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今号の主な内容▶2面：ごみ減量推進課からのお知らせ：年末年始の市役所などの業務日程／4面：感染症から自分の身を守りましょう！

　市内では、特殊詐欺などによる被害が発生しています。今年（令和2年）
は、27件で約9,859万円の被害（11月10日現在）が発生しており、被害
額が昨年総計の約8,100万円を大きく上回っている状況です。犯人は、
警察官、市職員、息子などを語り、あらゆる手口でお金やキャッシュカ
ードを騙し取ろうとします。
　また、不審者の訪問による被害も発生しています。犯人が現金保管状

況を聞き出した後に自宅に押し掛けたり、ガス点検・消防点検を装って
玄関を開けさせて強盗したりします。少しでも不審と感じたらすぐに東
村山警察署へご連絡ください。
　自宅に不審な来訪者があった場合は、絶対にドアを開けないでくださ
い。お互いに注意を呼びかけ、被害を防ぎましょう。
 問東村山警察署☎042-393-0110、防災防犯課防犯係☎042-497-1848

特殊詐欺や不審者の訪問などによる被害が市内で多発しています

▶契約している業者へ点検を実施している
か確認する。
▶インターホンやドアスコープで訪問者を
確認する。

ガス点検などを装う訪問者の対処特殊詐欺などを疑うキーワード

オレオレ詐欺
「オレだけど、携帯電話

が変わった」
「お金が必要だ」

還付金詐欺
「医療費・税金・保険料
・年金などの戻りがあ
る」「ATMで手続きをし

てください」

キャッシュカード詐欺盗
「キャッシュカードを交
換に伺います」「あなた
のキャッシュカードを
使えなくします」

　消費税率の引上げに伴う消費活性化策として実施されている「マイナポ
イント」事業は、令和3年3月31日までを予定しています（令和2年11月末
時点）。マイナポイントは、申込みをしたキャッシュレス決済(一部の電子
マネー、交通系ICカードなど)での買い物やチャージによって、1人当たり

最大で5,000円分付与されます。対応店舗にて、お買い物などでご活用く
ださい。マイナンバーカードを持っていない方もまだ間に合います。
 問情報政策課情報推進係☎042-497-1845、国のマイナンバー総合フリー
ダイヤル☎0120-95-0178（音声ガイダンスに従って5をダイヤル） 

マイナポイントの予約・申請はお済みですか？

　令和2年12月から令和3年3月までの期間、マイナンバーカードの普及
率の向上を目指すため下記の方に対し、国の機関（地方公共団体情報シ
ステム機構）よりマイナンバーカード交付申請書が順次再送付されます。
申請方法は、同封のパンフレットをご確認ください。【送付対象者】マ
イナンバーカード未取得者のうち交付申請を行っていない方。ただし、
条件によって対象外となる場合もあります（令和2年中に出生等により
マイナンバーカード交付申請書が添付された個人番号通知書または通知
カードの送付を受けた方、令和2年10月31日時点で75歳以上の方など）。
なお、送付を待たずに申請書が必要な方や申請書が届かなかった方は本
人確認書類をご持参のうえ、市民課、松山・野塩出張所のいずれかで取
得してください【注意事項】申請書の情報（氏名や住所）が現在と相違な
いか確認をお願いします。情報が違うまま申請するとカードが発行でき
ません。誤った情報を見つけた場合は、送付された申請書と本人確認書
類を持参し、新しい申請書を市民課、松山・野塩出張所のいずれかで取
得してください。 問市民課住民係☎042-497-2037

マイナンバーカード交付申請書を再送付します

マイナンバーカードをお持ちの方

Step１ マイナンバーカードと4桁の暗証番号を用意

Step2 マイナポイントを予約

　スマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスし
て、マイナンバーカードを読み取り、マイナポイントを予約し
てください（予約によりマイキーIDが設定されます。すでに設
定された方はマイナポイント予約済みです）。
※ パソコンからのご利用にはカードリーダが必要です。
※ スマホはカード読み取り対応機種に限ります。

◆パソコン・スマホをお持ちの方

◆パソコン・スマホをお持ちでない方

　市役所本庁舎1階マイナポイント支援コーナー
（右図参照）をご利用ください。

ＡＴＭ

入口

マイナポイント
支援コーナー

市役所本庁舎1階

マイナポイン
トの予約につ
いて

Step3 キャッシュレス決済サービスを申込み

　マイナポイント事業が終了する前までに、スマホアプリまた
はパソコンから専用サイトにアクセスして、キャッシュレス決
済サービスを1つ選択し、マイナンバーカードを使って申し込
みます。対応するキャッシュレス決済サービスは右記QRコー
ドからご覧ください。 決済サービス

の一覧

Step4 キャッシュレス決済で買い物・チャージ

マイナンバーカードをお持ちでない方
　マイナンバーカードは、スマホ・パソコン・まちなかの証
明用写真機・郵便により無料で申請することができます。申
請には、個人番号カード交付申請書をご用意ください。
　交付申請をしてから、カードを受け取るまで、1か月から1
か月半ほどかかります。お早めの申請をお願いします。
 問市民課住民係☎042-497-2037

マイナンバー
カードの申請
方法

　下記の期間、コンビニ交付サービスの運用を停止します。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご
協力をお願いします。【運用停止期間】12月29日㈫午前6時
30分～令和3年1月3日㈰の終日【運用再開】令和3年1月4日
㈪午前6時30分から 問市民課住民係☎042-497-2037

コンビニ交付サービスの年末年始運用停止について



令和2年（2020年）12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。

　市内各図書館の年末年始の開館
時間は下表のとおりです。
　年末年始休館中、資料の返却は

ご遠慮ください。ご協力をお願い
します。 
問中央図書館☎042-493-4326

　図書館　年末年始開館時間

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

12月26日㈯
午前10時～午後5時 臨時休館

※令和3
年1月9日
㈯から開
館します。

午前10時～午後5時 午前10時
～午後6時12月27日㈰

12月28日㈪～
令和3年1月4日㈪ 休館日 休館日

1月5日㈫ 午前10時～午後5時 午前10時～午後5時 午前10時
～午後8時

日程
館名

　昨年と同様に、今年も来年2月
にかけての気温はほぼ平年並みと
いう予報が発表されています。
　しかし、一時的に強い寒気の流
れ込みにより大雪になると、さま
ざまな注意が必要となります。以
下の点について、日ごろから大雪
に対する備えと心構えをしておき
ましょう。
 問防災防犯課防災係☎042-497-
1847
【事前に備えておくこと】
▶積雪による流通支障に備えて、
水・食料・燃料などを備蓄する。
▶持病の薬などを切らさないよう
に少し早めに準備する。
▶家屋など（カーポートやビニー

ルハウス）の耐雪化に取り組む。
▶スコップなどの除雪用具を常備
する。
【最新の気象情報に基づいた行動】
　テレビやラジ
オ、ホームペー
ジを通じて、最
新の気象情報を
入手してください。
　雪の降る前や降雪時は、情報を
こまめにチェックし、早めの帰宅
や外出を控えるなどの判断をしま
しょう。
【不要不急の外出は極力控える】
　外出は極力控えましょう。やむ
を得ず出かける場合は次のことに
注意しましょう。

◆徒歩
▶滑り止めがない
靴やヒールの高い
靴は避け、歩幅を
小さくする。
▶走らない。普段よりも時間に余
裕を持って行動する。
▶両手はポケットに入れず、いつ
でも使えるようにする。
▶つま先とかかとを同時に地面に
つけるように歩く。
◆自転車やバイクなど
▶道路が滑りや
すく大変危険な
ので、雪道での
自転車やバイク
の運転はやめましょう。

◆自動車
▶チェーンやスタッドレスタイヤ
などの冬用タイヤを使用する。
▶立往生した場合は排気ガスが車
内に充満しないよう、雪がマフラ
ーをふさいでいないか確認し、
JAFや道路緊急ダイヤルに救援を
要請、もしくは状況により警察や
消防に連絡する。
【除雪は安全第一で】
　除雪作業中は、
転倒や雪で覆わ
れた側溝に気づ
かずに落下する
などの事故が発生しかねません。
除雪作業は1人で行わず、家族や
近隣の方と行いましょう。

大雪に備えて、早めの対策を行いましょう！
契約書

¥400,000

￥

MENU

本日の
ランチは…

契約書
¥400,000

￥

MENU

本日の
ランチは…

契約書
¥400,000

￥

MENU

本日の
ランチは…

契約書
¥400,000

￥

MENU

本日の
ランチは…

＝休業・休館＝平常業務 ＝業務時間変更・一部休業

年末年始の市役所などの業務日程

（※）2日の市民課土曜窓口はお休みとなります。
★詳しくは各施設へお問い合わせください。

施設名
電話番号（市
外局番はす
べて042）

12月 令和3年1月
28
㈪

29
㈫

30
㈬

31
㈭

1
㈮

2
㈯

3
㈰

4
㈪

市役所
一般事務

492-5111会計課
生涯学習センター 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
郷土博物館 493-8585
児童センター（中央児童館）

495-7700野塩児童館
下宿児童館
子ども家庭支援センター 495-7701
消費生活センター 495-6211
松山地域市民センター 491-5153
野塩地域市民センター 493-4014
下宿地域市民センター・市民体
育館 493-4033
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
コミュニティプラザひまわり
（テニスコート含む） 495-5100

清瀬けやきホール 493-4011
きよせボランティア・市民活動セ
ンター 491-9027

松山・竹丘集会所 495-1717
清瀬・ハローワーク就職情報室 494-8609
子どもの発達支援・交流センター 495-3030
障害者福祉センター 495-5511
障害者就労支援センター 495-0010
社会福祉協議会 495-5333
下宿運動公園広場

493-4033

下宿第二運動公園野球場
清瀬内山運動公園野球場

清瀬内山運動公園サッカー場

テニス
コート

下清戸
清瀬内山運動公園
中央公園

健康増進室（健康センター） 492-5111

28日・4日は一般貸館休業。入金業務は午
後5時まで。

毎週月曜日午後5時閉館。

28日・4日は出張所業務のみ。

下宿地域市民センターへの復帰作業のため27
日から8日まで休館。

29日・30日は午後7時まで。31日は午後5時ま
で。2日は午前11時から午後7時まで。3日は
午前9時から午後7時まで

28日・4日は一般貸館休業。月使用団体は午
前8時30分から午後7時まで。入金業務は午前
8時30分から午後6時まで。
28日・4日は午後6時閉館。入金業務は午後5
時まで。

2日は午前11時から。

2日・3日は午前11時から。
2日は午前11時から。
3日は午前11時から午後3時まで。

（※）

ごみ減量推進課からのお知らせ

日 月 火 水 木 金 土
12月

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日

可燃ごみ
（全地区）

古紙・古布
（全地区）
びん・かん

（火曜日地区）

不燃ごみ
（東地区）
容器包装

プラスチック・
ペットボトル
（西地区）
びん・かん

（水曜日地区）

可燃ごみ
（全地区）
びん・かん

（木曜日地区）

不燃ごみ
（西地区）
容器包装

プラスチック・
ペットボトル
（東地区）
びん・かん

（金曜日地区）

27日 28日 29日 30日 31日 令和3年1月
1日 2日

可燃ごみ
（全地区）

古紙・古布
（全地区・臨時）

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

可燃ごみ
（全地区）

古紙・古布
（全地区）
びん・かん

（火曜日地区）

不燃ごみ
（東地区）
容器包装

プラスチック・
ペットボトル
（西地区）
びん・かん

（水曜日地区）

可燃ごみ
（全地区）
びん・かん

（木曜日地区）

不燃ごみ
（西地区）
容器包装

プラスチック・
ペットボトル
（東地区）
びん・かん

（金曜日地区）

●西地区＝元町、中里一・二丁目、野塩、松山、竹丘、梅園 。
●東地区＝上清戸、中清戸、下清戸、下宿、旭が丘、中里三～六丁目。
●びん・かん収集地区＝火曜日地区（下宿・旭が丘・中里四～六丁目）。
　水曜日地区（元町一丁目・上清戸・中清戸・下清戸）。
　木曜日地区（元町二丁目・中里一～三丁目・野塩・梅園）。
　金曜日地区（松山・竹丘） 。

■年末年始ごみ・資源物収集日程

■ごみボックスなど工作物の撤去
　について
　10月1日からの戸別収集導入に
伴い、不必要となったごみボック
スや工作物の撤去を無料で行いま
す。ただし、ごみ減量推進課へ連
絡がないものについては撤去が行
えません。【撤去申請及び注意事
項】①ごみ集積所で使用していた
不要なごみボックスまたは工作物
の設置場所の地図と申請書を提出
してください。②撤去に関しては
購入者などの同意を得たうえで申
請してください。③一度撤去した
物は返却などできませんのであら
かじめご了承ください。④撤去に
は日数を要します。⑤撤去に関し
ては立ち合い不要です。
■差額券について
　差額券の販売について、より多
くの市民の皆さまが購入できるよ
う購入枚数を20枚に制限してお
ります。旧指定収集袋に差額券を
貼付して使用する方法は当面の間
続けていきますので、制限枚数の
20枚では足りない場合は、20枚
使用した後に再度ご購入をお願い
します。

※旧容器包装プラスチック用指定
収集袋及び新指定収集袋（可燃用、
不燃用、容器包装プラスチック用）
には差額券の貼付は必要ありませ
ん。
■落ち葉について（11月及び12月
　の対応）
　ごみ減量推進課では11月及び
12月の落ち葉をリサイクルして
いますが、たばこの吸い殻やビニ
ール袋、雑草などが混在するとリ
サイクルできません。落ち葉の資
源化を適正に行えるようご協力を
お願いします。【排出方法】排出
の際は、ごみ減量推進課に申し込
みのうえ、ボランティア袋を使用
してください。②申込み後、指定
した日の午前8時30分までに指定
された場所へ排出してください。
その際に落ち葉の項目へ〇をして
ください。③落ち葉以外のごみが
入っている場合や笹、芝生などが
入っている場合は、可燃ごみの日
に排出をお願いします。可燃ごみ
として排出する場合は、ボランテ
ィア袋の可燃の項目に〇をしてく
ださい。 問ごみ減量推進課ごみ
減量推進係☎042-493-3750
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清瀬市長

　坂田教育長から、とても感動し
た報告を受け取りました。文化勲
章受章者の澄川喜一先生について
の、第六小学校６年生の作文です。
全員紹介したいのですが、残念な
がら1つだけにします。『スカイツ
リーをデザインした澄川喜一さん
が自分の生まれ育った清瀬にいる
なんて凄いと思いました。私にも
夢があってパティシエになりたい
のですが、今回この本文を読むま
では少し自信がなくて「私って本
当にパティシエになれるのかな」
なんて思ってしまうことがあった
のですが、一回父に言われてあき
らめかけたけど、一つの夢を追い
かけ続けた澄川さんの姿を知り、
私も弱気なことを考えず、澄川さ
んのようにねばり強く生きようと
思えました。・・・この本文はこ
れからの私に大きな一歩を与えて
くれました。ありがとうございま
す』。
　共感、感動が大きな一歩、夢を
作り出していくのでしょう。市制
５０周年式典の後、日本BCG研究所
片山所長から、とても有難いお手
紙を頂きました。『今回の式典の
中で特に強く感激いたしましたの
は、渋谷先生の郷土愛、清瀬愛で
ございます。（中略）私達日本ビー
シージー製造株式会社も（中略）さ

らに精進を重ね清瀬市のために、
世界の結核予防のためにまい進し
てまいりたいと思います・・・』。
　これまでビーシージーが５０年以
上にわたり、毎年ワクチン５千万
人分を約1００カ国に送り続けてい
たのですが、その尊いことに地元
は全く気づきませんでした。結核
研究所、リハビリテーション学院
など、いくつもある尊いことにつ
いても本当に知らなかったので
す。つまり、極めて尊いことに、
共感、感動が全く無かったのです。
　清瀬の極めて尊いことに、一人
一人が改めて敬意を持っていくべ
きだと思います。有難いことに東
京都が来年4月ごろ、日本で初め
ての子どもの結核のための東京都
清瀬小児病院跡地に、『鎮魂、慰霊』
のための、母子像を鎮座させます。
　文化勲章、結核研究所の小学校
教科書掲載、東京管区気象台清瀬
移転２年目の1２年ぶりの台風無上
陸、清瀬を大事にしましょうとい
う天啓かと思います。「清瀬讃歌」
２番にその意味があります。『人生
を　社

この よ
会にささげ　生きてゆく　

人のつよさよ　闇を焚
や
く　火の花

祭り　誇らかな願いがこもる・・
・』。ヤミを焼き、世のなかを明
るくしてゆく清瀬を来年も大事に
していきましょう。

（評）新型コロナウイルスによる休校で８月中に２学期が始まった。同じ蝉で
も「油蝉」や「みんみん蝉」は夏の季語。やや遅れて鳴きはじめる「ひぐらし」
は秋の季語。微妙な季節の差でもどかしさを表しました。

ひぐらしの声聞かぬまま新学期� 三中1年　鈴木優希

蓮の葉がカラリとかわく大暑かな�� 十小６年　朝永柑奈
（評）今年の夏は暑かった。蓮は公園やお寺の池に生える水生植物で夏に美
しい花を咲かせます。そんな蓮の葉さえちぢれるような猛暑です。でも、
この句はあっけらかんと暑さを楽しんでもいるようです。

はずしてもまだついてるよマスク焼け�� 芝小６年　三浦美桜
（評）新型コロナウイルスの感染予防で暑い日でもマスクをしていた。マス
クのゴムあとはしばらくすると消えるけど、マスクでできた日焼けのあ
とはずっと消えない。夏の季語「日焼け」を「マスク焼け」としました。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第12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

　清瀬商工会との連携により行っ
ている「清瀬市中小企業等応援給
付金」（新型コロナウイルス感染
症の影響を受けているが、国の持
続化給付金の対象とならなかった
方）の申請を受け付けています。
給付を希望される方で、まだ申請
がお済みでない方は、期限内に申
請をお願いします。対象事業者や
申請書類などの詳細は、市または

清瀬商工会ホームページをご確認
ください。
【給付金額】50万円（1事業者1回）
【申請方法】令和3年1月15日（当日
消印有効）までに簡易書留などの
配達記録が残る方法で〒２04-
00２２清瀬市松山２-6-２3　清瀬商
工会へ 問清瀬商工会☎04２-491-
664８、産業振興課産業振興係☎
04２-497-２05２

「清瀬市中小企業等応援給付金」の
申請はお済みですか？ 申請期限は令和3年1月15日㈮

　金曜日より２泊以上の宿泊利用
限定で、1泊目の宿泊料がおとな
２,８70円・小学生1,700円（各朝食
付）となります。
　また、昨年同様に白樺高原国際
スキー場またはしらかば２in1スキ

ー場限定の清瀬市民リフト券特別
割引があります！
 期令和3年1月15日㈮～3月２6日
㈮【チェックイン時間】午後８時～
11時 申 問 清 瀬 市 立 科 山 荘 ☎
0２67-51-２300まで

　今シーズンは、スキーバス（利
用目的は自由）を1回限り運行し
ます。ＧｏＴｏトラベル対象の『込み
込みプラン』となります。それに
加え、立科山荘でのお飲み物や売
店、２日目のゲレンデ昼食でも使
用できる地域共通クーポンも発行
されます。
 日令和3年1月２２日㈮午後7時15
分発～２4日㈰午後5時30分着（２
泊3日4食付）
【利用ゲレンデ】しらかば２in1スキ
ー場�【募集人数】先着２0人程度。
定員に達した場合はキャンセル待
ちも受け付けます。最小催行人数
16人（新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため参加人数を限定さ

せていただきます）
【募集開始】1２月15日㈫正午～�
費おとなレッスンあり＝２7,500
円（地域共通クーポン6,000円分
付き）、おとなレッスンなし＝
２3,400円（地域共通クーポン
5,000円分付）、小学生レッスン
あり＝２２,000円（地域共通クーポ
ン5,000円分付）、小学生レッス
ンなし＝17,910円（地域共通クー
ポン4,000円分付）�
問清瀬市立科山荘☎0２67-51-
２300まで
※ＧｏＴｏトラベルの運用方法など
が変更になった場合には、料金を
変更する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

　産後に家族などからの援助が受
けられず、支援を必要とする産婦
・乳児に対し、心身のケアや育児
支援などを行う「産後ケア訪問事
業」を実施しています。具体的に
は、①身体的ケア、心理的ケア、
保健指導及び栄養指導②適切な授
乳を実施するためのケア、指導③
沐
もくよく

浴の援助④育児の手技について
の具体的な指導などを行います。
【利用期間】原則、産後4か月未満
まで【利用回数】4回まで（多胎児
の場合は6回まで）【利用時間】1回
につき２時間まで【必要書類など】

清瀬市産後ケア訪問事業利用申請
書（健康推進課窓口または市ホー
ムページからダウンロード可）、
印鑑、住民税非課税証明書（1月1
日以降に転入された方のみ）、生
活保護受給者証・中国残留邦人等
支援給付受給証明書（該当する世
帯のみ） 費1回1,000円（住民税非
課税世帯、生活保護世帯は免除〈無
料〉となります） 申�必要書類をそ
ろえ、直接健康推進課窓口へ（申
請方法については下記までご相談
ください） 問健康推進課母子保健
係☎04２-497-２077

清 瀬 市 産 後 ケ ア 訪 問 事 業

立科山荘レイトチェックインプラン

「立科山荘スキーバス運行」のお知らせ

清 瀬 市 立 科 山 荘

　介護のことを考えるなんてまだ
まだ先のことと思っていたけれど
…。親やパートナー、または自分
自身に介護が必要な日がすぐにや
ってくるのかもしれません。あわ
てて希望とは違う状況になってし
まうなどのトラブルを避けるため
にも、介護保険の制度や費用のこ
となどを学んでみませんか？　ど
なたでも参加できます。先着２0

人。 日令和3年1月２6日㈫午後２時
～4時 場消費生活センター 講ＮＰＯ
法人暮らしネット・えん代表理事
　小島美里氏
 申 問1２月16日からの平日午前9
時から午後5時までに電話で消費
生活センター☎04２-495-6２11へ
※保育あり（6か月～就学前。先
着3人。要事前予約）

消費生活講座5

終活講座③　介護にかかる費用・制度を知っておこう

“カミングアウト”は、はじめの一歩
～職場で、家庭で、学校で、誰にでもあるそのときに～
　人口の5～10㌫程度存在してい
るとされているＬＧＢＴｑの当事者
は、あなたのそばにいるかもしれ
ません。ゲイの当事者であり『僕
が夫に出会うまで』の著者である
七崎良輔氏を講師にお招きし、カ
ミングアウトを受け止める際のポ
イントを学びます。どなたでも参
加できます。先着２0人。 日令和3

年1月31日㈰午後２時～4時 場男女
共同参画センター 講七崎良輔氏
（作家・当事者） 申 問1２月16日か
ら令和3年1月２9日までに電話また
はファクスで男女共同参画センタ
ー☎04２-495-700２、Ｆ04２-495-
700８へ
※保育あり（6か月～就学前。先
着10人。要事前予約）

ＬＧＢＴｑ理解基礎講座

※ＬＧＢＴｑの「ｑ」は�、Questiｏning(クエスチョニング）、Ｑueer（クィア）を指すと言われています。

　新型コロナウイルスの感染が拡大しております。市内の患者数は、
1２月６日には残念ながら累計で1００人を超えてしまいました。
　今回は、夏の「第２波」と比べ、全世代への感染拡大と重症化のリス
クのあるご高齢の方の新規感染が大幅に増加しているのが特徴で、特
にご高齢の方の感染機会をありとあらゆる場面で減らしていくことが
重要です。これからの季節、飲食を伴う会話には十分にご注意いただ
くなど、家庭内にウイルスを持ち込まないよう対策の徹底をお願いい
たします。感染の封じ込めに向けて、引き続き皆さまのご協力をお願
い申し上げます。
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　次のような方からの相談を受け
付けています（24時間、土・日曜
日、祝日を含む毎日）。
▶発熱などの症状がある方
　かかりつけ医のいない場合や相
談先に迷っている場合などの相談
に対応します。かかりつけ医のい
る方は、かかりつけ医に電話でご
相談ください。 問東京都発熱相
談センター☎03-5320-4592
▶接触確認アプリ「COCOA」の接
　触通知を受けた方
　濃厚接触の可能性があった旨の
通知を受けた方からの相談に対応
します。電話番号は通知を受けた
方へアプリ内でお知らせします。
※医療機関に電話でご相談の結
果、受診の必要がある場合には、

医療機関の指示に従って受診して
ください。マスクを着用し、公共
交通機関の利用を避けて受診して
ください。
【新型コロナウイルス感染症に関
する一般相談窓口】
問多 摩 小 平 保 健 所 ☎042-450-
3111（平日午前9時～午後5時）
▶感染の予防に関することや、心
配な症状が出たときの対応など。
 問東京都新型コロナコールセン
ター☎0570-550571（午前9時～
午後10時。土・日曜日、祝日含む）
※ナビダイヤルです。通話料は最
初のガイダンスでご確認くださ
い。
【聴覚障害のある方などからの相
談】Ｆ03-5388-1396

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先
家庭内感染を防ぎましょう　～8つのポイント～

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

①部屋を分けましょう
▶個室にしましょう。食事や寝る
ときも別室としましょう。
▶ご本人は極力部屋から出ないよ
うにしましょう。トイレ・バスル
ームなど共有スペースの利用は最
小限にしましょう。
②感染者の看病はできるだけ限　
られた方で行いましょう
▶心臓、肺、腎臓に持病のある方、
糖尿病の方、免疫の低下した方、
妊婦の方などが感染者の看病をす
ることは避けましょう。
③マスクをつけましょう
▶使用したマスクは他の部屋に持
ち出さないようにしましょう。
▶マスクの表面には触れないよう
にします。マスクを外す際にはゴ
ムやひもをつまんで外しましょ
う。
▶マスクを外した後は必ずせっけ
んで手を洗いましょう（アルコー
ル手指消毒剤でも可）。
④こまめに手を洗いましょう
▶こまめにせっけんで手洗いや、
アルコール消毒をしましょう。洗
っていない手で目や鼻、口などを

触らないようにしましょう。
⑤換気をしましょう
▶定期的に換気をしましょう。共
有スペースや他の部屋も窓を開け
放しにするなど換気をしましょう。
⑥手で触れる共用部分を消毒しま
　しょう
▶共用部分（ドアノブなど）は薄
めた市販の家庭用塩素系漂白剤で
拭いた後、水拭きをしましょう。
▶トイレや洗面所は、通常の家庭
用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤で
こまめに消毒をしましょう。
▶洗浄前のものを共用しないよう
にしましょう。
⑦汚れたリネン、衣服を洗濯しま
　しょう
▶体液で汚れた衣服、リネンを取
り扱う際は手袋とマスクをつけ、
家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾か
しましょう。
⑧ごみは密閉して捨てましょう
▶鼻をかんだティッシュはすぐに
ビニール袋に入れ、室外に出すと
きは密閉して捨てます。その後は
直ちにせっけんで手を洗いましょ
う。

●ご本人は外出を避けてくださ
い。
●ご家族、同居されている方も検
温するなど、健康観察をし、不要
不急の外出は避け、特に咳や発熱
などの症状があるときには、職場
などに行かないでください。

 問健康推進課成人保健係☎042-
497-2076

参考：厚生労働省「ご家族に新型
コロナウイルス感染が疑われる場
合　家庭内で注意いただきたいこ
と～8つのポイント～」　

感染症から自分の身を守りましょう！

■手洗いは感染症予防の基本
◆手洗いのタイミング
　食事前やトイレの後、帰宅時、調理前後、咳・くしゃみの後、鼻をか
んだときなど。感染者（疑い含む）の世話をする場合は、前記のタイミ
ングに加えて感染者の世話や衣類の洗濯をしたとき、マスクを外したり
捨てたときなど。
◆効果的な手洗いのポイント
　流水とせっけんでもみ洗いとすすぎを繰り返すと効果的

（30秒×2回）です。
【洗い残しが多い場所（右図も参照）】指先・爪の間・指の付
け根・手のしわ・手首など（利
き手も意識して洗いましょう）

洗い残した人の割合

ポイント１　手の甲、特に指先に洗い残しが多い！
ポイント２　利き手に洗い残しが多い！
ポイント３　手肌のお手入れも大切！

出典：手洗いキャンペーン調査結果（多摩小平保健所）より作成

手の甲 手のひら

　新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症から自分の身を守るためには、定期的な換気など基本的な感染対策と飛沫・接触などの感染経路
を断つことが重要です。感染リスクを下げるために、免疫力を高める生活習慣を心がけて年末年始を過ごしましょう。 問健康推進課成人保健係☎
042-497-2076

■鼻呼吸のすすめ
　長時間のマスク着用は口腔内の乾燥を招きやすくなります。感染症予
防には、鼻呼吸をすることが効果的です。鼻毛は、空気中の細菌やウイ
ルスを取り除くフィルターの役割をしています。口呼吸では、それらが
取り除かれず直接体内に入ってしまうため、インフルエンザなどの感染
症にかかりやすくなります。鼻は天然のマスク！　鼻呼吸を意識して感
染症予防に努めましょう。

■口腔内の衛生環境を保ちましょう
　口腔内が不衛生になると、細菌が増殖し、ウイルスが
粘膜から細胞に入り込みやすくなり、病気になる可能性
が高まります。また、口腔内の乾燥を防ぐために、こま
めな水分補給と丁寧な歯みがきを心がけましょう。

東京動画「め
ざせ！　手洗
いマスターあ
らうさぎと手
を洗おう！」 ■出前講座「手洗いの洗い残しをチェック！」

　専用ローションをつけて、
ブラックライトで照らすこと
で、洗い残しをチェックする
ことができます。ご依頼に応
じて保健師などがチェックに
伺います。
【所要時間】約30分
【条件】5～10人程度で洗面台
の設備がある場合に受け付け
ます
 申 問健康推進課成人保健係☎
042-497-2076へ 専用ローションを手に付けて手洗い後にブラック

ライトで照らすことで、洗い残しがわかります

しっかりとポイ
ントを抑えよう

洗い残しが多い場所など
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― 雑草発芽抑制・ぬかるみ対策に ―
清瀬ウッドチップをご利用ください
　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木を加工したもの
で、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気の
商品のため、納品までに時間がか
かることがありますので、お早め
にご予約ください。なお、市内在
住の方には、5袋以上の購入で自
宅にお届けするサービスも行って
います。ぜひご利用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモールチップ」
【価格】各1袋200円（45㍑袋に約7 
㌔） 問総 務 課 営 繕 係 ☎042-492-

5111（内線524）
◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの隙間から雑草が出
てきてしまいます）。②ウッドチ
ップを厚さ5㌢以上敷き詰めてく
ださい。

10月1日に清瀬市受動喫煙防止条例を公布

◎子どもの受動喫煙防止
　市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの敷地に隣
接する路上において喫煙を禁止します。

◎公共施設における喫煙の制限など
　庁舎、学校、公園などの市立施設内の敷地内での喫煙を禁止します。

◎受動喫煙防止重点地区の指定など
　特に、受動喫煙防止を図る必要があると認める路上や駅前広場など
を受動喫煙防止重点地区に指定し、路上での喫煙を禁止します。

　この条例は、喫煙及び受動喫煙による健康へ
の被害を未然に防止し、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を目的と
し、令和3年4月1日より施行します。今後、詳
細については規則に定めていき、市報などでお
知らせします。引き続き、受動喫煙の防止への
ご協力をお願いします。
 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

清瀬市受動喫煙防止条例の条文は
市ホームページからご確認ください

条例のポイント（一部例外規定あり）

1年をふり返って  ～令和２年の清瀬～

3月末　新しい『清瀬市
史』の1冊目を刊行

1月12日　成人記念式典1月11日　出初式 2月2日　フェアリージャパン
公開練習・演技発表会in清瀬

　令和2年（2020年）も残すところわずかとなりました。今年は新
型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、新しい生活様式を求め
られるなど変化の多い年となりました。皆さんにとってはどんな1
年だったでしょうか？　ここでは、令和2年の清瀬市の1年を写真
でふり返ります。  問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

10月下旬　デザインマンホール蓋
を清瀬駅北口周辺歩道に設置

11月3日　清瀬市名誉市民
澄川喜一氏文化勲章受章

10月3日～25日　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」

10月1日　市制施行
50周年記念誌刊行

10月3日　清瀬市市制施行50周年記念式典8月末　市役所屋上での採蜜 新宿高島屋のジェラテリア・パンチェーラとコラボした清瀬市役所産はちみつ
「Kiyohachi」使用の「はちみつチーズジェラート」を市内などで期間限定販売
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雑木林の維持管理作業
　清瀬の自然を守る会では、笹刈り
や落ち葉掃き、常緑樹の伐採、枯損
木の整理など、冬の雑木林（都・市
有林）の維持管理作業を行います。
参加自由です。いい汗をかいてみま
せんか。 日下表参照。時間はいず
れも午前9時～午後2時30分ごろま
で（雨天時はいずれも翌日に延期） 
持昼食、飲み物、作業手袋、帽子（道
具は用意します） 問清瀬の自然を守
る会☎042-492-0710
※小雨の場合は、事務局へ当日午前
7時30分～8時にお問い合わせくだ
さい。

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5組（保護者の方の
みの参加も可） 日令和3年1月13日㈬

清瀬駅南口地域児童館整備基本計画 
策定支援業務委託プロポーザルのお知らせ

　清瀬駅南口地域児童館を整備す
るため、当該基本計画策定支援業
務委託プロポーザルに参加する事
業者を募集します。
【契約期間】契約締結日の翌日か
ら令和4年3月31日まで
【今後の予定】（1）質問受付＝12月
21日㈪まで（2）参加表明書受付＝

12月28日㈪まで（3）企画提案書
等受付＝令和3年1月15日㈮（4）
プレゼンテーション審査＝令和3
年2月3日㈬（5）結果通知・契約締
結＝2月下旬（予定） 問企画課企画
調整担当☎042-497-1802
※詳しくは市ホームページをご確
認ください。

下宿地域市民センター改修工事完了に伴う
開館・貸出再開のお知らせ

　下宿地域市民センターの耐震補
強工事及び大規模改修工事が完了
しますので、下記のとおり施設の
貸出などの業務を再開します。
◆下宿地域市民センター・下宿図
　書館
【開館・貸出再開日】令和3年1月9
日㈯（センター窓口業務のみ令和
3年1月6日㈬より再開）
◆下宿児童館・下宿つどいの広場
【開館再開日】令和3年1月9日㈯
（12月26日㈯まで清明小・あさひ
ルームにて運用中）
◆市民体育館

【開館・貸出再開日】令和3年3月9
日㈫
◆下宿運動公園広場
【貸出再開日】令和3年3月20日㈯
問工事に関すること：生涯学習ス
ポーツ課生涯スポーツ係☎042-
495-7001、施設に関すること：
下宿地域市民センター☎042-493-
4033、下宿図書館に関すること：
中央図書館☎042-493-4326、下
宿児童館に関すること：児童セン
ター042-495-7700、下宿つどい
の広場に関すること：NPO法人ウ
イズアイ☎042-452-9765

●２月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
１２月１5日午前8時30分から1月４日までの
間に受け付け。先着２5枠。３月１5日号掲載
希望の「サークル仲間募集」の原稿は、２月
１5日まで受け付け。

●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

【 市 民 伝 言 板 利 用 案 内 】
シルバー人材センター 

就業体験講習
【講習名】襖・障子の張替え 対市内
在住の60歳以上で、シルバー人材
センターに未入会の方。定員8人（希
望者多数の場合は選考） 日令和3年1

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6月生まれの幼児 

作業日 作業場所 集合場所

12月15日㈫ 野塩一丁目市
有林

野塩八幡神社
前

12月22日㈫ せせらぎ公園
周辺 宮下橋

令和３年
1月12日㈫ 台田市有林 台田市有林上

広場

1月19日㈫ 中里緑地保
全地域Ｃ地区

せせらぎ公園
木道

1月26日㈫ 中里緑地保
全地域Ａ地区 梅坂橋

2月2日㈫ 御殿山緑地
保全地域 御殿山緑地

2月9日㈫ 御殿山緑地
保全地域 御殿山緑地

パブリックコメントを実施します

◆清瀬市高齢者保健福祉計画・第
　8期介護保険事業計画（案）
　団塊の世代が75歳以上となる
令和7年（2025年）を見据えたう
えで、「清瀬市高齢者保健福祉計
画・第7期介護保険事業計画」の
見直しをはかり、「地域共生社会
の実現」と「介護保険制度の持続
可能性の確保」に向け、これまで
の進捗状況と社会経済情勢、市民
ニーズなどを踏まえ、令和3年度
から5年度までを計画期間とする
「清瀬市高齢者保健福祉計画・第
8期介護保険事業計画（案）」を取
りまとめましたので、皆さんから
の意見を広く募集します。 対市
内在住・在勤・在学または市内に
事業所を有する個人・法人・その

他団体、この事案について直接的
に利害関係が生じると認められる
方【案の公表場所】市ホームペー
ジ、各地域市民センター、中央・
駅前図書館、生涯学習センター、
男女共同参画センター、児童セン
ター、行政資料コーナー（市役所
本庁舎3階）、コミュニティプラ
ザひまわり、清瀬けやきホール、
高齢支援課【提出】12月21日から
令和3年1月12日までに住所・氏
名・対象事案名を記入し、市ホー
ムページ（専用フォーム）または
郵送・ファクスで高齢
支援課へ 問高齢支援課
管理係☎042-497-2079
Ｆ042-492-9990

詳細はこちら

令和２年10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。 日令和3年1月12日
・19日・26日、2月2日いずれも火
曜日午前10時～正午（2月2日は午後
1時30分～3時30分） 場きよせボラ
ンティア・市民活動センター 問NPO
法人ウイズアイ☎042-452-9765Ｍi
nfo@with-ai.net

日令和3年1月5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、子ど
ものお出かけグッズ（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。
※「子どもの計測日」は中止です。

6か月～8か月児＝午前9時45分～11
時、9か月～11か月＝午前11時～午
後0時15分 持母子健康手帳、子ども
のお出かけグッズ 申 問電話で健康
推進課母子保健係☎042-497-2077
へ

バンクシステムでは、学校でボラン
ティア活動などをしたい方、知識や
技術を生かしたい方など学校のサポ
ーターとして活躍してくれる方を募
集しています。インターネットから
登録でき、学習支援や部活動支援な
どさまざまな活動内容から、自分に
合った方法や内容で学校を支援でき
ます。登録料や紹介料は
無料です。詳しくはQRコ
ードからホームページを
ご覧ください。 問一般財
団法人東京学校支援機
構TEPRO☎0120-389-
055

TEPROホーム
ページ

清 瀬 商 工 会「 創 業 塾 」
　多彩な分野で活躍する専門家が
講師となり、起業に必要な基礎知
識や実務ノウハウまで体系的に学
べる創業塾を開催します。今回は
自宅からも参加できる、Ｚoomに
よるウェブ開催です。 対創業に
興味がある方・創業して間もない
方。先着40人 日令和3年1月5日㈫
・6日㈬・7日㈭・8日㈮午前9時

～午後3時（休憩あり。全4日間）
 講宮島章吉氏 申 問下記QRコード
またはＵhttps://bit.ly/2TGdCCFの
フォームから申込み。または電話
で清瀬商工会☎042-
491-6648へ
※パソコンなどインタ
ーネット環境は自身
でご用意ください。 申込みフォー

ム

学校のサポーターになりませんか 
TEPRO Supporter Bank

　東京学校支援機構が運営する人材

女性就業支援セミナー「働く女性のストレスケア」

　女性特有のストレスを知って、
さまざまなストレス対処法を学び
ます。 対女性の方、先着15人
 日令和3年1月23日㈯午前10時～
正午 場男女共同参画センター
 講井口和子氏（公認心理師・臨床
心理士・産業カウンセラー）
 申 問12月15日から令和3年1月22

日までの平日午前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～就学前。先着
10人。要事前予
約）

月19日㈫午後1時30分～3時30分
 場シルバー人材センター（松山三丁
目） 申12月15日午前9時から、必要
事項を記入した申込書を東京しごと
財団シルバー講習担当係へ郵送また
はファクスＦ03-5211-2329、もし
くはシルバー人材センターへ持
参 問シルバー人材センター☎042-
494-0903

家庭でも交通ルール・交通マナ
ーについて話し合いましょう
　家庭でも、普段から交通ルールに
ついて話し合いをすることが大切で
す。また、スマートフォンや携帯電
話の画面を見つめながらの歩行は大
変危険です。「スマートフォンや携
帯電話を操作しながら歩かない」「遊
びながら歩かない」など、歩行する
際の注意点も話し合い、実践するよ
うにしましょう。自転車運転者も歩
行者も気持ちよく通行できるよう、
皆さんで交通ルールとマナーを守り
ましょう。 問道路交通課交通安全
係☎042-497-2096
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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
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令和２年12月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,105人 （7人増）　女　38,767人 （24人増）　計　74,872人 （31人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,144世帯（36世帯増）　※人口は、外国人住民（1,329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。

◆社会福祉協議会へ
　萩倉孝子様（100,000円）、清瀬駅
南口清和会様（10,000円）、中清戸
シルバーピア有志一同様（3,458円）
匿名様　5件（272,702円）
　ありがとうございました。

①そうだじゅげむきこう　特別編
　1月のじゅげむは大ホールで開催で
す。日令和3年1月16日㈯午後2時～（開
場は午後1時30分） 費一般2,000円・小
学生500円（全席自由）【出演】瀧川鯉
八、春風亭昇々、立川吉笑、玉川太福
（浪曲）、玉川みね子（曲師）
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 日令和3年1月15
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
　今回は「リトミックでクリスマス」。
よろしければ仮装でお越しください。
各クラス先着12組 日12月22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「マスク生活を
彩るアロマセラピー」
　オリジナルのブレンドエッセンシャ
ルオイルをつくります。先着8人。
日令和3年1月13日㈬午後2時～3時30
分 費1,500円 講西脇直子氏
⑤講座「写経教室　1月～3月」
　般若心経をとおして「写経体」とい
う字体を学びます。各曜日先着18人。
日月曜教室＝令和3年1月11日、2月22
日、3月8日、木曜教室＝令和3年1月
14日、2月11日、3月11日いずれも午
前10時～正午 費全3回3,000
円（用紙代別） 持大筆・小筆
・すずり・墨汁・下敷き・
文鎮・半紙 講横田游心氏
申 問いずれも直接窓口また

は電話で（②は12月18日から）清瀬け
やきホール☎042-493-4011へ

①やさしいヨガ教室
　日常の疲れた体や心をヨガでリフレ
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12月15日㈫・
17日㈭・22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
②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！　代謝をあげてシェイプア
ップ！　先着15人。 日12月15日㈫・
22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
③太極舞教室
　寒さに負けないでしっかりと体を動
かしましょう！　軽快な曲に合わせし
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
…そんな方はぜひ！　先着15人。
 日12月17日㈭・令和3年1月14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
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！ 各曜日先着12人 日水曜教室＝12
月16日午前9時45分～10時45分・午
前11時～正午、土曜教室＝12月19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（水曜教
室）、神武朋子氏（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。

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

の催し物
コミュニティプラザひまわり

東京都農業祭 
「農畜産物品評会」の結果

　11月2日に東京都農業祭「農畜産
物品評会」が行われました。審査の
結果、次の方が特別賞を授与されま
した。おめでとうございます。
◆関東農政局局長賞　ホウレンソウ
・カブ　小寺浩子さん（下清戸）
問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052

公立昭和病院年末年始 
休診等のお知らせ

　12月29日㈫から令和3年1月3日㈰
まで一般外来診療を休診します。救
急診療は通常どおり行いますが、重
症重篤患者を優先的に診療しますの
で、待ち時間が長くなる場合があり
ます。
　ご来院の際は、必ず電話でご連絡
をいただきますようお願いします。

なでしこリーガーによる清瀬市 
サッカー教室中止のお知らせ

　毎年実施している、プレナスなで
しこリーグ2部所属のスフィーダ世
田谷ＦＣと、ＦＣ十文字ＶＥＮＴＵSによる
サッカー教室は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止とさせ
ていただきます。楽しみにされてい
た皆さんには申し訳ありませんが、
ご理解のほどお願いします。次回開
催は令和4年2月ごろを予定してい
ます。
問生涯学習スポーツ課生涯スポーツ
係☎042-495-7001

　また、紹介状の持参のない場合に
は、選定療養費として5,500円をご
負担いただきます。 問公立昭和病
院☎042-461-0052（代表）

　実際の設備点検業務に直結する
体験に親子でチャレンジしません
か。パイプロボットをリモコンで
操作して配管でつくられたコース
を走らせ、走破タイムを競いま
す。 対4歳～小学2年生とその保
護者。各回12組（同伴者の入室も
可能ですが、会場内の人数を制限
するため入室をお待ちいただく場
合があります） 日12月26日㈯・
27日㈰①午前11時～正午②午後1
時30分～2時30分③午後3時30分
～4時30分費入館券おとな520円
・4歳～高校生210円 申当日開館
時よりエントランスホールで参加

多摩六都科学館の催し物

券を配布（先着順） 問多摩六都科
学館☎042-469-6100
※12月の休館日：21日㈪・28日
㈪～令和3年1月2日㈯

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

郷土博物館のイベント

図書館からのイベント

①ミュージアムシアター5
　16㍉フィルムによる上映です。先着25人程度。 内『ミッキー
マウスのクリスマス』（上映時間24分）、『くまのプーさん イー
ヨのおたんじょう日』（上映時間25分） 日12月20日㈰午前10時30
分～ 直 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予防対策をとりながらの上映となります。

図書館特別展示コーナー
　年末年始の特別展示として、各図書館
でテーマに沿った図書を新たに収集し、
展示します。年末年始の読書にご活用く
ださい。各館のテーマは下表のとおり。 
日12月15日㈫～令和3年1月31日㈰（下
宿図書館は令和3年1月9日㈯から） 
問中央図書館☎042-493-4326

中央
 楽しい巣ごもり生活　―おうち時間を楽しむ―
　新型コロナウイルス感染症が世界中に広がり、２０２０年は本当に大変な１
年でした。ここで気持ちを新たにして、「新しい生活様式」に向けて家での時
間を楽しく、そして有意義に過ごしましょう。

元町
こど
も

　冬を楽しもう！～ぬくぬく、ほっこり　―家族と過ごすおうち時間―
　皆さん、寒い冬は好きですか？ クリスマスやお正月、暖かい部屋で食べ
るシチュー、外には氷や雪の白い世界が広がっています。みんなで楽しい冬
を過ごせる本をご紹介します。

下宿
 大人だって学びたい　―おうち時間に学びなおす―
　思うように外に出られず、人とのコミュニケーションも取りづらくなっ
ています。こんな時こそ政 治や 経済、芸術、語学など、普段気になって
いた”あれこれ”を学びなおしてみませんか。

野塩
 美しい日本、美しい心　―おうち時間に和を見つめる―
　どうしても家にいる時間が長くなっています。社会状況もなかなか落ち着
きを取り戻すことが叶わないので、心落ち着き癒される日本の美、和の心に
改めて触れてみてください。

竹丘
 本の世界で旅にでる　―おうち時間に旅をする―
　まだまだ自由に旅行に出かけることができません。その代わりに小説やエ
ッセイ、紀行文のなかの国や場所へ、バーチャル旅行を思いきり満喫してく
ださい。

駅前
 疲れてしまった心を癒す　―おうち時間で自分を整える―
　仕事、学校、人間関係。ストレスを感じることが多い現代ですが、年末年
始に自分自身の感情と向き合ってみませんか。きっと自分にあったリフレッ
シュ方法が見つかるはずです。

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、下記のとおり開会中で
す。 問議会事務局議事係☎042-497-2567

月 日 時間 内容
１２ １7㈭ 午前１０時～ 本会議（最終日）

ロクトロボットパーク オープニングイベント
～「親子で挑戦！ パイプロボコンタイムアタック」～




