
令和３年（2021年）5月1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】●6月１5日号掲載希望の「催し物」の原稿は、5月6日午前8時30分
から5月１7日までの間に受け付け。先着25枠。
9月１5日号掲載希望の「サークル仲間募集」の原稿は8月１6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

楽しいゲートボール教室（小中学生向
け）▶ゲートボールを楽しんでみませ
んか？　お1人でも参加できます。5
月15日、6月5日、7月3日、8月7日、

9月4日、10月2日、11月6日、令和4
年3月5日いずれも9時30分～11時30
分、元町ゲートボール場、無料、ゲー
トボール連盟・谷☎090-1212-5886

部名 課名 係名 電話番号
企画部 企画課 企画調整担当 042-497-1802

市民協働係 042-497-1803
秘書広報課 秘書係 042-497-1807

広報広聴係 042-497-1808
財政課 財政係 042-497-1810
男女共同参画センター 男女平等推進係 042-495-7002
市史編さん室 市史係 042-497-1813
郷土博物館 事業係 042-493-8585

総務部 総務課
総務統計係

042-497-1819
042-497-2032

文書法制係 042-497-2031
契約検査係 042-497-1840

建築管財課 管財係 042-497-1841
建築営繕係 042-497-1805

職員課 職員係 042-497-1843
情報政策課 情報推進係 042-497-1845
防災防犯課 防災係 042-497-1847

防犯係 042-497-1848
市民環境部 市民課 住民係 042-497-2037

戸籍係 042-497-2038
松山出張所 042-491-5153
野塩出張所 042-493-4014

課税課
市民税係

市民税 042-497-2040
軽自動車・法人 042-497-2041

固定資産税係 042-497-2042
徴収課

徴収係
管理 042-497-2044
徴収 042-497-2045

環境課 ごみ減量推進係 042-497-2534
環境衛生係 042-497-2099

産業振興課 産業振興係 042-497-2052
消費生活係 042-495-6211

福祉・子ども
部

福祉総務課 福祉総務係 042-497-2056
生活福祉課 庶務係 042-497-2058

生活福祉係 042-497-2070
障害福祉課 庶務係 042-497-2072

障害福祉係 042-497-2073
子育て支援課 保育・

幼稚園係
保育園・幼稚園 042-497-2086
給食・保健 042-497-2087

助成係 042-497-2088
母子保健係 042-497-2077

子ども家庭支援センター 子ども家庭支援係 042-495-7701
生涯健幸部 健康推進課 健康推進係 042-497-2075

成人保健係 042-497-2076
保険年金課

国保係
資格・給付 042-497-2047
国保税 042-497-2048

年金係 042-497-2049
高齢者保険係 042-497-2050

介護保険課 管理係 042-497-2079
介護サービス係 042-497-2080
地域包括ケア係 042-497-2082

都市整備部 都市計画課 都市計画係 042-497-2093
用地係 042-493-2083

道路交通課 整備係 042-497-2095
管理係 042-497-2090
交通安全係 042-497-2096

水と緑と公園課 緑と公園係 042-497-2098
下水道課 庶務係 042-497-2531

施設計画係 042-497-2532

緊急事態宣言に伴う公共施設等の利用休止

　5月6日㈭からの新庁舎業務開始
に伴い、市各部署の電話番号（ダイ
ヤルイン）が一部変更になります。
5月6日以降、各部署にお電話の際
は下記番号からおかけください（塗

りつぶしが変更などがあった部署）。
なお、電話回線工事のため、5月2
日㈰・3日㈪に市役所にお問い合わ
せの際は、☎042-495-5166へお願
いします。

新庁舎移転に伴い、一部部署の
電話番号が変更になります

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、市内公共施設
等の利用を5月11日㈫まで休止しま
す。屋外のスポーツ施設の利用も

休止です（4月26日現在）。
　最新情報については、市ホーム
ぺージをご覧ください。

利用休止・休館等をする施設など
問合せ（市
外局番は
042）

備考

健康センター 492-5111 健康増進室は全日利用休止。午後5時で閉館。
生涯学習センター 497-1815 窓口業務は実施。午後5時で閉館。
男女共同参画センター 495-7002 窓口業務・相談業務は実施。午後5時で閉館。
郷土博物館 493-8585 窓口業務は実施。6日・10日は終日休館。旧森田家

児童センター（中央児童館） 495-7700
入場制限あり。窓口業務・つどい
の広場は午後3時まで。午後5時で
閉館。

野塩・下宿児童館 入場制限等あり。午後5時で閉館。
消費生活センター 495-6211 窓口業務は実施。午後5時で閉館。
松山地域市民センター 491-5153 出張所業務は実施。午後5時で閉館。
野塩地域市民センター 493-4014 出張所業務・つどいの広場は実施。午後5時で閉館。
下宿地域市民センター（広場・体育館
含む） 493-4033

窓口業務は実施。つどいの広場は
午後3時まで。午後5時で閉館。

スポーツ施設 サッカー場、野球場、テニスコート、
ゲートボール場すべて貸出中止。

竹丘地域市民センター

495-5100

窓口業務は実施。つどいの広場は
午後3時まで。午後5時で閉館。

中里地域市民センター 午後5時で閉館。中清戸地域市民センター
松山・竹丘集会所
下清戸集会所 497-1815
市立学校貸出施設（校庭及び体育館） 497-1815
中央図書館 493-4326

予約本などの受渡し及び返却のみ
可能。午後5時で閉館。

駅前図書館 492-8751
野塩図書館 493-4086
元町こども図書館 495-8666
下宿図書館 495-5432
竹丘図書館 495-1555
コミュニティプラザひまわり（広場・テ
ニスコート含む） 495-5100 窓口業務は実施。午後5時で閉館。

清瀬けやきホール 493-4011 窓口業務・つどいの広場は実施。午後5時で閉館。
老人いこいの家 497-2056
きよせボランティア・市民活動センター 491-9027 窓口業務は実施。
清瀬金山緑地公園（駐車場の利用）

497-2098神山公園（複合遊具・バスケットコート
・親水広場の利用）

部名 課名 係名 電話番号
教育部 教育総務課 庶務係 042-497-2537

学務係 042-497-2539
教育指導課 指導事務係 042-497-2554

教職員係 042-497-2553
教育支援係 042-497-2552

生涯学習スポーツ課 生涯学習係 042-497-1815
生涯スポーツ係 042-497-1816
児童青少年係 042-497-2089

図書館 庶務・資料担当／奉仕
・地域図書館担当 042-493-4326

会計管理者 会計課 会計係 042-497-2558
議会事務局 庶務調査係 042-497-2566

議事係 042-497-2567
選挙管理委員会事務局 選挙係 042-497-2561
監査委員会事務局 監査係 042-497-2563
市役所代表番号 042-492-5111


