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今号の主な内容▶3面：令和3年度会計年度任用職員（専門職）を募集／4面：緊急事態宣言が発令されました／5面：令和2年第4回定例市議会

市・都民税、所得税などの申告について詳しくは、
本号折り込みの「税の申告特集号」をご覧ください。

市・都民税、所得税などの申告が始まります

2月16日㈫～3月15日㈪申告期間

市・都民税の申告は市役所へ
所得税などの申告（確定申告）は東村山税務署へ

　市・都民税の申告は市役所で、所得税などの申告（確定申告）は東村山
税務署で受け付けます。なお、令和２年中に清瀬市内に転入された方や令
和２年度市・都民税申告書を提出された方には、1月下旬ごろに令和３年度
市・都民税申告書を送付する予定です。

　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止には、密を避けるなど
の対策が必要です。市民の皆さまには新しい生活様式を実践していただき、
郵送やインターネットでの申告にご協力をお願いします。
 問課税課市民税係☎04２-497-２040

市・都民税の申告

市役所に郵送で
提出できます

※還付申告は確定申告期間とは関係なく、その翌年1月1日から5年間提出することができます。
※申告期間後の提出の場合、5月～6月の当初の住民税額の算定に間に合わない場合がありますが申告情報が届き次第、随時更正します。

所得税などの申告（確定申告）

e-Taxでの提出や
国税庁ホームページで
作成した申告書を税務署
へ郵送で提出できます

高齢男性

受付会場の密を避けるために…
郵送やインターネットで申告しましょう



令和3年（2021年）1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。

　１月２６日は「文化財防火デー」で
す。
　昭和２４年１月２６日の早朝、奈良
県法隆寺の金堂から出火し、国宝
の十二面壁画が焼損したことが契
機になり、昭和３０年から１月２６日
を「文化財防火デー」とし、今年
で６７回目を迎えます。清瀬市内
には、旧森田家主屋（下宿二丁目）、

日枝神社本殿（中清戸二丁目）、
円通寺長屋門（下宿二丁目）など
の文化財があります。
　先人たちが残した貴重な文化財
を火災や地震から守り、後世に伝
えるためにも地域ぐるみで、文化
財を守りましょう。
 問清瀬消防署☎０４２-４9１-０１１9

　文化財を火災などから守ろう

　平成７年１月１７日に阪神・淡路
大震災が発生したことで、毎年１
月１７日を「防災とボランティアの
日」、１月１５日から１月２１日は「防
災とボランティア週間」とするこ
とが定められ、東京消防庁は平成
７年７月に大規模災害時に消防業
務を支援する災害時支援ボランテ

ィア制度を発足させました。清瀬
消防署では地域防災のためにご協
力していただける災害時支援ボラ
ンティアを募集しています。詳し
くは、清瀬消防署ホームページを
ご覧いただくか、清瀬消防署まで
ご連絡ください。
 問清瀬消防署☎０４２-４9１-０１１9

　地域防災にあなたの力を生かしませんか？

広 域 連 携 事 業
ひきこもり Ｕ Ｘ ママ会・ひきこもり Ｕ Ｘ 女子会
　結婚しても、子どもがいても、
不安や生きづらさがある…。また、
ひきこもり状態にあったり、対人
関係の難しさを感じている…な
ど、さまざまな生きづらさを抱え
ている女性自認の方を対象に、当
事者会を開催します。また併せて、
男性当事者を含むひきこもり状態
のご家族がいる方や支援者など、
集まった方同士で自由に交流がで
きる場として、「つながる待合室」

も実施します。いずれも先着２０
人 日 対下表参照 場いずれも男女
共同参画センター【参加方法】申
込み不要ですが、当日参加いただ
く方は、マスク着用や受け付けで
の検温、名前・連絡先記入（筆記
用具持参）にご協力をお願いしま
す【主催】清瀬市・国立市（広域連
携事業）【運営】一般社団法人ひき
こもりＵＸ会議 直 問男女共同参画
センター☎０４２-４9５-７００２

日時 タイトル 対象 備考
1月28日㈭午前11時～
午後1時30分（受付は
午前10時40分～）

ひきこもり
 ＵＸママ会

子育て中の女性でひきこもり
などの生きづらさや、対人関
係などの困難を抱える方

保育あり（就学前の
子ども。先着10人）。
事前に要予約。

2月11日㈭午後2時～4
時30分（受付は午後1
時40分～）

ひきこもり
 ＵＸ女子会

ひきこもりなどの生きづらさ
を抱える女性で、自認の方

2月11日㈭午後3時～4
時30分（受付は午後2
時45分～）

つながる
待合室

男性当事者を含むひきこもり
状態のご家族がいる方、支
援者

性別は問いません

東京清瀬市みつばちプロジェクト
×

西武造園株式会社の環境教育プログラム「はち育®」

横浜市中区山手町アメリカ山公園の
はちみつ飴、蜜ろう加工品を期間限定で販売します

　今回販売する商品は、西武池袋線清瀬駅から、乗り換えなし１本で行
ける、みなとみらい線の元町・中華街駅駅舎上部にある、アメリカ山公
園のみつばちたちが生産したはちみつ、蜜ろうを加工した商品です。
　全国初の立体都市公園である、アメリカ山公園を管理するのは西武造
園株式会社で、同社はアメリカ山公園の他６か所の公園でみつばちを飼
育し、その特性を生かした環境教育プログラム「はち育®」を展開してい
ます。東京清瀬市みつばちプロジェクトでは、他の養蜂事業との連携を

とおした相互交流の機会創出やその促進のため、令和元年１０月に西武
造園株式会社と連携協定を締結しました。
　そして、令和元年度の市民まつりでは、「アメリカ山公園Pure Honey」
と清瀬市役所産はちみつ「Kiyohachi」の合同販売、蜜源植物で作るハー
バリウム作りを実施しました。今後、官民連携事業として、さまざまな
ワークショップの開催を計画していますので、今後の展開を楽しみにし
ていてください。 問総務課営繕係☎０４２-４9７-１8４１

１月１8日㈪～29日㈮平日午前9時～午後3時　市役所１階にて

●西武造園グループ環境教育プログラムの取り組み
　「人とみどりの環境創造サービス企業」として全国的に事業展開する
西武造園株式会社は、計画・設計、施工、維持管理、管理・運営、企画
・広報までワンストップなサービスを提供するとともに、人とみどりの
より豊かで、魅力あるまちづくりを目指しています。
　また、管理運営公園や維持管理施設などで環境教育プログラムを各種
実施しており、みどりを通じて学びの場や体験
の場を創出しています。
＜はち育®＞
　公園内でみつばちを飼育し、みつばちの特性
を生かした環境教育プログラムを実施していま
す。みつばちの観察や、蜜ろうを使ったクラフ

ト体験など、さまざまな世代に向けたプログラムを企画し、みつばちを
通じて地域の自然に興味を持っていただける機会を提供しています。ま
た、採蜜したはちみつによる商品開発も行っています。
＜富良野自然塾東京校＞
　作家・倉本聰氏によって監修された「富良野自然塾」のコンセプトそ
のままの内容で、公園内に設置されたコースを
使って体験する環境教育プログラムです。イン
ストラクターがドラマチックに表現し、参加者
の想像力をかきたてます。私たちが生きていく
上で必要なものは何か、地球の構造や長い歴史
を五感で体感しながら、これからの未来につい
て考えます。

アメリカ山はちみつで作った
はちみつ飴
400円（税込み）

　昔ながらの手法で職人による手
練で作り上げた飴です。ばら入り
で、たっぷり容量です。

香料・添加物不使用 香料・添加物不使用

みなとエリアのお花でできた
塩入りはちみつ飴
500円（税込み）

　職人による手練で作り上げた飽
きのこない味です。隠し味の塩が
はちみつのコクを引き立てます。

香料・添加物不使用

蜜ろうの肉球ケア
クリームキット
800円（税込み）

　安心して犬・猫の肉球ケアにご
使用いただけます。電子レンジで
温めて簡単に作ることができます。

国産蜜ろうのリップクリームキット
800円（税込み）

　原材料は全て国産品を使用し、
安心してご使用いただけます。電
子レンジで温めて簡単に作ること
ができます。

全商品アメリカ山公園で採取したはちみつ・蜜ろうを使用しています
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清瀬市長

　【天下分け目の清瀬が原】、かつて
亡国病と言われた結核と日本を代表
して闘ったのが清瀬でした。だから、

『人の世の流れの果てや清瀬村』と病
室に書かれていたのです。そうした
きわめて恐ろしい状況でしたから、「清
瀬はだめだ」という否定的感情が村民
・町民を支配してしまったのです。
その「倍返し」に、新型コロナを通して、
どれだけ清瀬が尊い世界的役割を担
い、人類に貢献してきたかを実感し
ていきましょう。
　そのわかりやすい解説の本が、
2014年の公益財団法人結核予防会
の『証言でつづる結核対策 公衆衛生
の歴史』です。元複十字病院の院長
で、結核予防会の工藤理事長の冒頭
文から抜粋引用します。
　『・・・世界に目を転じますと、
WHO（世界保健機関）の直近の統計
では、2014年には960万人が新たに
結核を発病し、150万人が死亡して
います。・・・結核を45分の1以下に
減少させた日本の結核予防、早期発
見、早期診断、そして治療技術を、
これからの国々の結核対策に役立て
ることができるのです。・・・中でも
清瀬にある結核研究所は、国内唯一
の結核研究施設であるとともに、結
核の疫学調査、教育・普及から国際
結核対策まで、まさに【日本結核対
策センター】ともいうべき役割を果た

しています。』
　清瀬のＢＣＧ製造も50年以上毎年、
約5千万人分のワクチンを世界中に
送っていることも含め、どれだけ清
瀬が尊いか実感できるでしょう。研
究所には、結核菌に冒されたさまざ
まな『臓器』の病理検体が、患者情報
とともに透明な容器に入れられ、結
核菌が変容した際に、対応研究して
人々を救うために保存されているの
です。
　初めて見せていただいたときに、
平和な今に通ずる感謝の気持ちと、
この方々の魂はどうされているのだろ
うかと複雑な思いにかられました。こ
のことから結核資料館の建設を国に
お願いし、検体を保存できれば、患
者の皆さんも、結核撲滅のための貴
重な資料としての貢献を誇りに思っ
ていただけるだろうと思っています。
　まさに、国民的仏教詩人「坂村真民」
さんの『忘れるな』の詩そのものです。

【頭より足　足を忘れるな　花より根
　根を忘れるな　見えるものより　
見えないものを忘れるな】、電気・水
道・自動車・医療などがない、根っ
この過去の時代を前向きに生き抜い
た先人の皆さんに、尊い清瀬から感
謝していくのがとても大事だと私は思
っています。幸せを分け合う清瀬が
新型コロナ禍に沈む社会に灯りをと
もしていくはずだと私は信じます。

（評）浴衣を着てお出かけ。この浴衣はお母さんが若いころ着ていたもの。
袖を通したとき、お母さんの匂いがしたような気がして、ちょっぴりう
れしかった。仲のよい母娘のほのぼのとした生活が感じられます。

袖とおす浴衣にかすか母のにおい 五中３年　正木優羽

ラムネ飲み父のねごとを聞いている  清小５年　加藤絢音
（評）なんとものどかな光景。真夏の昼、ごくごくとラムネを飲んでいるか

たわらで昼寝をしているお父さん。なにやら寝言を言っている。にやに
やと見ている作者。父と子の信頼関係が感じられます。

思い出とセミの抜がら落ちている  八小 6 年　西村真柚
（評）新型コロナウイルスのせいで早めに終わった夏休み。８月中に２学期が

始まった通学路、セミの抜け殻が落ちていた。抜けがらってセミの思い
出じゃないかしら。ここには、私の夏休みの思い出も落ちているはず。

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

　地産地消の推進と地域福祉の向
上を図るため、JA東京みらいと
清瀬直売会の協力により、市内産
農産物などの移動即売会を実施し
ています。市内産の新鮮な野菜を
はじめ、果樹、切花などをぜひお
買い求めください。

　なお、天候不順などの場合及び
年末年始、水曜日が祝祭日の場合
は開催しません。また、売り切れ
次第終了となりますので、ご了承
ください。 日 場下表参照�
問産業振興課産業振興係☎04２-
497-２05２

地元農産物即売会を毎週開催しています

中里地域市民センター（左）と旭が丘団地中央広場（右）での農産物即売会の様子

【募集要項】1月15日㈮～２月1日㈪
の平日午前８時30分～午後5時に
職員課で配布（市ホームページか
らもダウンロード可） 申 問２月1日
までの平日午前８時30分から午後

5時までに所定の用紙に必要事項
を記入し、資格を証明するものの
写しを添えて直接窓口または郵送

（２月1日必着）で職員課職員係☎
04２-497-1８43へ

令和3年度

会計年度任用職員（専門職）を募集

区分 受験資格 人数

学校栄養士 栄養士の資格を有する方
若干名

心理相談員 心理士の資格を有する方で、発達検査を行うことができる方
※心理士の資格の詳細は、募集要項をご覧ください。

※地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、これまで任用してきた臨時・非常勤
（一部除く）職員が、令和2年度から「会計年度任用職員制度」として名称・制度が
変更されました。詳しくは、募集要項をご確認ください。

　令和２年9月から、「（仮）花のあ
る公園」予定地で、公園の活用方
法をイメージしていただくため、
オープンパークを開催していま
す。これまで1２回開催し、近隣
中学校の吹奏楽部による演奏会や
ガーデニング講座などを行い、の
べ1,500人を超える方にご参加い

ただきました。
　今後は、公園の開放は行います
が、イベントは自粛し、公園の計
画や活用方法の個別説明を行いま
す。【今後の日程】1月２0日㈬、２
月２4日㈬、3月3日㈬いずれも午
前10時～正午 問水と緑の環境課
緑と公園係☎04２-497-２09８

満開のコス
モス畑には
多くの人が
集まりまし
た

Facebook instagram

最新情報を配信中！

花のある公園プロジェクト

「（仮）花のある公園」オープンパーク

場所 日にち 時間
中里地域市民センター

毎週水曜日
午前10時～10時30分

旭が丘団地中央広場 午前11時～11時30分
市役所本庁舎前 正午～午後0時30分

　1月7日、特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京都と神奈川、埼玉、千
葉の3県に発出されました。都内では、1日の新規感染者数が2千人を超え、
医療体制に重大な影響を及ぼす状況となっております。
　清瀬市の新規感染者数も加速度的に増加している状況にあることから、市
では適切な情報の発信などにより、皆さんを感染の危機にさらすことのない
よう、総力をあげて取り組んでまいります。
　改めて皆さまには、手洗い・うがい・消毒、マスクの着用はもちろん、午
後8時以降の不要不急の外出や飲食を伴う会話の自粛など、感染防止策の徹
底をお願い申し上げます。この難局を、心を閉じたりすることに巻き込まれ
ないように、力を合わせて乗り切ってまいりましょう。

　新型コロナウイルス感染症の影
響が続く市内の店舗を応援するた
め、市と清瀬商工会では消費喚起
を図る経済対策事業として、市内
２店以上で合計3,000円以上の買
い物などを行うと、参加店舗で
1,000円分が値引きされる「がん
ばるお店応援キャンペーン」を実
施します。
【参加方法】
①期間中、市内の店舗で買い物な
どをして、２店以上4枚以内で合
計3,000円以上のレシート・領収
証を集めます。
②集めたレシートのうち1枚の裏
に住所・氏名・合計金額を記入し、
内容が見えるようにしてホチキス
などでまとめます。
③ご利用になりたい参加店舗に②
のレシートを持参すると、その場
で1,000円分の値引きを受けられ
ます。�
期1月15日㈮～２月２８日㈰（予算
上限に達し次第終了となります）
【対象レシート】市内にある全て
の店舗のレシート（上記期間中の

日付のもの）
【参加店舗（値引きを受けられる
店舗）】約100店（市ホームページ
などで公開します）
◆利用上の注意
・券の発行はありません。対象と
なるレシートなどを参加店舗に持
参ください。
・1回の会計に対して1回限り使
用できます。
・おつりは出ません。レシートな
どの返却はできません。
・金券など換金性の高いもの、た
ばこ、ごみ指定収集袋、税金、公
共料金、公序良俗に反するものな
どのお支払いには使用できませ
ん。
・各店で上限に達した場合は期間
内であっても終了となります。
問清瀬商工会☎04２-491-664８

がんばるお店応援キャンペーン
市 内 の お 店 を 応 援 し よ う！

参加店ステ
ッカー
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　次のような方からの相談を受け
付けています。
▶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（24
時間、土・日曜日、祝日を含む毎
日）、多摩小平保健所☎042-450-
3111（平日午前9時～午後5時）
▶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】
▶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（ナビダイヤ
ル。通話料は最初のガイダンスで
ご確認ください。午前9時～午後
10時。土・日曜日、祝日含む）、
厚生労働省電話相談窓口☎0120-
565653（午前9時～午後9時。土
・日曜日、祝日含む）
【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 令和２年度　肺がん検診（後期）

　期間内にお申込みいただいた方
に対し、検診日程のお知らせを2
月上旬にお送りします。その後、
問診表などの受診に必要な書類を
検診日の10日前までにお送りし
ます。検診日になりましたら、そ
の書類を持参し、検診会場にお越
しください。前期募集の際には締
め切り後にも多数の申込みをいた
だいたため、後期募集の定員を当
初予定していた300人から500人
に増やしました。 対清瀬市に住
民登録がある40歳以上の方（昭和
56年3月31日以前生まれの方）。
先着500人 日 場下表のとおり 
内胸部レントゲン撮影、喀痰検査
※喀痰検査は、50歳以上の方（昭
和46年3月31日以前生まれの方）
で、喫煙指数（1日の喫煙本数×
喫煙年数）が600以上の方（過去に
喫煙しており、現在は喫煙してい
ない方も含む）で、検査を希望す
る方のみ実施。
　オプション検診として、大腸が
ん検診（便潜血検査）の同時提出
も可能になりました。なお、令和
2年度中に市の大腸がん検診を実
施した方は、今回オプション検診
を実施できません。 費胸部レン

トゲン検査のみ500円、胸部レン
トゲン検査＋喀痰検査1,000円
※オプションで大腸がん検診も受
診する方はプラス500円。
※50歳以上（昭和46年3月31日以
前生まれ）の方は無料。また、世
帯全員が非課税の方、生活保護世
帯、中国残留邦人等支援給付対象
者は、その証明書を提出すれば無
料（世帯全員が非課税の方は、健
康推進課に申請すれば無料券を発
行します）
申1月15日から22日までに、電子
申請、はがき（下記記入例参照）、
または直接健康推進課窓口にて申
込み 問健康推進課健康推進係☎
042-497-2075

日にち 受付時間 場所
２月２5日㈭ 【午前の部】午前９時～１１時１5分

【午後の部】午後１時30分～3時45分
複十字病院
（松山三丁目）２月２6日㈮

２月２8日㈰ 【午前の部】午前９時～１１時１5分
（※午後の部はありません） 健康センター

１月15日㈮から肺がん検診の後期募集が始まります

肺がん検診（後期）日程

※宛名は、「〒
204-8511清瀬
市健康福祉部
健 康 推 進 課 
行」とご記入
ください（市
役所の郵便番
号のため住所
は省略できま
す）。

はがき記入例
令和2年度

肺がん検診　申込み

1.住所
2.氏名（ふりがな）
3.生年月日
4.電話番号
5.受診希望日・時間
　①第1希望
　②第2希望
　③いつでも可
6.オプション検診希望
　の有無
7.各痰検査の該当有無

　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
方などが対象）について、必要書
類の準備に時間を要する事業者な
どへの負担軽減のため、申請期限
を１月3１日㈰まで延長しました。
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。
【給付金額】50万円（1事業者1回）
【申請方法】1月31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

申請期限：令和3年1月31日㈰

「清瀬市中小企業等応援給付金」の
　 申 請 期 限 を 延 長 し ま し た　

緊急事態宣言が発令されました（2月7日まで）
不要不急の外出自粛、特に午後8時以降の
徹底した不要不急の外出自粛をお願いします

▶不要不急の外出自粛、特に午後8時以降は徹底して外出は控えてください。 
▶密閉・密集・密接は回避し、必要な外出も短時間にしてください。
▶このほか、飲食店の営業時間の短縮要請、イベントの開催制限等もあります。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター ☎03-5388-0567（土・日曜日、祝日を含む毎日）

市ホームページ
（新型コロナウ
イルス感染症総
合ページ）

　東京都を含む4都県に、緊急事
態宣言が発令されました。市民の
皆さまには、特に午後8時以降の
徹底した不要不急の外出を控える
とともに、3密は回避し、必要な
外出も短時間でお願いします。常
に正確な情報を確認し、冷静な対
応をお願いします。

◆市内公共施設の利用時間等を、
2月7日㈰まで以下のとおり変更
します。
□変更点1：利用定員は、定員の
1/2に制限
□変更点2：会議室等の夜間帯（午
後7時30分以降）の利用を禁止
□変更点3：調理室の利用を禁止

□変更点4：会議室等での飲食を
禁止
　利用変更点について、詳しくは
市ホームページをご覧ください。
◆市内での感染者も急増
　新型コロナウイルス感染症に感
染した人が他の人に感染させてし
まう可能性がある期間は、発症の

2日前から発症後7～１0日間程度
とされています。現在、新規陽性
者における接触歴等不明者が増加
しており、誰でも感染するリスク、
感染させるリスクがあります。手
洗い・消毒、マスク着用等の感染
対策を徹底し、引き続き感染対策
にご協力をお願いいたします。
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公共施設再編計画（地域レベル編）に係る
意見交換会を開催します（事前告知）

　市では、令和元年度に清瀬市公
共施設再編計画を策定し、全市レ
ベルの公共施設の再編の方向性を
示すとともに、地域レベルの公共
施設については、小学校を地域の
拠点と位置づけ、そこにコミュニ
ティ施設を集約していくという再
編の考え方を定めています。
　また、令和2年5月に「清瀬市立
学校の適正規模・適正配置に関す
る基本方針」を策定し、清瀬市立
小・中学校における適正な児童・
生徒数、学級数及び通学距離につ
いて定めました。
　このようななか、今回、公共施
設再編計画（地域レベル編）を策
定し、校舎の老朽化が課題となっ

ている清瀬小学校をベースとした
具体的な再編の方向性を定め、今
後の地域レベルの公共施設再編の
姿を示していきたいと考えていま
す。
　学校やコミュニティ施設の再編
については、市民の皆さまのご意
見を頂戴し、反映させていくこと
が重要であると考えており、今後
順次意見交換会を開催します。
　日程は決まり次第、市報などで
お知らせします。将来の市の学校
や公共施設のあり方について、皆
さまの考えや思いを、ぜひお聞か
せください。 問教育総務課庶務
係☎042-497-2537、企画課企画
調整担当☎042-497-1802

　

　第4回定例市議会は、令和2年11
月30日から12月17日まで開催さ
れ、令和2年度清瀬市一般会計補
正予算などの市長提出議案19件、
報告2件が可決・承認・同意・了
承されました。
　また、議員提出議案8件が可決、
陳情2件が採択されました。
　このほか、清瀬市選挙管理委員
会委員及び同補充員の選挙が行わ
れました。
　以下に、主な議案についてご報
告します。
■令和2年度清瀬市一般会計補正
　予算（第7号）
　第3回定例会までに議決した新
型コロナウイルス感染症対策補正
予算の執行状況による減額などの
整理及び、新たな対策費などに
1億1,886万2千円を追加しました。
　主なものでは、介護施設利用者
や職員のＰＣＲ検査費等に2,484万
円、さらなる商工支援として、清
瀬商工会が実施する事業者支援へ
の補助金に4,610万円、新型コロ
ナウイルス感染症による影響から
収入減となった昭和病院企業団に
対して、構成する7市で按分して
財政支援するための費用3,008
万5千円を増額しました。
■公共施設の指定管理の指定につ
　いて

　公共施設を効率・効果的に運営
するため、清瀬市指定管理者選定
委員会における審査の結果、次の
各施設の指定管理者の指定を行い
ました。
【清瀬けやきホール】
指定管理者：アクティオ株式会社
指定期間：令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
【清瀬市下清戸集会所】
指定管理者：下清戸地区自治会
指定期間：令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
【清瀬市立学童クラブ（梅園学童ク
ラブ、清明小学童クラブ、四小学
童クラブ）】
指定管理者：特定非営利活動法人
子育てネットワーク・ピッコロ
指 定 期間：令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
【清瀬市立児童館（中央児童館、野
塩児童館、下宿児童館）及び清瀬
市ころぽっくるセンター】
指定管理者：株式会社明日葉
指定期間：令和3年5月1日から
令和8年3月31日まで
【清瀬市立清瀬金山緑地公園駐車場】
指定管理者：タイムズ24株式会社
指定期間：令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
問議会事務局議事係☎042-497-
2567

令和２年第4回定例市議会

清瀬市獣医師会と災害時における
動物救護に関する協定を締結

　令和2年12月21日、市と清瀬市
獣医師会で「災害時における動物
救護に関する協定」を締結しまし
た。
　この協定により災害時に負傷し
た被災動物の応急手当、被災動物
の保護・管理・情報提供及び避難

所における被災動物の適正飼養の
指導などについて、協力要請する
ことができます。
　ペットの災害対策に関する詳細
は、市ホームページをご覧くださ
い。 問防災防犯課防災係☎042-
497-1847

令和2年度法務大臣表彰、法務大臣感謝状を
市内の方々が受彰

　長年にわたり更生保護活動に功
績のある保護司をたたえる令和2
年度の法務大臣表彰受彰者が決ま
り、北多摩北地区保護司会清瀬分
区より、國井富枝さんが選ばれま
した。國井さんは平成14年に保護
司となり、平成27年度から平成
30年度に清瀬分区分区長・北多摩

北地区副会長を務めるなど、更生
保護活動に尽力されてきました。
　また、長年にわたり更生保護活
動に貢献している方に対する令和
2年度の法務大臣感謝状が、北多
摩北地区更生保護女性会清瀬分区
の田中眞津子さんに贈られまし
た。田中さんは、平成29年度より
北多摩北地区更生保護女性会会長
を務めています。 問生活福祉課庶
務係☎042-497-2058

新指定収集袋のエンボス加工について
　主に視覚障害のある方に向け
て、旧指定収集袋には穴をあけて
種類を指定しておりましたが、販
売していた際は、外装に覆われて
おり、なかなか判別ができません
でした。そのため、新指定収集袋
は種類を示すため、触ってわかる
ように加工を施しています。
　点字とは異なりますが、袋など
の判別をする際に使用されるエン
ボス加工を施しており、それぞれ
の袋の表面には次のような加工が
あります。
【可燃（燃やせる）ごみ】加工なし
【不燃（燃やせない）ごみ】凹凸に
よる縦の帯
【容器包装プラスチック】凹凸に
よる丸とアルファベットU字の連
続による縦の帯
　それぞれの新指定収集袋におい
て、ロール状態のときには、ロー
ルを回して端の感触をご確認くだ
さい。袋を広げた状態のときは、

平らなところに広げて表面をなぞ
って感触をご確認ください。
　なお、不燃ごみ用・容器包装プ
ラスチック用の袋の加工は袋の片
側の端のみに施されています。
◆市民の皆さまへお願い～差額券
　について
　差額券の販売について、市民の
皆さまが購入できるよう枚数に制
限をかけさせていただいておりま
したが、1月15日㈮より制限を緩
和いたします。制限緩和後の購入
枚数は1世帯1回50枚までとさせ
ていただき、使用後に新たにご購
入をお願い申し上げます。
　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
んので差額券を貼らずに排出をお
願いいたします。
問ごみ減量推進課ごみ減量推進係
☎042-493-3750

新米ママと赤ちゃんの会

す く す く 親 子 教 室

　初めての子育てで困ったこと、
こんなときどうする、などみんな
でお話しましょう。4回連続の仲
間作りの講座です。 日2月2日㈫
・9日㈫・16日㈫いずれも午前10
時～正午、2月19日㈮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☎042-452-9765

　プレ幼稚園の歳の子、集まれ！
　体を動かす集団遊びを親子で思
いっきり楽しもう。7回連続の講
座です。 日2月1日・8日・15日・

22日、3月1日・8日・15日いずれ
も月曜日午前10時～正午 場コミ
ュニティプラザひまわり 問NＰO法
人ウイズアイ☎042-452-9765

令和2年12月24日、渋谷市長を表敬訪
問した國井さん（左）と田中さん（右）
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対市内在住の小学１～６年生 日２月１日
㈪～３月３１日㈬ 場清瀬市歯科医師会
会員の各歯科医院 申直接希望する歯
科医院へ申込み（定員に達している場
合、希望の歯科医院では受け付けで
きない場合があります） 問清瀬市歯科
医師会☎04２-494-６805（月～水・金
曜日の午前１0時から午後4時まで）
※実施歯科医院一覧は、市ホームペ
ージ（ＱＲコード参照）からご確認く
ださい。

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。

ＵＲと連携して旭が丘団地に 
青空スーパーがやってくる!!

　旭が丘団地を管理するＵＲコミュ
ニティ北多摩住まいセンターと連携
して、マルシェ「青空スーパーがや

ハンセン病から学ぶ 
感染症のこと、人権のこと

　新型コロナウイルス感染症が拡大
する今、知識でご自身や家族を守る
術を身につけませんか。清瀬市に隣
接する国立感染症研究所・国立ハン
セン病資料館から講師をお招きし、
ハンセン病をとおして感染症のこ
と、人権のことを２回シリーズで学
びます（１回だけの参加も可）。古き
を学んで新しきを知りましょう。ど
なたでも参加できます。各回先着
３0人。 日①「ハンセン病から学ぶ感
染症講座」２月１１日㈭午後２時～4時、
②「ハンセン病問題から学ぶ人権講
座」２月２7日㈯午後２時～4時 場生涯
学習センター 講①国立ハンセン病
資料館事業部社会啓発課参与　儀同
政一氏、②同課課長　大髙俊一郎
氏 申 問平日の午前9時～午後5時に
直接窓口または電話で生涯学習スポ

ゲートキーパー養成講座 
（中級編）

　―大切な人の小さなSOSのサイン
に気づいて、つなぎましょう―
　家族や仲間、大切な人が「いつも
と違う」という様子はありませんか
？　自殺のサインに気づいたとき
に、しっかり傾聴して相談窓口につ
なげられるよう実践的に学びます。
会場型・オンライン型いずれも先着
２0人 。 
日３月5日㈮午後7時～8時３0分 
場会場型＝アミューホール、オンラ
イン型＝自宅などにてパソコン、ス
マートフォンなどでオンライン視聴
 講立正大学心理臨床センター助教
　喜多見学氏 申 問直接窓口または
電話で健康推進課成人保健係☎
04２-497-２07６へ

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7月生まれの幼児 
日２月２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、子どもの健康保険証、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。

下水道モニター
【応募資格】令和３年4月１日現在、都
内在住の２0歳以上の方（公務員、過
去にモニターを経験した方、島しょ

【市民伝言板利用案内】●3月１日号掲載希望の「催し物」の原稿は、１月15日午前8時
30分から２月１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

第41回写友清新会 写真展▶美しい自
然を求めて会員がとらえた風景と花の
写真を展示。１月１8日～２4日１0時～

１7時（初日は１5時から）、クレアギャ
ラリー（クレアビル4階）、無料、写友
清新会・高橋☎04２-495-4１54

事業名・対象・内容など 日時 申込み

1．清瀬市生活習慣病重症化予防セミナー
「気になる高血圧と食生活」
　血圧についての知識を深め、食生活を見直しましょう。血圧
が気になる方、治療中の方、どうぞご参加ください。 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

2月12日㈮午前
10時30分～11
時50分

直接窓口
また電話
で健康推
進課成人
保健係へ

 申 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

柳泉園組合職員（地方公務員）
【募集人員】一般職（一般事務）若干
名【受験資格】昭和６１年4月２日以降
に生まれ、学校教育法による大学、
専門学校または高等学校を卒業か、
令和３年３月卒業見込みの方

【提出書類】履歴書、最終学歴の卒
業証明書及び成績証明書、写真

【試験日】２月２１日㈰
【採用日】4月１日㈭ 申１月１8日から２
月5日（必着）までの午前9時から午
後5時までに、本人が応募書類を柳
泉園組合に持参、郵送（簡易書留）
または電子メールで申込み
 問柳泉園組合総務課庶務
文書係☎04２-470-１545
※詳しくは柳泉園組合ホ
ームページをご覧くだ
さい。

柳泉園組合ホ
ームページ

ーツ課生涯学習係☎04２-495-700１
へ

両親学級（1コース2日制）
　赤ちゃんの育て方やお風呂の入れ
方など、ご夫婦で一緒に学んでみま
せんか。お１人での参加、どちらか
１日だけの参加も可能です。 対現在
妊娠されているご夫婦。先着１２人
 日１日目＝２月5日㈮午後１時２0分～
３時、２日目＝３月６日㈯ 午前9時３0
分～１１時 内１日目＝お産の話、栄養
の話など。２日目＝赤ちゃんのお風
呂の入れ方、パパの基礎知識な
ど 場健康センター 申 問１月１5日から
電話で健康推進課母子保健係☎04２-
497-２077へ

ステップアップ幼児食
　管理栄養士による幼児食の調理実
演と相談を行います。 対１歳から１歳

清瀬市歯科医師会 
無料フッ素塗布

　清瀬市歯科医師会による「歯科健診
（スクリーニング）・フッ素塗布」（無
料）を行います。 

１１か月の幼児とその保護者。先着６
組（保護者のみの参加も可） 日２月１0
日㈬午前１0時～１１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

ってくる!!」を開催します。
　移動即売車による農産物即売を行
うＪＡ東京みらいと清瀬直売会、市
内外の複数の事業者が参加するほ
か、今後は地産地消の推進と団地の
賑わい創出を図るため、農産加工品
や雑貨の販売、キッチンカーなども
参加して定期的に開催予定です。団
地にお住まいの方も、そうでない方
も、多くの方のご利用をお待ちして
います。 日１月２7日㈬午前１１時～午
後３時（以降は、第２・4水曜日に定
期開催予定） 場旭が丘団地中央広場

（旭が丘二丁目） 問産業振興課産業
振興係☎04２-497-２05２

清瀬市青少年委員
　青少年委員協議会活動「きよせけ
ん玉の“Wa”」で、けん玉の指導など
を通じて児童とのかかわりを深め、
地域の子どもを健全に育成し、安全
で安心して過ごせる居場所作りの活
動などをしていただきます。 
対青少年の健全育成の推進に意欲の
ある１8歳以上の方。若干名

【任期】令和３年4月１日㈭～令和5年３
月３１日㈮【応募方法】２月１4日（必着）
までに、応募動機を原稿用紙３枚程
度にまとめ、児童センターにある「清
瀬市青少年委員申請書」を添えて直
接窓口または郵送で〒２04-00１２ 中
清戸３-２３5-5　児童センター児童青
少年係☎04２-495-7700へ
※火曜日休館。

動物愛護とボランティアを 
考えるおしゃべり会

　動物が好きな方、動物に関心のあ
る方、地域のなかでできることを話
し合ってみませんか。先着１0人。
 日２月１7日㈬ 午後２時～4時 場きよ
せボランティア・市民活動センタ
ー 申きよせボランティア・市民活
動センター☎04２-49１-90２7

　視覚障害者の方や、視力が衰え
て市報などを読むのがつらいとい
う方を対象に、それらを音訳した
ＣＤを作製し、無料でお届けして
います。ご希望の方は、下記へお
問い合わせください。

【音声版発行物】市報きよせ・市
議会だより・Msスクエア・ちえ
のわ・教育委員会だより・市民生
活便利帳 問秘書広報課広報広聴
係☎04２-497-１808

※再生機は視覚障害の等級によっ
て助成が出る場合があります。
※市ホームページでは、MP３版と
デイジー版を公開しています。

市報など公共刊行物の音声版を発行しています

詳しくはこちら
（市ホームペー
ジ）

東京都下水道
局ホームペー
ジ

在住者を除く）で、ホームページ閲
覧とメールの送受信ができる方。定
員１，000人程度（応募者多数の場合
は選考により決定）【任期】4月１日㈭
から１年間【謝礼】回答数に応じ図書
カードを贈呈（任期末にまとめて送
付） 問２月２8日までに東京都下水道
局ホームページから申込
み
 問東京都下水道局総務部
広報サービス課☎0３-
5３２0-６６9３

文部科学省認可通信教育 
放送大学4月生

　放送大学では、２0２１年度第１学期
（4月入学）の学生を募集していま
す。放送大学はテレビなどの放送や
インターネットを利用して授業を行
う通信制の大学です。心理学・福祉
・経済・歴史・文学・自然科学など
幅広い分野を学べます。資料を無料
で差し上げています。

【出願期間】３月１６日㈫ま
で 問放送大学東京多摩学
習センター ☎04２-３49-
３4６7

放送大学ホー
ムページ
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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
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令和3年1月1日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,145人 （40人増）　女　38,760人 （7人減）　計　74,905人 （33人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,152世帯（8世帯増）　※人口は、外国人住民（1,335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。

郷土博物館のイベント

㈯午前10時～正午（雨天中止） 場清瀬金山緑地公園（集合・解散） 講森田
善朗氏、元日本野鳥の会会員　山内道也氏 申1月15日午前９時から電話
で郷土博物館☎042-4９3-8585へ
⑥冬の⽂化財散歩「柳瀬川流域の⾃然観察と史跡探訪」
　柳瀬川流域を歩きながら動植物の観察や、現在でも⾒ることができる
⽂化財・史跡を探訪します。2時間程度歩くため、歩きやすい
服装・靴でご参加ください。先着20人。 日2月6日㈯午後1時30
分～3時30分 場集合＝清瀬金山緑地公園、解散＝西武バス台田
団地バス停 持筆記用具 講森田善朗氏、郷土博物館職員 申1月15
日から電話で郷土博物館☎042-4９3-8585
へ
問いずれも郷土博物館☎042-4９3-8585へ
※緊急事態宣言の発令に伴い、事業の延期、
中止など変更が生じる場合があります。最
新の情報はホームページをご覧いただく
か、郷土博物館へお問い合わせください。

①そうだじゅげむきこう
　2月のじゅげむは大ホールで開催で
す。日2月20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】入船亭小辰、
春風亭一花
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2月4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） 持大きめのバスタオル、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
　月替わりのテーマで、音楽をまじえ
て楽しく遊びます。各クラス先着12
組 日2月16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「毎日のナチュ
ラルセルフスキンケア」
　リップクリームとバームをつくりま
す。先着8人。日2月10日㈬午後2時～
3時30分 費1,500円 講西脇直子氏
⑤アフタヌーンコンサート～打楽器の
世界～
　全長2メートルの大きな木琴マリン
バや誰もが知っている小物楽器で打楽
器アンサンブルの演奏をお届けしま
す。先着30人。日3月14日㈰午後1時
30分～2時30分（開場は午後
1時） 費一般1,000円、友の
会800円、学生500円（未就
学児無料）【出演】伊藤綾香、
西尾香音、茂木美彩希、蘆
澤奈津

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シェイプアップヨガ教室
　日常の疲れた体や心をヨガでリフレ
ッシュ＆シェイプアップ！　先着15
人。日1月1９日㈫・28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！　今年こそシェイプアップ
！ 　先着15人。 日1月1９日㈫、2月2
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、体力に

自信がない…そんな方はぜひ！　先着
15人。 日1月28日㈭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、骨格のゆがみや筋力不足
による体調不良を改善しましょう!!　 
各曜日先着12人 日水曜教室＝1月20日
・27日午前９時45分～10時45分・午
前11時～正午、金曜教室＝1月22日・
2９日午前10時～11時、土曜教室＝1月
16日・23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・金曜教室）、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

図書館のイベント・お知らせ
①第18回　図書館読書交流会『民主主義を救え！』ヤシャ・モンク著
　小苅米清弘氏（東洋大学名誉教授）に、ヤシャ・モ
ンク著『民主主義を救え！』を紹介していただきます。
北米や西欧を襲う民主主義の後退。民主主義の「非常
時」に、私たちは何をすべきか。気鋭の政治学者によ
る分析と警告の書をわかりやすく解説していただき
ます。 対市内在住の中学生以上の方。先着15人
 日2月6日㈯午前10時30分～正午 場中央図書館 
申 問1月20日㈬午前10時～午後7時（火・金・土・日
曜日は午後5時）から、直接窓口または電話で中央図
書館☎042-4９3-4326へ（月曜休館）
②野塩図書館特別整理休館のお知らせ
　蔵書点検などを実施するため、次のとおり休館いたします。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【休館する図書館】野塩図書館 日2月8日㈪～12日㈮ 問中央図書館☎042-
4９3-4326
※その他の館は通常どおり開館します。どうぞご利用ください。

『民主主義を救え！』
ヤシャ・モンク／著
吉田徹／訳

（岩波書店）

①第1回きよせ郷土カルタ大会
　「きよせ郷土カルタ大会」を初開催します。
1対1の個人戦を3回行い、取り札の合計得点
を競います。得点上位者には、競技終了後の
表彰式でトロフィーや粗品を贈呈します。清
瀬の物知り博士を目指し、初代チャンピオン
の称号をゲットしよう！ 対小学3～6年生、定
員24人（最小催行人数12人。応募者多数の場
合は抽選） 日2月28日㈰集合＝午前９時30分、
競技開始＝午前10時～ 持マスクの着用、タオ
ル、飲み物（キャップ付きのみ持参可） 場郷土
博物館 申1月31日までの午前９時～午後5時に
電話で郷土博物館☎042-4９3-8585へ
※当日は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、マスクの着用、手指の消毒、検温、
人と人とが密にならないよう対策をとりなが
ら実施します。感染拡大状況によっては中止
となる場合があります。
②第２４回テーマ展示「きよせ郷土カルタ原画展」
　「きよせ郷土カルタ」は、郷土博物館開館30
年を記念し、平成27年に制作されました。題
材となった市内名所の原画は、市内在住で武
蔵野美術大学名誉教授・根岸正氏が手がけま
した。清瀬の代表的な自然や歴史、⽂化財や
伝説を、根岸氏のやわらかいタッチの原画で
お楽しみください。 日1月1９日㈫～3月31日
㈬午前９時～午後5時（月曜休館） 場郷土博物館
 ◆テーマ展示関連講座◆
　「郷土カルタの魅力と活動の成功に
ついて」と「きよせ郷土カルタ制作よ
もやま話」の内容で、講座を開催しま
す。先着30人。 
日1月31日㈰午後2時～3時40分 場郷土博物
館 講NPO法人日本郷土かるた協会理事長　山
口幸男氏、森田善朗氏 申1月15日から電話で郷土博物館☎042-4９3-
8585へ
③ミュージアム・シアター6
　16㍉フィルムによる上映です。先着25人程度。 内「鉄腕アトム」 

（上映時間30分）、「ねずみ君のチョッキ」（上映時間1９分） 日1月
21日㈭午後1時30分～ 直 場郷土博物館
④年中行事「節分の豆まきとやっかがし」
　節分にまつわる話をして、囲炉裏で大豆を煎り、豆まきをします。ま
た、いわしの頭をあぶりやっかがしを作り、郷土博物館の門口などに飾
ります。 日1月30日㈯午後1時30分～2時30分 直 場郷土博物館 
⑤⾃然・野鳥の観察会
　柳瀬川流域を歩きながら、野鳥を観察します。先着15人。 日2月6日

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

中里の火の見やぐらを撤去しました

　昭和2９年3月8日に設置された清瀬市消防団
（当時は清瀬村消防団）中里分団の火の⾒やぐ
らを、老朽化に伴い撤去しました。かつては、
火災の早期発⾒、消防団の招集、周辺への警鐘
の発信などに使われていました。
　

「下宿ばやし」の原画

以前実施した様子
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