
令和2年（2020年）11月15日号2 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。

地区 販売場所 住所 電話番号

上清戸 ファミリーマート清瀬上清戸店 上清戸１-１１-９ 4９4-6１65
ハマウラクリーニング 上清戸１-１３-4２ 4９２-１7２２

元町

西友清瀬店 元町１-4-5 4９5-９500
ファミリーマート清瀬元町１丁目店 元町１-4-5 4９6-7607
ミートマート・オオシマ 元町１-4-２１ 4９１-１7１９
サカガミ清瀬店 元町１-4-２３ 4９１-３7２5
ウェルパーク清瀬北口店 元町１-8-１0 4９7-３３57
セブン-イレブン清瀬駅北口店 元町１-１0-１0 4９１-7１１３
セブン-イレブン清瀬元町１丁目店 元町１-１4-２6 4９5-5077
池田紅参堂 元町１-１９-１３ 4９１-5２47
元町藤小西酒店★ 元町２-6-8 4９２-１7９0
ファミリーマート清瀬小金井街道店★ 元町２-２6-１９ 4９4-7１00

中清戸 セブン-イレブン清瀬中清戸5丁目店 中清戸5-8３-4 4９２-5647
下清戸 ファミリーマート清瀬けやき通り店★ 下清戸２-55９-２ 4９6-２0２5

サンドラッグ清瀬下清戸店★ 下清戸5-860-３ 4９4-60３4
下宿 加寿屋酒店★ 下宿２-4３8 4９１-06２6

セブン-イレブン清瀬下宿２丁目店★ 下宿２-456-１ 4９１-２９３９
旭が丘 ひらの薬局旭が丘店 旭が丘２-5-7-１0２ 4９4-6455

清瀬旭が丘分譲団地管理組合法人事務局 旭が丘２-２-９ 4９１-３１３6

中里
ローソン清瀬中里３丁目店 中里３-8９３-１３ 4９5-50２９
ショップ　ホームケアセンターイワサキ★ 中里３-１１１8-１ 4９２-３5２２
セブン-イレブン清瀬中里5丁目店 中里5-２-１6 4９4-047９

地区 販売場所 住所 電話番号

中里 マルエツ清瀬中里店 中里5-２１-１ 4９２-848１
㈲宮崎文房堂★ 中里5-8３９ 4９１-２２55

野塩

ウェルパーク秋津駅前店 野塩１-３２7-１ 4９5-8760
いなげや秋津駅前店 野塩１-３３7-１ 4９5-8477
セブン-イレブン清瀬野塩１丁目店 野塩１-4３6-5 4９２-60１7
ふじや菓子店 野塩２-３87-３ 4９３-３９３９
㈲中村良元商店 野塩4-２6 4９３-00２5
セブン-イレブン清瀬野塩4丁目店 野塩4-64-１ 4９5-07１7
ローソン清瀬秋津駅南口店 野塩5-２９8-5 4９7-３２7３

松山

ココカラファイン清瀬店★ 松山１-１0-１ 4９6-7１06
㈱幸文堂★ 松山１-１4-6 4９１-40３5
ファミリーマート丸萬清瀬店 松山１-２0-5 4９３-080３
㈱石塚 松山２-３-4 4９１-0１7１
㈲坂田雅光堂★ 松山２-１３-１5 4９１-0２67

竹丘

フードピアたけし★ 竹丘１-９-２8 4９１-5865
ファミリーマート丸萬清瀬竹丘店★ 竹丘２-１4-5 4９4 -6１70
セブン-イレブン清瀬竹丘２丁目店 竹丘２-１4-１5 4９１-９877
ウェルパーク清瀬竹丘店 竹丘２-１5-4 4９7-２９１5
㈲笠原デンキ 竹丘２-３３-１ 4９１-777２

梅園 セブン-イレブン清瀬梅園２丁目店 梅園２-１-３１ 4９5-6860
元気堂清瀬梅園薬局 梅園３-２-１ 4９5-77９7

市外
カインズ新座店★ 埼玉県新座市大和

田２-6-３２
048 - 477-
8１１１

セブン-イレブン新座大和田３丁目店 埼玉県新座市大和
田３-１-１0

048 -478 -
7056

※市外局番は「04２」です。
※「★マーク」の店舗では、セット販売（３円券＝１セット２0枚、１0円券＝１セット１0枚）
の他、１枚単位での販売も行っています。

旧指定収集袋に貼付する差額券の販売場所
　旧指定収集袋に貼付する差額券は、11月13日㈮から下表取扱店で販売し
ています（3円券の販売開始は16日㈪まで延びる可能性あり）。また、市役所、
ごみ減量推進課、松山・野塩出張所、各地域市民センター、コミュニティプ
ラザひまわりでも販売しています。最新の在庫状況は、各店舗へお問い合わ
せください。なお、３円券・１０円券いずれも１世帯あたり2０枚までの購入と
させていただきます。不足分は、20枚使用後に再度ご購入をお願いします。
長らく品切れが続き、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げま
す。 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

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

※容器包装プラスチック用指
定収集袋及び新指定収集袋に
は差額券は必要ありません。

野塩地域市民センター、清瀬けやきｈ－ルは午前・午後で2回開催します。　 ひとり親家庭への食料品等提供の対象者を拡大

　令和2年7月から実施している、
ひとり親家庭へ食料品等を提供す
る「新型コロナウイルス感染症緊
急対策に係るひとり親家庭支援事
業」の対象者を、新たに次のとお
り拡大します。 対①令和2年6月1
日から令和3年3月31日までの間
に新たに東京都または東京都内の
区市から児童扶養手当を受給する
こととなった方（令和2年6月分以
後いずれかの月分の児童扶養手当
の支給を受ける方）②東京都また
は東京都内の区市がひとり親世帯

臨時特別給付金の支給を決定した
方のうち、①に該当しない方 
問子育て支援課助成係☎042-
497-2088、東京都福祉保健局少
子社会対策部育成支援課☎03-
5320-4125
※新たに対象となった方へは、令
和2年10月末ごろから順次商品が
掲載されるカタログや申込書類等
を郵送します。申込期限について
は、お送りする書類よりご確認く
ださい。

東村山都市計画道路３・４・１６号中清戸線
「オープンハウス方式」事業説明会

　東村山都市計画道路3・4・16
号中清戸線、志木街道からけやき
通り間の事業説明会を行います。
なお、実施については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大予防のた
め、「オープンハウス方式」で行
いますので、開催時間中、都合の
良い時間に随時ご来場ください。
掲示している資料などを使い、事
業内容について担当職員が個別に
説明します。 日11月29日㈰午前

10時～午後4時、12月1日㈫午後2
時～8時 場いずれも中清戸地域市
民センター【注意事項】①入室前
に検温を実施します。発熱の症状
(一般的に37.5度以上）がある場
合、参加をお断りします。②飛沫
感染予防のため、マスク着用のご
協力をお願いします。③感染拡大
予防のため、当日参加いただいた
方に連絡先などを記入していただ
きます。④会場に一度に入室でき

る人数を制限し
ます。時間帯に
よっては入室で
きない場合があ
ります。 直 問ま
ちづくり課まち
づくり係☎042-
497-2093
※車での来場は
ご遠慮ください。

八小

市役所

新小金井街道

けやき通り

市役所通り

清瀬市施行予定区間
約 170 ㍍中清戸地域市民

センター

志木街道

幅員 16㍍ 土地区画整理組合
事業施行予定区間
約 300 ㍍

◀東村山都市計画道
路3・4・16号中清戸
線志木街道からけや
き通り間のイメージ

11月 は 虐 待 防 止 月 間 で す
◆虐待かな？と思ったら子ども家
　庭支援センターにご連絡を
　子ども家庭支援センターでは、
18歳未満の子どもとその家族に
関するあらゆる相談をお受けして
います。また、児童虐待の連絡先
としての役割を担い、関係機関と
協力・連携して子どもの虐待防止
に努めています。虐待に関するこ
とは、当センターへご連絡くださ
い。
◆助けを求めているのは子どもだ
　けではありません
　虐待が疑われる行為をする親
は、さまざまなストレスや葛藤に
苦しんでいても、周囲に助けを求
められずにいる場合が多いと考え
られます。
◆あなたの連絡が虐待防止につな
　がります
　叩く音や叫び声を耳にした時、
アザや傷を発見した時、またいつ
でもお腹をすかしている子どもや

不自然な時間に外をうろついてい
る子どもを見かけた場合など、お
かしいと感じたら当センターへご
連絡ください。連絡者の個人情報
は厳守されます。虐待でなかった
場合でも責任は問われません。
◆子どもを虐待から守るための5
　か条
①おかしいと感じたら迷わず連絡
（通告）
②しつけのつもりは言い訳
③ひとりで抱え込まない
④親の立場より子どもの立場
⑤虐待はあなたの周りでも起こり
うる
 問子ども家庭支援センター☎
042-495-7701
【その他の問合せ先】小平児童相
談所☎042-467-3711、東京都児
童相談センター☎03-3366-4152、
児童相談所全国共通ダイヤル☎
189（いちはやく）または☎0570-
783-189

確定申告をe-Tax（電子申告）でするための
ID・パスワード出張発行会

◆新型コロナウイルス感染症拡大
　防止の観点から、ご自宅などか
　ら確定申告をしませんか？
　ご自宅などからのe-Tax（電子申
告）利用がさらに便利になり、マ
イナンバーカードをお持ちでない
方も、本人が事前に税務署でＩＤと
パスワードを取得すれば、e-Tax
による申告が可能です。
　また、年金所得者や給与所得者
の方にはスマホやタブレット端末
用の専用画面があり、より簡単に
申告できます（詳細は国税庁のホ
ームページをご覧ください）。
　今回、e-TaxのためのＩＤ・パス

ワード出張発行を下記の会場で行
います。確定申告期間中は東村山
税務署には駐車場がありませんの
で、この機会にぜひご自宅からの
確定申告に便利なＩＤ・パスワード
をご申請ください。 日12月1日㈫
午前10時～午後4時 場市役所本庁
舎1階市民ホール 持本人確認書類
（運転免許証、マイナンバーカー
ド、公的医療保険の被保険者証な
ど） 問東村山税務署個人課税第1
部門☎042-394-6811（自動音声で
2番を選択）
※登録できるのは、本人のみです。


