主体の地域づくりにつながる介護予防活動を推進
します。 3,439万円

対象
認可保育所等 ・3～5歳　・0～2歳：非課税世帯
認可外保育施設等
（保育の必要性を受けた場合）

・3～5歳：月額37,000円まで　
・0～2歳：非課税世帯（月額42,000円まで）

私立幼稚園等
・3～5歳：月額25,700円まで
・�幼稚園の預かり保育は、保育の必要性を受けた場
合に、別途月額11,300円まで上乗せ

障害児通園施設 ・3～5歳

雨水管布設の様子（写真は柳
瀬川通り布設時のもの）

2,158万円

1,900万円

下宿地域市民センター

12億9,800万円

2,200万円

900万円

昨年の様子

1,390万円

1,200万円
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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）。

清瀬まち歩き
　まち歩きをとおし
て新たな発見をしな
がら、未来の清瀬が
よりよくなるような
まちづくりプロジェ
クトを考えてみませんか。テーマは
①「まちのにぎわいづくりを考えよ
う」（まち歩きとワークショップ）、
②「プロジェクトをつくろう」（ワー
クショップのみ）です。 日①5月12
日㈰午前9時30分～正午、②5月25
日㈯午前9時30分～正午 場①生涯学
習センター（集合）→南口商店街→
清瀬松山緑地保全地域→中央公園→
生涯学習センター（解散）、②健康
センター 申 問各開催日の1週間前ま
でに電話または参加申込みフォーム
からまちづくり課まちづ
くり係☎042-497-2093へ
※雨天決行、荒天時中止。
保育あり（開催日の1週間
前までに上記へ申込み）。

サニーサイドマルシェ
　セキ園芸内にある果樹園にて簡単
な農作業の体験ができます。また、
親子で取り組めるイベントも行いま
す。 日4月28日㈰午前10時～午後3
時（小雨決行、雨天中止） 場セキ園
芸（中清戸四丁目） 内パン・焼き菓
子などの出展、桃・リンゴなどの摘
果をする農業体験（予定、要予約）、
果樹園敷地内でのクイズ、果樹のせ
ん定枝を使ったワークショップ、音
楽イベント 直 問産業振興課産業振
興係☎042-497-2052
※農業体験は上記へ要予約。

きよせけん玉の“Wa” 
（清瀬市青少年委員協議会主催）
　話題のけん玉ダンスやけん玉の技
を楽しんで身に付けられる活動で
す。けん玉の貸し出しもあります。
 日4月21日㈰午前10時～正午（受け
付けは午前9時45分） 場児童センタ
ー 直 問児童センター☎042-495-
7700

市内自然観察会（稲門会共催）
　清瀬の自然に触れる活動に参加し
てみませんか。 日5月3日㈮午前9時
～正午（雨天中止） 場中里緑地保全
地域【集合時間・場所】午前8時45分
に清瀬せせらぎ公園管理棟 費200円
（資料代・保険料） 持飲み物・タオ
ル・帽子（お持ちの方は図鑑、双眼
鏡など） 直 問清瀬の自然を守る会事
務局・渡邉☎042-492-0710（当日は
午前7時～8時まで）

知って得する 
終活講座2・3

　テーマは第2回＝「自らの介護・
認知症に備える」、第3回＝「介護に
かかる費用・制度を知っておこう」
です。各回先着35人。 日第2回＝5
月16日㈭、第3回＝5月30日㈭いず
れも午後2時～4時 場いずれも消費
生活センター 講NPO法人暮らしネッ
ト・えん代表理事　小島美里氏
 申 問4月16日からの平日午前9時～
午後5時に直接窓口または電話で消

市営住宅随時入居者（先着順）
【募集戸数】3人以上世帯向け5戸
【募集案内の配布期間】4月15日㈪～
6月28日㈮
【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、まちづくり課、松山・
野塩出張所＝平日午前8時30分～午
後5時、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 申申込書に必要事項を記
入し、直接まちづくり課まちづくり
係へ提出 問まちづくり課まちづく
り係☎042-497-2093
※先着順のため、すでに入居者が決
まっている場合がありますので、最
新の受け付け状況は上記へお問い合
わせください。

小学校水泳指導補助員
　小学校での授業や、夏休み中の水
泳指導補助員を募集します。
【資格】100㍍以上泳ぐことができ、
心身が健康な18歳以上60歳未満の
方（高校生不可） 場市内各市立小学
校 申 問5月10日（必着）までに市ホ

新米ママと赤ちゃんの会
　子育てのスタートの不
安や困りごとに関してい
ろいろなことが学べる4
回連続講座です。
 対平成31年1月・2月生
まれの子どもとその母親（第1子の
方 ） 日5月7日・14日・21日・28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-

倒壊の恐れのあるブロック塀など 
の撤去・補強・改修費用を助成

　倒壊の恐れのあるブロック塀など
の撤去、補強または改修に伴う費用
の一部を助成します。なお、この制
度は平成31年度までとなります。
平成32年（2020年）3月31日までに
請求された場合、助成金を交付する
ことができます。 対地震などの災
害時に倒壊の恐れがあり、道路に面
する高さが1㍍（擁

ようへき

壁の上にある塀
ついては60㌢）を超えるブロック塀
など。条件を満たしているかは下記
へご相談ください。【助成額】撤去、
補強工事＝工事費用の2分の1（上限
10万円）、改修工事＝工事費用の2
分の1（上限20万円） 問道路交通課道
路施設係☎042-497-2095

自動交付機の利用停止について
　改元に伴うシステムメンテナンス
のため、下記の日程は自動交付機を
ご利用いただけません。ご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。 期市役所本庁舎＝4月
22日㈪、駅前図書館・竹丘地域市
民センター＝5月1日㈬～2日㈭
 問市民課住民係☎042-497-2037
※4月29日㈪～5月6日㈪は祝日のた
め、市役所に設置されている自動交
付機はご利用いただけません。

行方不明高齢者などの対応に 
ご協力をお願いします

　市では一斉メール配信サービスを
活用して、携帯電話、スマートフォ
ン及びパソコンの電子メールに、行
方不明高齢者などの情報をお送りし
ています。この機会にご登録いただ
き、行方不明高齢者の発見にご協力
ください。登録は下記ＱＲコードか
らお願いします。なお、行方不明高
齢者などの情報を受信する場合は、
「安心安全」のカテゴリを受信する
ように設定してください。
 問地域包括ケア推進課地域包括支
援センター☎042-497-2082
※「安心安全」カテゴリで
は行方不明高齢者以外の
情報も配信することがあ
りますので、ご了承くだ
さい。

清瀬岳友会　市民ハイキング▶奥武蔵で
市民ハイキングを実施し、昼に山菜の天
ぷらを作ります。4月21日8時30分にり
そな銀行前集合（15時解散予定）、奥武
蔵高麗峠、参加費300円（交通費は実費）、
清瀬岳友会・五十嵐☎042-491-5360（19
時以降）
清瀬市ラジオ体操連盟▶春のラジオ体操
大会を開催します。広くご参加ください。
5月11日7時～8時30分、中央公園、無料、
清瀬市ラジオ体操連盟・渡辺☎090-
9645-6616
清瀬絵画同好会展▶月に3回教室で楽し
く絵を描いています。日ごろの成果を発
表します。4月16日～21日10時～17時
（初日は15時～）、郷土博物館、無料、
清瀬絵画同好会・南條☎042-492-3147
合唱団うたの翼　第4回演奏会▶曲目①

土の歌②ホームソングメドレー③ソリス
トの競演④戴冠ミサ。4月28日14時～（開
場は13時30分）、清瀬けやきホール、入
場料900円、合唱団うたの翼・木場☎
042-495-5143
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
役立つ情報交換をしています。4月25日、
5月23日、6月27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
市民ゴルフ大会▶どなたでも参加可。定
員になり次第締め切り。詳しくはお問い
合わせください。5月23日8時～、美里
ロイヤルゴルフクラブ（埼玉県児玉郡美
里町猪俣2494）、参加費3,500円、プレ
ー費7,500円（70歳以上は700円引き。

要証明の写し）、清瀬市ゴルフ連盟事務
局☎042-493-4521
清瀬管弦楽団　こどものための音楽会▶
午前はベビーカーのままでどうぞ。午後
は指揮者体験もできます。4月28日午前
＝10時45分～11時15分（開場は10時30
分）、午後＝15時～16時30分（開場は14
時30分）、児童センター、無料、清瀬管
弦楽団・香西☎080-9582-1625
楷書・行書・かな▶年長からおとなまで。
冊子に名前が掲載。各自に合わせた練習
をします。4月19日13時～17時30分（体
験入会）、生涯学習センター、無料、日
本書道会・大渕☎090-4926-7770
テニス①男子シングルス大会・②壮年団
体戦▶申込みなどの詳細は、清瀬市テニ
ス協会ホームページ参照。①＝5月5日
（予備日5月12日）、②＝6月16日（予備

日なし）いずれも9時～17時、清瀬内山
運動公園テニスコート、①＝協会会員1
人1,500円（非会員1人2,000円）、②＝ホ
ームぺージ参照、清瀬市テニス協会・今
野☎042-493-7791
風景スケッチ会展（水彩）▶西武沿線風
景を描いている会で、現地で描くので臨
場感ある絵です。4月23日～28日いずれ
も10時～17時、郷土博物館、無料、風
景スケッチ会・藤井☎042-458-8445
第38回わんぱく相撲　清瀬場所▶わん
ぱく相撲を開催します。多くの参加をお
持ちしています。5月12日9時～、十小、
無料、清瀬青年会議所・山﨑☎090-
9323-4737
親子リトミック▶親子で音楽に合わせて
体を動かしたりお話しを楽しんだりしま
す。5月7日・21日いずれも1歳以上＝10
時～、2歳以上＝11時～、コミュニティ
プラザひまわり、1回600円（体験1回は
無料）、リトミックサークルちびもんき
っきい／もんきっきい・志村☎090-
1765-3164

【市民伝言板利用案内】
●6月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、4月15日午前8時30分から5月7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

詳細はこち
ら

ームページからダウンロードできる
臨時職員登録申込書または市販の履
歴書に必要事項を記入し、写真を貼
付のうえ直接窓口または郵送で指導
課指導事務係☎042-497-2554へ

平成31年度（2019年度） 
夏季少年体育大会参加者

　スポーツをとおした青少年の健全
育成推進を目的として、夏季期間中
に市内小・中学生参加による体育大
会を行います。 対市内在住・在学
の小・中学生 日①剣道＝5月26日㈰
午前9時40分～、②野球＝7月27日
㈯・28日㈰いずれも午前8時～、③
ソフトテニス＝8月16日㈮午前9時
20分～、④卓球＝8月23日㈮午前9
時30分～ 場①④市民体育館②下宿
第二野球場③清瀬内山運動公園テニ
スコート 【申込期間】①4月15日㈪～
5月10日㈮②5月2日㈭～6月30日㈰
③④5月2日㈭～7月15日㈪ 申 問上
記申込期間内（火曜日を除く）に児
童センターまたは市内小・中学校に
ある申込書に必要事項を記入し、直
接児童センター☎042-495-7700へ
※剣道連盟に加入されている方は、
各稽古場へ持参してください。

社協シニア男性料理教室 
（初心者クラス）参加者

　プロのシェフ直伝！　定年後の楽
しみを増やしませんか？　 対市内
在住の60歳以上の男性 日5月22日、
7月24日、9月25日、11月27日、平
成32年（2020年）1月22日、2月26日
の水曜日いずれも午前10時～午後1
時（全6回） 場コミュニティプラザひ
まわり 費4,500円（年間）、社協会費
500円（年間） 申 直直接窓口または
電話できよせボランティア・市民活
動センター☎042-491-9027へ

詳細はこち
ら

452-9765 Ｍinfo@with-ai.netへ
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★さしあげます：五月人形、座卓2台、仕立て台（和裁）、ルームランナー　★ゆずってください：きよせ幼稚園女子制服
・体操着一式　申 問4月15日午前9時から電話で消費生活センター☎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4回農業委員会 4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 8日㈬・15日㈬・22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
※4月15日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 8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）9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 8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）

8日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 15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 15日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 22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
7日㈫・10日㈮・16日㈭・21日㈫・24
日㈮・30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） 16日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日㈭・29日
㈬午前10時～午後4時

法律相談 14日㈫・28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5 予＝予約　直＝直接　電＝電話

◆市（まちづくり応援基金）へ
　菊池薫様（10,000円）、匿名様1件
（10,000円）
◆市（緑地保全基金）へ
　チャリティーコンサート読売新聞
販売店清瀬支部一同様（20,000円）
◆社会福祉協議会へ
　穐本美佐子様（100,000円）、しん
あいバザー様（42,880円）、原襄二
芸能60周年記念チャリティー様
（25,000円）、荒井一太郎様（10,000
円）、清瀬第四小学校四年学級部様
（5,000円）、はたおり伝承の会様
（3,836円）
　ありがとうございました。

統計きよせ　平成30年版
　「統計きよせ　
平成30年版」を刊
行しました。なお、
市ホームページで
も公開していま
す。
【販売場所】文書法
制課統計係窓口
 費1冊500円 問文書法制課統計係☎
042-497-2032
「清瀬市商工振興計画」を策定
　市では、平成29年度～平成30年
度にかけて開催した清瀬市商工振興
計画策定委員会の議論を踏まえて、
「清瀬市商工振興計画」を策定しま
した。「清瀬市商工振興計画」の冊
子は、産業振興課窓口、市内各公共
施設、市ホームページでご覧いただ
けます。 問産業振興課産業振興係
☎042-497-2052

年度始め　新体制での 
自衛消防訓練を！

　消防法により、防火管理者の選任
が義務となる建物（事業所）は、自

 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、④～⑤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男の健康料理教室～メンズキッチン～
　バランスよく、簡単に作ることができる家庭料理を、基
礎から学んでみませんか。 対市内在住の20歳以上の男性。
先着20人 費調理実習費600円 持エプロン・三角巾・手拭
きタオル・健康手帳

5月30日㈭
午前10時～午
後1時

健
康
セ
ン
タ
ー

４
月
15
日
か
ら

直
接
窓
口
ま
た
は

電
話
で
申
込
み

②おなかスッキリエクササイズ
 対市内在住の方。先着40人 講健康運動指導士　八木香
氏 持タオル・飲み物・運動しやすい服装

5月17日㈮
午後1時30分
～3時20分

③健康づくり推進員運営 いきいきハイキング10キロコース
　西武池袋線飯能駅より奥武蔵自然歩道を辿り、メッツァ
ビレッジなどを歩きます。 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） 持昼食（食堂
あり）・飲み物・雨具・歩きやすい服装と靴

4月23日㈫
午前9時受け
付け開始(出発
は午前9時25
分、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「春」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）。

5月13日㈪
午前10時～正
午
（受け付けは午
前9時40分 か
ら）

健
康
セ
ン
タ
ー

4
月
15
日
か
ら
電
話
で
申
込
み

⑤離乳食から幼児食へのステップアップレッスン
　子どもの食べやすい幼児食の調理実演と試食・相談を行
います。 対1歳～1歳6か月の子どもを持つ保護者。先着15
組 費100円（試食実演費） 持母子健康手帳・子どものお出か
けグッズ

5月15日㈬
午前10時～正
午

　

　4月1日より新生児聴覚検査の
検査費用の一部助成をします。対
象は、平成31年4月1日以降に生
まれた乳児です。出生後1回のみ
受診ができます。原則として入院
中、もしくは出生後（出生日を0
日として数える）より50日までに
利用してください。
　検査方法は、自動聴性脳幹反応
検査（自動ABR）または耳音響放射

検査（OAE）です。なお、3月31日
までに新生児聴覚検査を受けた方
への償還払いは行っていません。
3月31日以前に妊娠の届出をさ
れ、かつ、出産予定日が4月1日
以降の方は、「新生児聴覚検査受
診票」を個別にお送りしています。
ご不明な点は、下記へお問い合わ
せください。 問健康推進課母子
保健係☎042-497-2077

新生児聴覚検査の検査費用の一部を助成

　

　第1回定例市議会は、2月28日
から3月27日まで開催しました。
　今定例会では、平成31年度清
瀬市一般会計予算及び特別会計予
算など、市長提出議案24件を可
決・承認・同意しました。また、
議員提出議案5件を可決、陳情4
件が採択されました。
　以下、主な議案についてご報告
します。
■平成31年度清瀬市一般会計予
　算
　概要は、4・5面に掲載。
■清瀬市教育基金条例の一部を改
　正する条例
　学校教育の充実及び生涯学習の
振興を図るため、清瀬市郷土博物
館資料収集基金を廃止し、清瀬市
教育基金に統合する条例改正を行
いました。
■清瀬市コミュニティプラザ条例
　等の一部を改正する条例
　ひまわりフェスティバル開催時
に、臨時駐車場として使用してい
るコミュニティプラザの多目的屋
外広場について、イベントを円滑
に実施する財源を確保するため、

駐車場使用料を従前の1回500円
から、1回1,000円とする条例改
正を行いました。なお、下宿運動
公園広場も同様の理由で改正を行
いました。
■清瀬市国民健康保険税条例の一
　部を改正する条例
　国民健康保険税の基礎課税額の
課税限度額を54万円から58万円
とする条例改正を行いました。こ
のことにより、既に公布されてい
る一部改正条例とあわせて、課税
限度額は、基礎課税額分が52万
円から58万円に、後期高齢者支
援金等課税額分が17万円から19
万円となりました。
■清瀬市消防団条例の一部を改正
　する条例
　昨今の災害状況において女性の
防災視点は重要な課題となってい
ることから、女性消防団員2人の
増員と、より地域に密着した災害
対応を強化するため、消防団本部
の副団長を1人増員する条例改正
を行いました。
 問議会事務局議事係☎042-497-
2567

平成31年第1回定例市議会

衛消防訓練を行う必要があります。
新年度は人の入れ替わりがある時期
です。この機会に、新体制での自衛
消防訓練を実施して、自主防火管理
体制を万全にしましょう。自衛消防
訓練に関しては、下記へご連絡くだ
さい。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

　

　住民主体型の仲間づくりを目的
とした運動グループを立ち上げま
せんか？　立ち上げに興味のある
方々に対して、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。一部の会場では
体力測定会も開催します。　この
機会に運動グループを立ち上げ
て、皆で歩く時のバランスや姿勢
を良くしませんか？　
 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 ①4月19日㈮午後

2時～4時②5月14日
㈫午後2時～4時③6
月18日㈫午後1時30
分～4時30分（体験
会＆体力測定会）
 場①きよせボランティア・市民活
動センター②野塩地域市民センタ
ー③下宿地域市民センター 持動
きやすい服装・タオル・飲料など
 申 問各回の前日までに社会福祉
協議会☎042-495-5333へ
※運動内容は概ね60歳以上の方
（約20,000人）を対象としています。

きよせ10の筋トレ　清瀬市2万人 筋力UP! 大作戦
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平成31年4月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,083人 （14人増）　女　38,631人 （5人増）　計　74,714人 （19人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　3５,５39世帯（73世帯増）　※人口は、外国人住民（1,273人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

①第19回テーマ展示「歴史と伝統のある地域・下宿編」
　今回は、東京都指定無形民俗文化財「下宿のふせぎ行事」などがある、
下宿地域を取り上げ展示します。 日4月16日㈫～7月31日㈬午前9時～午後
5時（月曜日休館。月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館。5月1日㈬は休館）
②自然観察会
　郷土博物館敷地内の自然観察コースに生息する昆虫や草花、樹木など
を観察します（雨天時は郷土博物館映像展示室で自然講座を行いま
す）。 日4月21日㈰午前10時～正午 講郷土博物館友の会会員　森田善朗氏
③ミュージアム・シアター1
　16ミリフィルムによる上映です。「富士山麗　野鳥たちの詩」
（44分）、「私にできることハチドリのひとしずく」（19分）。先着
50人。 日4月25日㈭午後1時30分～
④先人の知恵に学ぶ「ふせぎ作り講習会」
　東京都指定無形民俗文化財である「下宿のふせぎ行事」で作る大蛇の
ミニチュア版を作ります。 対小学3年生～中学生。先着15人 日5月3日
㈮午前10時～正午【集合場所】 下宿八幡神社社務所（下宿二丁目） 費100
円（わら代） 講下宿ふせぎ保存会
⑤博物館事業スタンプラリー
　4月1日から郷土博物館では博物館事業スタンプラリーを実施します。
下記スタンプラリー対象事業にご参加いただくと、1回につき1スタン
プを差し上げます。集めた数によって景品と引き換えることができます。

【スタンプラリー対象事業】4月～平成32年（2020年）3月に開催される
「歴史講座」・「テーマ展示関連講座」・「ミュージアムシアター」
【スタンプカード配布場所】郷土博物館受付（スタンプカードを無くした
場合は、それまで集めていたスタンプは無効。スタンプカードの合算可。
1度景品と交換した場合でも、再び最初から始められます）

【景品引き換え期限】平成32年（2020年）4月30日㈭
※スタンプラリー対象事業は、市報（ひいらぎちゃんのイラストが目印、
上記参照）やホームページで「スタンプラリー対象事業」であることを明
記していますので、ご参照ください。
 申①～③は直接会場へ、④は4月16日から電話で郷土博物館☎042-493-
8585へ 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585　

郷土博物館からのお知らせ

「子ども読書の日」に関する図書館事業
　4月23日㈫の「子ども読書の日」に合わせ、子ども会を実施します。
 対幼児～小学生。各館先着20人  日 場 内下表参照

日程 時間 場所 内容

５
月

9日㈭
午後３時３0分～
（40分程度）

中央図書館 手作りカードで楽しもう
14日㈫ 野塩図書館 図書館で謎解き！
15日㈬ 元町こども図書館 ペットボトルでかざろう！

 申 問4月16日から直接各窓口または電話で中央図書館☎042-493-4326、
野塩図書館☎042-493-4086、元町こども図書館☎042-495-8666へ
■連休中の博物館・図書館の業務日程については、2面をご覧ください。

図書館からのお知らせ

①大型映像「ポラリス2　ルシア
　と流れ星の秘密」
　ものづくりが得意な
シロクマのレナードと、
もの知りのペンギンの
ジェームズのコンビが
帰ってきた！　今回は「光の石」を
求めてハチドリのルシアと月や小
惑星帯で大冒険を繰り広げます（上
映時間は約35分）。 日 下記を除く
土・日曜日、祝日の午前11時50分、
4月29日㈪～5月4日㈯は午前10時
15分と午後0時45分、5月5日㈰・6
日㈪は午前11時30分（終了日は未
定） 費観覧付き入館券おとな1,000
円、4歳～高校生400円

多摩六都科学館の催し物

②感覚ひろば ～Sense（センス）
　をみがこう！～
　「みる」「きく」「さわ
る」「かぐ」「あじわう」。
錯覚の体験や五感をつ
かった実験をして、自
分の感覚を試してみましょう。
 日4月27日㈯～5月6日㈪午後1時
～4時  費入館券おとな500円、4
歳～高校生 200円
  直 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※4月の休館日は、15日㈪～18日
㈭、22日㈪です。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

ひいらぎ
ちゃん

　 「市民後見人」として活動してみませんか？

　判断能力が不十分な認知症高齢
者や障害のある方が、住み慣れた
地域で自分らしく安心して暮らし
ていくために「成年後見制度」が
あります。
　そして、身近な市民の立場から
生活を支援していくのが「市民後
見人」です。後見人の仕事は、責
任を伴いますが、ご本人である被
後見人の人生の伴走者として寄り
添い、安心して暮らせる地域づく
りを担う一員として活躍でき、大
きなやりがいもあります。
　講座を受講し、あなたの力を生
かして活動してみませんか？　

◆市民向け成年後見制度セミナー
　養成講座の受講は、まずこのセ
ミナーを受けてからご検討くださ
い。テーマは「みんなで学ぼう成
年後見制度」です。 日5月18日㈯
午後2時～4時 場生涯学習センタ
ー 講司法書士　志村理氏 
◆市民後見人養成講座（基礎講習）
　9月以降に応用編があります。
詳細はオリエンテーションで説明
します。 日 内下表参照 場コミュ
ニティプラザひまわり（6月24日
㈪のみ消費生活センター） 申 問電
話できよせ権利擁護センターあい
ねっと☎042-495-5573へ

日時 内容
オリエン
テーション 5月27日㈪午前10時～午後4時 市民後見人の活動報告

第1日目 6月5日㈬午後1時～4時 成年後見制度の基本的な視点
第2日目 6月10日㈪午後2時～4時 支援のための法律の基礎知識
第３日目 6月17日㈪午後1時～4時 障害についての理解
第4日目 6月24日㈪午前10時～午後4時３0分 本人を支える制度と社会資源
第5日目 7月1日㈪午後1時～4時 職業後見人からの実践レポート
第6日目 7月8日㈪午後1時～4時 成年後見人としての対応演習
第7日目 7月17日㈬午後2時～4時 対人援助の基礎

　 4月1日付人事異動

◆市管理職（　）は前職
健康福祉部健康推進担当部長（子ども家庭部長）矢ヶ﨑直美▶子ども家
庭部長（健康推進課長）田村晶子▶健康福祉部生活・障害福祉担当部長（再
任用）（健康福祉部高齢福祉担当部長（再任用））小山利臣▶総務課長（監
査委員事務局長）渡邉浩志▶防災防犯課長（総務課長）田村文義▶地域包
括ケア推進課長（防災防犯課長）伊藤淳一▶監査委員事務局長（再任用）
（文書法制課長）須田智裕
◆小・中学校の校長・副校長（　）は前職
清瀬小校長（武蔵村山市立第十小副校長）長沼正城▶第七小校長（国分寺
市立第三小副校長）鈴木竜二▶清明小校長（江東区立辰巳小副校長）川勝
肇恵▶清明小副校長（東村山市立大岱小副校長）阿部貴之▶第三中副校
長（練馬区立大泉学園中主幹教諭）武田雅之

① 清 瀬リコーダ ーフェス ティバ ル
　Vol.4リコーダーオーケストラを楽しもう！
　清瀬リコーダーオーケストラやリコ
ーダーアンサンブル、チェンバロ、ヴ
ィオラ・ダ・ガンバの演奏もお楽しみ
いただけます。  日4月21日㈰午後3時
～（開場は午後2時30分） 費一般2,500
円・友の会2,000円・ペア4,000円・
シルバー（65歳以上、要証明）1,500円
・高校生500円・中学生以下無料（全
席自由） 【出演】松浦孝成（リコーダ
ー）、脇田美佳（チェンバロ）、譜久島
譲（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
②そうだじゅげむきこう
 日4月27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】立川こはる、春風
亭正太郎
③歌って健康！　歌声サロン
 日4月23日㈫、5月22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」
　バラを満喫♪贅沢アロマ。先着12
人。日5月17日㈮午後2時～3時30分
 費2,000円 講西脇直子氏
⑤絵本deリトミック
　各クラス先着16人。 日5月7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 
⑥講座「ベビーマッサージ教室」
　赤ちゃんへのマッサージ。 対2か月
～ハイハイ前の赤ちゃんとその保護
者。先着10組 日5月21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（④は4月16日、⑥は4月19日か
ら）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５回ひまわりマルシェ＆中庭ステ
　ージ発表会
　GWはコミュニティプラザひまわり
に出かけよう！ 日4月28日㈰午前9時
～午後3時（雨天中止。発表会は午前
10時30分～） 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、ワークショップ、キッチ
ンカー、クレープ、麻婆麺などの出店
（予定）、「舞流太鼓」「よさこいソーラ
ン清瀬」「オカリナ演奏」「Souse　S.
Ｊ.S」「ゆうたろう」などの発表会
② 第2弾　 発 酵 パ ワ ー 学 ぶ ＆ 造 る
　第１回「麹みそ造り」
　先着25人。 日4月20日㈯午前10時
30分～午後0時30分 費2,800円（材料
費・容器代） 持エプロン
・三角巾・布巾3枚
 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

◆無料健康麻雀教室
 対麻雀が初めてまたは初級で、全5回
参加できる方。先着20人 日5月10日・
17日・24日・31日、6月7日の金曜日
午前10時～正午
◆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）。先着10人 日パソコン＝5
月11日・18日・25日・6月1日の土曜
日午前10時～正午（全4回）、タブレッ
ト・スマホ＝5月23日㈭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

コミュニティプ
ラザひまわり
ホームページ

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




