
7市報平成31年（2019年）2月15日号 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

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

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
※2月15日午前8時30分
から受け付け。

土地建物登記（表示）
・測量相談 6日㈬午前9時30分～11時30分

人権身の上相談 6日㈬午後1時～3時
不動産取引相談 7日㈭午後1時～3時
年金・労働相談 13日㈬午前9時30分～11時30分
登記（相続・遺言）相談 13日㈬午後1時～3時30分
税務相談 20日㈬午前9時30分～11時30分相続・暮らしの手続相談
行政苦情相談 20日㈬午後1時～3時
交通事故相談 27日㈬午後1時～3時30分

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
5日㈫・7日㈭・8日㈮・19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） 祝日のため休み

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

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3 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★ゆずってください：「虹色のトロツキー」全巻
申 問2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2回農業委員会 2月22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。平成30年度第1回

清瀬市郷土博物
館協議会

2月22日㈮
午後2時～ 郷土博物館 郷土博物館

☎0４2-４93-8585

◆社会福祉協議会へ
　岡野奈美様（500,000円）、ボラン
ティア手芸グループ様（200,000
円）、JA東京みらい清瀬地区女性部
様（40,000円）、曽田篤洋様（30,000
円）、切手グループ様（20,000円）、
匿名様1件（1円）
　ありがとうございました。

清瀬市議会
第1回定例会開会

　平成31年清瀬市議会第1回定例
会は、2月28日㈭から下表のとお
り開会予定です。ぜひ傍聴にお越
しください。
月 日 内容

2 28㈭ 本会議（初日）
予算特別委員会

3

４㈪ 本会議（代表・一般質問）
5㈫ 本会議（一般質問）

6㈬
本会議（一般質問）
予算特別委員会（予算概要
説明）

8㈮
予算特別委員会11㈪

12㈫
1４㈭ 総務文教常任委員会
15㈮ 福祉保健常任委員会

18㈪ 建設環境常任委員会
議会運営委員会

27㈬ 本会議（最終日）

※時間は、3月6日㈬の予算特別委
員会（本会議終了後）、18日㈪の
議会運営委員会（午後2時～）を除
き、いずれも午前10時からです。
 問議会事務局議事係☎042-497-
2567

 申 問１～４は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、５は健康づくり推進員・村野☎042-492-2894、
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）

3月6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．足裏バランス測定＆簡単ワンポイントエクササイズ
　足裏のバランスを簡単にチェック！
 対 清瀬市国民健康保険または後期高齢者医療保険に
加入している方。先着80人 内足裏バランス測定、簡単
ワンポイントエクササイズ

3月15日 ㈮・18
日㈪午前9時30
分 ～11時30分、
午後1時30分～
2時30分

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50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

3月19日㈫
午後1時30分～
3時20分

竹丘地
域市民
センタ
ー

2月18日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

４．生涯健康的なカラダにする「健康力」講座～歩く編～
　ストレスなく楽に歩く方法を学びましょう。
 対市内在住の18歳以上の方。先着50人 講パーソナルフ
ィットネストレーナー　岩田諭氏

3月20日㈬
午前10時～正午

アミュ
ーホー
ル

直接窓口
または電
話で申込
み

５．健康づくり推進員運営 いきいきハイキング５キロコース
　JR武蔵野線府中本町駅より大國魂神社、旧甲州街道
を歩き、府中市郷土の森公園「郷土の森梅まつり」を楽
しみ、同駅まで歩きます。
 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・飲み物・雨具・歩き
やすい服装と靴

2月26日㈫
午前9時受け付
け開始(出発は
午前9時30分、
雨天中止）

集合＝清瀬駅北
口連絡通路
解散＝JR武蔵野
線府中本町駅
※直接集合場所
へ。

６．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～36週の方。先着10人②生後1
か月～6か月の乳児とその母親 （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（保育利用者のみ）
※いずれも要予約。いずれも保育あり （先着４人、未就学
児）。

3月11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

次世代へ平和のバトンを～語り伝える東京大空襲
平和祈念フェスタin清瀬2019

◆展示会
 日2月26日㈫～3月10日㈰いずれ
も午前10時～午後6時 場クレアギ
ャラリー（クレアビル4階）
◆講演会・演奏会
 日3月9日㈯午後1時30分～4時
 場児童センター  講 内「講演会　
次世代へ平和のバトンを～東京大
空襲戦災資料センター 早乙女勝
元氏」、「演奏会　こわしてはいけ
ない～無言館をうたう合唱団」
◆平和講座　戦中・戦後のくらし  
　戦争体験を通して（全2回）
 日①3月22日㈮②3月29日㈮いず

れも午後2時～4時 場いずれも男
女共同参画センター 講定信夫氏
（平和祈念展等実行委員）
◆上映会（平和アニメ）・トークショー
 日3月27日㈬ 場児童センター 内午
前の上映＝「ガラスのうさぎ」、午
後の上映＝「あの日、僕らは戦場
で～少年兵の告白～」、午後の上
映後、齊藤靖夫氏（平和祈念展等
実行委員）によるトークショー

【主催】清瀬市平和祈
念展等実行委員会
 直 問企画課市民協働
係☎042-497-1803

　

①情報公開制度とは
　市が保管・保存する文書を対象
に公開する制度です。請求された
情報は、個人情報や個人財産の保
全などの理由を除き、原則すべて
公開されます。
②保有個人情報開示制度③保有特
　定個人情報開示制度とは
　市が保有する自己の個人情報の
開示を請求することができる制度
です。個人情報にマイナンバーを
含まないものが②保有個人情報、
含むものが③保有特定個人情報で
す。

【開示決定】原則請求を受けた日

の翌日から14日以内（保有特定個
人情報の開示請求については30
日以内）に開示・一部開示・非開
示の決定を行い、決定通知書で通
知します【手数料】無料（写しの作
成費用や郵送料は実費負担）

【請求方法】①は直接窓口または
郵送、ファクスで、②③は本人で
あることを証明できる書類（運転
免許証や健康保険被保険者証な
ど）を、②は1点、③
は2点持参し、直接文
書法制課文書法制係へ
問文書法制課文書法制
係☎042-497-2031

「情報公開制度」と「保有個人情報開示制度」

詳細はこちら

　市政に関する苦情に、民間の有
識者が調査し、必要に応じて是正
の勧告を行います。市の施策や職
員の対応などに不満をお持ちの方
は、市内公共施設または市ホーム
ページにある「苦情申立書」に必
要事項を記入し、オンブズパーソ

ン事務局（文書法制課文書法制係）
に申し立て（郵送・ファクスも可）
をしてください。

【オンブズパーソン】秋山一弘（弁
護士）、川上俊宏（弁護士）
 問文書法制課文書法制係☎042-
497-2031 Ｆ042-492-2415

オンブズパーソン制度をご利用ください

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（平成30年10月～平成31
年2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3月8日ま
でに直接道路交通課交通安全係☎
042-497-2096へ

感震ブレーカー配布
　地震発生時の
電気火災防止の
ため、感震ブレ
ーカーを配布し
ています。 対昭
和56年5月以前に建築された市内の
木造住宅にお住まいの世帯

【配布場所】防災防犯課、松山・野
塩出張所【申請に必要なもの】身分
証明書の写し 問防災防犯課防災係
☎042-497-1847
火災から尊い生命を守ろう 
平成３１年春の火災予防運動

　3月1日㈮～7日㈭ に火災予防運動
を行います。市民の皆さまに防火防
災に関する意識や防災行動力を高め
ていただき、火災の発生を防ぎ、万
が一の場合にも被害を最小限にとど
めて、火災から尊い命や貴重な財産
を守ることを目的としています。ま
た、平成30年中に市内で発生した
火災は26件で、焼損床面積は83平

方㍍、死者は1人でした。
  問清瀬消防署☎042-491-0119


