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今号の主な内容▶2面：旧指定収集袋に貼付する差額券の販売場所：ひとり親家庭への食料品等提供の対象者を拡大／4・5面：特集　市の職員の給与・人事の状況を公開

第 12 回石田波郷俳句大会

　毎年開催している「石田波郷俳句大会」は、清瀬にかかわりが深く、現代の俳句文学に偉大な功績を
残した俳人石田波郷をたたえ、名前を冠にいただいた大会です。清瀬から俳句文化の発信を目指し、清
瀬市石田波郷俳句大会実行委員会主催で行われ、㈳俳人協会、現代俳句協会、角川文化振興財団の後援
を得て清瀬のまちおこしの事業として全国規模で展開され、今年で第12回目を迎えます。
　今年も一般の部、ジュニアの部、新人賞の部、合わせて1万句を超える応募があり、市の内外から高
く評価されました。なお、表彰式は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止となりまし
た。 問生涯学習スポーツ課生涯学習係☎042-495-7001

俳句のまち清瀬

　石田波郷は、清瀬のサナトリウムで療養した作家のなかでも、清瀬市民に縁の深い俳人です。清瀬の
病床で詠まれた句集「惜命」、随想集「清瀬村」や清瀬中学校の校歌の作詞でも知られています。

石田波郷

■石田波郷俳句大会新人賞
【新人賞】筏井遙「うしろから」
【選評】飄々とした詠いぶりに好
感を持つ。ただ事

ご と

的事象をただ事
的に詠いながら俳句として成立さ
せる作者の力量と胆力に感銘（齋
藤朝比古）。
【準賞】若林哲哉「まなうら」
【選評】時間的・空間的な視野を
保ちつつもギュッと焦点を絞り切
る、風景把握が独特だ（神野紗希）。
【大山雅由記念奨励賞】林洸輝「降

り出し」
【選評】興味の持ち方、景の切り
取り方など、生来の筋の良さを評
価したい（村上鞆彦）。
【大山雅由記念奨励賞】中川収三
「人も花も」
【選評】「肉こねて厚き掌朧月」の
ように五感を駆使して対象を捉え
る姿勢や、「鯉に鯉重なる二百十
日かな」のボリュームある取り合
わせを高く評価したい（佐藤郁
良）。

■石田波郷俳句大会ジュニアの部
▶小学生の部
【大賞】おしゃべりをとめたあさがおのむらさき（八小6年・葛西すみれ）
【市長賞】なつのぱぱえあこんこうじでいそがしい（清小1年・髙橋慶次）
【教育長賞】夏休みすぶりでできたまめ二つ（三小2年・野村湧人）
▶中学生の部
【大賞】冬の道君のとなりは温かい（三中2年・宮澤乃愛）
【市長賞】先生も消毒作業汗たれる（二中2年・小石川華菜）
【教育長賞】高祖父の日記みつかる流れ星（ドイツ・ギムナジウム5年・
チャケレオン）

■石田波郷俳句大会一般の部
【大賞】故郷へ届くはずなき草矢打つ（京都府・加藤草児）
【市長賞】七夕やいつかひとりになるふたり（清瀬市・谷村陽子）
【角川『俳句』賞】新緑へ一斉に向くトウシューズ（埼玉県・幸田雪枝）

※詳しくは、第12回作品集をご覧ください。生涯学習センターにて1
冊500円で販売しています。

受 賞 作 品

清 瀬 市 名 誉 市 民 で 彫 刻 家 の
澄 川 喜 一 氏 が 文 化 勲 章 を 受 章祝

　11月3日、皇居にて文化勲章の親授式が開かれ、清瀬市名誉市民で彫刻家の澄川喜一氏に贈られました。
澄川氏は、東京藝術大学の学長などを歴任。抽象彫刻のパイオニアとして知られ、数々の彫刻作品を展開す
る一方、東京スカイツリー®のデザイン監修など、公共空間の造形分野でも幅広くご活躍されております。
また、平成24年には、清瀬市の文化向上にも大きく寄与されたことから、清瀬市名誉市民として選定され
ました。この度の受章、誠におめでとうございます。 問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

市内で見られる澄川氏の作品

「平和の塔」
中央公園

澄川喜一氏
（写真：内海敏晴）

「清瀬の流れ」
清瀬けやきホール

「日月」
清瀬けやきホール

「そりのあるかたち’90」
キヨセ ケヤキロード 

ギャラリー
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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。
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清瀬市長

　清瀬！清瀬！清瀬！ 清瀬市名
誉市民の澄川喜一元東京藝術大学
学長が、11月3日皇居で文化勲章
を受章されました。市民の皆さん、
大いに喜びましょう。
　東日本大震災の後、気持ちが真
っ暗になってしまった日本に明か
りをともした東京スカイツリー®
をデザイン監修したのが澄川先
生、建設したのが清瀬に技術研究
所がある大林組です。新型コロナ
問題で暗い時に、再び明かりをと
もしてくれました。本当に有難う
ございます。
　結核と闘い人類最高の悟りを得
たと思われる中村天風哲人の教え
の一つが次の言葉です。『およそ
宇宙の神霊は、人間の感謝と歓喜
という感情でその通路を開かれる
と同時に、人の生命の上に迸り出
でようと待ち構えている。だから、
平素出来るだけ何事に対しても、
感謝と歓喜の感情をより多くもて
ば、宇宙霊の与えたもう最高のも
のを受けることが出来るのであ
る』。本当に、澄川先生の文化勲
章を大喜びすれば、さらに清瀬に
喜びを連れてきてくれると私は信
じます。
　喜ぶ力が弱いとよい事に気付く
力も弱くなります。 清瀬は恐ろ
しい結核と闘ったまちですから、
とても喜ぶ力が弱くなっていまし
た。だから、宮中の歌会始選者で
京都大学医学部卒業後、東京病院、
上宮病院に勤められていた「上田
三四二」先生の存在にもほとんど
気が付かなかったのです。お医者
さんの仕事とは別に、日本芸術院
賞、川端康成文学賞など多くの著
名な賞を受賞されていたにもかか
わらず、全く清瀬の話題にはなっ
ていませんでした。とても、もっ
たいなかったです。
　さらには、結核が蔓延していた

ころ皇室がときどき清瀬に結核患
者のお見舞いに来られていたよう
です。現在、公益財団法人結核
予防会の総裁は秋篠宮妃殿下で
す。
　結核予防会の機関誌『複十字』
394号の、関西大学高鳥毛敏雄教
授の『新型コロナウイルス感染症
の対策を支えている保健所と結核
対策の歴史』を読むと、改めて清
瀬の凄さを感じます。『…結核対
策は内務省と市町村を中心とした
体制では全く対応することが出来
ませんでした。そのために、保健
所と厚生省（現厚生労働省）とい
う専門行政の仕組みが作られたと
言えます。それだけではなく、結
核予防会が設けられ、結核研究所
が設置されました。 …日本の保
健所は結核対策とともに発展して
きたと言えます。治療法もなくど
んな対策を行うべきかもわからな
かったことが、結核予防会結核研
究所が設置された理由であり、結
核研究のミッションを担う結核研
究所が科学的な結核対策の方策を
つくり、それを全国の保健所が地
域で実施することで、日本の結核
対策がつくられてきたということ
を後に知りました。…』
　清瀬の偉大な力、ヤマトタケル
ノミコトが水天宮ができる前の場
所に立ち寄ったことから始まって
いるのでしょうか。私は後鳥羽上
皇ともご縁を頂いています。市長
就任前に私が引き継いだ板橋の幼
稚園は、上皇が使っていた扇をご
神体としている島根県吉田八幡宮
の宮司の一族が開設しました。そ
して上皇がご神体の隠岐神社の開
設は結核予防会創立と同じ昭和
14年です。
　澄川先生の文化勲章、清瀬と皇
室との関係を改めて感じさせられ
ました。有難い事です。

家族介護者教室～正しく知ろう 家庭での感染症予防と
介護者の体のケア～

　家庭で取り組める感染症予防に
ついて学ぶとともに、簡単にでき
る腰痛予防のための体操を行いま
す。講義後、希望者には介護に関
する個別相談（Ａコース＝労働相
談情報センター相談員による介護
と仕事の両立のための相談、Ｂコ
ース＝地域包括支援センター職員
による総合相談）が受けられま
す。  対家族介護者、介護を受け
る高齢者、ケアマネジャーなどの
関係者、介護に関心のある方。先
着50人。希望者への個別相談は

各コース先着４人 日１２月１5日㈫午
後２時～４時30分 内午後２時～：家
庭で取り組める感染症予防（訪問
看護ステーションきずな代表　貞
弘ひとみ氏）、午後3時～：腰痛
予防体操（健康運動指導士　加藤
有里氏）、午後3時30分～４時30分：
個別相談会 場アミ
ューホール 申 問地
域包括ケア推進課
地域包括支援セン
タ ー ☎0４２-４97-
２08２

　総合型地域スポーツクラブの活
動の一環として、バドミントンの
体験会を開催します。どなたでも
参加できます。  日令和3年１月１7
日㈰・２４日㈰いずれも午前１0時
～正午 場五中 費参加１回について
保険料４0円 申 問１２月２5日までの
平日午前9時～午後5時に、生涯

学習スポーツ課にある申込用紙
（市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、保険
料を添えて生涯学
習スポーツ課生涯
ス ポ ー ツ 係 ☎
0４２-４95-700１へ

　市に対しまちづくり応援寄附金
（ふるさと納税）にご協力いただ
いた方（市外在住のみ）へ、金額
に応じて返礼品を発送しています
が、１１月に返礼品を拡充しまし
た。今回拡充した返礼品は、ｃａｋｅ
ｌａｂｏＳＭＩＬＥのニューヨークチーズ
ケーキスティック（8本入り）の１
点となります。
問産業振興課産業振興係☎0４２-
４97-２05２

バドミントン教室　体験会

まちづくり応援寄附をされた方への
返礼品を拡充しました

ふるさと納税

　　　　　　　司法書士がお手伝いします！
『エンディングノート』の書き方

◆今からはじめよう！　将来への
　備え
　終活とは、人生の終わりをより
よく迎えるため、事前に準備する
ためのものです。自分に、もしも
のことがあっても家族が困らない
ように「エンディングノート」を
残しておくことが大切です。まだ
書いたことがないという方にも、
わかりやすく書き方や活用方法を

お伝えします。先着２0人。 日１２
月２２日㈫午後２時～４時 場消費生
活センター 講司法書士　安孫子
謙三氏 申 問１１月１6日からの平日
午前9時～午後5時に、直接窓口
または電話で消費生活センター☎
0４２-４95-6２１１へ
※保育あり（6か月～未就学児。
先着3人。ご希望の方は１１月１6日
から電話で要予約）

終 活 講 座 2

１１月２５日㈬～12月1日㈫は犯罪被害者週間

　１１月２5日㈬から１２月１日㈫は、
「犯罪被害者週間」です。市では、
交通死亡事故・ひき逃げ事件・性
犯罪・殺人事件などの遺族の相談
を実施しています。また、東村山

警察署では、専門の相談員による
電話相談や支援制度の情報提供を
実施しています。 問東村山警察
署☎0４２-393-0１１0、防災防犯課
防犯係☎0４２-４97-１8４8 今月の「清瀬こども俳句」は、１面で石田波郷俳句大会を取り上げ

ているため、お休みいたします。

　清瀬市市制50周年を記念して開催された「リマスターアート®でみるオ
ルセー美術館印象派の名画展」の最終日となった１0月２5日に、記念すべ
き２,000人目となるお客様が来場されました。
　２,000人目の方は、累計１,999人目となった方と一緒に来場され、お２
人には主催の郷土博物館と企画会社・株式会社アルステクネから、それ
ぞれ記念品が贈呈されました。
　たくさんの方にご来場いただき、ありがとうございました。

「リマスターアート®でみるオルセー美術館
印象派の名画展」来場者2,000人を突破

清瀬市市制施行５０周年記念展

新型コロナウイルス感染症対策事業
「よろず相談会」

　市では清瀬商工会と連携し、新
型コロナウイルス感染症の影響を
受けている市内の中小・小規模事
業者を支援するため、専門家によ
る各種助成事業の申請などの「よ
ろず相談会」を開催していま
す。 日１２月２8日までの毎週火曜
日午前１0時～午後４時（正午～午

後１時と祝日は除く。１２月２8日㈪
のみ月曜日実施。１時間制）
 場清瀬商工会館（松山二丁目）
【相談内容】新型コロナウイルス
感染症に関連する各種施策の申請
や、新しい生活様式に対応した事
業計画の策定など 問清瀬商工会
☎0４２-４9１-66４8
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市 の 職 員 の 給 与・ 人 事 の 状 況 を 公 開
　清瀬市の職員の給与や休暇などの勤務条件は、市議会で定める条例や、これに基づく規則などで決定されます。「清瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基
づき、市職員の給与や人事の運営状況を公表します。 問職員課職員係☎042-497-1843

給 与 の 仕 組 み や 水 準、 職 員 人 事 の 運 営 状 況 を 公 表 し ま す

人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ）

令和元年度 74,663人
（令和2年3月31日現在） 30,979,872千円 683,731千円 4,647,169千円 15.0%

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬などを含みます。

１

職員給与費の状況（普通会計決算）
区分 職員数 （Ａ） 給与費 （Ｂ） 1人当たり給与費

（Ｂ/Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当当 計
令和元年度 402人（39） 1,487,647千円 448,767千円 689,787千円 2,626,201千円 6,533千円

※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成31年4月1日現在の人数です。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外
書きです。給与費は、再任用短時間勤務職員を含んだ数値です。1人当たりの給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含
まない人数で除したものです。

２

職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）
区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
清瀬市 305,948円 402,225円 40.3歳 333,674円 403,275円 54.6歳
東京都 314,885円 457,097円 41.8歳 291,521円 397,001円 50.3歳

国 327,564円 408,868円 43.2歳 287,283円 328,862円 50.9歳
※給与とは給料に諸手当を含めた額です（期末・勤勉手当は含まれていません）。国の平均給与月額には、通勤手当・時間外勤務手
当などの手当が含まれていません。

３

職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）
区分 清瀬市 東京都 国

一般行政職 大学卒 183,700円 183,700円 総合職   186,700円
一般職   182,200円

高校卒 145,600円 145,600円 150,600円

４

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）
区分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

一般行政職 大学卒 288,934円 329,387円 379,888円
高校卒 ―― ―― 350,300円

５

一般行政職の級別職員の状況（令和2年4月1日現在）
区分 5級 4級 3級 2級 1級

計標準的な職務内容 部長 課長 係長 主任 主事
職員数 10人 26人 73人 114人 93人 316人
構成比 3.2% 8.2% 23.1% 36.1% 29.4% 100.0%

※清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

７

昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）
区分 計

令和2年度
職員数（Ａ） 316人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 89人
比率（Ｂ）／（Ａ） 28.2%

令和元年度
職員数（Ａ） 310人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 85人
比率（Ｂ）／（Ａ） 27.4%

※勤務成績の区分
が「上位」または「最
上位」の職員は、区
分が「標準」の職員
と比べて、1～2号
拡大された昇給幅
が付与されます。

８

職員の分限及び懲戒処分の状況（令和元年度）４
区分 分限処分 懲戒処分

処分件数 降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
0 0 24 0 0 1 1 0

職員の服務の状況（令和元年度）５
区分 違反者数

法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務 0

信用失墜行為の禁止 2
秘密を守る義務 0 

区分 違反者数
職務に専念する義務 0
政治的行為の制限 0 
争議行為等の禁止 0 

営利企業等の従事制限 0 

職員の休業の状況８
（1）育児休業等の取得状況（令和元年度）（単位：人） （2）修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者

同行休業の取得状況（令和元年度）区分 育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児短時間勤務
取得者数 合計

男性職員 11 0 0 11
女性職員 10 4 0 14

合計 21 4 0 25

区分 取得者数 合計
修学部分休業 0 0 

自己啓発等休業 0 0 
配偶者同行休業 0 0

職員の福祉及び利益の保護の状況7
（1）職員の福利厚生制度

（2）公務災害補償の
状況（令和元年度）

（3）公平委員会に係る業務に関すること（令和元年度）

区分 事業内容
市町村職員共済組合 短期給付事業（医療関係）及び長期給付事業 （年金関係）、福祉事業 （人間ドックなど）を行っています。民間

事業者での健康保険及び厚生年金等の社会保険制度にあたります。
清瀬市職員共済会 共済組合で行っている各種事業を補完するものとして、また職員の福祉を増進するために福利厚生事業な

どを行っています。

区分 傷病 死亡
公務災害 3 0 
通勤災害 0 0 

区分 前年度からの継続案件 令和元年度事案数 完結件数 翌年度継続件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0 0 0
不利益処分に関する審査請求状況 0 0 0 0

苦情処理の状況 0 0 0 0

ラスパイレス指数
平成31年4月1日現在 100.9

平成30年4月1日現在 101.2

６
※ラスパイレス指数とは、地方公務員の一般行政職の学歴別・経験年数別
構成などが国家公務員と同一と仮定し、国家公務員の給料を100.0とした場
合の、地方公務員の給与水準を算出した指数のことです。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３

休暇などの種類
年次有給休暇、病気休暇、母子保健健診休暇、結婚休暇、出産介護休暇、妊婦通勤時間、子の看護休暇、永年勤続休暇、ボラン
ティア休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、育児の時間、生理休暇、産前産後の休養、忌引、夏季休暇、組合休暇、介護休暇、
介護時間、短期の介護休暇、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、育児休業、部分休業、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶
者同行休業

（1）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前8時30分～午後5時15分の1日7時間45分、週38時間45分としています。また保育園など、特別の勤務形態に
よって勤務する必要のある職員も、平均週38時間45分の勤務時間としています。

（2）休暇などの概要

職員の研修及び勤務成績の評価の状況６
（1）職員の研修の状況（令和元年度）

（2）勤務成績の評価の状況（令和元年度）

区分 内容
基準日／評定期間 1月1日／1月1日～12月31日

評定対象者 全職員

評定項目 【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、指導力、積極性、協調性、責
任感　【管理職以外の職員】仕事の成果、職務遂行力、組織運営力、組織支援力、取組姿勢

評定結果 【管理職】昇給及び勤勉手当     【管理職以外の職員】昇給及び勤勉手当

区分 研修内容等 受講者数
東京都市町村
職員研修所

職層別研修 基礎部門研修、能力向上研修 177
その他研修 講師養成研修、法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、技術職研修、実務研修、特

別研修、スポット研修 105

国・東京都関係研修 実施機関：東京都福祉保健局、総務省統計研究所、特別区職員研修所、東京消防庁、東京
都総務局 49

民間等派遣研修 実施機関：資産評価システム研究センター、一般財団法人日本経営協会、社会福祉法人東京
都社会福祉協議会、一般財団法人地方自治研究機構、日本下水道事業団など 36

ブロック合同研修 政策形成研修 5

内部研修
新任職員研修、接遇研修、ダイバーシティ研修、個人情報の保護に関する研修、男女共同参
画研修、ＤＶ研修、ハラスメント防止研修、普通救命講習会、ＰＣ研修、管理職向け女性活
躍推進など

1,188

　職員の業務成績、業務能力及び業務態度などについて、客観的かつ継続的に把握することにより、職務に対する意欲の向上を図ると
ともに、能力開発、指導育成及び昇任選考などに反映し、公正な人事管理を行うことを目的として業績評価を行っています。

◆ 市 職 員 の 給 与 の 状 況
清瀬市の給与の概要（令和2年４月1日現在）

毎月支給 決まって支給

給料
地域手当
扶養手当
住居手当
通勤手当

管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当

退職手当

勤務実績に応じて支給
毎年支給

退職時に支給
一定時期に支給

地域
手当

支給対象地域 市内全域
支給率 16.0%

支給対象職員数 486人

国の制度（支給率） 地域区分に
より0～20％

支給対象1人当たり平均支
給年額（令和元年度決算） 577,743円

職員手当の状況（令和2年4月1日現在）９

※期末勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。普通退職とは自己都合などによる退職。定年等退職とは定年、勧奨
などによる退職です。令和元年度に退職した職員1人当たり平均支給額・勤続年数は、普通退職が4,935千円（13.1年）、定年等退職が
21,864千円（35.8年）でした。

手当名 区分 清瀬市 国

扶養手当

配偶者 6,000円 6,500円

父母等 6,000円 6,500円

子 9,000円 10,000円

特定期間の加算 4,000円 5,000円

通勤手当
交通機関利用者 
（電車・バス）

運賃相当額
上限55,000円

運賃相当額
上限55,000円

交通用具利用者 
（自家用車など）

通勤距離（2㌔以上）に応
じて6か月分を一括支給

通勤距離（2㌔以上）に
応じて1か月ごとに支給

住居手当
自己所有住宅 ―― ――

賃貸住宅 15,000円（35歳未満の世
帯主の職員のみに支給）

28,000円
支給限度額

時間
外勤
務手
当

令和
元年度

支給総額 113,445千円
職員1人当たり
の支給年額 233千円

平成
30年度

支給総額 101,630千円

職員1人当たり
の支給年額 210千円

区分 清瀬市 国

期末手当
勤勉手当

 （ 単位：月分） （単位：月分） 
　　 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 1.3（0.725） 1.025（0.500） 6月期 1.3（0.725） 0.95（0.435）
12月期 1.3（0.725） 1.025（0.500） 12月期 1.3（0.725） 0.95（0.435）

　　計　　 2.60(1.45） 2.050（1.00） 　　計 2.60（1.45） 1.9（0.87）

退職手当

（支給率） 普通退職 定年等退職 （支給率） 普通退職 定年等退職
勤続20年 23.00 23.00 勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 30.50 30.50 勤続25年 28.0395  33.27075
勤続35年 43.00 43.00 勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 43.00 43.00 最高限度額 47.709 47.709
その他加算措置 その他加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2～20％加算） （3～45％加算）

退職時の特別昇給 2号給以上（公務上の傷病等）

特別職の報酬等の状況について（令和2年4月1日現在）10
区分 給料月額等 期末手当等

給料
市長 963,000円 6月期     2.325月分

副市長 829,000円 12月期    2.325月分
教育長 761,000円 計     4.65月分  

報酬
議長 570,000円 6月期     2.325月分

副議長 525,000円 12月期   2.325月分
議員 500,000円 計     4.65月分

部門別職員数の状況と主な増減理由11

※職員数は一般職に属する職員数であり、臨時または非常勤職員を除いています。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書
きです。

部門 令和元年 令和2年 対前年増減数 主な増減理由

一般行政部門

議会 6 6 0
総務企画 118 122 4 業務増等

税務 32 31 ▲1 執行体制の見直し等
民生 128 128 0
衛生 33 31 ▲2 執行体制の見直し等
労働 ― ― ―

農林水産 4 4 0
商工 2 2 0
土木 19 22 3 業務増等
小計 342（27） 346（27） 4

特別行政部門 教育 60 60 0
小計 60（9） 60（7） 0（▲2）

普通会計計 402（36） 406（34） 4（▲2）

公営企業等
会計部門

下水道 6 6 0
その他 35 35 0
小計 41（3） 41（1） 0（▲2）

合計 443（39） 447（35） 4（▲4）

職員の任免及び職員数に関する状況１
◆ 職 員 人 事 の 状 況

区分
職員数

（平成31年4月
1日現在）

採用などの状況 退職などの状況（平成31年4月2日～令和2年4月1日） 職員数
（令和2年4月

1日現在）
対前年平成31年4月2日～

令和2年3月31日
令和2年
4月1日 計 定年・

勧奨 普通 死亡 その他 計
職員数 443（39） 10 20（8） 30（8） 14 9 1 2（12） 26（12） 447（35） 4（▲4）
※（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

職員の競争試験及び選考の状況２
採用試験の状況（令和元年度実施）　（注1）

職種 応募者数 1次試験受験者数 最終合格者数
①一般事務（経験者） 45 45 7
②一般事務 163 151 9
③一般事務（障害者採用） 7 6 1
④一般事務（土木技術） 0 0 0
⑤一般事務（社会福祉士） 11 11 3
⑥一般事務（土木技術） 5 5 1
⑦一般事務（障害者採用） 3 2 1
⑧一般事務（土木技術） 1 1 0
⑨一般事務（主任介護支
援専門員） 2 2 1
⑩保健師 2 2 1
⑪一般事務（経験者） 70 63 10
⑫一般事務（土木技術） 2 2 0
⑬保健師 1 1 0

昇任試験の状況（令和元年度実績）　（注2）
区分 対象者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率

管理職 46 5 10.9% 4 80.0％
係長職 

（短期） 130 －  － 11 8.5％

係長職
（長期） 60 0 0.0％ 0 0.0％

主任職 59 33 55.9% 9 27.3％
（注1）①の1次試験は令和元年5月26日に実施。
　　  ②～⑤の1次試験は令和元年7月28日に実施。
        ⑥の1次試験は令和元年9月29日に実施。
        ⑦～⑩の1次試験は令和2年1月12日に実施。
        ⑪～⑬の1次試験は令和2年2月22日に実施。

（注2）係長職（短期）については選考となります。



令和２年（2020年）11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】●令和３年1月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、11月16日午
前8時30分から12月1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

Ｇｏ！Ｔｏ！！ラリー　防災体験スタンプ
ラリー!! ★秘密の”呪文”を解いて景品
をゲットしよう★▶8か所のポイントで
防災体験せよ！　マスクとリュックサ

ックを忘れずに。11月29日10時～11時
の間でスタート、竹丘緑地公園、無料、
チーム竹丘　広報／伊藤☎080-5657-
4797

人権週間記念講座「女性とコロナと貧困と」

　全世界で猛威を振るっている新
型コロナウイルス。「新しい日常」
のなかで切り捨てられた感もある
社会的弱者は、非常事態宣言下の
日々をどう過ごしていたのでしょ
うか。作家として社会を注視して
きた雨宮処凛氏が感じたことを聞
き、コロナ禍の今とこれからを考

えませんか。先着70人。
 日12月12日㈯午後2時～4時 場ア
ミューホール 申 問11月16日午前
9時から12月11日までに電話で男
女共同参画センター☎042-495-
7002へ
※保育あり（6か月～未就学児。
先着10人。要申込み）。

小粋な水引お正月飾り
　日本伝統の水引を使ったお正月飾
りを作ります。各日先着10人。

悪質商法撃退講座
　市内で増え続けている高齢者被害
にスポットを当て、その手口や対処
法などをわかりやすく解説します。
先着30人。 日12月4日㈮午後2時～
4時 場中里地域市民センター 講太田
しげ子氏（消費生活センター主任相
談員） 申 問直接窓口または電話で中
里地域市民センター☎042-494-
7511へ

 日①12月5日㈯②12月6日㈰③12月
12日㈯いずれも午後1時～3時 
場①竹丘地域市民センター②コミュ
ニティプラザひまわり③中清戸地域
市民センター 費2,500円（材料費込
み） 持はさみ、作品を入れる袋 
申 問11月15日から直接窓口または
電話で①竹丘地域市民センター☎
042-495-1717、②コミュニティプ
ラザひまわり☎042-495-5100、③
中清戸地域市民センター☎042-
494-7211へ

みんなで育てよう清瀬の水辺
　空堀川河川内のごみ拾いなどの清
掃作業を実施します。 日11月29日

立科山荘　りんご出張販売
　コロナ禍で、なかなか往来のでき
なかった立科より、日ごろの感謝の
気持ちを込めご挨拶と立科産りんご
・野菜・味噌などを出張販売させて
いただきます。市役所へお越しの際
にはぜひお立ち寄りください。なお、
数量には限りがありますので、売り
切れの際はご了承ください。 日11
月17日㈫午前9時ごろ～午後4時、
11月18日㈬午前9時ごろ～（売切れ
次第終了） 場本庁舎前
 問清瀬市立科山荘☎0267-51-2300
※感染防止対策のため、マスク着用
でのお越しをお願いします。

野火止用水クリーンデー 
ボランティア募集

　野火止用水沿川の6市（清瀬市・

平和祈念展示会
　平和祈念展等実行委員会では、広
島・長崎被爆関係のパネルなどの展
示をします。 日11月24日㈫～29日
㈰午前10時～午後6時 場クレアギャ
ラリー（クレアビル4階） 問企画課市
民協働係☎042-497-1803
※12月8日㈫には、平和上映会も開
催予定です。

「（仮称）多摩六都広域連携 
プラン（素案）」の意見公募

　多摩北部都市広域行政圏協議会
（清瀬市・小平市・東村山市・東久
留米市・西東京市）では、構成市が
今後、連携・協調して取り組む施策
の方向性を示す「（仮称）多摩六都広
域連携プラン（素案）」を取りまとめ
ました。
　このプラン（素案）を、協議会の
ホームページなど（「たまろくナビ」
Ｕｈｔｔｐ://ｔama6.jｐ/）で公開しますの
で、ご意見をお寄せください。

【募集期間】11月16日㈪～12月15日
㈫ 問多摩北部都市広域行政圏協議
会事務局☎042-346-9820

中学校通信教育課程生徒

対尋常小学校か国民学校初等科を修
了したが、高等学校の入学資格のな
い方、現行制度で義務教育が未修了
で学齢相当年齢を超過した方

【受付期間】12月14日㈪～令和3年1
月29日㈮【募集中学校】千代田区立
神田一橋中学校通信教育過程

【選考日】令和3年2月7日㈰ 
【募集人数】若干名 問千代田区立神
田一橋中学校☎03-3265-5961
※詳しくはお問い合わせください。

移動支援従業者（知的障害者 
ガイドヘルパー）養成研修

　移動支援従業者養成研修として、
知的障害者の外出支援に必要な知識
・技能の習得を行います。 対移動
支援従業者として、市内障害者の外

出支援を希望する方。先着15人
 日12月12日㈯・13日㈰とほか1日
（全3日間） 場障害者福祉センター 
費5,500円（テキスト代含む）
 申 問11月30日までに電話で株式会
社たまみずき☎03-5923-9186へ

㈰午前9時30分～正午（雨天中止） 
場中里緑地Ａ地区前の梅坂橋に集
合 持汚れても良い服装、長靴、タ
オル、飲み物 問川づくり・清瀬の
会事務局　荒幡☎042-493-7864

ソーシャルネットワークラボ講座「参加を広げる！
仲間が増える！オンライン・ファシリテーション研修

　コロナ禍で急速に広がった「オ
ンライン会議」「オンライン○○
会」。今まで以上にみんなが参加
できる会を進行するにはどうした
らよいでしょうか？　参加しやす
く・話しやすいオンラインの場の
進行ポイントを学びます。定員
20人（応募者多数の場合は抽
選）。 日12月20日㈰午前10時～
正午、令和3年1月16日㈯午前9時
30分～午後0時30分 講青木将幸フ
ァシリテーター事務所代表　青木

将幸氏 申12月9日までに下記ＱＲ
コードの応募フォームから申込
み 問男女共同参画センター☎
042-495-7002

申込みフォーム
はこちら

回 日にち 時間 テーマ 講座概要 講師

第1回 1２月17日㈭
午後1時
30分～
3時30分

起 業 家によ
る体験談 ・起業家の体験から学ぶ

藤岡喜美子
氏、関なを
み 氏（ サ ニ
ーサイド関
園芸）

第２回 令和3年
1月８日㈮

午 前10時
～正午

ビ ジ ネスモ
デルとは

・そもそもビジネスとは
・ビジネスモデルを考える
・ SDGsとは

藤岡喜美子
氏

第3回 1月15日㈮ 資金調達 ・ 資金調達
・会計の基礎知識 

第4回 1月２２日㈮ マーケティン
グとは ・マーケティングの基礎

第5回 1月２9日㈮ ビ ジ ネスプ
ランの発表

・ビジネスプランの発表と
ブラッシュアップ

　オンラインでの開催です。 
対起業を目指している、または起
業したばかりの女性。先着20
人 日下表のとおり

 申メールでＭfujioka.kimiko@jace
vo.jｐへ 問上記メールまたは男女
共同参画センター☎042-495-
7002

ゼロから始める女性のための起業塾

東村山市・小平市・立川市・東大和
市・東久留米市）と東京都が一斉保
全活動（ごみ拾いや落ち葉かきなど）
を開催します。 対市内在住・在勤
または市内企業の方。先着20人 
日12月5日㈯集合＝午前9時30分、
清掃＝午前10時～正午 場野火止遊
園（東久留米市野火止二丁目） 持軍
手、汚れても良い服装
申11月16日～30日に直接窓口また
は電話で水と緑の環境課緑と公園係
☎042-497-2098へ 問東京都環境局
自然環境部緑環境課☎03-5388-
3555

青木将幸氏

オンブズパーソン制度をご利用ください

　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-
497-2031Ｆ042-492-2415

清 瀬 市 議 会 第 4回 定 例 会 開 会
　令和2年清瀬市議会第4回定例会は、11月30日㈪から下表のと
おり開会予定です。 問議会事務局議事係☎042-497-2567

月 日 時間 内容
11 30㈪ 午前10時～ 本会議（初日）

1２

２㈬
午前9時40分～ 本会議（一般質問）3㈭

4㈮

８㈫ 午前10時～ 総務文教常任委員会
総務文教常任委員会終了後 新庁舎建設特別委員会

9㈬ 午前10時～ 福祉保健常任委員会

10㈭ 午前10時～ 建設環境常任委員会
午後２時～ 議会運営委員会

17㈭ 午前10時～ 本会議（最終日）
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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。
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令和２年11月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,098人 （１人減）　女　38,743人 （19人増）　計　74,841人 （18人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,108世帯（10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

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

全編生解説プラネタリウム
「ベツレヘムの星」
　皆さんはクリスマスツリーのて
っぺんに輝く「ベツレヘムの星」
を知っていますか？
　イエス・キリストの生誕を知ら
せた星とされ、一説にはある惑星
の天文現象に関係があると考えら
れています。クリスマスシーズン
の星空に注目しましょう！
 対どなたでも（小学2年生以下は
保護者と観覧）。先着110人（新型
コロナウイルス感染症拡大防止の

多摩六都科学館の催し物

ため変動の可能性があります）
日11月17日㈫～12月27日㈰午後
4時～（約45分間）。土・日曜日、
祝日と12月24日㈭・25日㈮は午
後1時～・午後4時～費観覧券付
き入館券おとな1,040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販売 問多
摩六都科学館☎042-469-6100
※11月の休館日：16日㈪・24日
㈫・30日㈪

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

◆市（まちづくり応援寄附金）へ
　健康麻雀ファースト・クラブ様
（5,000円）

①そうだじゅげむきこう
　12月のじゅげむは大ホールで開催
です。日12月12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】三遊亭わ
ん丈（独演会）、三遊亭ごはんつぶ
②ベビーオイルマッサージ教室
　赤ちゃんへのオイルマッサージ、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12月18
日㈮午前10時30分～正午 費1,500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
　音楽を交えて楽しく遊びます。11
月のテーマは「運動会」です。各クラ
ス先着12組 日11月24日㈫ひよこクラ
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講座おけいこアロマ「クリスマスを
　彩る香りのオーナメント」
　ふんわり香るおしゃれなオーナメン
トを作ります。先着8人。
日12月16日㈬午後2時～3時
30分 費1,500円 講西脇直子
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ギター教室
　withコロナの時代、感染リスクの少
ない自宅でできる新しい趣味を始めま
しょう。もう何年も弾いてない人も、
再度始めてみませんか？　現役のプロ
ギタリストが指導します。初心者・再

チャレンジ者大歓迎。 対中学生以上、
先着10人 日月3回土曜日・午後6時～9
時（日程はお問い合わせください） 
費1回1,700円（月3回5,100円） 持ギタ
ー（種類問わず） 講小池進氏 
②【初心者～初中級者向け】スローテ
　ニス教室（テニス＋アフターストレ
　ッチ）
　体に優しいテニスで、楽しみながら
無理なく健康な体を作り上げましょう
！ 対初心者～初中級者、先着6人。
日12月9日㈬からの毎週水曜日午前11
時～午後0時35分（計8回） 費9,600円
（計8回分） 持テニスシューズ（スパイク
の付いていないスニーカー可）、テニス
ラケット（レンタル100円）、運動服、
飲み物、タオル、ストレッチマット
③やさしいヨガ教室
　日常の疲れた体をヨガでリフレッシ
ュ！　体が硬いから無理、姿勢を直し
たいけど…そんな方はこの機会にぜひ
！　先着20人。日11月17日㈫・26日
㈭、12月3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
ロビクス！　通った分だけ健康になれ
る！　先着15人。 日11月17日㈫、12
月8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
⑤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…体力に自身がない、
そんな方はぜひ！。先着15人。
 日11月26日㈭、12月3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
 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。

の催し物
清瀬けやきホール

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

郷土博物館のイベント・お知らせ

図書館からのお知らせ

①特別展「下宿内山遺跡展―江戸～昭和の清瀬を掘るー」
　下宿内山遺跡は、現在の清瀬水再生
センター建設に伴い、昭和51年から約
7年の年月をかけて発掘調査が行われ
た清瀬史上最も大規模な遺跡です。本
展では新しい考古学知⾒を踏まえ、下
宿内山遺跡を紹介し、清瀬の歴史を紹
介していきます。 
日11月21日㈯～12月13日㈰午前9時
～午後5時（最終入場は午後4時30分。
11月24日㈫・30日㈪、12月7日㈪は
休館日） 直 場郷土博物館 
関連イベント
（１）見どころ紹介 
日11月23日㈪、12月6日㈰午後1時30
分～（60分程度）。直接会場へ。
問郷土博物館☎042-493-8585へ
※（1）以外の関連イベント（親子歴史
講座「みんなでミニ発掘体験」、記念講演会1「文献・考古から⾒る下宿」、
記念講演会2「下宿内山遺跡と近世考古学」）は、定員に達したため募集
は締め切りました。
②先人の知恵に学ぶ「しめ縄作り講習会」
　正月の輪飾りとしめ縄の作り方を学びます。先着12人。 日12月6日㈰
午前9時～午後0時30分 場郷土博物館 費600円 講下宿ふせぎ保存会
③ミュージアムシアター４
　16㍉フィルムによる上映です。先着25人。 内「翔べオオムラサ
キ」（上映時間49分） 日11月26日㈭午後1時30分～ 場郷土博物館
 申 問①③は直接会場へ。②は11月15日午前9時から電話で郷土
博物館☎042-493-8585へ

◆令和２年度多摩郷土誌フェア開催中止
　毎年、多摩地域市町の歴史や文化財等の書籍を展⽰販売する「多摩郷
土誌フェア」ですが、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、令和
2年度は開催を⾒送ることとなりました。ご理解のほどお願い申し上げ
ます。なお、各市町の新刊案内をまとめた図書目録を後日ホームページ
等で紹介する予定です。 問郷土博物館☎042-493-8585
◆令和２年度第１回清瀬市郷土博物館協議会
日11月27日㈮午前10時～ 場郷土博物館
問郷土博物館☎042-493-8585

新型コロナウイルス感染症のため、3・４か月児健診が受けられなかっ
た方への絵本と専用バッグのプレゼント
　図書館ではブックスタート事業の一環として、健康推進課で実施して
いる3・4か月児健診の際に、絵本と専用のトートバッグをプレゼント
しています。新型コロナウイルス感染症の関係で、令和2年4月から6月
の3・4か月児健診を中止により受けられなかった方には、健康推進課
からの通知文書に絵本と専用バッグの引換券を同封しました。
　引換券をお持ちでまだ引き換えをされていない方は、お近くの図書館
に引換券をお持ちください。絵本と専用バッグを差し上げます。
問中央図書館☎042-493-4326

出土した天目茶碗

江戸時代の井戸から出土した陶磁器◆市（一般等寄付金）へ
　バードゴルフ様（3,695円）
◆社会福祉協議会へ
　10の筋トレハッピー中清戸一同
様（4,400円）、匿名様　5件（35,551
円）
　ありがとうございました。

の催し物
コミュニティプラザひまわり

エアゾール缶などによる 
火災・事故をなくそう

　東京消防庁管内でエアゾール缶及
びカセットボンベによる火災は、過
去10年間で1,161件発生しています。

エアゾール缶などを廃棄する場合
は、中身を最後まで使い切りまし
ょう。
　清瀬市の廃棄方法は、使い切った
ら、透明または半透明の袋に入れて
危険の「き」と書き、不燃ごみの日
に出すルールです。使用や廃棄のル
ールを守って、安全に取り扱いまし
ょう。
　中身が残っている場合、ご家庭で
穴を開けると大変危険なため、市役
所のごみ減量推進課までお持ちくだ
さい。 
問清瀬消防署☎042-491-0119

東村山税務署駐車場に 
ついてのお知らせ

　東村山税務署の駐⾞場は、令和3

国税庁ホームペ
ージはこちら

年1月中旬から4月中旬（予定）の期
間、確定申告会場になりますので駐
⾞スペースはございません（身体障
害者用駐⾞場は除きます）。
　ご不便をおかけしますが、ご来署
の際は公共交通機関をご利用いただ
きますようお願いします。なお、周
辺道路はバス通りです。路上待機は
できません。
　確定申告書の作成・提出は、自宅
のパソコンやスマホからのe-Taxが
便利です。e-Taxには、「マイナンバ
ーカード」または税務署が発行する
「IDとパスワード」が必
要です。詳しくは国税
庁ホームページ（ＱＲコ
ード参照）をご覧くだ
さい。 問東村山税務署
☎042-394-6811
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