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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 6日㈬・13日㈬・20日㈬・27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

※12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） 28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 13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）

13日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
20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 20日㈬午後1時～3時
（30分４枠）

交通事故相談 27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 5日㈫・7日㈭・8日㈮・19日㈫・21日
㈭・22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） 21日㈭午後5時30分～午後9時
DV・モラハラ相
談

6日㈬・13日㈬・1４日㈭・20日㈬・28
日㈭午前10時～午後４時

法律相談 12日㈫・26日㈫午後2時～４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1 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：ロデオボーイ
★ゆずってください：今回はありません。　 申 問1２月15日午前9時から電話で消費生活センター☎04２-495-6２11へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

高齢者保健福祉計画・第8期 
介護保険事業計画　説明動画配信
　令和3年度から5年度を計画期間
とした高齢者保健福祉計画・第8期
介護保険事業計画について、市民の
皆さんや関係団体の方々へ計画の内
容を説明し、意見収集することを目
的として説明動画を配信します。配
信についての詳細は市ホームページ
Ｕhttps://www.city.kiyose.lg.jp/sise
ijouhou/keikakusisaku/hukusikeika
ku/1004615.html（QRコードも参照）
からご確認ください。
【配信期間】12月21日㈪
～令和3年1月12日㈫  

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

ェアリングについてはタイムズ24
株式会社☎0120-20-5037へ

クレア市営駐車場を 
ご利用ください

　24時間営業のクレア市営駐車場
では、「パーク＆ライド」と「カーシ
ェアリング」の2つのサービスを実
施しています。
　「パーク＆ライド」は、クレア市
営駐車場に駐車して電車で出かける
ことで、駐車料金が割引されます。
　「カーシェアリング」は、必要な
ときにパソコンやスマートフォンか
ら車を予約し、クレア市営駐車場か
ら車を利用できるサービスです。車
の解錠・施錠は会員カードで行うこ
とができます（15分220円～、ガソ
リン代込み）。ぜひご利用ください。 
問パーク＆ライドについてはタイム
ズクラブ☎0120-39-8924、カーシ

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト
ラブルなど、法律的な問題について
弁護士が無料で相談に応じます。
日12月23日㈬午前10時～正午 場コ
ミュニティプラザひまわり 申 問電
話できよせ権利擁護センターあいね
っと☎042-495-5573へ

年末年始の救急事故（餅など 
による窒息事故）をなくそう

　年末年始には、餅などによる窒息
事故が多くなります。東京消防庁管
内で過去5年間に、餅などをのどに
詰まらせて救急搬送された方は463
人で、約9割の方が65歳以上の高齢
者です。以下のポイントに気をつけ
て、事故を防ぎましょう。
【窒息事故などを防ぐポイント】
◆餅は小さく切って、食べやすい大
きさにする
◆急いで飲み込まず、ゆっくりと噛
んでから飲み込む
◆乳幼児や高齢者と一緒に食事する
際は、食事の様子を見守
る
◆いざという時のため
に、背部叩打法（背中を
叩く）などの応急手当
の方法を理解しておく
問清瀬消防署☎042-
491-0119

背部叩打法な
どについて（東
京消防庁ホー
ムページ）

問高齢支援課管理係☎
042-497-2079へ

事業名・対象・内容など 日時・場所 申込み
１．きよせ健幸塾　伸ばそう！ 健幸寿命

「動脈硬化測定」
　動脈硬化を測定し、その後の健康づくりに生かしましょ
う。 対清瀬市国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者の方、
先着50人内両手首と両足首に測定器を装着して測定。1人15分
程度（動きやすい服装でお越しください） 場アミューホール

令和3年1月2４
日 ㈰ 午 前9時
30分 ～ 午 後0
時30分 直接窓口

または電
話で健康
推進課成
人保健係
へ

2．清瀬市生活習慣病重症化予防セミナー
「気になる骨粗しょう症」
　骨粗しょう症についての知識を深め、食生活を見直しましょ
う。会場型とオンライン型で開催します。 対清瀬市に住民登
録のある方。会場型・オンライン型いずれも先着30人場会場
型＝アミューホール、オンライン型＝自宅にてパソコン・スマー
トフォンなどでオンライン視聴講女子栄養大学生涯学習講師
春日千加子氏

令 和3年1月1４
日㈭ 午前10時
30分～11時50
分

償却資産の申告
　市内で事業を営んでいる方は、個
人・法人を問わず、事業用として所
有する機械・器具などの資産を市に
申告することが地方税法に定められ
ています。これらの事業用資産は償
却資産と呼ばれ、土地・家屋ととも
に固定資産税の課税対象となりま
す。 対令和3年1月1日現在、市内の
共同住宅・店舗・事務所・工場など
に、事業用として機械・器具・備品
などの償却資産を所有または賃貸し
ている事業者 【申告期限】令和3年2
月1日㈪ 問課税課固定資産税係☎
042-497-2042
※令和3年度償却資産申告書は、12
月上旬～中旬に送付する予定です。
申告書が届かない場合は、問合せ先
までご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響
により事業収入が減少した中小事業
者の税負担を軽減するため、償却資
産や事業用家屋に係る令和3年度分

軽減措置につ
いて（市ホーム
ページ）

東京都による家庭用蓄電池 
設置費の一部を補助

◆本制度を活用する前提要件
【対象機器】家庭用蓄電池
【対象者】対象機器の所有者（地方公
共団体などの公的な団体は除く）
【必要要件】都内の住宅に新規に設
置する機器（未使用品）・太陽光発
電システムを住宅に同時導入または
設置済み・家庭の太陽光発電の電力
データなどを提供可能
【補助率】機器費の2分の1

◆令和２年度の制度概要
【要件】①交付決定後に契約を締結
すること②令和3年9月30日までに
対象機器等を設置すること
【補助上限額】蓄電容量1kWhあたり
10万円（上限60万円）（※蓄電容量1
kWh当たりの価格が20万円以下の
機器であること）【申請期間】令和3
年3月31日まで（予算額に達し次第
終了）【申請方法】クール・ネット東
京ホームページ（QRコー
ド参照）をご確認くださ
い。 問制度については東
京都環境局地域エネルギ
ー 課 ☎03-5388-3533、
申請についてはクール
・ネット東京☎03-6279-
4615

詳しくはこちら
（クール・ネッ
ト東京ホーム
ページ）

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

令和2年度第2回清瀬
市史編さん委員会

12月21日㈪
午後3時～

市役所本庁
舎

市史編さん室市史係☎
0４2-４97-1813

傍聴希望者は
直接会場へ。

の固定資産税・都市計画税の軽減措
置があります。なお、軽減措置の適
用を受けるには一定の要
件を満たしたうえで、特
例申告書による申告が必
要です。詳しくは市ホ
ームページをご確認く
ださい。

東村山税務署確定申告書 
作成会場を開設します

　令和3年2月16日㈫から3月15日㈪
に確定申告書作成会場を東村⼭税務
署に開設します。
　なお、会場の混雑（3密）を避ける
ため入場制限を実施します。混雑状
況によって後日の来場をお願いする
場合がありますので、ご理解とご協
力をお願いします。
　税務署には庁舎外も含め駐車スペ
ース（障害者スペースは除く）はあ
りませんので、ご来署は公共交通機
関をご利用ください。
 問東村⼭税務署☎042-
394-6811
※詳細は国税庁ホーム
ページをご覧ください。

国税庁ホーム
ページ

詳しくはこちら
（市ホームペー
ジ）

 申 問いずれも健康推進課成人保健係☎042-
497-2076


