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市制施行50周年

今号の主な内容▶2面：下水道使用料の基本料金を減免します：ごみ減量推進課からのお知らせ／4・5面：特集　令和元年度　一般会計決算の状況をお知らせします

市 制 施 行 50 周 年 記 念 式 典 を 開 催 し ま し た
　10月3日、清瀬けやきホールで市制施行50周年記念式典を開催しました。その様子を写真でご紹介します。 問秘書広報課秘書係☎042-497-1807

　清瀬市大学連携推進協議会　清瀬市市制施行50周年記念連携事業「My 
Kan Sha 50 ～マイ・カン・シャ・50～　私なりの感謝」について、協議会
における審査の結果、応募されたエピソードのなかから下表のとおり、4

作品が入選しました。たくさんのご応募をいただきありがとうございまし
た。なお、受賞作品は市ホームページでご覧いただけます。
 問企画課企画調整担当☎042-497-1802

賞 作品タイトル 受賞者（敬称略）
市長賞 ありがとう清瀬 松本由香里

日本社会事業大学　学長賞 人が憂いに寄り添う市、清瀬 宿里理恵

明治薬科大学　学長賞 同級生に感謝 石川由紀子

国立看護大学校長賞 清瀬市の豊かな自然に魅せられて 宮澤とよ美

清瀬市大学連携推進協議会　清瀬市市制施行50周年記念連携事業

My Kan Sha 50 ～マイ・カン・シャ・50～ 私なりの感謝
受 賞 作 品 決 定！

受賞作品は
こちら！

　市制施行50周年を記念し商品化をした「はちみつ
チーズジェラート」の販売を、セブン-イレブン14
店舗で再開しました。この商品は、株式会社高島屋
の人気ジェラート店「ジェラテリア・パンチェーラ」
が監修し、独自開発したジェラートです。数量限定
商品のため売切れ次第、今年の販売は終了となりま
す。【価格】398円（税込み・120ｍｌ）【販売場所】市内

及び東久留米市のセブン-イレブン計14店舗（清瀬
市＝中清戸5丁目店・野塩1丁目店・清瀬駅北口店
・元町1丁目店・元町2丁目店・下宿2丁目店・梅園
2丁目店・中里5丁目店・清瀬駅南口店・野塩4丁目店、
東久留米市＝東久留米駅北口店・幸町4丁目店・八
幡町3丁目店・中央町2丁目店）
 問総務課営繕係☎042-497-1841

大好評につ
き市内等で
再販中！

ミルクジェラートをベースに市役所産はちみつ「Kiyohachi」と
チェダーチーズが奏でる絶妙な味覚と食感をお試しあれ！

「はちみつチーズジェラート」

東京都市長会会長をはじめとするご来賓の皆様（右）式辞を述べる渋谷市長 渋谷市長がサプライズとして
「清瀬讃歌」の演奏と歌声を披露

3密を回避するため、出席者を最小限にして実施 市制施行50周年特別表彰を受章した
ニッセイロールペーパー株式会社代表取締役の日野徳久様

市制施行50周年記念ロゴマーク
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マイナンバーカードをお持ちの方へ
コンビニ交付をご利用ください！

証明書２４２４

マイナンバー
カード

便利な
に申請してください。申請方法や
カードの受け取り方法など詳しく
は市民課へお問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧くださ
い。
 問市民課住民係☎042-497-2037

◆コンビニ交付サービスとは
　マイナンバーカードを利用し
て、清瀬市が発行する証明書を全
国のコンビニエンスストアなどに
設置されているキオスク端末（マ
ルチコピー機）から取得できるサ
ービスです。
◆発行可能な証明書の種類
▶住民票の写し(除票、改製原は
　除く)
▶印鑑登録証明書（印鑑登録をさ
　れている方のみ）
▶課税・非課税証明書
▶戸籍全部・個人事項証明書、戸

コンビニ交付
についてはこ
ちら

マイナンバー
カードについ
てはこちら

　籍の附票の写し（清瀬市が本籍
　地の方のみ）
※本籍地が清瀬市以外の方は本籍
地の市町村へお問い合わせくださ
い。
◆利用できるコンビニエンススト
　ア等
　全国のセブン-イレブン、ファ
ミリーマート、ローソンなどキオ
スク端末（マルチコピー機）を設
置している店舗。詳しくは、証明
書コンビニ交付ホームページ
（Ｕhttp://www.lg-waps.go.jp/）を
ご覧ください。

◆利用可能時間
　午前６時30分～午後１１時（１2月
29日～翌年１月3日及びシステム
メンテナンス時を除く）
◆利用できる方
　利用者証明用電子証明書が搭載
されたマイナンバーカードをお持
ちの方で１５歳以上の方（１５歳未満
の方、成年被後見人の方はご利用
いただけません）。
◆マイナンバーカード取得につい
　て
　カードの作成には約１か月かか
りますので、希望される方は早め

　整備前の「（仮称）花のある公園」予定地で、自然とのふれあいや催
しを通じて、公園の活用方法をイメージしていただくため、オープン
パークを開催しています。9月22日に１回目を行い、１00人以上の方に
お越しいただきましたのでその時の様子を紹介します。
 問水と緑の環境課緑と公園係☎042-497-2098

　今後、ミニガーデニング講座や青空ヨガ体験なども企画しています。
持ち込み企画もお待ちしておりますので、事前にご相談ください。来
園の際にはマスクの着用など、新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策にご協力ください。【今後の日程】１0月１9日㈪・2５日㈰・30日㈮、
１１月7日㈯・１2日㈭・１8日㈬・23日㈪いずれも午前１0時~午後3時

「（仮称）花のある公園」でのんびり過ごしませんか？

Facebook instagram

多年草ガーデンではこれからコキアの紅
葉が楽しめます

当日は暑かったため、木陰は休憩スポッ
トで人気でした

コスモス畑は10月中旬以降に満開になる
予定です

最新情報を配信中！

花のある公園プロジェクト

■差額券について
　差額券の販売について、品切れ
状態が続き、大変ご迷惑をおかけ
していますことをお詫び申し上げ
ます。今後の対応は以下のとおり
です。
▶差額券が再入荷されるまでは、
新指定収集袋をご購入のうえ、ご
みを出していただきますようお願
いします。
▶追加発注した差額券の、取扱店
での取り扱い見込みは市報１１月
１５日号でお知らせする予定です。
▶旧指定収集袋に差額券を貼る取
り扱いは、当面続けていきますの
で、差額券をお求めいただけるよ
うになった際には、当面必要とな
る枚数のみをご購入ください。
▶差額券は払い戻しはできません
のでご注意ください。
▶容器包装プラスチック用旧指定
収集袋と、可燃用・不燃用・容器
包装プラスチック用各新指定収集
袋には差額券を貼る必要はありま
せん。そのままお出しください。
▶新指定収集袋の販売は、取扱店
に加え、市役所市民課、ごみ減量

推進課、各地域市民センター、コ
ミュニティプラザひまわりでも行
っています。
　ご迷惑をおかけいたしますが、
皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。
■剪定枝等の収集は１0月から申
　込制です（受け付けは電話のみ）
　１0月より、剪定枝などの収集
は申込制となり、戸別に収集しま
す。また、落ち葉は１１月及び１2
月のみごみ減量推進課に電話で収
集をお申込みください。それ以外
の月は、可燃ごみの指定収集袋に
入れて収集日にお出しください。
なお、ボランティア袋の取り扱い
は継続して行いますので、道路や
公園等を清掃したごみについて
は、分別をしていただき、各収集
日にお出しください。
■市内一斉清掃について
　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、１１月１日に予定して
いました市内一斉清掃は中止とし
ます。
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進
係☎042-493-37５0

ごみ減量推進課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響への支援策
下水道使用料の基本料金を減免します

申請
不要
　市では、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた市民の生活や
事業者の経済活動を支えていくための支援対策として、下水道使用料の
うち基本料金を最大で4か月間減免します。今回の減免を受けるにあた

っては、申請等の手続きは必要ありません。 問下水道課庶務係☎042-
497-2５3１

「下水道」の「基本料金」が「0円」にな
っていれば、減免対象となっています。

水道・下水道使用料等のお知らせ兼請求書
での減免の確認方法

例
◆減免対象　
　次のいずれかに該当する清瀬市下水道使用者
（ただし、清瀬市が指定する公共施設等は除外）
①令和2年１１月１日時点で下水道を使用中の方
②令和2年１１月2日から令和3年１月または2月の
検針月の定例日までに下水道の使用を開始され
た方
◆減免期間　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和2年１１月検針分から令和3年2月検針分ま
で。なお、地域によって奇数月検針と偶数月検
針に分かれているため、次のように減免される
期間が異なります。
①奇数月検針（令和2年１１月及び令和3年１月の
定期検針）の方は、令和2年１0月分から令和3年
１月分までの4か月間
②偶数月検針（令和2年１2月及び令和3年2月の

定期検針）の方は、令和2年１１月分から令和3年
2月分までの4か月間
※減免期間中途での使用中止や使用開始によ
り、減免期間が3か月以下となる場合がありま
すので、予めご了承ください。
◆減免内容　　　　　　　　　　　　　　　　
　下水道使用料のうち基本料金（１か月当たり8
立方メートルまで）を減免します。
※１か月の基本料金（税込み）は、５32円です。
※基本料金以外の使用料は減免にはなりません
のでご注意ください。
※東京都水道局が検針時に発行する「水道・下
水道使用料等のお知らせ」には、今回の減免額
は表示されず、右記例のように下水道の基本料
金の項目に0円と表示されます。
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（評）俳句は、「テーマ」に関わることをストレートにいわないのがよしとさ
れる。この句は心が浮き立つとかいわないで、中七下五で、夏祭りの、あ
の心浮き立つ感じをよく伝えてくれた。

夏まつり全ざいさんを使いきる� 清小５年　三井凜

ひかるせんたかくあがってはなびさく�� 八小1年　神谷直輝
（評）絵の写生と同じく、何ごとかを言葉で表現しようとするときの写生も
基本は同じ。対象をよく見ること。この句はそれがよく出来ていて、最
後の「さく」で1年生なりの詩を誕生させた。

ひがささすわたしとママは同じかげ�� 清小３年　山田柚希
（評）最近は日傘をさす男性も増えたが、やはりこれは女性に似合う季語。
それも母娘の並んだ日傘は情景としてとてもいい。そして、下五が母へ
の愛情をよく伝えて、ハッピーな一句になった。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・谷村鯛夢
※�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

清瀬市長

　大変ありがたい事に、新型コロ
ナ対策で縮小した市制50周年記念
式典でしたが、錦上に華を添える
ことができました。新型コロナで
学校も大変ですが、この4月から
全国で使われている日本文教出版
の小学校6年社会科の教科書の
263ページに、結核研究所（東京
都清瀬市）の項目で記載され、国
際結核研修で清瀬が世界に貢献し
ていることが記載されました。2018
年でも世界で150万人が亡くなっ
ている3大感染症の結核に、清瀬
の結核研究所が国際協力機構と協
力して50年以上、世界の医療関係
者の研修を積み重ねてきたので
す。感染症の新型コロナが世界を
混乱させているタイミングで、そ
の事を初めて載せてくれた教科書
が式典に華を添えてくれたのです。
　もう一つの華は、『清瀬讃歌』で
す。23年前に日本社会事業大学の
当時の京極学長が前星野市長に
「市民の皆さんが元気になる歌を作
りませんか」と提案したことから、
生まれました。しかしこの曲は、
企画・制作の経緯などもあり、合
唱グループ以外の方からは完全に
忘れ去られました。一昨年、青少
協第2地区のイベントで子どもたち
の歌に合わせて、ピアノの伴奏を
してほしいと頼まれたときに、「よ
しっ!　『清瀬讃歌』に挑戦するか」
と思い立ったのです。不思議な場
面でしたが、今思うと故星野前市
長が天上で動いたと思います。何
せ私は、幼稚園園長として子ども
達と最高に楽しい日々を送ってい
たにもかかわらず、星野市長から
の後任市長としての二度に渡る強
い指名により覚悟を決めて市長の

大役を担わせていただいています。
そして、『清瀬讃歌』の作詞は同じ
星野（哲郎）さんだったのです。2
人の星野さんが天上で動いたのだ
ろうと思わざるをえません。
　だから、記念式典の後、会場の
皆さんに残って頂いて1番から3番
までを私がピアノを弾いて、4番を
野村先生に弾いて貰って、私は歌
いました。『～幸せを分け合いなが
ら～和のまち、夢のまち、好きだ
よ清瀬～』この讃歌を心にしてまち
づくりを進めていけば、市民の皆
さんが幸せになっていくはずだと
信念をこめました。
　3つ目の華はダウン症の小学校2
年生の作文です。今年のJ:COMの
テレビの年頭挨拶で、『愛着障害』
の本を引用しながら、子どもを抱
っこすることが『成長ホルモンや神
経成長因子などの分泌を活発にす
る・・・よく抱っこされた子は甘え
ん坊で一見弱々しく見えて、実の
所、強くたくましく育つ』と訴えま
したが、その実例の報告が先月9月
ありました。
　ダウン症の2年生が校内放送で作
文を読みあげたのです。「ぼくが一
学期にがんばったことは二つあり
ます。一つ目は漢字テストです。
初めの頃はなかなか一回で百点が
とれませんでした。なんどもノー
トに書いて覚えて、やり直しのテス
トでやっと百点がとれました。お
母さんがテストと同じ問題を作っ
てくれました」と式典で紹介しまし
た。
　50周年を契機に、清瀬ではいろ
いろな所で人が育ち、幸せを分け
合うまちになっていくと私は信念
します。

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
10月22日㈭～31日㈯

◆放置自転車はこんなに迷惑！
①放置自転車は歩道をふさぎ、歩
　行者の通行の妨げになります。
②安全でスムーズな車の通行を妨
　げて、渋滞を招きます。
③駅前を雑然とさせて、まちの美
　しさを損ないます。
④災害時の避難、消防車や救急車、
　パトカーなどの緊急車両の通行
　の妨げとなります。
　また、点字ブロックは、目の不
自由な方の歩行案内です。放置自
転車で塞がないでください。
　事業者の方は、従業員や顧客の

駐輪場所を確保し、駐輪場の利用
を勧めてください。
◆自転車は決められた場所に駐輪
　しましょう！
　駅周辺には一時利用（1回100
円）ができる駐輪場がありますの
で、そちらをご利用ください。移
送された自転車は中里自転車等保
管場所でお預かりしていますの
で、引取りをお願いします。なお、
移送料をいただく場合がありま
す。
問道路交通課交通安全係☎042-
497-2096

あなたの自転車は、みんなの迷惑になっていませんか？
社会全体で自転車の安全で適正な利用を促進しましょう

みんなで守ろう　交通ルール～迷惑駐車はやめましょう
　違法駐車は、交通渋滞を招き、
緊急自動車や路線バスの通行妨
害、さらには交通事故の原因とな

ります。
問道路交通課交通安全係☎042-
497-2096

火 災 か ら 尊 い 命 を 守 ろ う
　緊急事態宣言が発令されていた
4・5月の東京消防庁管内の建物
火災の発生状況を分析すると、事
業所の火災は81件減少しました
が、住宅火災は20件の増加とな
りました。
　住宅火災は、たばこ火災が減少
した一方、ガスコンロの火災が増
加しました。これは、ステイホー
ム期間中に自宅で調理する機会が
増えたことが要因と推測されま
す。
　今後も新型コロナウイルス感染
症の感染拡大により、自宅での調

理の機会が増えることが予想され
るため、以下のことに注意してく
ださい。
①調理中は、コンロから離れない
　ようにしましょう。
②周囲に燃えやすいものを置かな
　いようにしましょう。
③防炎製品のエプロンなどを使用
　しましょう。
④火が鍋底から出ないように調整
　しましょう。
⑤安全装置付きのコンロを使用し
　ましょう。
問清瀬消防署☎042-491-0119

　さまざまな活動への参加を活発
にする場の考え方、進行スキルを
連続講座で学びます。先着24
人。 日11月28日㈯・29日㈰午前
10時～午後4時30分（両日お昼休
憩あり） 場男女共同参画センタ
ー 講青木将幸ファシリテーター
事務所代表　青木将幸氏

 申 問平日午前9時～午後5時に電
話で男女共同参画センター☎
042-495-7002へ
※保育あり（6か月
～未就学児。要予
約、先着10人）

参加を広げる！  仲間が増える！
ファシリテーション研修

ソーシャルネットワークラボ講座

青木将幸氏

　きよせ健幸ポイントは、ともに健康で幸せになることを目指す市民の
皆さまを募集しています。 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

追加募集中！

きよせ健幸ポイント
同じ場所に集まれなくても、一緒にできることはある

【WEB申込み】 【窓口・はがき申込み】
　活動量計参加者・アプリ参加
者どちらも申込みできます（ア
プリ参加者は必ずこちらからお
申込みください。次のＵＲＬまた
は、右記ＱＲコードか
ら申込みください。
（Ｕhttps://www.karad
akarute.jp/city-kiyose）

　活動量計参加者のみ申込みがで
きます。【窓口】直接健康推進課
窓口へ【はがき】はがきに、①き
よせ健幸ポイント申込み（活動量
計希望）、②記入日、③住所、④
氏名（ふりがな）、⑤生年月日、
⑥電話番号、⑦身長を記入のうえ、
健康推進課へ郵送

◆対象者：市内在住の20歳以上の方　◆参加期間：令和３年１月３１日㈰まで
◆参加費：１,000円（活動量計参加者は別途１,000円負担）
◆参加コース：スマートフォンアプリまたは活動量計
※申込み受付後、説明会を実施します（受講は必須です）

イベント盛りだくさん♪
◆オンライン（ライブ型）セミ
ナー（11月）　健康づくりに役
立つ情報満載！

◆バーチャルウォーキングイベ
ント　10月～11月：ハワイ編
（実施中）、12月：幕末江戸編（初
の4区市対抗戦！）

（お詫び）
　この度は、可燃・不燃ごみ用の旧指定収集袋の差額券の販売や戸
別収集にあたって、混乱を招きご迷惑をおかけしていることを深く
お詫び申し上げます。今後は適切に対応してまいりますので、皆様
のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
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◆小学校の運営

◆ごみの処理
　市民１人当たり
　１3,285円
◆予防接種
　市民１人当たり
　2,173円

◆消防活動、議会の運営費など

市民１人当たり 39,693 円

市民１人当たり 22,615 円
市民１人当たり 25,741 円

教育費 29.6 億円

その他 19.1 億円

衛生費 16.9 億円

会計 歳入 歳出 差引額
一　般　会　計 317億1,357万円 309億7,987万円 7億3,369万円

特

別

会

計

国民健康保険事業 81億4,615万円 80億4,202万円 1億413万円
駐車場事業 8,264万円 7,867万円 396万円
介護保険 69億3,829万円 67億4,980万円 1億8,849万円
後期高齢者医療 19億8,223万円 19億7,249万円 973万円

小計 171億4,932万円 168億4,299万円 3億633万円
合　計 488億6,290万円 478億2,286万円 10億4,003万円

区分 決算額

下水道事業

収益的収支
収入 11億9,389万円

支出 10億8,108万円

資本的収支
収入 1億7,194万円

支出 4億7,559万円

一般会計・特別会計の決算状況

決算額      317 億1,357 万円
市民１人当たり　424,910 円

歳入

市税 96.8 億円
市民税・固定資産税
など
30.5％

都支出金 49.4 億円
都からの補助金など
15.6％

地方交付税
40.8 億円
地域格差をなくすため
国が交付するお金

12.9％

市債 21.3 億円
国などから借りたお金

6.7％

その他 47.3 億円
使用料・手数料など
14.9％

国庫支出金  
61.6 億円

19.4％
国からの補助金など

決算額 309 億7,987 万円 市民 1 人当たり 415,079 円
歳出

目的別歳出 性質別歳出

民生費 166.3 億円
福祉などにかかる費用

53.7％
教育費
29.6 億円
教育活動にかかる費用

9.6％

公債費 18.8 億円
市債（借金）返済に
かかる費用 6.1％

その他
19.1 億円
6.1％

人件費 45.7 億円
職員の給与、
社会保険料な
ど

14.7％
物件費 35.2 億円
物品の購入、光熱水
費、委託料など
11.4％

扶助費
110 億円
福祉などの手当・
給付にかかる費用
35.5％

補助費等
28.9 億円 市民団体への

補助金など9.3％

6.1％
公債費 18.8 億円
市債（借金）の返済
にかかる費用

繰出金 32.5 億円
一般会計から特別会計
に繰り出されるお金
10.5％

普通建設事業費
28.1 億円
公共施設の工事な
どにかかる費用

9.1％

その他
10.6 億円
3.4％

「目的別歳出」と
「性質別歳出」

	キーワード

一般会計の内訳

令和元年度の主要事業の執行状況
▶安全でうるおいのある暮らしができるまち
◉消費者保護対策事業の実施
特殊詐欺被害対策として、自動通話
録音機400台の貸与を実施

243万円

◉地震解除ボックスの設置
市内の小・中学校（14校）に設置 297万円

◉第二中学校にマンホールトイレを
設置 253万円

◉コミュニティプラザテニスコート
人工芝改修工事を実施 1,944万円

▶子どもたちを健やかに育むまち
◉子育てクーポン事業を実施 2,154万円

◉英語指導助手（ALT）による授業
を小学校3・4年生に新たに実施 854万円

◉体験型英語学習活動事業の実施
小学5年生～中学校2年生の児童・生
徒を対象に、体験型英語学習施設で
英語を使った本格的なコミュニケーシ
ョン活動を実施

119万円

◉小学校校舎大規模改造工事（清
明小） 4億9,555万円

▶都市格が高いまち

◉第1期新庁舎建設事業を実施
建設工事（1年目） 12億5,460万円

◉公共施設再編計画（地域レベル
編）に向けた取り組み 580万円

◉アミュービル空調設備改修工事
を実施 1億800万円

目的別歳出を市民１人当たりの経費に置き換えると……

◆保育園の運営
　市民１人当たり 40,948円
◆学童クラブの運営
　市民１人当たり 2,303円
◆児童センターの運営
　市民１人当たり １,23１円

◆コミュニティバスの運営
　市民１人当たり 35１円

市民１人当たり 222,756 円

市民１人当たり 61,774 円

◆市が借りた市債の返済のため

土木費 13.0 億円

◆道路の整備
　市民１人当たり
　１,96１円
◆公園等の管理
　市民１人当たり
　3,399円

市民１人当たり 17,352 円

公債費 18.8 億円

市民１人当たり 25,148 円

民生費 166.3 億円

総務費 46.1 億円

収入（＝歳入）

■給与
（基本給＋諸手当）
・基本給（市税）
・諸手当

■家賃収入
　（使用料・手数料）
■雑収入
■貯金の引き出し
　（繰入金）
■ローン（市債）
■前月（年）から
　の繰越（繰越金）

（国・都支出金、地方
交付税など）

　合計　　424,910 円　    415,122 円
◆ポイント①～③の詳しい解説は、右記をご覧ください。

　　　の状況をお知らせします
【令和元年度】

土木費
13.0 億円
道路・公園の整備
にかかる費用

4.2％

衛生費 16.9 億円
健康、環境保全、ごみの処
理などにかかる費用 5.4％

総務費 46.1 億円
市役所の運営など

14.9％

　歳出（支出）の見
方として、使う目的
ごとに分類した「目
的別歳出」と、経済
的な性質ごとに分類
した「性質別歳出」
の2つがあります。
　目的別歳出は、ど
のような行政分野に
いくら使ったかを知
ることができます。
性質別歳出は、市の
財政運営や健全性、
市の施策を知ること
ができます。

※市民１人当たりの額は、市の決算額を人口
（74,636人、令和2年１月１日現在）で割って算出
しています。

※表示単位未満を切り捨てしているため、各数値の合計等が一致しない場合があります。
※資本的収支（前年度財源充当額4,000万円を除く）に係る収入不足額3億4,364
万円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

一般会計決算

　市民１人当たり 16,024円
◆中学校の運営
　市民１人当たり 5,233円
◆図書館の運営
　市民１人当たり 3,436円 
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　計画に基づいた行財政改革を着実に推進するなど、効率的な行政
運営に努めています。しかしながら、高齢化の進展などに伴う扶助
費の増加により、義務的経費（支出が義務付けられているお金で、
人件費、扶助費、公債費を合わせたもの）は近年増加傾向にあります。
　義務的経費は、平成
30年度と比較して、保
育園運営費や自立支援
給付費などの扶助費が
増加したことにより、
約0.7億円増額しまし
た。この義務的経費の
増加が、市の財政課題
となっています。

　市財政の基本的収入である市税は、個人市民税や固定資産税の増
加などにより、昨年度より約0.8億円増収の96.8億円となりました。
市民１人当たりの納めた額は１29,659円で、使われたお金は4１5,079
円のため、支出した額全体の
3１.2％になります。
　多摩26市平均では、市民１人
当たりの納めた額が１73,765円
で、使われた額は383,１76円の
ため、支出した額全体に対し
て税収の占める割合が45.3％
となっています。清瀬市は他
市に比べ税収が少ない状況に
あり、地方交付税や国・都か
らの補助金などで支出を賄っ
ています。

　道路の整備、公共施設の改修などには多額の経費が必要であるた
め、国や都、銀行などから市債として借り入れをしています。令和
元年度は新庁舎建設工事や小学校１校の校舎大規模改造事業、臨時
財政対策債などのために、総額で21億2,900万円の市債を発行しま
した。
　令和元年度末の市債の残高は右
表のとおりで、全体では市民１人
当たり266,440円となっています。
また、市の貯金である基金は、積
み立て額が取り崩し額を5１5万円
上回り、残高は45億4,3１7万円と
なりましたが、市民１人当たりで
は60,87１円で、26市平均の84,870
円と比べると低い水準となってい
ます。公共施設の整備のほか、社
会保障費など経常経費の増額に対
応するため、今後も積極的に基金
への積み立てを行う必要がありま
す。

収入と支出の重要ポイントを解説

区分 決算額

下水道事業

収益的収支
収入 11億9,389万円

支出 10億8,108万円

資本的収支
収入 1億7,194万円

支出 4億7,559万円

市民 1 人当たり 415,079 円

人件費 45.7 億円

14.7％

福祉などの手当・
給付にかかる費用

令和元年度の主要事業の執行状況
▶安全でうるおいのある暮らしができるまち
◉消費者保護対策事業の実施
特殊詐欺被害対策として、自動通話
録音機400台の貸与を実施

243万円

◉地震解除ボックスの設置
市内の小・中学校（14校）に設置 297万円

◉第二中学校にマンホールトイレを
設置 253万円

◉コミュニティプラザテニスコート
人工芝改修工事を実施 1,944万円

▶子どもたちを健やかに育むまち
◉子育てクーポン事業を実施 2,154万円

◉英語指導助手（ALT）による授業
を小学校3・4年生に新たに実施 854万円

◉体験型英語学習活動事業の実施
小学5年生～中学校2年生の児童・生
徒を対象に、体験型英語学習施設で
英語を使った本格的なコミュニケーシ
ョン活動を実施

119万円

◉小学校校舎大規模改造工事（清
明小） 4億9,555万円

▶豊かな自然と調和した住みやすく
　活気あるまち

◉「第12回清瀬ひまわりフェスティ
バル」を開催 570万円

◉「（仮称）花のある公園」基本計画
の策定 300万円

◉市道0117号線の歩道拡幅工事を
実施
東京病院東側の歩道拡幅

4,400万円

▶健幸でともに支え合うまち
◉健幸ポイント事業を実施
対象年齢を市内在住の20歳以上の方
に拡充し、歩数計に加え、スマートフ
ォンアプリの活用を開始

1,695万円

◉生活困窮者自立支援事業を拡充
生活保護世帯への金銭管理支援事業
と家計改善支援事業を新たに実施

4,173万円

◉プレミアム付商品券事業を実施 5,862万円

◉各種がん検診事業を実施
自己負担金免除の対象を55歳以上に
拡充及び胃・大腸・肺を同時に受診
できるセット検診を実施

3,198万円

▶都市格が高いまち

◉第1期新庁舎建設事業を実施
建設工事（1年目） 12億5,460万円

◉公共施設再編計画（地域レベル
編）に向けた取り組み 580万円

◉アミュービル空調設備改修工事
を実施 1億800万円

性質別歳出を家庭の家計簿に置き換えると……
収入（＝歳入） 支出（＝性質別歳出）

■給与
（基本給＋諸手当）
・基本給（市税）
・諸手当

■家賃収入
　（使用料・手数料）
■雑収入
■貯金の引き出し
　（繰入金）
■ローン（市債）
■前月（年）から
　の繰越（繰越金）

■日常経費（人件費）
■医療費・保育費
　（扶助費）
■ローンの返済
　（公債費）
■日用品・光熱費
　（物件費）
■自治会費（補助費等）
■子どもへの仕送り

■雑費（維持補修費など）
■家の増改築費
　（普通建設事業費）
■貯金（積立金）

358,77１円

１29,659円
229,１１2円

4,408円

6,974円
１4,839円

28,525円
１１,393円

6１,222円
１47,424円

25,１48円

47,223円

38,76１円
43,584円

１,059円
37,69１円

１2,967円

9,83１ 円　　 １１,393 円

35１,659円

１28,384円
223,275円

4,487円

3,036円
１0,863円

29,744円
１5,333円

6１,773円
１45,753円

25,082円

43,773円

37,730円
42,435円

１,492円
32,046円

１3,645円

令和元年度 令和元年度平成 30 年度 平成 30 年度

（国・都支出金、地方
交付税など）

　合計　　424,910 円　    415,122 円 合計　　　415,079 円　　403,729 円

（特別会計への繰出金）

来月（年）への繰り越し

1 人当たりの納税額と支出額

一般会計の借金は 198 億 8,602 万円

義務的経費は増

	ポイント①

	ポイント②

	ポイント③
ポイント①

ポイント
①

ポイント③

ポイント②

◆ポイント①～③の詳しい解説は、右記をご覧ください。

　　　の状況をお知らせします
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基金と市債の残高の推移
各種基金残高（左目盛り）
市債借入残高（右目盛り）

義務的経費と職員数の推移

職員数（左目盛り）
義務的経費（右目盛り）

※職員数は各年度の４月１日現在です。

　市が行う仕事は、皆さんが納めた税金をはじめ、国や都の補助金、国などからの借入金などをもとに行わ
れています。令和元年度の決算の状況は、行政運営の基本的な事業を行うための「一般会計」と国民健康保
険などの特別な事業を行うための「特別会計（下水道事業会計を除く）」を合わせた歳入（収入）の決算額が、
488億6,290万円、歳出（支出） の決算額が478億2,286万円となりました。ここでは、令和元年度の一般会計
でどのくらい収入があり、どのようなことに使われたのかお知らせします。
 問財政課財政係☎042-497-１8１0
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令和２年（2020年）10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。

【市民伝言板利用案内】●12月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、10月15日午前8時30
分から11月2日までの間に受け付け。先着25枠。
◦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

写真展「Fレンズ」第１０回写真展▶写真
が好きな女性だけのグループです。私
達の傑作の作品展です。11月9日～15
日10時～16時（初日は15時から）、クレ
アギャラリー（クレアビル４階）、無料、
Ｆレンズ新婦人こぶし班・新藤☎0４2-
４92-1638

水墨画・清瀬墨遊会▶三密を避けなが
ら水墨画展を開催します。学習しまし
た作品を展示いたします。10月2４日～
27日9時～17時（初日は13時から、最終
日は16時まで）、生涯学習センター、無
料、 清 瀬 墨 遊 会・ 野 崎 ☎0４2-４91-
5105

市民講座「事故防止とドライバー 
心理～交通安全のために」

　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で、交通事情が変化し、事故が
急増しています。ドライバー心理か

ら交通事故のメカニズムを学び、自
身の交通安全に役立てませんか。「自
己診断チェックシート」にチャレン
ジし、結果を持ち帰ることができま
す。 対市内在住・在勤・在学の方。
先着21人 日11月12日㈭午後2時～４
時 場生涯学習センター 講株式会社
電脳　杉本康幸氏 申 問直接窓口ま
たは電話で生涯学習スポーツ課生涯
学習係☎0４2-４95-7001

　ふるさと納税制度により寄付さ
れた方への返礼品を提供していた
だける事業者を募集します。
【募集期間】10月15日㈭から23日
㈮【応募条件】市内に事業所があ
る企業や個人事業主など。詳細は
市ホームページか産業振興課まで

お問い合わせください
【応募方法】返礼品取扱事業者申
込書に記入のうえ、清瀬商工会ま
たはJA東京みらい清瀬支店指導
経済課に提出
 問産業振興課産業振興係☎0４2-
４97-2052

自慢の品を返礼品にしませんか？

ふるさと納税返礼品の取扱事業者
　現在の芝生広場には暑さに強い
芝生が植えられているため、これ
からの季節に向け、寒さに強い芝
生を育てます。そのため、苗や種
をまいて、しっかりと根を張るよ
うに育て、また気持ちよく利用し
ていただけるよう、芝生広場はし
ばらく閉鎖します。
　閉鎖中は、広場にロープをかけ
て芝生を守ります。通行やなかで

遊ぶことはできなくなりますの
で、ご理解ご協力をお願いします。
【閉鎖期間】10月19日㈪～11月8
日㈰（再開は11月9日㈪を予定）
問水と緑の環境課緑と公園係☎
0４2-４97-2098
※広場以外の遊具、バスケットコ
ートはこれまでどおり利用できま
す。

神山公園の芝生広場を閉鎖します

ファミリー・サポートきよせ
保育サービス講習会（１１月）

　地域のなかで、お子さんの預か
りや送迎、病児保育を行うための
支援者養成講座です。 対市内及
び近隣市在住の20歳以上の健康
な方 日 場下表のとおり 費テキス
ト代2,600円 申 問開催1週間前ま

でに電話またはホームページから
ファミリー・サポートきよせ☎
0４2-４92-1139（平日午前9時～午
後5時）
※保育あり（保険代1コマ50円）

日 時間 内容 講師 会場

11月27日㈮
午前

受付 清瀬市子ども家庭支援センター
／ファミリー・サポートきよせ

児童センター

開講式　オリエン
テーション

午後 保育の心 子育てネットワーク・ピッコロ
理事長/保育士　小俣みどり氏

12月2日㈬
午前 心の発達と保育者のかかわり

(社)発達協会王子クリニック/言
語聴覚士　湯汲英史氏

午後 身体の発達と病気 宇都宮小児科内科クリニック院
長　宇都宮正司氏

12月4日㈮ 午後 障がいのある子の預かりについて
日本社会事業大学附属子ども
学園副園長　小玉邦久氏

12月7日㈪
午前 ★小児看護の基礎知識

国立看護大学校教授　来生奈
巳子氏

午後 子どもの生活へのケアーと援助
清瀬市子ども家庭部子育て支
援課　保健師

12月９日㈬ 午前 事故による子どもの傷害
子育てネットワ－ク・ピッコロ
理事長/保育士　小俣みどり氏

午後 子どもの遊び 劇団風の子　大森靖枝氏

12月14日
㈪

午前 子どもの栄養と食生活
ワーカーズ・コレクティブちろり
ん村/管理栄養士　吉田朋子氏

消費生活
センター

午後 ★病児・病後児保育施設見学
きよせ保育園園長　中村清志
氏

きよせ保育園
内ひまわり

12月16日
㈬ 午前 ★普通救急救命講習 (公財)東京防災救急協会

児童センター12月21日
㈪

午前
子育て支援サービ
スを提供するため
に

子育てネットワ－ク・ピッコロ
理事長/保育士　小俣みどり氏

午後 修了式・修了証授与
子ども家庭支援センター/ファ
ミリ－サポート・きよせ

※★のついた講習では、保育はありません。
※日程・場所は変更になる場合がありますので、ご確認ください。

木造住宅耐震診断助成制度
木造住宅耐震改修助成制度

　市では、市内の一定の条件を満
たす木造住宅の耐震診断や耐震改
修・耐震シェルターなどの設置工
事に要した費用の一部を助成して
います。
　助成には事前相談が必要です。
必ずまちづくり課にご相談くださ
い。
①木造住宅耐震診断助成制度
　予想される大地震に対して、必
要な耐震性能を有しているかどう
か判断するための調査で、診断に
要する費用の一部を助成します。
対下記の対象住宅を所有し、所有
権が共有とされた住宅の場合は、
共有者全員によって合意された代
表者【対象住宅】昭和56年5月31
日以前に建築された木造住宅で、
延床面積の2分の1以上を居住用
にしている住宅【助成額】診断費
用（税抜き）の3分の2以内で上限
10万円
※耐震診断を行う機関は、市が指
定する機関に限ります。

②木造住宅耐震改修等助成制度
対①と同様の対象者で市税を滞納
していない方。助成対象住宅が借
地の場合は、所有者に当該工事の
承諾が得られる方
【対象住宅】①の制度を利用して
耐震診断助成の交付対象となった
住宅で、診断の結果、上部構造評
点が1.0未満と診断された住宅
【助成額】耐震改修工事＝工事費
用の3分の1以内で上限30万円、
耐震シェルター等設置工事＝工事
費用の10分の9以内で上限30万円

（いずれも税抜き）  問まちづくり
課まちづくり係☎0４2-４97-2093
※条件など詳しくは上記へお問い
合わせください。

いきいき健康づくり宣言！

◆健康診査受診

◆健診結果のチェック　
◆過去の健診結果と比較

◆健康づくりの実践と継続
◆翌年も健康診査受診

　年に一度の健診を受けています
か？　特定健診はメタボリックシ
ンドロームをはじめとする生活習
慣病に着目した健診で、自覚症状
がない段階で起こるからだの変化
をいち早く見つけます。健康を守

るための大切な健診ですので、毎
年必ず1回受診して健康づくりに
役立てましょう。
問健康推進課成人保健係☎0４2-
４97-2076

　6月より順次受診券等の案内をお送りしています。
届いたら期日までに受診しましょう。

　基準値を超える項目はありませんで
したか？　超えていない場合でも、過
去の健診結果と比較し、数値の変動が
あるかの確認をしましょう。

　自分に合ったできる範囲の取り組
みを継続しましょう。そして、翌年
も健診を受診し、日ごろの健康づく
りの成果を確認しましょう。

健康づくりのサイクル

健診は健康づくりのスタートです

健康
診断

結果
報告
書
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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 4日㈬・11日㈬・18日㈬・25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

※10月15日午 前8時30
分から各相談日前日の
午後5時まで受け付け。

※新型コロナウイルス
感染症防止対策とし
て、相談時には、マス
クの着用、手洗いまた
は手指の消毒にご協力
ください。また、受付
時には検温をさせてい
ただき、体調チェック
票へのご記入をお願い
します。

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記） 5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 11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）

11日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
18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 18日㈬午後1時～3時
（30分4枠）

交通事故相談 25日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※市民相談「人権身の上相談」は現在、相談を見合わせております。ご相談は、法務局
の電話相談をご利用ください。「みんなの人権110番」☎0570-003-110、「女性の人権ホ
ットライン」☎0570-070-810、「子どもの人権110番」☎0120-007-110（いずれも平日午
前8時30分～午後5時15分）

予電新型コロナウイ
ルス感染症「こころの
健康電話相談」

12月23日までの毎週水曜日
午 後1時30分～4時30分（1回30分以
内）

こころの健康電話相談
☎042-492-3711

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
※受け付けは午後4時30分まで

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 5日㈭・13日㈮・17日㈫・19日㈭・27
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） 19日㈭午後5時30分～午後9時
DV・モラハラ相
談

4日㈬・11日㈬・12日㈭・18日㈬・26
日㈭午前10時～午後4時

法律相談 10日㈫・24日㈫午後2時～4時
しごと相談 6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

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11 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：ウェイブスライダー、小型犬用ドライブボックス、トリプルパワーウェイブ
★ゆずってください：今回はありません　 申 問10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）

障害者手帳のカード化について
　障害者手帳の交付は紙形式のみと
なっておりましたが、法改正により、
令和２年10月から利用者が希望する
場合に、カード形式の障害者手帳を

交付できるようになりました。手帳
ごとに申請方法が異なりますので、
詳細は障害福祉課までお問い合わせ
ください。【申請受付開始日】10月1
日 問障害福祉課☎04２-497-２07２、
☎04２-497-２073

年末調整等説明会の中止
　今般の新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から、毎年
11月に開催していた年末調整等説
明会について、本年は全国一律で中
止となりました。
　説明会は開催中止となりますが、
源泉徴収義務者の皆さまが年末調整
事務を適切に行うことができるよ
う、次の対応を予定しております。
①国税庁ホームページに掲載する年
末調整に関する映像資料の充実を図
ります。
②源泉徴収義務者の皆さまに送付す
る年末調整関係書類に、年末調整の
ご注意点などを記載したチラシを同
封します（10月中旬～下旬予定）。
　お手数おかけすることになります
が、ご理解いただきますようお願い
します。 問東村山税務署源泉所得
税担当☎04２-394-6811（内線3２1）

もしくは障害者手帳 問シルバー人
材センター☎04２ -494 -0903

1歳6か月児健康診査
　歯科・内科診察、歯磨き、計測、
保 育・栄養 な ど の 相 談 を 行 い ま
す。 対平成31年4月生まれの幼児 
日11月10日㈫ 場健康センター 持記
入した健康診査アンケート一式、母
子健康手帳、お子さんの健康保険証、
子ども用歯ブラシ、お子さんのお出
かけグッズ（オムツ・着替え・お茶
・タオルなど）、バスタオル 
問健 康 推 進 課 母 子 保 健 係 ☎04２-
497-２077
※混雑緩和のため受付時間を調整し
てご案内しています。詳しくは事前
送付の案内をご確認ください。

第２３１回　東京都都市計画 
審議会の傍聴者募集

日11月17日㈫午後1時30分～ 場東
京都庁内会議室（新宿区西新宿二丁
目）申問10月２3日（消印有効）まで
に、住所・氏名・電話番号を記載し
た往復はがきで、〒163-8001東京
都都市整備局都市づくり政策部都市
計画課☎03-5388-3２２5へ
※付議予定案件は東京都都市整備局
ホームページまたは東京都都市計画
課へ。
※新型コロナウイルス感染症の対策
として、マスクの着用や別室での傍
聴などのご協力をお願いする場合が
あります。

女性広報誌「Ms.スクエア」 
編集委員募集

　「Mｓ.スクエア」は、男女共同参画
社会への理解や関心を深めることを
目的とした女性広報誌で、年２回発
行しています。誌面を作っているの
は、一般公募による女性編集委員6
人です。
　このたび「Mｓ.スクエア」の編集委
員を募集します。文章を書くのが好
きな方、広報誌を作ってみたい方、
男女共同参画に興味のある方、写真
やイラストが得意な方、取材をして
みたい方などなど、皆さんのご応募
をお待ちしています！　保育（生後
6か月～要事前申込み）もあります
ので、育児中も参加可能です。
対２0歳以上の女性で、令和２年度に
当センターで実施された文章講座を
受講していること（過去に文章講座
を受講した方も応募可。未受講者は
ご相談ください）【募集人員】２人
【活動内容】月に２～3回２時間程度の
編集会議への出席、原稿の企画・取
材・作成など【謝礼】1号につき1万
円程度(税込み） 申1２月２日（必着）ま
でに、応募動機を800字程度にまと
め、住所・氏名・年齢・職業・電話
番号を記入のうえ、男女共同参画セ
ンターへ郵送・ファクスまたは直接
持参ください 問男女共同参画セン
タ ー 男 女 平 等 推 進 係 ☎04２-495-
700２

赤ちゃんの救急講座
　赤ちゃんに特化した救急講座！　
赤ちゃんにとって危険な物・場所の
把握、事故を未然に防ぐ工夫、そし
て生存率を上げる正しい救急法を学
びます。 日11月16日㈪午前10時～
正午 場コミュニティプラザひまわ
り 申 問NPO法人ウイズアイ☎04２-
45２-9765Ｍinfo@with-ai.net

ＣＰＳ（コモンセンス 
ペアレンティング）講座

　ほめる子育てプログラム。子ども
の「行動」に着目し、社会スキルや
予防教育、効果的なほめ方などの教
育法を用いて子どもと向き合う方法
を学ぶ7回連続講座です。 日11月6
日・13日・２0日・２7日、1２月4日
・11日・18日いずれも金曜日の午
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☎04２-45２-9765
Ｍinfo@with-ai.net

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第２・第3駐輪場、秋
津駅南口・北口駐輪場の定期利用者
を現地受け付けします。管理人常駐
時間は平日午前6時30分～10時30分
と午後２時30分～6時30分、バイク
は1２5 ccまで可（清瀬駅北口第２駐
輪場は平日午前6時30分～午後6時
30分、土・日曜日、祝日は午前11 
時30分まで常駐、バイクは50ccま
で） 費自転車は一般＝6か月7,２00円
・1年14 ,000円、 学 生 ＝6か 月
5,000円・1年10,000円。 バ イ ク は
一般・学生ともに6か月1２ ,000円・
1年２4 ,000円（障害者手帳をお持ち
の方は自転車のみ半額）  持利用料
金、割引の適用を受ける方は学生証

ご存知ですか「行政相談週間」
10月19日㈪～25日㈰

　この週間は、全国的に行政相談
（委員）制度を周知し、広く市民
の皆さまにこの制度を利用してい
ただくために設けているもので
す。
　清瀬市でも、総務大臣から委嘱
された行政相談委員が、この行政
相談週間以外にも、毎月の市民相
談で相談を受け付けています。
　道路・社会問題・医療保険など

の行政全般について、「説明に納
得いかない」「処理が間違ってい
る」などの苦情や要望を受け付け
ていますので、ご利用ください。
【行政相談実施日】毎月第3水曜日
午後1時～3時（予約制） 場生涯学
習センター
問秘書広報課広
報広聴係☎04２-
497-1808

清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Inｓtagram×市制50周年記念企画

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

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（3月～9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
申請をする方は、下記へご連絡くだ
さい。【申請期限】11月6日㈮ 
問道 路 交 通 課 交 通 安 全 係 ☎04２-
497-２096
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①そうだじゅげむきこう
　11月のじゅげむは大ホールで開催
です。日11月14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】柳家勧之助、
柳亭小痴楽
②赤ちゃんとスキンシップ遊び！
　赤ちゃんへのマッサージ、読み聞か
せ、遊びなど。 対2か月～ハイハイ前
の赤ちゃん。先着8組 日11月6日㈮午前
10時30分～正午 費1,000円（清瀬市子
育て・キラリ・クーポン券利用可）
 持バスタオル、ハンドタオル、赤ち
ゃんの飲み物、お持ちであれば授乳用
ケープ 講小宮しのぶ氏
③Let’sリトミック
　季節にそった月替わりのテーマで音
楽をまじえながら楽しく遊びます。各
クラス先着8組 日10月27日㈫ひよこク

ロビクス！　満足度100㌫！　楽しく
フィットネスしてストレス発散！　先
着15人。日10月20日・27日いずれも
午前9時45分～10時45分 費1回1,000
円（初回体験は無料） 講西山奈穂子氏 
②太極舞教室
　女子十二楽坊などの曲に合わせしな
やかに踊ります。シニアの方、激しい
運動はちょっと…体力に自信がない、
そんな方に！　先着15人。日10月22
日㈭、11月5日㈭いずれも午前9時45
分～10時45分 費1,000円（初回体験は
無料） 講西山奈穂子氏
③やさしいヨガ教室
　身体が硬いから無理、姿勢を直した
いけど…そんな方はぜひ！　先着20
人。日10月20日㈫・22日㈭・27日㈫
いずれも午前11時～正午 費1,000円
（初回体験は無料） 講西山奈穂子氏
④ピラティス教室
　正しい骨格を意識しながら、体幹の
筋肉を整え体調不良を改善しましょう

ラス（1人でお座りできるころから2歳
ごろまで）＝午前10時～10時40分、う
さぎクラス（2歳ごろから5歳まで）＝
午前11時～11時40分 費1,500円（清瀬
市子育て・キラリ・クーポン券利用
可） 持子どもの飲み物 講小宮しのぶ氏
④講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。日生花＝①11月14日
㈯②12月27日㈰、プリザーブドフラ
ワー＝③12月5日㈯各回午前9時30分
～ 費①3,400円②③3,600円
（①③は器代別途500円） 
講福井ひろ子氏
申 問いずれも直接窓口また
は電話で清瀬けやきホール
☎042-493-4011へ

①火曜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

！　各曜日先着12人 日水曜教室＝10
月21日・28日の午前9時45分～10時
45分・午前11時～正午、金曜教室＝
10月23日午前10時～11時・午後3時
30分～4時30分、土曜教室＝10月24
日、午前10時～11時 費1回1,000円（初
回体験は無料） 講嵯峨千枝氏（水・金
曜教室）、神武朋子氏（金・土曜教室）
 申 問電話でコミュニティプ
ラ ザ ひ ま わ り ☎042-495-
5100へ
※体温や健康チェックを行っ
ています。体調不良の方の受
講はお控えいただいています。

◆「友遊」活動終了
　本年9月末をもって、友遊は活動を
終了しました。この間、活動に参加ご
協力いただいた皆様に感謝いたしま
す。ありがとうございました。 問NPO
法人情報労連東京福祉センター☎
042-497-8500

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

令和２年10月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,099人 （21人増）　女　38,724人 （40人増）　計　74,823人 （61人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,098世帯（40世帯増）　※人口は、外国人住民（1,325人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

◆大型映像「HAYABUSA2～REBO
　RN～」
　小惑星リュウグウのカケラを持
ち帰るため、再び広大な宇宙空間
へ飛び立ったはやぶさ2。2年半、
32億㌔の距離を進み続けた孤独
な旅路の末、待ち構えていたのは
想定外のリュウグウの姿だった。
はやぶさ2はどのように困難を乗
り越え、数々のミッションを成功
させていったのか。そして彼がリ
ュウグウで見つけたものとは……
 対どなたでも（小学2年生以下は
保護者と観覧）。先着102人（新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ため変動の可能性があります）
時午後2時30分～（約45分間） 
費観覧券付き入館券おとな1,040

多摩六都科学館の催し物

円・4歳～高校生420円 申当日開
館時よりインフォメーションにて
観覧券を販売
 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※終了日未定。
※10月の休館日：19日㈪・26日
㈪

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

◆社会福祉協議会へ
　グループあじさい様（10,000円）、
匿名様2件（12,000円）
　ありがとうございました。

国勢調査の回答は 
お済みですか

　国勢調査は、調査票を提出してい
ただく最終段階となっております。
10月20日㈫まで回答を受け付けて
いますので、まだお済みでない方は、
ご回答をお願いします。
　調査票がまだお手元にない方は、
下記までお問い合わせください。 
問文書法制課統計係☎042-497-

令和3年度入学予定の児童・生徒 
新入学準備金の入学前支給について
　市内に住民登録があり、令和3年
度に公立小・中学校に入学予定の児
童・生徒の保護者に、新入学準備金
（就学援助費）を入学前に支給しま
す。
　申請のお知らせについては、新小
学1年生は、9月上旬に送付済みの

「就学時健康診断のご案内」に同封
しており、新中学1年生は令和2年4
月及び6月に学校を通じて配布して
います。
【申請期間】11月30日㈪まで
 問教育総務課学務係☎042-497-
2539
※支給には所得審査があります。

2032

　

　第3回定例市議会は、9月2日か
ら28日まで開催され、令和元年
度清瀬市一般会計及び特別会計決
算などの市長提出議案19件、報
告3件が可決・認定・了承されま
した。
　また、委員会提出議案1件、議
員提出議案6件が可決され、陳情
2件が採択されました。
　以下に、主な議案についてご報
告します。
■令和元年度清瀬市一般会計決算
　について
　詳しくは4・5面特集に掲載。
■令和2年度清瀬市一般会計補正
　予算（第５号）
　新型コロナウイルス感染症の影
響により中止した、清瀬ひまわり
フェスティバルをはじめとする各
種事業に関する経費を減額する一
方、マイナンバーカード交付数の
増加に伴う事務経費、緊急一時保
育事業における補助金基準額の改
正、都市計画事業の認可に向けた
中央公園の測量及びせせらぎ公園
用地購入費等の増額による総額
525,433千円の補正予算は全員賛
成で可決されました。
■清瀬市受動喫煙防止条例
　市民が自らの意思で受動喫煙を
避けることができる環境整備の促
進、喫煙や受動喫煙による健康へ
の悪影響の未然防止、次代を担う
子どもたちをはじめ、市民の健康
増進を図ることなどを目的とする
本条例は議員提出議案として提出
され、賛成多数で可決されました。

■令和2年度清瀬市一般会計補正
　予算（第６号）
　清瀬市受動喫煙防止条例が議員
提出議案で上程されることを踏ま
えて、受動喫煙防止に向けた普及
・啓発の関連経費及び、清瀬市、
東村山市の2市で共同設置するPＣ
Ｒ検査センターの関連経費として
総額13,552千円の補正予算は全
員賛成で可決されました。
■清瀬市役所出張所設置条例の一
　部を改正する条例
　コンビニエンスストアでのマイ
ナンバーカード利用による住民票
の写しや印鑑証明、戸籍謄抄本、
課税証明などの証明書が取得でき
るようになったことに加えて、現
在導入している市税の収納に、令
和3年度からは後期高齢者医療保
険料、介護保険料、保育料及び育
成料を新たな収納業務として取り
扱うことで、現在の出張所におけ
る主要業務への対策を講じられる
ことから、松山出張所については
令和3年6月30日をもって廃止す
るための条例の一部改正が提出さ
れました。
　これに対して議員から、松山出
張所の廃止はマイナンバーカード
の普及率が上昇するまで実施せ
ず、廃止期日を定めずに状況によ
り市が廃止時期を判断する修正案
が提出され、賛成多数で可決され
ました。　
　また修正案を除く原案について
も、賛成多数で可決されました。
問議会事務局議事係☎042-497-
2567

令和２年第３回定例市議会

 申 問いずれも健康推進課成人保健係☎042-
497-2076

事業名・対象・内容など 日時・場所 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。 対市内在住の18歳以
上の方とその家族 

11月9日㈪午前10
時～正午
11月25日㈬午後1
時30分～4時
※各日30分間隔の
予約制

直接窓口または電話
で健康推進課成人
保健係へ

２．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2
・3月生まれの方、及び後期高齢者医療保険加
入者で2・3月生まれの方

【受診月】11月

対象の方には、10月
中旬に受診案内や
受診券を送付しま
す。詳しくは案内を
ご覧ください。

3．骨粗しょう症予防教室
　骨粗しょう症は、骨のなかがスカスカになり、
骨がもろくなる病気です。無理なダイエットや
生活習慣の乱れなどが原因で発症することも多
いため、若いうちから理解と予防が必要です。
この機会に、自身の骨密度を測ってみません
か。 対市内在住の18歳以上で、骨粗しょう症の
治療を受けていない方。先着18人場健康センタ
ー内骨密度測定・栄養相談
※右足かかとで測定するため、ストッキング不
可。
※新型コロナウイルス感染症予防対策として、
参加者の方は来庁時マスクの着用にご協力をお
願いします。

11月2日㈪午前9時
30分～午後0時10
分
（20分間隔の予約
になります）

10月15日㈭から直
接窓口または電話で
健康推進課成人保
健係へ


