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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 3日㈬・10日㈬・17日㈬・24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

※1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） 4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 10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）

10日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
17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 17日㈬午後1時～3時
（30分4枠）

交通事故相談 24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 2日㈫・4日㈭・12日㈮・16日㈫・18日
㈭・26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） 18日㈭午後5時30分～午後9時
DV・モラハラ相
談

3日㈬・10日㈬・17日㈬・25日㈭
午前10時～午後4時

法律相談 9日㈫午後2時～4時
しごと相談 5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2 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：ウェイブスライダー、水耕栽培セット（大・中・小）★ゆずってください：MD付きラジオカセットデッキ
申 問1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）

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×市制施行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

「低未利用土地等確認書」の 
発行について

　土地の有効活用を通じた投資の促
進、地域活性化、さらなる所有者不
明土地発生の予防に向け、令和2年
度税制改正において土地計画区域内
にある低未利用土地等で一定の要件
を満たす譲渡をした場合の所得税及
び個人住民税の特例措置（長期譲渡
所得の100万円控除）が創設されま
した。
　特例措置の適用を受けるには、必
要書類を揃えて確定申告する必要が
あります。確定申告に必要な「低未
利用土地等確認書」の発行は、当該
土地の市区町村で行いますので、発
行を希望する方は申告書を記載のう
え、必要書類を添付して提出してく
ださい。
　制度の詳細は、国土交通省ホーム
ページを確認いただくか、管轄の税
務署へお問い合わせください。
　なお、清瀬市が「低未利用土地等
確認書」を発行できるのは、該当土

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4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

1月27日㈬
午後3時～

アミューホー
ル

高齢支援課管理係
☎042-497-2079 新型コロナウ

イルス感染症
拡大防止のた
め、傍聴はお
控えください。令和2年度清瀬市文化財保

護審議会
1月29日㈮
午前10時～ 郷土博物館 郷土博物館

☎042-493-8585

◆市（まちづくり応援寄附金）へ
　松村雅人様（11,000円）、健康麻
雀ファースト・クラブ様（5,000円）
◆緑地保全基金へ
　 ボ ラ ン テ ィ ア　 き よ せ び と 様

（217,000円）
◆社会福祉協議会へ
　森原様（100，000円）、志村昭夫
様（7,985円）、匿名様1件（10,000円）
　ありがとうございました。

　土器に残っているくぼみ（圧痕：
あっこん）から縄文人の食生活が
わかる!?　圧痕のレプリカから植
物の種類を調べる体験のほか、科
学と考古学両方の視点から解き明
かされた縄文の暮らしについてお
話しします。（共催 ： 西東京市教
育委員会社会教育課） 対①中学生
以上（※おとな向け内容です）②小
学４年生～以上。各回定員18人 日
2月1３日㈯①午前11時～午後0時
３0分、②午後2時～３時３0分 講東
京大学総合研究博物館特認研究員

多摩六都科学館の催し物

　佐々木由香氏
 費入館券おとな520円・４歳～高
校生210円 申 問2月1日（必着）ま
でに、多摩六都科学館ホームペー
ジの専用フォームまたははがきに
イベント名、開催日、希望時間、
氏名（フリガナ）、年齢（学年）、
郵便番号、住所、電話番号を記入
し、〒188-001４　西東京市芝久
保町5-10-6４　多摩六都科学館☎
0４2-４69-6100へ
※1月の休館日：18日㈪・25日㈪
～28日㈭

多摩六都科学館
ホ ー ム ペ ー ジ

科学の視点で考古学
～土器のくぼみ（圧痕）から植物を調べる

地が清瀬市内に所在するもののみで
す。また、「低未利用土地等確認書
申請書」及び「低未利用土地等確認
書」は、制度の適用を確約するもの
ではありません。適用要
件の詳細は、管轄の税務
署（清瀬市の場合は東村
山税務署）までお問い合
わせください。 問まち
づくり課まちづくり係
☎0４2-４97-209３

詳しくはこちら
（市ホームペー
ジ）

都市計画の案（中里一丁目緑地の 
変更）に関する説明会及び縦覧

　東村山都市計画緑地（第8号中里
一丁目緑地）の変更に伴い、都市計
画の案に関する説明会及び縦覧を行
います。 日説明会＝1月2３日㈯午前
10時～10時３0分（予定）、案の縦覧
期間＝1月22日㈮～2月12日㈮午前8
時３0分～午後5時（土・日曜日は除
く） 場説明会＝中里地域市民センタ
ー、案の縦覧＝水と緑の環境課
【意見の提出】関係住民と利害関係
者は、縦覧期間中に直接または郵送
で意見書を提出できます。提出先は
水と緑の環境課です。 問水と緑の
環境課緑と公園係☎0４2-４97-2098
※新型コロナウイルス感染症拡大予
防のため、説明会及び縦覧をご希望
の方は、マスク着用にご協力をお願
いします。

令和３年度市立保育園給食用 
食材納入業者登録の受付

　市立保育園の給食で使用する食材
（肉・魚・青果など）の納入業者の
登録を受け付けます。

令和３年度学校給食物資一括 
購入納入業者の登録申請受付

　令和３年度学校給食物資一括購入
納入業者の登録申請を受け付けま
す。【申請書配付】1月15日㈮ から教
育総務課窓口で配布
【受付期間】2月1日㈪～5日㈮

【申請書配付期間及び受付期間】1月
15日㈮～29日㈮
【申請書配付及び受付場所】子育て
支援課 問子育て支援課保育・幼稚
園係☎0４2-４97-2087

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に伴う水道・下水道料金の支払猶予

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴い、一時的に水道料金など
のお支払いが困難な事情がある方に
対し、お申し出の日から最長で1年
間、お支払いの猶予をします。
【猶予期間】お申し出いただいた日
から1年間【受付期間】３月３1日㈬ま
で【猶予期間後の対応】猶予期間終
了後も、1年以内の分割支払いなど
の相談に応じます 申 問東
京都水道局多摩お客様セ
ン タ ー ☎0４2-5４8-5110
または☎0570-091-101
※詳細は東京都水道局
ホームページをご覧く
ださい。

【開催中止】第１５回 多摩六都 
高校生写真展

　2月7日㈰～1３日㈯に郷土博物館
で開催を予定しておりました「第15
回多摩六都高校生写真展」は、緊急
事態宣言の発令を受け、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、中
止となりました。ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。 
問生涯学習スポーツ課生涯学習係☎
0４2-４95-7001

東京都下水道
局ホームペー
ジ

【提出書類】（1）申請書（2）別表〔1〕
取扱商品名及び生産者（３）食品衛生
監視票（４）営業許可書（写し）（5）税
の未納がないことを証する納税証明
書（その３の2または、その３の３） 
問 教 育 総 務 課 学 務 係 ☎0４2-４97-
25３9


