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一般競争入札により市有地を売却します
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プリントアウト版…市内の各図書館でご覧いただけます

本編をご覧に
なるには

　「市史で候mini」の連載が始まっ
て、はや一年。
　「市史で候」は、市史編さん事
業の広報のため、市のホームペー
ジ上で更新を重ねています。
　1973年の『清瀬市史』刊行から
すでに46年。清瀬の人口は増え、
街並みは変わり、人々の生活も大
きく変化しています。そこで、新
たに市史をまとめようと、2014
年、市史編さん事業がスタートし
ました。
　そして、ついに2019年度、最
初の一冊、『清瀬市史3 資料編 古
代・中世』を刊行します。

キミの名は
「市史で候」四十七の巻
「キミの名は」より

【事例1】
　家でできる仕事を探そうと思い
副業サイトに登録した。登録後す
ぐに会社経営者を名乗る人からメ
ールが届き、メールの相談相手に
なってくれるだけで月180,000円
の報酬を支払うと言われた。早速
始めたいと相手に告げるとサイト
運営業者から会員になるためのラ
イセンス費用や個人情報交換のオ
プションサービスなど、さまざま
な名目でお金を求められた。相手
からも自分がサイトに支払った料
金は報酬に上乗せすると言われ信
じて払ってしまった。
【事例2】
　占いサイトに登録したところ、
占い師を名乗る人から「自分の言
うとおりにすれば幸運が引き寄せ
られる」というメールが送られて
きた。どうしたら幸せになれるか
と訊ねたところ「呪文を書いたメ
ールを10回送るように」など、意
味の無い指示を受けた。
　これをやれば幸せになれると占
い師を信じ指示に従ったが、メー
ル送信の費用がかさむだけで幸運
を引き寄せることなどなかった。

1回のメールの送信に1,620円か
かるので、気づけば何十万円もク
レジット決済してしまった。
【アドバイス】
　サクラサイトとはサイト業者に
雇われたサクラが芸能人や社長、
占い師などになりすまして消費者
の願望につけ込み、メール交換の
有料サービスを利用させるサイト
を言います。サイトの手口は事例
1・2で紹介した他にもさまざま
なパターンがあります。少しでも
おかしいと思った場合は、お金を
支払う前に消費生活センターに相
談してください。
　また、お金を支払ってしまって
も返金交渉をすることは可能で
す。時間が経過してしまうと交渉
が困難になるので、なるべく早い
時期に相談しましょう。
 問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

サクラサイト商法に
ご注意を

相談に乗るだけで
お金がもらえる？

費生活相談の
現場から

消

市史編さん室
キャラクター
市史爺

　市有財産（土地、市内中里五丁
目637番1）を一般競争入札により
売却します。入札への参加を希望
される方は、「平成31年度一般競
争入札による市有財産売払いの案
内書」（以下、「案内書」。総務課
または市ホームページにて入手
可）をご確認のうえ、お申込みく
ださい。
◆申込み
 期4月1日㈪～15日㈪の午前9時～
午後4時（土・日曜日及び平日の
正午～午後1時を除く）
 場総務課【必要書類】①市有財産
売払いの一般競争入札参加申込書
②清瀬市暴力団排除条例にかかる
誓約書③申込者が法人の場合は法
人の履歴事項全部証明書及び代表
者の印鑑証明書、申込者が個人の
場合は印鑑登録証明書（①②は案
内書の該当ページをコピーしてく

ださい。③は原本提出で返却はし
ません。）
◆参加手続き
　4月15日㈪までに入札保証金を
納付し、入札保証金領収書の写し
及び入札保証金提出書を直接窓口
または郵送で総務課へ提出してく
ださい。
【入札保証金】1,491万円
◆入札
 日4月19日 ㈮ 午 後1時30分 開 札

（受け付けは午後1時～1時30分）
 場市役所本庁舎
 問総務課庶務係☎042-497-1819
※契約締結日及び売買代金支払い
の期限は、清瀬市との協議により

クレア市営駐車場をご利用ください！

詳細はこちら
タイムズカーシェ
アリングのホーム
ページ
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　24時間営業のクレア市営駐車場では「パーク＆ライド」と「カーシェ
アリング」の2つのサービスを実施しています。ご利用ください。
 問道路交通課交通安全係☎042-497-2096
◆パーク＆ライド
　駐車場事業者と鉄道事業者によるサービスです。クレア市営駐車場
に駐車して電車で出掛けることで、駐車料金が割り引きされます。

◆カーシェアリング
　必要なときにパソコンやスマートフォンから車を予約し、クレア市

① スポーツクラブで入会を断られている 人

 ②車いすの利用を理由に入店断られる 人

③車いすの 人を電車に乗せる駅員

④子どもに棚の上を取ってあげる大人 

⑤車いすの人 に棚上もを取ってあげる

 ⑩絵や字を用いてコミュニケーション図る

⑪手話のこんにちは ⑫手話のありがとう

⑬交通系 IC カードを持って電車に乗る

⑭交通系 IC カードで駐車場の清算をする人

⑮スマートフォンを操る人

⑯会員カードを機械にかざす手

⑰止めてある車

⑱クレジットカードから飛んで行くお金

⑥サングラスをしている人

 ⑦駅で迷っている人

⑧点字ブロックの上に自転車 

⑨専門用語をまくしたてる人 と困る人 
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②① 　クレア市営駐車
場に車を止めて、
交通系ICカードを
使用して、清瀬駅
から電車でお出掛
け。

　出庫時に交通系ICカ
ードで精算。清瀬駅の
降車履歴が確認され、
駐車料金が100円割り
引きされます（最大料
金適用時のみ）。

営駐車場から車を利用できるサービスです。車の解錠・
施錠は会員カードで行うことができます（15分206円～、
ガソリン代込み）。会員登録（有料）や使用の方法など詳
しくはタイムズカーシェアリングのホームぺージへ。
 問タイムズ24株式会社☎0120-20-5037

 問クレア市営駐車場（駐車料金等）
は市ホームページへ。パーク＆ライ
ドサービスについて詳しくはタイム
ズクラブ☎0120-39-8924へ

延長可。
※登録免許税は落
札 者 負 担 と し ま
す。

　前回の市史は1冊でしたが、今
回は5冊の資料編と1冊の通史編
の、全6巻。
　市史の名前を決めるにあたっ
て、いくつかのポイントがありま
した。

1．分かりやすさ
2．前の清瀬市史との区別
3．時代の順番が明確
4．全巻揃えたくなる！

　そして決まったキミの名は。刊
行順にご紹介。

 　現在、市では20年後のまちの未来を描く都市計画マスタープランの
見直しを行っています。昨年度に開催したワークショップで頂いた意見
を基にまち歩きを行います。まち歩きをとおして新たな発見をしながら、
未来の清瀬をよりよくできるよう、考えてみませんか。雨天決行、荒天
時中止。保育あり。
◆第1回　緑や自然を生かした取り組みを考えよう
　まち歩きとワークショップ。【予定ルート】市役所正面玄関（集合）→
伊藤記念公園台田の杜→柳瀬川→金山緑地公園→市役所（解散） 日4月20
日㈯午前9時30分～正午
◆第2回　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。【予定ルート】生涯学習センター（集合）

→南口商店街→松山緑地保全地域→中央公園→生涯学習センター（解
散） 日5月12日㈰午前9時30分～正午
◆第３回　プロジェクトをつくろう
　ワークショップのみ。 日5月25日㈯午前9時30分～正午 場健康センター

～まちを歩いて、清瀬のまちづくりを一緒に考えてみませんか～清瀬まち歩き
 対いずれも市内在住・在勤・在学の方。
先着40人 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☎042-497-2093へ（保育
の申込みも開催日の1週間前まで）
※参加申込みフォームなど詳しくは、
市ホームページへ。

詳しくは
こちら

   2019年度　『清瀬市史3 資料編 古代・中世』
   2020年度　『清瀬市史4 資料編 近世』
   2021年度　『清瀬市史6 資料編 現代』
   2022年度　『清瀬市史2 資料編 考古』
   2023年度　『清瀬市史5 資料編 近代』
   2024年度　『清瀬市史1 通史編』

　まずは資料編を今年度から時代
ごとに刊行し、2024年度、最後
に『清瀬市史1 通史編』を刊行し
ます。乞うご期待！


