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今号の主な内容▶4・5面：特集　「Kiyose花のある公園プロジェクト」基本計画＆みんなの夢マップを作成しました／8面：新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症関連情報は 8 面 を ご覧ください。

ごみの指定収集袋を全世帯に無料配布します

　6月1日より指定収集袋の料金が改正となり、指定収集袋取扱店では新
しい指定収集袋の金額（下表参照）での販売及び差額券の販売が行われま
す。しかしながら、このたび市から現行の指定収集袋の無料配布を行うこ
とから、令和2年9月30日㈬まで差額券シールを貼付しなくても現行の指
定収集袋での排出を可能とします。
　なお、現行の指定収集袋は新規製造が行えず、販売店での販売は5月31

日㈰までとなりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
　10月1日㈭以降に現行の指定収集袋を使用する場合には、差額券シール
を袋へ貼り付けることが必要となります（下記参照）ので、ご自宅での在
庫管理をお願いします。また、現行の指定収集袋は返品や新しい指定収集
袋への交換はできませんので、必要以上の大量購入はしないようお願いし
ます。 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済の停滞や休業等による収入の減少などへの対策として
市が現行の指定収集袋を買い取り、5月中旬ごろから順次戸別配布します。多少時間がかかる場合がありま
すので、ご了承ください。

使 用 期 限

9月30日㈬
※期限後は差額券が必要です。

1 世 帯 当 た り

60枚 可燃ごみ用中袋30枚
不燃ごみ用中袋10枚
容器包装プラスチック
用中袋20枚

Q.10月前に指定収集袋がなくなってしまった場合はどうす
ればいいですか？

A.新しい指定収集袋の購入をお願いします（下記参照）。

Q. 家にある現行の指定収集袋を使用してもいいですか？

A.9月30日㈬まではそのままご利用になれます。10月1日㈭
以降は差額券シールが必要となります（下記参照）。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、使用したマスクやティッシュは、透明または半
透明のビニール袋などに入れ、しっかり縛って封を
したうえで市指定の燃やせるごみの袋に入れて出し
てください。大切なご家族だけでなく、ごみを扱う
市の職員や廃棄物処理業者の感染予防につながりま
す。ご協力のほど、よろしくお願いします。
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

新型コロナウイルスの感染予防のためのマスクとティッシュの捨て方
①ごみに直接触れない
ごみ箱にあらかじめ袋を
かぶせ、マスクやティッシ
ュなどでいっ
ぱいになる前
に早めに縛っ
て封をしまし
ょう。

②ごみ袋はしっかり縛って封をする
万が一ごみ袋のなかに入れたマス
クなどがごみ袋
の外側に触れた
場合、二重にし
てごみ袋に入れ
ましょう。

石鹸を使い、流水でしっ
かり洗い流しましょう。

③ごみを捨てた後は手を洗う

10月1日㈭以降の使用には、 　　　　　の
　　  と　　　　　　  が必要です。

差額券シール
購入 袋への貼り付け
※容器包装プラスチック用は手数料に変更がないため、差額券シールは不要です。

◆現行の可燃ごみ用・不燃ごみ用指定収集袋
の取り扱い種類 現行 改正後 1枚あたり

の差額

可燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 ２００円 ＋3円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

不燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※1 ※1
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

容器包装
プラスチ
ック用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※2

±０円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円

変更
なし中袋　　（１０枚）　１組 ２００円

大袋　　（１０枚）　１組 4００円
※１不燃ごみ用ミニ袋は１０月以降、現行の指定収集袋に3円分の差
額券シール1枚を貼ることで使用できます。
※２容器包装プラスチック用ミニ袋は、１０月以降も現行の指定収集
袋をそのまま使用できます（差額券シールは不要です）。

◆指定収集袋の手数料
新しい指定収集袋及び現行の指定収集袋の10月1日以降の取り扱いについて

◆差額券シール
「差額券シール」の種類・価格

種類 価格
ミニ袋用3円券　（２０枚）　１組 6０円
小・中・大袋用１０円券　（１０枚）　１組 １００円

種類ごとの「差額券シール」の必要枚数
種類 必要枚数 種類 必要枚数
ミニ 3円券×1枚 中 １０円券×2枚
小 １０円券×1枚 大 １０円券×4枚

◆販売場所
　新しい指定収集袋及び差額券シール
は、これまでの販売店で購入できます。
なお、市役所市民課、各地域市民セン
ター、コミュニティプラザひまわり、
ごみ減量推進課、一部の販売店では、
差額券シールの 1組での販売に加え
て、1枚単位での販売も行います。
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　都市計画道路事業について、４
月１０日に東京都知事の事業認可
を下記のとおり取得しましたので
お知らせします。なお、計画はま
ちづくり課で縦覧できます。
【都市計画事業の種類・名称】東
村山都市計画道路事業３・４・２６
号久米川駅清瀬線【施行者・事務
所の所在地】清瀬市（清瀬市中里
5-8４２）【事業地の所在（右図参
照）】①収用の部分＝下宿三丁目、
旭が丘四丁目及び旭が丘六丁目各
地内、②使用の部分＝下宿三丁目

及び旭が丘四丁目各地内
 問まちづくり課まちづくり係☎
０４２-４97-２０9３

都市計画道路「東3･4･26号線」の事業に着手します
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旭が丘 6丁目

新座市

　新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、６月から開始予定
の以下の健康診査については、受
診開始を延期します。新しいスケ
ジュールが決まり次第、市報や市
ホームページなどでお知らせする
予定です。ご理解・ご協力をお願

いします。
【延期する健康診査】特定健康診
査・後期高齢者医療健康診査・
３０歳から３9歳までの方の健康診
査・清瀬市健康診査（生活保護受
給者等） 問健康推進課成人保健係
☎０４２-４97-２０7６

各種健診延期のお知らせ

　国勢調査は、日本に住むすべて
の方と世帯を対象とする、国の最
も重要な統計調査です。 対8月時
点で２０歳以上の健康な方（学生も
可）・責任をもって調査に従事で
きる方・警察、選挙に直接関係の
ない方・暴力団もしくは暴力団員、
反社会勢力と関係を有しない方・
退任後も含め、調査で知り得た秘
密を守れる方
【活動期間】8月２４日㈪から１０月下
旬ごろ【報酬】２調査区担当で

7０,０００円程度（報酬額は調査区の
世帯数により増減します）
 申祝日を除く月～金曜日に電話
で受け付け。後日、文書法制課統
計係より面接の日時を連絡しま
す。 問文書法制課統計係☎０４２-
４97-２０３２
※窓口での受け付けはできません。

国勢調査は開始１００年の節目を迎えます

国 勢 調 査 員（ 二 次 ）を 募 集

詳細は
こちら

統計係
案内図

マスクを寄贈していただきました
　４月３０日、㈱小林モーター代表取締役・小林保晴様よりマスク
４,０００枚を寄贈していただきま
した。また、田村愛様（２０枚）、
匿名様２名（5０枚・２０枚）からも
寄贈いただいております。品薄
のなか、貴重なマスクをご寄贈
いただきありがとうございまし
た。いただいたマスクは、活用
方法を検討し、有効に活用させ
ていただきます。 小林様（左）と中澤副市長

　

　世界保健機関（WHO）により、毎年5月３１日を「世界禁煙デー」、厚生労
働省により世界禁煙デーからの１週間を「禁煙週間」と定めています。
　長年たばこを吸い続けていても、禁煙するのに遅すぎることはありませ
ん。また、禁煙は病気の有無を問わず、健康改善効果が期待できますので、
病気を持った方が禁煙することはとても大切なことです。禁煙すると、
２４時間で心臓発作のリスク低下や、比較的早期にみられる健康改善とし
て、せきやたんなどの呼吸器症状やインフルエンザなど呼吸器感染症にか
かる危険が低下すると言われています。１年後には肺機能の改善が見られ、
5年後以降は肺がんの危険性も低下し始めるなど確実に健康の改善に繋が
ります。
　「禁煙はしたい。たばこが身体に悪いこともわかっている」このような
気持ちを持っている喫煙者の方は多いものの、たばこに含まれているニコ
チンには依存性があり、たばこをやめたくても自分の意思だけでやめるに
は難しいことも事実です。そのような場合は、禁煙補助薬の力を借りたり、
医療機関で禁煙治療を受けることで、より確実に禁煙に取り組むことがで
きます。市では、禁煙相談や受動喫煙防止に関する情報発信を行っていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　参考：厚生労働省「e-ヘルスネット」
 問健康推進課成人保健係☎０４２-４97-２０7６

　４月１日から「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康
増進法」が全面施行されました。
　２人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。
決められた場所以外では喫煙できません。
飲食店の場合：喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないか
を表示する義務があります。
その他の施設の場合：屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の
出入り口に標識を掲示する義務があります。

思 い 切 っ て 禁 煙 し ま し ょ う！
5 月 3 1 日 ～ 6 月 6 日 は 禁 煙 週 間 で す ！

◆喫煙目的室(店)
シガーバーなどたばこ
の対面販売を行う飲食
店の一部または全部。
飲食など(主食除く)を
しながらの喫煙が可能

◆喫煙可能室(店)
従業員がいないなど、
一定の基準を満たす
飲食店の一部または
全部。飲食などをし
ながらの喫煙が可能

◆指定たばこ専用
　喫煙室
加熱式たばこに限り、
飲食などをしながらの
喫煙が可能　

◆喫煙専用室
喫煙のみ可能、飲食
など不可

きよせ あったかマスク☆プロジェクト
布マスクづくりと共に、

皆さんの温かい気持ちを届けませんか？

②マスクを寄贈する
◆未使用で清潔なマスク（紙・布
問わず）の寄贈をきよせボランテ

ィア・市民活動センター、社会福
祉協議会、健康センター１階で受
け付けています。

①布マスクを製作する
◆材料はきよせボランティア・市
民活動センターの職員や生活支援
コーディネーターがお届けしま
す。
◆布の裁断や縫製などを協力して
ください。

材料

完成品を寄付

清
瀬
市

個
人
・
団
体
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せ
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ィ
ア
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市
民
活
動
セ
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タ
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（
社
会
福
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）

3,000枚以上
の配布を目標

　布マスクを市民の皆さんに作っ
ていただき、高齢者の支え合いの
地域づくりを担い、地域で活躍す
る４人の生活支援コーディネータ
ーが必要な方にお配りする取り組
みを３月から始めています。
　市では社会福祉協議会と協力し
てこの取り組みを拡大し、３,０００
枚以上の布マスク製作が可能とな
るように材料の調達・提供を始め

ました。今後、マスクが手に入ら
ず困っている皆さんにお届けでき
るよう、協力していただける方を
広く募集します。
　活動内容など詳しくは、下記を
ご覧ください。
 申 問きよせボランテ
ィア・市民活動センタ
ー☎０４２-４9１-9０２7へ 詳しくは

こちら

　

　お持ちのマイナンバー「通知カ
ード」は、令和２年5月２5日㈪に廃
止となる予定です。廃止後は、住
所・氏名などの記載事項の変更や
交付及び再交付は行いません。な
お、「通知カード」に記載された
住所・氏名などが住民票に記載さ
れている事項と一致している場合
に限り、廃止後でもマイナンバー

を証明する書類と
して使用できます。
出生などの場合は、
「個人番号通知書」
を送付し、マイナ
ンバーの通知を行
います。 問市民課
住民係☎０４２-４97-
２０３7

マイナンバー通知カードの廃止について

通知カード
個人番号

氏名

住所

番号 花子
0123

1234申請書 ID

申請書
ID

氏名

住所

生年月日

電話
番号

外国人住民
の区分

　バンゴウ　ハナコ

■■■■■■
■■■■■■■■ ■■ ■

5678 9012

1234 5678 9012

3456 7890 123

3456

■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■

7890 123

4567 8901

■■■■■■■■■ ■■　■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○○市長宛

番号　花子

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■
■■■■■

◇◇県○○市△△町◇丁目○番地△号

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■■■■
■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■
■■■■

（キリトリ）

（キリトリ）

通知カードと申
請書のイメージ
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清瀬市長

　新型コロナウイルス感染症のた
めに、5月の連休中もほとんど自
宅にいました。ですのでピアノの
練習時間が増えました。3～4曲、
新しい曲を弾けるようになりそう
です。不思議だったのは、『夏は
来ぬ』を4日、5日と練習した時で
す。レパートリーに夏の歌も入れ
ておこうと思い、チャレンジした
のですが、5日たまたま洗面所で
カレンダーを見たら、5日の日が

『立夏』だったのです。今までの
人生、立夏の日は意識していませ
んでした。タイミングが良いのだ
から、『夏』は喜んでいるだろう
と思いました。
　その返事かのように夕方、秋津
のスーパーの駐車場で「7576」の
ナンバーの車が目の前に停まった
のです。2年前の7月5日、北里研
究所北里大学と清瀬市は世界医療
文化遺産に向けての協定を結び、
翌7月6日には公益財団法人結核
予防会と協定を結びました。それ
以来、何かの時には「7576」の車
が現れるに違いないと思ってい
て、これが2回目の出合いでした。
　よしっ！ 6月に90歳になられ
る、清瀬市文化財保護審議委員の
小西一午さんの2回目の原稿が、

「世界遺産アカデミー」の会報誌
・5月号に発行される。世界がコ
ロナに苦しめられている時だか

ら、きっと日本中で大評判になる
に違いない。アカデミーの会長は
元環境庁長官ですし、早稲田大学
名誉教授・吉村作治氏も理事です。
小西さんの尽力でアカデミーが清
瀬に注目してくれているのです。
　実際、結核予防会の資料では、
1900年（明治33年）には、結核
の死亡者数は71,771人です。そ
の後どんどん増えていき、1918
年（大正7年）では14万747人と
なっています。その後少し減った
ものの、東京府立清瀬病院が開設
された昭和6年では、12万1,875
人がなくなっています。戦争中の
昭和18年には、17万1,474人で
す。
　その極めて恐ろしき世界3大感
染症の結核を抑え込んできたの
は、清瀬の結核研究所です。その
ことも、天が動いているかわかり
ませんが、タイミングよく、学校
再開後から使われる検定後の教科
書の一つ、小学校6年生の社会科
教科書（日本文教出版）の日本の
国際協力のところに、『結核研究
所（東京都清瀬市）』がしっかりと
載りました。
　新型コロナウイルスの問題が鎮
静化したら、市民の皆さまにご招
待いただいた会合などで、教科書
とともに清瀬の尊さを共感したい
ですね。

（評）中学生になり、目標も勉強の仕方も変わって早くも１年が過ぎる。今の
自分を振り返れば、すべてが満足だとは言い切れない。春のどことなく憂
うつな気分を風はやさしく吹き飛ばしてくれる。

とまどいも悩みも飛ばす春の風 清中 2 年　神藤桜一朗

男たびじいじと行ったなすこうげん  清明小２年　青柳竜平
（評）きごが入っていないけれど、なす高原のしんりょくのけしきがうかび
ました。じいじと２人だけで行った男たびですね。いろいろな思い出がじ
いじとのむすびつきをいっそう強くしました。

母の日に父といっしょにケーキ買う  四中１年　鈴木柚凛
（評）お母さんの大好きなケーキを買いに、お父さんと一緒にケーキ屋さん
へ行ったのです。ふだんこの店に来るときはいつもお母さんが一緒でし
た。お父さんはどんなケーキを選んだのでしょうか。

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11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

令和2年度 市・都民税の納税通知書及び
課税・非課税証明書について

　６月１２日㈮に、市・都民税の納
付方法が普通徴収（個人納付）、
年金特別徴収（公的年金からの天
引き）に該当する方へ令和２年度
市・都民税納税通知書を発送しま
す。納税通知書には、所得・控除
の内訳や各期の納付額・納期限な
どが記載されていますので、必ず
ご確認ください。
　所得税の確定申告の期限が4月
１６日まで延長されましたが、3月
１7日以後に提出された確定申告
の情報が令和２年度市・都民税納
税通知書に反映されていない場合
があります（税額決定日に発行可
能な課税・非課税証明書に記載さ
れる内容も同様です）。
　その場合、普通徴収の方は第２
期以降、給与からの特別徴収（給
与からの天引き）の方は、7月分
以降で税額変更などの処理を行
い、改めて通知させていただきま
す。
※納付方法が給与からの特別徴収
の方へは、５月１２日に勤務先をと
おして「特別徴収税額の決定通知
書」を送付しました。
◆令和２年度課税・非課税証明書 
　交付時期
　給与特別徴収のみの方⇒５月１２
日から、上記以外の方（課税・非
課税両方）⇒６月１２日㈮から

【発行場所】市役所、松山・野塩
出張所
※コンビニ交付については、６月
１２日㈮から交付を開始します（マ
イナンバーカードを持っている方

で本人分のみ発行可能）。
※課税・非課税決定直後は土曜窓
口において証明書を発行できない
場合があります。できるだけ平日
にお越しください。
◆6月11日㈭は終日コンビニでの
　課税・非課税証明書は発行でき
　ません
　６月１１日㈭午前６時30分～午後
１１時は、システム更新メンテナ
ンスのため、課税・非課税証明書
を発行することができません。
◆今年度から、年金特別徴収とな
　る方へ
　今年の4月１日現在で６５歳以上
の方は、公的年金などに係る市・
都民税が、異動のない限り年金か
ら特別徴収されます。年金特別徴
収として引かれるのは、複数の所
得がある場合でも公的年金などに
係る市・都民税のみです。
　今年度から新たに、または再び
年金特別徴収となる方は、年度途
中の１0月から納付方法が切り替
えとなります。そのため今年度は、
２分の１相当額をまず普通徴収に
よる納付方法で、第１期・第２期
に納めていただきます。残りの２
分の１は、１0月及び１２月、来年２
月の公的年金から特別徴収されま
す。
　次年度以降は原則として、年金
支給月ごとに市・都民税が特別徴
収されます。
問課税課市民税係☎04２-497-
２040

清 瀬 市 議 会 第 2 回 定 例 会 開 会

　令和２年清瀬市議会第２回定例
会は、６月8日㈪から右表のとお
り開会予定です。

月 日 内容

6

8㈪ 本会議（初日）
10㈬

本会議（一般質問）11㈭
12㈮
16㈫ 総務文教常任委員会
17㈬ 福祉保健常任委員会

19㈮ 建設環境常任委員会議会運営委員会
25㈭ 本会議（最終日）

※時間は、６月１9日㈮の議会運営
委員会（午後２時～）を除き、いず
れも午前１0時～です。
 問議会事務局議事係☎04２-497-
２５６7

清瀬市立学校の適正規模・適正配置に関する
基本方針を策定しました

　清瀬市立学校の適正規模・適正
配置に関する基本方針検討委員会
により、清瀬市立学校の将来を考
えるうえで考慮するべき方針につ
いて検討が行われ、3月9日に掘
米委員長から教育長へ答申書が渡
されました。
　渡された答申書に基づき、教育
委員会は清瀬市立学校の適正規模
・適正配置に関する基本方針を策
定しました。
　この基本方針では、次の3つの
視点を踏まえ、清瀬市立学校の適

正規模・適正配置を実現していく
こととしています。
◆１学級あたりの人数
◆１学年あたりの学級数
◆通学距離の限度
　今後は、清瀬市立学校の適正規
模・適正配置について、本基本方
針をもとに、皆さんと意見交換な
どを行いながら、具体的なプラン
を作成し、実施していきます。
問教育総務課庶務係☎04２-497-
２５37

答
申
書
を
受
け
取
る
坂
田
教

育
長（
左
）と
、
堀
米
孝
尚

検
討
委
員
会
委
員
長（
右
）

　学校の休校期間の運動不足解消を目的に、おうちででき
る運動の動画を、動画配信サイト（YouTube）の清瀬市公式
チャンネルにて定期的に配信しています。
　新体操オリンピアンで、清瀬市スポーツ支援員である川
本ゆかり氏が、子どもはもちろんおとなも楽しくできる体
操を紹介しています。ぜひご家族でご活用ください。
問生涯学習スポーツ課生涯スポーツ係☎04２-49５-700１

YouTube清
瀬市公式チ
ャンネル

「キラリ☆おうち体操」配信中！



令和2年（2020年）5月15日号4 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

広
　
告
　
欄

柳瀬川通り

みんなの夢マップ

公園を北西上空から見たイメージです。

Facebook と instagramで
最新情報を発信中！

Facebook instagram

　公園の様子やワークショップの様子
などを発信しています。ぜひ、「いい
ね！」や「フォロー」をお願いします！

市役所

柳 瀬 川 通 り

け や き 通 り

コンビ二
下戸 台田

スーパー
コンビ二

清小
文

柳
瀬

川
伊藤記念公園
台田の杜

（仮称）
花のある公園

台田団
地入口

◆アクセス…清瀬駅北口より「志木駅」行きまたは「台田団
地」行きに乗車し、「下戸」バス停下車、徒歩約3分

公園の基本計画
　基本計画に至るまでの取り組みや、計画
の考え方は、「『（仮称）花のある公園』基
本計画」に記載していますのでぜひ、ご覧
ください。

公園の基本計
画はこちら

5 面では、こ
れ ま で 5 回
行ったワーク
ショップの様
子を簡単に紹
介します！

　整備前の公園用地を使って、実験的に地域の活性化につながる催し物
などを検討しています（新型コロナウイルス感染症感染防止のため、開
催時期は決まり次第お知らせします）。
　花壇、マルシェなどのイベントを通じて、市民の皆さんや地域の皆さ
んが主体となって使える公園を目指していきますので、イベントや公園
の活用に関する企画提案を随時受け付けています。

今年度はこんな活動を予定しています！ 公園の設計に関するご意見

　今年度、公園設計を実施し、次年度整備工事を行う予定
です。「みんなの夢マップ」や基本計画をご覧いただき、ご
意見がある方は、6月 15 日までに応募フォーム（右記二次
元コード参照）または手紙に、氏名・住所・連絡先・ご意
見を記入し、〒 204-8511 中里 5-842　水と緑の環境課緑
と公園係へお送りください。

応募フォー
ムはこちら

「Kiyose 花のある公園プロジェクト」
基本計画＆みんなの夢マップ

を作成しました
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広
　
告
　
欄

　これまでの市民ワークショップなどを通じて得
たご意見などをもとに、公園の基本計画を作成し
ました。また、実際に公園で遊んだり、活動して
いる様子を北西方向から見下ろしたイメージで描
いた「みんなの夢マップ」も作成しました（左端を
上下に走る道が柳瀬川通り）。コミュニティガー

デンで花を植えたり、原っぱで虫捕りをしたり、
コミュニティファームで収穫したり…。真ん中の
交流広場を囲んで、多世代にわたってさまざまな
利用方法で楽しめる公園のイメージとなっていま
す。
 問水と緑の環境課緑と公園係☎042-497-2098

公園を北西上空から見たイメージです。

ワークショップの様子
　昨年7月～11月に5回のワークショップを開催し、どのよう
な公園にしていくのかを参加者の皆さんと決めていきました！
　ここでは、その様子を写真を中心に紹介します。

公園夢語り・コスモスの種まき 自然観察会・使い方のアイディア出し

第2回（令和元年8月23日）

第3回（令和元年10月2日）

第5回（令和元年11月7日）

5 面では、こ
れ ま で 5 回
行ったワーク
ショップの様
子を簡単に紹
介します！

もっと詳しく知りたい方は、市ホームページで
公開している「花のある公園だより」をご覧ください！

第 1回（令和元年 7月 28日）

第 4回（令和元年 10月 27日）

コスモスが綺麗に咲きました！

公園が目指す姿についての話し合い公園の使い方やレイアウトの話し合い

より良い公園にしていくための話し合い

「Kiyose 花のある公園プロジェクト」
基本計画＆みんなの夢マップ

を作成しました



令和２年（2020年）5月15日号6 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

◆乳がん検診（前期）
対清瀬市に住民登録のある40歳
以上の女性（昭和56年3月3１日以
前生まれ）で、昨年度市の乳がん
検診を受けていない方（検診は２
年に１度）。先着600人
【検診期間】７月１日㈬～９月30日
㈬ 場織本病院（旭が丘一丁目）・
複十字病院（松山三丁目）・武蔵
野総合クリニック（元町一丁目）
 費２,000円
※令和２年4月２0日時点で40歳（昭
和54年4月２日～昭和55年4月１日
生まれ）の方には、クーポン券が
個人通知されますので、申込みの
必要はありません。
※クーポン対象の方で、令和２年
4月２0日以降に転入された方は、
お問い合わせください。
◆子宮がん検診（前期）
対清瀬市に住民登録のある２0歳
以上の女性（平成１3年3月3１日以
前生まれ）で、昨年度市の子宮が
ん検診を受けていない方（検診は
２年に１度）。先着600人
【検診期間】７月１日㈬～９月30日㈬
 場公立昭和病院（小平市花小金井
八丁目）・宇都宮レディースクリ
ニック（元町一丁目） 費頸がん検
診１,000円、体がん検診（条件あ
り）１,000円
 申 問乳がん検診・子宮がん検診
いずれも5月１5日～6月5日（当日
消印有効）に、電子申請・はがき（記
入例参照）で健康推進課健康推進
係☎04２-4９７-２0７5へ
※電話・窓口での申込みはできま
せん。
※いずれの検診も、令和２年度よ
り検診期間を「前期」「後期」に分

けています。１0月から１月に受診
したい方は、後期募集にお申込み
ください。後期の募集は、９月１
日～１１日を予定）
※いずれの検診も、50歳以上の
方（昭和46年3月3１日以前生まれ）
は無料です。また、世帯全員が住
民税非課税の方、生活保護世帯、
中国残留邦人等支援給付対象者
は、その証明書を提出すれば費用
負担はありません。世帯全員が住
民税非課税の方は、健康推進課へ
申請していただければ、がん検診
自己負担金無料券を発行します。

令和2年度乳がん・子宮がん検診（前期）

乳がん・子宮がん検診申込み

はがき記入例
（普通はがきでお申込みください）

１. 住所
２. 氏名（ふりがな）
3. 生年月日
4. 電話番号
5. 希望する検診に✓を入れ、
　 現時点で受診予定の病院
　 を○で囲んでください
□乳がん検診
　１. 織本病院　
　２. 複十字病院
　3. 武蔵野総合クリニック
□子宮がん検診
　１. 公立昭和病院
　２. 宇都宮レディースクリニック

　市政に関する苦情を民間の有識
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。
　処理結果は、行政資料コーナー
や市ホームページで閲覧できま
す。令和元年度の申立件数は次の
とおりです。【苦情申立件数】0件
【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

　国として弔慰の意を表すため、
戦没者等のご遺族に、特別弔慰金
が支給されます。前回（第１0回特
別弔慰金）に引き続いて受給され
る方も手続きが必要です。
【支給対象者】戦没者等の死亡当
時のご遺族で、「恩給法による公
務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」など
を受ける方がいない場合に、先順
位のご遺族１人に支給。戦没者と
の続柄などにより、請求できる順
位や要件が定められています。
【請求受け付け期間】令和5年3月
3１日㈮まで（請求受け付け期間は
3年間）

【支給内容】額面２50,000円、5年
償還の記名国債
【請求手続（予約制）】請求者によ
り手続きに必要な書類が異なりま
す（ご遺族様の状況を詳しく伺い
ながら、必要書類をご案内しま
す）。ご自身が該当されると思わ
れる場合は、必ず事前にお問い合
わせください。
◆郵送での請求について
　郵送による請求手続きにも対応
しています。ご希望の場合は下記
までお問い合わせください。
 問予約受け付け及びお問い合わ
せ（地域包括ケア推進課福祉総務
係）☎04２-4９７-２056

第11回特別弔慰金の請求手続きについて

スマートフォンで
の電子申請はこち
ら（乳がん）

スマートフォンで
の電子申請はこち
ら（子宮がん）

はがきあて先には、「〒204-8511　清
瀬市健康福祉部健康推進課　行」とご
記入ください。

※電子申請はいずれも5月15日から行
えます。

　

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
◆令和元年度運用状況
　各制度における開示運用状況は

下表のとおりです（いずれも令和
元年度開示請求分のみを掲載）。
 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」

実施機関別開示請求の件数（単位：件）

実施機関名 開示請求件数
公文書 保有個人情報

議会関係 1 0

市
長
部
局

企画部 1 0
総務部 0 1
市民生活部 4 4
健康福祉部 3 2
子ども家庭部 0 0
都市整備部 1 1
会計課 1 0

教育委員会 2 0
選挙管理委員会 0 0
農業委員会 0 0
監査委員 0 0
固定資産評価
審査委員会 0 0
複数の部署に
またがるもの 1 0
合計 14 8
※令和元年度開示請求分のみを掲載。

公文書開示請求・自己の個人
情報開示請求の件数（単位：件）

区分
請
求
件
数

開示・非開示
の決定 取

り
下
げ

却
下
処
理
中開

示

一
部
開
示

非開示
不
存
在

そ
の
他

公文書 14 3 7 3 0 1 0 0
保有
個人情報 8 1 7 0 0 0 0 0
合計 22 4 14 3 0 1 0 0
※令和元年度開示請求分のみを掲載。

 申 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076へ
事業名・対象・内容など 日時 申込み

1．食生活相談（電話相談）
　生活習慣病予防の食事や高齢期の食事の相談
を行います。毎日の食事に不安がある方、お気
軽にご相談ください。

6月15日㈪午後1時
30分～4時
7月6日㈪午前10時
～正午

直接窓口または電話
で申込み

新型コロナウイルス感染予防のために、「予約制」としています
　特別弔慰金の支給対象となる方は高齢者が多く、感染予防、混雑緩
和のため請求手続は、「予約制」とさせていただきます。事前に下記
までお電話いただき、来庁の予約をお願いします。

清瀬市男女平等 
推進委員会委員

　清瀬市男女平等推進条例第２0条
ならびに、同条例施行規則第8条の
規定により、清瀬市男女平等推進委
員を公募します。 対市内在住で男
女平等推進施策に関心のある方。定
員6人以内【任期】令和２年７月１日か
ら２年間 申 問5月１5日から２９日（必
着）までに、応募動機を800字にま
とめ、男女共同参画センターにある
申込書（市ホームページからダウン
ロード可）に、住所・氏名・年齢・
職業・電話番号を記入し、郵送また
は持参で男女共同参画センター☎
04２-4９5-７00２へ
※応募者多数の場合は、男女共同参
画についての活動経験及び実績、男
女の比率などを加味し、選考させて
いただきます。

都営住宅(地元割当)入居者
【募集戸数】清瀬竹丘一丁目＝２ＤＫ一
戸・3ＤＫ一戸、清瀬中里四丁目＝２Ｄ
Ｋ一戸（２人以上の世帯向け一般住
宅）【募集案内の配布期間】5月２8日

㈭～6月4日㈭【申込み締切日】6月8
日㈪（当日消印有効）
【募集案内の配布場所・時間】市役
所１階案内、まちづくり課、高齢支
援課、生活福祉課、松山・野塩出張
所＝平日午前8時30分～午後5時（平
日の午後5時～午後8時と土・日曜
日は市役所夜間受付で配布）、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
問まちづくり課まちづくり係☎
04２-4９７-２0９3

令和2年3月生まれの 
新米ママと赤ちゃんの会

　初めての子育てで困ったこと、こ
んな時どうする？　赤ちゃんとの生
活・遊び・自分の時間がないなど皆
で お 話 し ま し ょ う！　 日6月９日、
１6日、２3日、30日の火曜日午前１0
時～正午（受け付けは午前９時45分
から） 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
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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 3日㈬・10日㈬・17日㈬・24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
※5月15日 午 前8時
30分から受け付け。

※5月実施の市民相
談は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防
止のため中止となり
ました。

人権身の上相談 3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）
4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 10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）

10日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 17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 17日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 24日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

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

直電母子・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～正午、午後1時～5時

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526
※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
2日㈫・4日㈭・12日㈮・16日㈫・18日
㈭・26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） 18日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 3日㈬・10日㈬・11日㈭・17日㈬・25
日㈭午前10時～午後4時

法律相談 9日㈫・23日㈫午後2時～4時
しごと相談 5日㈮午前10時～午後3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

（※新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う措置で、閉室となる場合がありま
す。あらかじめご了承ください）

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6 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：家庭用充電式エアーコンプレッサー、五月人形（ガラスケース入り）
★ゆずってください：今回はありません。 申 問５月15日午前9時から消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

 問新庁舎建設室☎042 - 497 - 1805

◆免震装置の採用について
　新庁舎建設工事は、令和元年6
月に現場工事を開始してからもう
すぐ1年を迎えます。既存の駐車
場解体から始まり、地上から約5
㍍下まで掘削をした後、建物の土
台を支える地盤改良工事を行い、
現在（4月15日時点）は地下1階か
ら地上1階までの躯体ができあが
っている状況です。引き続き4階
までの躯体を造り上げ、その後に
内外装、外構整備を行い、令和３
年5月に新庁舎での業務を開始す
る予定です。
　この新庁舎建物の一番の特徴と

支承材（アイソレーター）の設置状況 工事全体写真（4月20日時点）

して、地上4階までの大きな構造
体を支える免震構造の採用が挙げ
られます。新庁舎には、建物を支
え、地震時に建物を水平に移動さ
せ、元の位置に戻す支承材（アイ
ソレーター）を３1基と、建物の揺
れを抑える減衰材（ダンパー）を８
基の計３９基の免震装置を採用し
ています。
　現庁舎の耐震性能不足を解消
し、震度6強～7程度の規模の大
地震が発生しても市民サービスを
停滞させることなく庁舎機能を継
続させ、防災拠点としての機能強
化を図ります。

新庁舎建設現場
レポート①

軽自動車税（種別割） 
納税通知書を発送しました

　軽自動車税（種別割）納税通知書
を5月1日に発送しました。なお、
障害者手帳・愛の手帳などが交付さ
れている場合、期限内に申請すれば
軽自動車税（種別割）が減免される
ことがあります。生計を一にする方
が所有する軽自動車税についても減
免の対象となります。ただし、減免
基準に該当していても、申請期限を
過ぎてしまった場合は、適用されま
せんのでご注意ください。
【申請期限】6月1日㈪ 問課税課市民
税係☎042-4９7-2041

風水害に対する意識を 
高めましょう

　昨年の台風1９号の際は、清瀬市
においても避難勧告が発令され、
650人を超える市民の皆さんが避難
する事態になりました。
　日ごろから、懐中電灯、非常食、
飲料水などの非常用品を準備してお
くとともに、いざという時に、慌て
ることのないよう、避難に備えた行
動を一人ひとりがあらかじめ決めて
おく「マイ・タイムライン」を作成
しておきましょう。 問清瀬消防署
☎042-4９1-011９

都市計画原案の縦覧
　東村山都市計画緑地の追加に伴
い、都市計画原案の縦覧を行います。
追加となる範囲は、現在の清瀬市立

せせらぎ公園及びその周辺です。
 日5月15日㈮～6月1日㈪午前８時３0
分～午後5時（土・日曜日を除く）
【閲覧場所】水と緑の環境課
【対象となる計画案】東村山都市計
画緑地（中里二丁目地内　清瀬中里
せせらぎ緑地）の追加
【意見書の提出先】関係住民と利害
関係者は、縦覧期間から6月８日㈪
までに直接または郵送で意見書を提
出できます（提出先：水と緑の環境
課） 問水と緑の環境課緑と公園係☎
042-4９7-20９８

公共下水道への接続のお願い
　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができるようにな
っていますが、まだ公共下水道への
切り替えが行われていない住宅があ
ります。公共下水道が使用できるよ
うになってからは、汲み取り便所や
浄化槽を改造し、公共下水道へ接続
することが下水道法により義務付け
られています。汲み取り便所や浄化
槽を使用している方は公共下水道へ
の切り替えにご協力をお願いします。
　なお、切り替え工事は、市の指定
下水道工事店でなければ施工できま
せんのでご注意ください。詳しくは
下記へお問い合わせください。 
問下水道課施設計画係☎042-4９7-
25３2

◆社会福祉協議会へ
　手しごと「ひまわり」様（50,000
円）、匿名様4件（25,064円）
　ありがとうございました。

◆天体観望会「星の色をくらべて
　みよう！
　星にはさまざまな色があり、そ
の色からはさまざまな情報を得る
ことができます。星の個性を感じ
てみましょう。 対小学生以上（清
瀬市・小平市
・東村山市・
東久留米市・
西東京市の方
優先。小学生
は保護者と参
加）。定員50
人 日6月27日
㈯午後7時～８

多摩六都科学館の催し物

時３0分  申6月15日（必着）までに、
多摩六都科学館ホームページにあ
る応募フォームまたははがきにイ
ベント名・開催日・氏名（フリガナ）
・年齢（学年）・郵便番号・住所
・電話番号を記入し、〒1８８-
0014 西東京市芝久保町5-10-64
　多摩六都科学館へ 問多摩六都
科学館☎042-46９-6100
※応募者多数の場合は抽選し、当
選者のみに参加券を送付します。
※5月３1日まで臨時休館。
※イベントは中止、休館日は変更
になる場合があります。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

①ボクシングエアロ教室　
　ボクシングの動きを取り入れたエ
アロビクス！　気持ち良い汗をかい
てダイエット！　先着３0人。 日第1・
第３火曜日午前10時～11時 費回数券
制・5回券4,500円、10回券８,500円、
15回券12,000円 講西山奈穂子氏
②ピラティス教室
　身体の動きを良くするピラティス。
気軽に初めてみましょう！　各曜日
先着20人。日水曜教室（月３～4回）午
前９時45分～10時45分・午前11時～
正午、金曜教室（月３回）午前10時～
11時・午後３時３0分～4時３0分、土曜
教室（各月第2・第4）午前10時～11

時 費回数券制・5回券4,500円、10回
券８,500円、15回 券12,000
円 講水曜教室・金曜午前＝
嵯峨千枝氏、金曜午後・土
曜教室＝神武朋子氏
※いずれも6月から開催予
定。
 申 問電話でコミュニティ
プラザひまわり☎042-4９5-5100へ

◆「友遊」活動休止
　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、友遊は当面の間活動を休止
します。なお、再開につきましては
状況に応じた対応を行いますので、
直接窓口または電話でお問い合わせ
ください。 問友遊（NPO法人情報労連
東京福祉センター）☎042-4９7-８500

の催し物
コミュニティプラザひまわり

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ
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令和２年5月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,057人 （33人増）　女　38,645人 （6人増）　計　74,702人 （39人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,972世帯（120世帯増）　※人口は、外国人住民（1,336人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

　少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談く
ださい（これらに該当しない場合の相談も可能です）。
▶息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状
　のいずれかがある場合
▶重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症
　状がある場合
▶上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
　（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人
　差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してくだ
　さい。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です）

　感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など。

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

Ｆ 03-5388-1396

☎042-450-3111

☎03-5320-4592

☎0570-550571

緊急事態宣言が５月31日まで延長されております。市民の皆さまにおかれましては、不要不急の外出を控えるとともに、
３つの密（密閉・密集・密接）の回避、手洗い等の感染症対策の徹底にご協力をお願いします。

聴覚障害のある方などからの相談

新型コロナ受診相談窓口

【多摩小平保健所】

【都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター】

新型コロナウイルス感染症に関する
一般的な相談窓口（東京都コロナコールセンター）

▶平日午前９時～午後５時

▶平日午後５時～翌午前 9時と土・日曜日、祝日の終日

▶午前９時～午後 10 時（土・日曜日、祝日含む）
▶多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）による相談

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備える改正特別措置法
に定める要請・指示等の措置に対する都民の方や事業者の方の疑
問・不安に加え、感染拡大防止協力金制度に関する質問等に対応
します。

☎03-5388-0567

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

▶午前９時～午後 7時（土・日曜日、祝日含む）

　電話番号のかけ間違いが多く発生しています。おかけになる前に電話番号の確認をお願いします。

▶新型コロナウイルス感染症関連
　SNS心の相談（厚生労働省）
　感染症の影響による心の悩みに
ついて、チャット形式で相談を受
け付けています。右記二
次元コードからご利用く
ださい。
【受付時間】平日＝午後６
時～９時30分、土・日曜日、
祝日＝午後２時～９時30分
▶よりそいホットライン
　どんな悩みにも寄り添って、一

緒に解決できる方法を探します。
【電話】☎01２0-２7９-338
▶DV相談＋

プラス

（内閣府）
　DVの悩み、ひとりで抱えてい
ませんか？　電話・メール・チャ
ットで相談できます。
【電話】☎01２0-２7９-88９
（２４時間受け付け）
【メール・チャット】右
記二次元コードからご
利用ください。

SNS 心の
相談

DV 相談＋

5月31日㈰まで市内公共施設等の休館期間を延長します

施設名 問合せ 備考
健康センター 042-492-5111 土・日曜日のみ休館。
健康増進室 5月31日以降も当分の間休館。

生涯学習センター 042-495-7001 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日は終日休館。

男女共同参画センター 042-495-7002 窓口業務・相談業務は実施。土・日曜日は終日休館。

郷土博物館 042-493-8585 入金等の窓口業務は実施。日曜日、5月18日㈪は休館。
児童センター（中央児童
館） 042-495-7700

子ども家庭支援センターは火曜日は休
館。

野塩・下宿児童館 6月1日㈪は定期休館日。

消費生活センター 042-495-6211 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日は終日休館。

松山地域市民センター 042-491-5153 出張所は通常業務。土・日曜日は終
日休館。

野塩地域市民センター 042-493-4014 出張所は通常業務。
下宿地域市民センター
（広場・体育館含む） 042-493-4033

入金等の窓口業務は午前9時～午後5
時で実施。

スポーツ施設 サッカー場、野球場、テニスコート
竹丘地域市民センター

042-495-5100
（コミュニティプ
ラザひまわり）

中里地域市民センター
中清戸地域市民センター
松山・竹丘集会所
中央図書館 042-493-4326

6月1日㈪は定期休館日。

駅前図書館 042-492-8751
野塩図書館 042-493-4086
元町こども図書館 042-495-8666
下宿図書館 042-495-5432
竹丘図書館 042-495-1555
コミュニティプラザひま
わり（広場・テニスコート
含む）

042-495-5100 入金等の窓口業務は、土・日曜日を除く午前8時30分～午後7時で実施。

清瀬けやきホール 042-493-4011 入金などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。
老人いこいの家 042-497-2081
きよせボランティア・市
民活動センター 042-491-9027 相談などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。土曜日は臨時休館。
清瀬市立科山荘 0267-51-2300 長野県に緊急事態宣言が出ている間の

み休館。電話応対のみ実施。

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、市内公共施設
等の休館期間を5月31日㈰まで延
長します。屋外のスポーツ施設の
利用も中止です（５月7日現在）。

　使用料の還付など、詳しくは各
施設へお問い合わせください。
　最新情報については、
市ホームぺージをご覧
ください。

　新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて生活にお困りの方向け
の特例貸付について、郵送申請が
可能になりました。緊急小口資金
の申請書類は、清瀬市社会福祉協
議会ホームページからダウンロー
ドができる他、清瀬市社会福祉協
議会の窓口、市役所1階案内、地
域包括ケア推進課、松山・野塩出

【詐欺に注意！】国や市が現金自動預払機（ATM）の操作をお願いした
り、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません！

張所の各窓口でも配布していま
す。
　来所での申請をご希望の方、総
合支援資金特例貸付の
ご相談の方は社会福祉
協議会へお問い合わせ
ください。
 問社 会 福 祉 協 議 会 ☎
0４２-４９５-５333

生活福祉資金特例貸付の申請について

社 会 福 祉
協議会ホー
ムページ

心の悩み・DVなどの相談

　市では、特別定額給付金（1人10万円）の給付に向けた準備
を進めており、マイナンバーカードによるオンライン申請は
５月1４日予定（給付開始は５月下旬ごろ）、郵送申請は６月上旬

（給付開始は６月中旬ごろ）に開始する予定です。決まり次第、
市ホームページでお知らせします。現時点でのお問い合わせ
は、下記総務省コールセンター、総務省ホームページ、市ホ
ームページなどからご確認をお願いします。
【清瀬市コールセンター】0120-917570（5月20日より開設。
土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）
【総務省コールセンター】☎01２0-２６00２0（フリーダイヤル・
毎日午前９時～午後６時30分）

特別給付金
ポータルサ
イト

市 ホ ー ム
ページ

特 別 定 額 給 付 金 の 手 続 き に つ い て

郵送申請　市から申請書送付 ⇒ 各世帯 ⇒ 申請書返信 ⇒  市  ⇒ 
指定口座へ振り込み
オンライン申請　各世帯が電子申請 ⇒ 市 ⇒ 指定口座へ振り込み

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や
透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。妊婦の方も念のた
め、早めにご相談ください。


