
7市報令和２年（2020年）11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

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

清瀬市環境審議会 11月20日㈮
午前10時～

市役所
本庁舎

水と緑の環境課環境衛
生係☎042-497-2099

傍聴希望者は
直接会場へ。

令和2年度第2回清瀬
市子ども・子育て会議

11月20日㈮
午前10時～

児童センタ
ー

子育て支援課保育・幼稚
園係☎042-497-2086

令和2年度第3回清瀬
市高齢者保健福祉計
画（ 介 護 保 険 事 業 計
画）評価策定委員会

11月24日㈫
午後3時～

コミュニティ
プラザひま
わり

高 齢 支 援 課 管 理 係 ☎
042-497-2079

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 2日㈬・9日㈬・16日㈬・23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

※11月16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） 3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 9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）

9日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
16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 16日㈬午後1時～3時
（30分4枠）

交通事故相談 23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）

電新型コロナウイル
ス感染症「こころの健
康電話相談」

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 1日㈫・3日㈭・11日㈮・15日㈫・17日
㈭・25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） 17日㈭午後5時30分～午後9時
DV・モラハラ相
談

2日㈬・9日㈬・10日㈭・16日㈬・24日
㈭午前10時～午後4時

法律相談 8日㈫・22日㈫午後2時～4時
しごと相談 4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12 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：生け花用花器・剣山、額縁（大・中・小）
★ゆずってください：アップライトピアノ　 申 問11月16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）

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書の発行

　1月1日から9月30日の間に国民年
金保険料を納付した方は11月上旬
に、10月1日から12月31日の間に今
年初めて国民年金保険料を納付した
方は令和3年2月上旬に、「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が
日本年金機構より送付されます。
　国民年金保険料は、全額が社会保
険料控除の対象となることから、確
定申告などの際に、この証明書（ま
たは領収書）が必要となりますので、
大切に保管してください。 問日本
年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」

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

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

☎0570-003-004（050で始まる電話
の場合は、☎03-6630-2525）

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

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。 対令和元年5月生まれの幼児 
日12月1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。

両親学級(1コース2日制）
　1日目はお産のお話、栄養の話な
ど、2日目は赤ちゃんのお風呂の入
れ方、パパの基礎知識などを学びま
す。 対現在妊娠されているご夫婦
（お1人での参加、どちらか1日だけ
の参加も可）、先着12人 日1日目＝
12月11日 ㈮、2日
目＝令和3年1月８
日㈮いずれも午後
1時20分～3時
 場 健 康 セ ン タ
ー 申 問11月 16日

から電話で健康推進課母子保健係☎
042-497-2077へ

カンタン！ 
ワンポイント離乳食

　管理栄養士による離乳食の調理実
演と相談を行います。久しぶりに離
乳食を作る方もご相談ください。
対6か月から11か月の乳児とその保
護者 。各時間帯先着5組（保護者の
みの参加も可） 日12月9日㈬6か月か
ら８か月児＝午前9時45分～11時、9

令和2年9月生まれ 
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
んなときどうする？などを皆でお話
しましょう。4回連続の仲間づくり
の講座です。 日12月1日・８日・15
日・22日いずれも火曜日午前10時
～正午（22日は午
後1時30分 ～ 3
時） 場市民活動セン
ター 問ＮＰＯ法人ウ
イ ズ ア イ ☎042-
452-9765Ｍ info@
with-ai.net

計測相談会
　子どもの計測と子育てや栄養相談
ができます。 対0歳（2か月）から4
歳未満の子ども。先着1８組 日12月
1８日㈮午前9時30分～11時30分
 場健康センター 持母子健康手帳、2
歳未満の子どもはバスタオル、おむ
つ（必要な方） 申 問電話で健康推進
課母子保健係☎042-497-2077へ

か月から11か月児＝午前11時～午
後0時15分 場健康センター 持母子健
康手帳、子どものおでかけグッ
ズ 申 問電話で健康推進課母子保健
係☎042-497-2077へ

野焼きは禁止です
　「洗濯物ににおいがついて困る」
「煙たくて家の窓を開けられない」
など、野焼きに対するご意見が多く
寄せられています。現在、野焼きは
原則禁止されています。
　慣習行事や病害虫駆除のための焼
却行為といった例外もありますが、
近隣住民からの通報がある場合は、
指導の対象となります。 問水と緑
の環境課環境衛生係☎042-497-
2099

録している世帯②同居親族がいる③
所得が決められた基準内④現在住宅
にお困りの方（住宅・土地所有者は
不可）④市・都民税、国民健康保険
税などを滞納していない⑥申込者と
同居親族が暴力団員でない
【募集住宅（全6戸）】中里第1住宅＝2
人以上世帯向け（2ＤＫ）2戸、3人以
上世帯向け（3ＤＫ・3ＬＤＫ）各1戸、中
里第3住宅＝3人以上世帯向け（3ＤＫ）
2戸【募集冊子配布期間】11月16日
㈪～25日㈬【申込み締切】11月30日
㈪（消印有効）（郵送のみ受付）
【募集冊子の配布場所・時間】市役
所1階案内、まちづくり課、生活福
祉課、子育て支援課、松山・野塩出
張所＝平日午前８時30分～午後5時
（土・日曜日と平日午後5時～午後８
時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 問まちづ
くり課まちづくり係☎042-497-
2093

市営住宅入居者
【入居資格】①申込者本人が市内に
引き続き6か月以上居住し、住民登

地域福祉活動応援助成
　令和2年度中に行われるたすけあ
い活動などに対して、審査のうえ助
成します。 対見守り・サロン活動、
子ども食堂、障害や病気を持つ方の
交流活動など
【助成金額】 1事業につき原則30,000
円～100,000円（内容により基準が
異なります）
【応募方法】12月2８日㈪までに社会
福祉協議会窓口で配布する申込書

（社会福祉協議会ホームページから
もダウンロード可）に、必要事項を
記入し、直接社会福祉協議会に提出
問社会福祉協議会☎042-495-5333
※対象活動に関わる相談は、随時受
け付けます。


