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今号の主な内容▶2面：新型コロナウイルス感染症対策事業 「よろず相談会」を開催します／4・5面：特集 市職員の給与・人事の状況を公開

清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター☎042-497-1507
（電話番号のかけ間違いが多くなっております。番号をよく確認のうえ、おかけください）

新型コロナウイルスワクチン接種情報

＼ 市 内 の お 店 を 応 援 し よ う ／

市内対象店舗でのお買い物1,000円ごとに次回以降使えるチケットを配布！

【実施期間】11月15日㈪～12月31日㈮
【参加店舗】約120店（詳細は商工会ホームページなどで公開します）
【利用上の注意】
・チケット利用の際はお釣りは出ません。
・チケットの配布は1回の会計額50，000円（税込み）が上限です。
・チケットの配布枚数には限りがあります。各店舗の上限、発行総数の上限に達した場合は、期間内であっても早期終了
となります。
・金券など換金性の高いもの、たばこ、ごみ指定収集袋、税金や公共料金、公序良俗に反するものなどの支払いにチケッ
トはご利用いただけません。
・混雑時を避けてのご利用にご協力ください。

【配布額】下記参照

清瀬がんばるお店応援キャンペーン第 2弾清瀬がんばるお店応援キャンペーン第 2弾
総　額
4,400万円
還　元

　市と清瀬商工会は、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の消費喚起事業として、お支払
い額に応じて次回の買い物に利用できるチケットを配布する「清瀬がんばるお店応援キャンペーン」を開催します。
　なお、令和3年1月に開催した第1弾とは、利用方法や内容が異なっていますので、以下の内容を必ずご確認のうえ、ご
利用ください。 問清瀬商工会☎042-491-6648

＋

第 13 回石田波郷俳句大会第 13 回石田波郷俳句大会

石田 波郷
　石田波郷は戦後、結核療養のために清瀬
に来ました。著書には療養生活中に詠んだ
句を集めた「惜

しゃくみょう

命」や随筆集「清瀬村」など
があり、清瀬中学校の校歌も作詞していま
す。詳しくはきよせ結核療養文学
ガイド「ブンガくんと文学散歩」
（ＱＲコード参照）をご覧ください。

　石田波郷俳句大会は、清瀬で療養生活を過ごした俳人・石田波郷をたたえ、名を冠した大会です。清
瀬市石田波郷俳句大会実行委員会が主催し、清瀬から俳句文化の発信を目指しています。本年は日本全
国をはじめ、世界から1万句を超える投句がありました。俳句は紙とペンさえあればどこでもできます。
皆さまも五・七・五の世界に触れてみませんか？
 問生涯学習スポーツ課生涯学習係☎042-497-1815

受 賞 作 品

　受賞作品をまとめた作品集を1冊500円で生涯学習スポーツ課（市役所2階6番窓口）
にて販売しています。なお、第13回大会分は12月中旬より販売する予定です。

作品集の
販 売

■石田波郷俳句大会ジュニアの部
▶小学生の部

【大賞】フーアーユー不思議な姿ところてん（十小
・林陽那太）

【市長賞】オリンピック国をおぼえた夏休み（清小
・辻󠄀谷瑛真）

【教育長賞】ひるねしてウルトラマンとそらをと
ぶ（芝山小・寺本晴）
▶中学生の部

【大賞】父の日に無言で渡すプレゼント（五中・田
中希実）

【市長賞】ステイホームまるで僕らはかたつむり
（二中・香川真琴）

【教育長賞】熱帯魚好きな役者の名を付ける（仙台
市立郡山中・千田冬也）
■石田波郷俳句大会新人賞

【新人賞】根木波輝「辣油の花」
【準賞】佐々木啄実「けふの用」
【大山雅由記念奨励賞】中矢温「計器」
※新人賞の20句1編は市ホームページで公開して
います（下記ＱＲコード参照）。
■石田波郷俳句大会一般の部
一般の部は選考中です。決まり次第、
市ホームページで発表します（右記ＱＲ
コード参照）。

詳しくはこちら

詳しくはこちら
（商工会ホームページ）

キャンペーンポスター

お支払い額1,000円ごとに

300円分（100円券×3枚）
※コンビニ・ドラッグストアなどは
100円分（100円券×1枚）。

（※）チケット配布の対象となるキャッシュレス決済はクレジッ
トカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーです。

キャッシュレス決済※利用の方
1会計ごとに

100円分上乗せ（100円券×1枚）

チケット
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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） 問多摩小平保健所☎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。
　なお、アプリの最新情報は、厚
生労働省のホームページ（『厚生

労働省　ＣＯＣＯＡ』で検索）をご確
認ください。
※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
　配な症状が出た時の対応など
 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

衆議院議員選挙（清瀬市）の結果
　10月31日に行われた選挙結果
は次の通りです。
◆選挙当日の有権者数
男＝30,122人
女＝32,886人
合計＝63,008人（在外含む）
◆投票者数と投票率
▶小選挙区
男＝17,667人（58.65㌫）
女＝19,151人（58.23㌫）
合計＝36,818人（58.43㌫)
▶比例代表
男＝17,666人（58.65㌫）
女＝19,151人（58.23㌫）
合計＝36,817人（58.43㌫）
※得票数（清瀬市分）は右表のと
おり。
 問選挙管理委員会事務局☎042-
497-2561

衆議院議員小選挙区
候補者 得票

まえだ順一郎 6,566
宮本徹 11,318
木原誠二 18,102

衆議院議員比例代表
政党名 得票

自由民主党 10,530
社会民主党 618
国民民主党 1,526.616
日本維新の会 4,269
日本第一党 150
れいわ新選組 1,810
公明党 4,451
新党やまと 71
日本共産党 5,677
立憲民主党 6,581.383
政権交代によるコ
ロナ対策強化新党 42
NHKと裁判してる
党弁護士法72条違
反で

431

※按分切捨て票：0.001

新型コロナウイルス感染症対策事業
「よろず相談会」を開催します

　市と清瀬商工会は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けてい
る市内の中小・小規模事業者を支
援するために、専門家による各種
助成事業の申請サポートなどを行
う「よろず相談会」を開催してい
ます。前日午前中までに電話で予
約が必要です。 日令和4年3月8日
までの毎週火曜日（火曜日が祝日
の場合はその週の月曜日に実施）
午前10時～午後4時（正午～午後1
時を除く）【相談時間】1時間

 場清瀬商工会（松山二丁目）
【相談できる内容】月次支援金、
雇用調整助成金、営業時間短縮に
係る感染拡大防止協力金などの新
型コロナウイルス感染症に関連す
る各種施策の申請や、新しい生活
様式に対応した新たな事業計画の
策定など
【相談に対応する専門家】中小企
業診断士、社会保険労務士など
 申 問相談日の前日午前中までに
清瀬商工会☎042-491-6648へ

①耐震・バリアフリー・熱損失防
　止（省エネ）改修減額
　定められた条件を満たす耐震・
バリアフリー・熱損失防止（省エ
ネ）改修を行った家屋については、
施工完了日から3か月以内の申告
により、翌年度の当該家屋に係る
固定資産税額が減額されます（期
間内に申告ができず、特段の事情
があると認められる場合はこの限
りではありません）。
　なお、耐震改修または熱損失防
止（省エネ）改修が、長期優良住
宅の認定を受けて改修された場合
は、減額割合が拡充されています。
 対◆耐震改修＝昭和57年1月1日
以前から所在する住宅で、令和4
年3月31日までに建築基準法に基
づく現行の耐震基準に適合するよ
う改修工事を施した住宅◆バリア
フリー改修＝新築された日から
10年以上経過した住宅で、令和4

年3月31日までにバリアフリー改
修工事を施した住宅◆省エネ改修
＝平成20年1月1日以前から所在
する住宅で、令和4年3月31日ま
でに省エネ改修工事を施した住宅

（いずれも一定の要件に該当する
場合）
②要安全確認計画記載建築物等の
　耐震改修家屋の減額
　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に規定する要安全確認計画
記載建築物または要緊急安全確認
大規模建築物について、政府の補
助を受けて、令和5年3月31日ま
でに建築基準法に基づく現行の耐
震基準に適合させるよう改修工事
を行った場合、施工完了日から3
か月以内の申告により、翌年度か
ら2年間、当該家屋に係る固定資
産税額が減額されます。
 問課 税 課 固 定 資 産 税 係☎042-
497-2042

耐震・バリアフリー・熱損失防止（省エネ）改修をした
住宅をお持ちの方は固定資産税の減額の申告を

ふるさとチョイスAWARD2021
「チョイス自治体職員部門」で本市職員が表彰されました
　地域で頑張る人にスポットを当
て、ふるさと納税の裏側で起きた
地域の変化やさまざまなストーリ
ーを表彰する「ふるさとチョイス
ＡWＡRD」（主催：㈱トラストバン
ク）にて、本市で養蜂をはじめと
した新たな特産物づくりに挑戦す
る建築管財課・海老澤主査の取り
組みが、表彰されました。表彰内
容など、詳しくはふるさとチョイ

ス公式ホームページをご覧くださ
い（下記QRコード参照）。
 問財政課財政係
☎ 0 4 2 - 4 9 7 -
1810、建築管財
課管財係☎042-
497-1841

養蜂着姿で登壇した
海老澤雄一主査

詳しくは
こちら

◆新型コロナウイルスワクチン接種証明の国内利用
　～飲食店などでワクチン接種証明を求められたら～
　今後、日常のさまざまな場面でワクチン接種の証明を求められる機会
が増える見込みです。接種券（シール用紙）に付属している「新型コロナ
ウイルスワクチン 予
防 接 種 済 証（ 臨 時 ）」

（画像左）または「新型
コロナワクチン接種
記録書」（画像右）が接
種証明書類となりま
すので、紛失しない
よう大切に保管して
ください。
　なお、海外渡航者
用の「ワクチンパスポ
ート」は別途申請が必
要です。

新型コロナウイルスワクチン接種

◆ワクチンの接種状況（11月9日現在）
対象者 1回目接種済 2回目接種済
69,124人 57,645人（83.4㌫） 56,468人（81.7㌫）

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン
接 種 専 用 コ ー ル セ ン タ ー ☎042-497-
1507（平日午前9時～午後6時30分）

市ホームページで
最 新 情 報 を
確 認 で き ま す

　コロナ禍における女性の不安や
ストレスが少しでも和らぐよう
に、助けを必要としている人たち
と居場所をつなぐ活動をスタート
します。
　市では今後、下記事業の継続開

催とともに、働き方相談会や生活
用品（紙おむつ、生理用品、マスク）
の配布をとおして経済的な理由な
ど、さまざまな理由でお困りの女
性へ向けた取り組みを実施してい
きます。

コロナ禍に生きる女性のためのSDGsプロジェクト

◆第1回　地域で集まろう！多胎
　児ママ
 対多胎児を育てている女性。先
着6人 日12月15日 ㈬ 午 前10時 ～
正午 
◆第２回　ジェンダー教育って必
　要？～男の子らしく、女の子ら
　しくについて考える～
 対ジェンダーに関する悩みを抱
えている女性。先着6人 日12月15
日㈬午後1時30分～3時30分

場きよせコワーキングスペース
「ことりば」（アミュー5階）
 申11月15日 か ら 下 記
QRコードより申込み
 問NPＯ法人ダイバーシ
ティコミュ☎042-508-
2650
 Ｍinfo@diversitycommu.com
※保育あり（第1回は先着10人、
第2回は先着6人、6か月～未就学
児、要予約）。

　子育てに関する悩みや課題を持つ仲間同士、日ごろの思いや悩みを話
してみませんか。子育て経験を持つ「ピアサポーター」も加わり、地域
とつながりながら、自分自身への深い気づきを得て、心の癒しと回復を
目指します。

『女性のためのピアサポート交流会～テーマでつながる私の心～』

詳しくは
こちら

子育てや仕事で体や心に不調を感じていませんか？
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清瀬市長

　11月２日、大変な【苦楽】を味
わいました。朝４時頃、昨年6月
に約７時間の手術をした盲腸周辺
が痛くなって目が覚めました。い
つもはそのまま回復していたので
すが、時間とともに少しずつ痛み
が強くなっていきました。救急車
を呼ぼうかなとも思いましたが、
我慢しようと覚悟を決めました。
　その日の仕事を終え、医院に行
きました。血圧を測定し、採血し
たあと、痛み止めの注射と薬を飲
みました。10分後くらいには痛
みがとれていき、幸せ感が心に広
がっていきました。痛みを少しも
感じない、まさに清瀬讃歌1番の

「やさしさが この身を包む」感じ
となりました。とてもゆったりと
して幸せな気持ちになって、改め
てその日の東京新聞の朝刊をみる
と、『京王線刺傷容疑者供述　背
景に死刑願望か』とありました。

「仕事で失敗し、友人関係もうま
くいかず死にたかった。自分じゃ
死ねず、死刑になるしかないと思
った」と供述があり、容疑者は愛
や苦悩からかけ離れた人生を生き

てきたから17人もの人に重軽傷
を負わせるに至ったのではないか

と思いました。

　私には、小学校5年生のときに
お医者さんに直接「この子は心臓

が悪くて２０歳まで生きられませ
ん」と聞かされ、その歳に近づく

につれ、いっそ死んだ方が楽にな

るのではとの思いが強くなった経

験がありますが、「私が死んだら

親が悲しむ。死んじゃだめだ」と

いう思いがその気持ちに歯止めを

かけました。私に対する親の愛が

本物、真実だったからです。

　また、小学校２年生のとき、お
しっこを漏らしてしまい、1年間
くらいたくさんの子からからかわ

れてしまった経験もあります。

　このように、私にはいくつもの

いじめられた経験や笑われた経験

といったマイナス体験があります。

　スポーツクラブの創業者の関係

で所沢市水泳連盟の理事長になっ

た43歳くらいのときのことです。
子どもの頃は心臓に問題があり、

水泳の授業は全部見学だったの

で、そのとき、人生で初めて水泳

大会に出場しました。小学校5年
生5人と泳ぎました。子どもたち
は全員ゴールに着いていました

が、私は息継ぎがうまくいかず、

２０㍍くらいで突っ立てしまいま
した。失敗してしまいましたが、

自分のなかで手ごたえを感じまし

た。このようにマイナス体験から

手ごたえを感じるように、マイナ

ス体験も豊かな生活を送るための

糧となるに違いないと思います。

　今後、人工知能やロボットが主

流となる世界のなかでも真実の愛

に触れ、さまざまな経験をしてい

くことの大切さを電車の事件をみ

て改めて考えさせられました。

　清瀬は、亡国病の結核と闘った

真実の愛のまちですから、先人た

ちへの感謝の気持ちを大切にして

優しさで包んでいきましょう！

（評）「日焼け」も子どもたちが大好きな夏の季語。よく、水泳のゴーグルの
あとがパンダのようだという日焼けの見た目の句があるが、この句は体感
でそのことを伝えたのが良い。冒頭の「あっ」も効果的。

あっいたいお風呂で気付く日焼けあと 東星学園小５年　小
こばやし

林茉
ま お

央

ぷんぷんとスイカのにおいありのれつ 　　十小 5 年　相
あいはら

原音
お と か

花
（評）あるよね、こういう情景。庭に落ちたスイカのかけら。ちょっと腐って
くるとすごく匂いがする。ふと見ると、それを目指して続々とアリの大行
列！　スイカもアリも季語だが、驚きの分、アリが主季語かな。

へそまげてみどりのきゅうりどうしたの 六小４年　山
やまもと

本千
ち え み

愛美
（評）お店に並んでいるきゅうりではなく、畑でなっているのを見て出来た
一句だよね、多分。その観察眼に一票。ふだん見なれない曲がったきゅ
うりを見て、どうしたの、へそまげたの、という感想も俳句的。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・谷村鯛夢
※�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

清 瀬 市 議 会 第  4 回 定 例 会 開 会

　令和3年清瀬市議会第4回定例会は、11月30日㈫から下表のと
おり開会予定です。 問議会事務局議事係☎042-497-2５６7

月 日 時間 内容
11 30㈫ 午前10時～ 本会議(初日)

12

2㈭
午前10時～ 本会議(一般質問)3㈮

6㈪
8㈬ 午前10時～ 総務文教常任委員会
9㈭ 午前10時～ 福祉保健常任委員会

10㈮ 午前10時～ 建設環境常任委員会
午後2時～ 議会運営委員会

17㈮ 午前10時～ 本会議(最終日)

119番通報は落ち着いて正しく伝えよう

　市内で119番通報をすると、立
川市の災害救急情報センターにつ
ながり、そこから災害現場に近い
消防隊や救急隊に出場が指令され
ます（携帯電話で通報する場合は
場所によって埼玉県の消防本部に
つながることがあります）。
��消防隊や救急隊が迅速に災害現
場や救急現場に到着するために
は、住所や災害の内容などの正し
い通報が必要です。
◆携帯電話で通報する場合の注意
　点
　携帯電話からの通報では、通報
者が今いる場所が分からない場合

があり、消防車や救
急車が向かう住所の
特定に時間がかかる
場合があります。
��携帯電話からの通報で住所がわ
からないときは、付近のお店で住
所を聞いたり、近くにある著名な
建物や交差点名などの目標物を伝
えたり、地図アプリで現在地を検
索したりする方法があります。ま
た、自動販売機、電柱、建物の外
壁、お店のレシートなどに住所が
記載されていますので有効に活用
しましょう。�
問清瀬消防署☎042-491-0119

コミュニティプラザひまわりで
マイナンバーカードマイナンバーカード申請支援を行います！

　マイナンバーカードをお気軽に
取得していただくために、市職員
がマイナンバーカード用の顔写真
をタブレットで撮影（無料）し、
申請手続きの支援を行います。
 【実施期間および受付時間】12月1
日㈬～3日㈮午前10時～正午、午
後1時～4時 場コミュニティプラ
ザひまわり 持個人番号カード交
付申請書兼電子証明書発行申請書
（個人番号通知カードを切り離し
た残り部分または市や国で発行し
た申請書）
※申請書などを所有し
ていない場合やご不明
な点は、事前にご相談
ください。

【注意事項】
○必ず本人が来所してください。
　その場で顔写真を撮影するため
　代理人は不可です。
○カード作成は申請から約1か月
　程度かかります。
○カードのお受け取りは、市役所
　本庁舎に必ず本人が来庁してく
　ださい。
○感染症予防のため、人数を制限
　する場合がありますのでご理解
　ください。開始日に集中するこ
　とのないよう、分散した来所に
　ご協力お願いします。
  問市民課住民係☎042-497-2037

　

スプレー缶が爆発して火災が起きたごみ

　市ではスプレー缶等（スプレー
缶、ガスボンベ、ライター等）の
無料収集を行っています。
　しかし、中には不燃ごみの指定
収集袋にスプレー缶等が他のごみ
と混ざって排出されている状況が
見られます。
　市の中間処理施設である柳泉園
組合では、不燃ごみに混入してい
る不適合物を手選別で除去してい
ますが、混入量が多いことに加え、
それらに起因する火災や爆発事故
が発生しており、収集運搬作業や
処理作業において支障をきたす事
態となっています。
　中身の入ったスプレー缶等は穴
を開けずに、環境課ごみ減量推進
係清掃事務所（下宿2-５５3）までお
持ちください。

　また、中身のないものに関して
は不燃ごみの収集曜日に透明また
は半透明の袋に危険のきと記載し
て出してください。
　皆さまのご理解ご協力により火
災や爆発事故を防ぐことになりま
すので、正しい分別排出をお願い
します�。
問環境課ごみ減量推進係☎042-
493-37５0

他のものと一緒に出すと火災事故の原因になります

　中身を使い切り、「き」と書いた透明または半透明の袋に入れ、不燃ごみの収
集日に出してください。どうしても残ってしまった場合は、環境課ごみ減量推進
係（清掃事務所：下宿2-５５3）までお持ちください。

スプレー缶等を正しくお出しください
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広
　
告
　
欄

市市 のの 職 員職 員 のの 給 与・ 人 事給 与・ 人 事 のの 状 況状 況 をを 公 開公 開
　「清瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与や人事の運営状況を公表します。清瀬市の職員の給与や休暇などの勤務条件は、市議会で定
める条例や、これに基づく規則などで決定されます。 問職員課職員係☎042-497-1843

給 与 の 仕 組 み や 水 準、 職 員 人 事 の 運 営 状 況 を 公 表 し ま す

人件費の状況（普通会計決算）人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ）

令和2年度 74,972人
（令和3年3月31日現在） 42,404,538千円 1,164,259千円 4,893,089千円 11.5%

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬などを含みます。

１

職員給与費の状況（普通会計決算）職員給与費の状況（普通会計決算）
区分 職員数 （Ａ） 給与費 （Ｂ） 1人当たり給与費

（Ｂ/Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当当 計
令和2年度 406人（34） 1,525,553千円 413,350千円 643,072千円 2,581,975千円 6,360千円
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、令和2年4月1日現在の人数です。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書
きです。給与費は、再任用短時間勤務職員を含んだ数値です。1人当たりの給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含ま
ない人数で除したものです。

２

職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）
区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
清瀬市 308,539円 414,901円 40.6歳 334,388円 405,196円 55.3歳
東京都 315,489円 463,399円 41.9歳 290,644円 393,826円 50.4歳

国 325,827円 407,153円 43.0歳 286,947円 328,603円 50.9歳
※給与とは給料に諸手当を含めた額です（期末・勤勉手当は含まれていません）。国の平均給与月額には、通勤手当・時間外勤務手
当などの手当が含まれていません。

３

職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）
区分 清瀬市 東京都 国

一般行政職 大学卒 183,700円 183,700円 総合職   186,700円
一般職   182,200円

高校卒 145,600円 145,600円 150,600円

４

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）
区分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

一般行政職 大学卒 292,888円 333,191円 374,550円
高校卒 ―― ―― 352,200円

５

一般行政職の級別職員の状況（令和3年4月1日現在）一般行政職の級別職員の状況（令和3年4月1日現在）
区分 5級 4級 3級 2級 1級

計標準的な職務内容 部長 課長 係長 主任 主事
職員数 11人 28人 74人 110人 104人 327人
構成比 3.4% 8.6% 22.6% 33.6% 31.8% 100.0%

※清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

７

昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）
区分 計

令和3年度
職員数（Ａ） 327人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 104人
比率（Ｂ）／（Ａ） 31.8%

令和2年度
職員数（Ａ） 316人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 89人
比率（Ｂ）／（Ａ） 28.2%

※勤務成績の区分
が「上位」または「最
上位」の職員は、区
分が「標準」の職員
と比べて、1～2号
拡大された昇給幅
が付与されます。

８

職員の分限及び懲戒処分の状況（令和2年度）職員の分限及び懲戒処分の状況（令和2年度）４
区分 分限処分 懲戒処分

処分件数 降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
0 0 18 0 0 0 0 0

職員の服務の状況（令和2年度）職員の服務の状況（令和2年度）５
区分 違反者数

法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務 7

信用失墜行為の禁止 1
秘密を守る義務 0 

区分 違反者数
職務に専念する義務 0
政治的行為の制限 0 
争議行為等の禁止 0 

営利企業等の従事制限 0 

職員の休業の状況職員の休業の状況８
（1）育児休業等の取得状況（令和2年度）（単位：人） （2）修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者

同行休業の取得状況（令和2年度）区分 育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児短時間勤務
取得者数 合計

男性職員 3 0 0 3
女性職員 17 9 0 26

合計 20 9 0 29

区分 取得者数 合計
修学部分休業 0 0 

自己啓発等休業 0 0 
配偶者同行休業 0 0

職員の福祉及び利益の保護の状況職員の福祉及び利益の保護の状況７
（1）職員の福利厚生制度

（2）公務災害補償の
状況（令和2年度）

（3）公平委員会に係る業務に関すること（令和2年度）

区分 事業内容
市町村職員共済組合 短期給付事業（医療関係）及び長期給付事業 （年金関係）、福祉事業 （人間ドックなど）を行っています。民間

事業者での健康保険及び厚生年金等の社会保険制度にあたります。
清瀬市職員共済会 共済組合で行っている各種事業を補完するものとして、また職員の福祉を増進するために福利厚生事業な

どを行っています。

区分 傷病 死亡
公務災害 6 0 
通勤災害 2 0 

区分 前年度からの継続案件 令和2年度事案数 完結件数 翌年度継続件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0 0 0
不利益処分に関する審査請求状況 0 0 0 0

苦情処理の状況 0 0 0 0

ラスパイレス指数ラスパイレス指数
令和2年4月1日現在 101.1

平成31年4月1日現在 100.9

６
※ラスパイレス指数とは、地方公務員の一般行政職の学歴別・経験年数別
構成などが国家公務員と同一と仮定し、国家公務員の給料を100.0とした場
合の、地方公務員の給与水準を算出した指数のことです。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３

休暇などの種類
年次有給休暇、病気休暇、母子保健健診休暇、結婚休暇、出産介護休暇、妊婦通勤時間、子の看護休暇、永年勤続休暇、ボラン
ティア休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、育児の時間、生理休暇、産前産後の休養、忌引、夏季休暇、組合休暇、介護休暇、
介護時間、短期の介護休暇、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、育児休業、部分休業、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶
者同行休業

（1）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前8時30分～午後5時15分の1日7時間45分、週38時間45分としています。また保育園など、特別の勤務形態に
よって勤務する必要のある職員も、平均週38時間45分の勤務時間としています。
（2）休暇などの概要

◆◆ 市 職 員市 職 員 のの 給 与給 与 のの 状 況状 況
清瀬市の給与の概要（令和3年４月1日現在）

毎月支給 決まって支給

給料
地域手当
扶養手当
住居手当
通勤手当

管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当

退職手当

勤務実績に応じて支給
毎年支給

退職時に支給一定時期に支給

特別職の報酬等の状況について（令和3年4月1日現在）特別職の報酬等の状況について（令和3年4月1日現在）10
区分 給料月額等 期末手当等

給料
市長 963,000円 6月期     2.275月分

副市長 829,000円 12月期    2.275月分
教育長 761,000円 計     4.55月分  

報酬
議長 570,000円 6月期     2.275月分

副議長 525,000円 12月期   2.275月分
議員 500,000円 計     4.55月分

部門別職員数の状況と主な増減理由部門別職員数の状況と主な増減理由11

※職員数は一般職に属する職員数であり、臨時または非常勤職員を除いています。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書
きです。

部門 令和2年 令和3年 対前年増減数 主な増減理由

一般行政部門

議会 6 6 0
総務企画 122 127 5 業務増等

税務 31 34 3 欠員補充
民生 128 120 ▲8 組織改正による異動
衛生 31 40 9 新型コロナウイルス感染症対策
労働 ― ― ―

農林水産 4 4 0
商工 2 2 0
土木 22 25 3 業務増等
小計 346（27） 358（22） 12（▲5）

特別行政部門 教育 60 63 3 欠員補充
小計 60（7） 63（8） 3（1）

普通会計計 406（34） 421（30） 15（▲4）

公営企業等
会計部門

下水道 6 6 0
その他 35 39 4 欠員補充
小計 41（1） 45（1） 4（0）

合計 447(35) 466(31） 19（▲4）

職員の競争試験及び選考の状況職員の競争試験及び選考の状況２
採用試験の状況（令和2年度実施）

職種 応募者数 1次試験受験者数 最終合格者数
保健師 6 6 3
一般事務 96 77 8
一般事務（経験者） 56 56 6
栄養士 23 23 3

昇任試験の状況（令和2年度実績）　（注1）
区分 対象者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率

管理職 51 4 7.8% 3 75.0％
係長職 

（短期） 131 －  － 7 5.3％

係長職
（長期） 58 0 0.0％ 0 0.0％

主任職 68 48 70.6% 9 18.8％（注1）係長職（短期）については選考となります。

職員の任免及び職員数に関する状況職員の任免及び職員数に関する状況１
◆ 職 員 人 事 の 状 況

区分
職員数

（令和2年4月1
日現在）

採用などの状況 退職などの状況（令和2年4月2日～令和3年4月1日） 職員数
（令和3年4月

1日現在）
対前年令和2年4月2日～

令和3年3月31日
令和3年
4月1日 計 定年・

勧奨 普通 死亡 その他 計
職員数 447（35） 21 5(2) 26（2） 3 4 0 0（6） 7（6） 466(31） 19（▲4）
※（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

※期末勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。普通退職とは自己都合などによる退職。定年等退職とは定年、勧奨
などによる退職です。令和2年度に退職した職員1人当たり平均支給額・勤続年数は、普通退職が4,775千円（13.1年）、定年等退職が
17,201千円（30年）でした。

区分 清瀬市 国

期末手当
勤勉手当

 （ 単位：月分） （単位：月分） 
　　 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 1.25（0.70） 1.025（0.500） 6月期 1.275（0.725） 0.95（0.435）
12月期 1.25（0.70） 1.025（0.500） 12月期 1.275（0.725） 0.95（0.435）

　　計　　 2.50(1.40） 2.050（1.00） 計 2.55（1.45） 1.9（0.87）

退職手当

（支給率） 普通退職 定年等退職 （支給率） 普通退職 定年等退職
勤続20年 23.00 23.00 勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 30.50 30.50 勤続25年 28.0395  33.27075
勤続35年 43.00 43.00 勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 43.00 43.00 最高限度額 47.709 47.709
その他加算措置 その他加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2～20％加算） （3～45％加算）

職員手当の状況（令和3年4月1日現在）職員手当の状況（令和3年4月1日現在）９
手当名 区分 清瀬市 国

扶養手当
配偶者 6,000円 6,500円
父母等 6,000円 6,500円

子 9,000円 10,000円
特定期間の加算 4,000円 5,000円

通勤手当
交通機関利用者 
（電車・バス）

運賃相当額
上限55,000円

運賃相当額
上限55,000円

交通用具利用者 
（自家用車など）

通勤距離（2㌔以上）に応じて 
6か月分を一括支給

通勤距離（2㌔以上）に応じて
1か月ごとに支給

住居手当
自己所有住宅 ―― ――

賃貸住宅 15,000円
（35歳未満の世帯主の職員のみに支給）

28,000円
支給限度額

地域手当

支給対象地域 市内全域

時間外勤務 
手当

令和
2年度

支給総額 109,034千円
支給率 16.0% 職員1人当たり

の支給年額 218千円支給対象職員数 501人

国の制度（支給率） 地域区分により
0～20％ 令和

元年度
支給総額 113,445千円

支給対象1人当たり平均支
給年額（令和2年度決算） 567,711円 職員1人当たり

の支給年額 233千円

職員の研修及び勤務成績の評価の状況職員の研修及び勤務成績の評価の状況６
（1）職員の研修の状況（令和2年度）

（2）勤務成績の評価の状況（令和2年度）

区分 内容
基準日／評定期間 1月1日／1月1日～12月31日

評定対象者 全職員

評定項目 【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、指導力、積極性、協調性、責
任感　【管理職以外の職員】仕事の成果、職務遂行力、組織運営力、組織支援力、取組姿勢

評定結果 【管理職】昇給及び勤勉手当     【管理職以外の職員】昇給及び勤勉手当

区分 研修内容等 受講者数
東京都市町村
職員研修所

職層別研修 基礎部門研修、能力向上研修 130
その他研修 法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、技術職研修、実務研修、特別研修、スポット

研修 60
国・東京都関係研修 実施機関：東京都福祉保健局、東京消防庁 29

民間等派遣研修 実施機関：市町村職員中央研修所、一般財団法人資産評価システム研究センター、一般財団
法人地方自治研究機構、一般社団法人日本経営協会、一般財団法人公務人材開発協会など 47

ブロック合同研修 政策形成研修 3

内部研修 新任職員研修、接遇研修、男女共同参画研修、ＤＶ研修、安全衛生研修、普通救命講習会、
ＰＣ研修、管理職向けメンタルヘルス研修など 936

　職員の業務成績、業務能力及び業務態度などについて、客観的かつ継続的に把握することにより、職務に対する意欲の向上を図ると
ともに、能力開発、指導育成及び昇任選考などに反映し、公正な人事管理を行うことを目的として業績評価を行っています。



令和３年（2021年）11月15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。

食生活相談
 　生活習慣病予防の食事や高齢期
の食事の相談を行います。 対市内
在住の18歳以上の方とその家族
 日①12月13日㈪午前10時～正午
②令和4年1月17日㈪午後1時30分～
4時（各日30分ごとの予約制）

【市民伝言板利用案内】
●令和4年1月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、11月15日午前8時30分から12月1
日までの間に受け付け。先着25枠。令和4年3月15日号掲載希望の「サークル仲間募集」
の原稿は令和4年2月15日までに受け付け。◦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

ヨガ療法「のびのび健康教室」
　癒しの音楽を聴きながら、心と体
のバランスを整える「ヨガ療法」を
一緒に楽しみましょう！   日11月19
日㈮・26日㈮ いずれも午前10時～
11時30分 場中清戸地域市民センタ
ー 費1回1,200円（月会費制）、初回
体験は無料  講 国際ヨガ協会トレー
ナー・ヨガ療法士　松山伸子氏
持マスク、ヨガマット（無い場合は
バスタオル）、運動しやすい服装、
飲み物、タオル 申 問直接窓口また
は電話で中清戸地域市民センター☎
042-494-7211へ

松山D
デラックス

Xまつり
　七小は令和3年度で開校50周年を
迎えました。開校50周年記念式典
後に地域イベントを開催します。 
日 11月20日 ㈯ 午 後1時 ～3時45
分 場 直 問七小 ☎042-493-4317
※詳しくは七小ホームページをご覧
ください。

下宿センターのイベント
◆一般開放（①卓球②バドミントン）
 対小学生以上（小学生は保護者同
伴）①先着6組②先着3組 日11月20
日㈯午前9時30分～・午後1時～・
午後3時～(各2時間)  費おとな100
円、中学生以下50円 持体育館用上
履き、ラケット、ボール、シャトル
など  申 問直接窓口または電話で下
宿地域市民センター☎042-493-
4033へ（②は当日午前8時30分から
要電話予約）

人権週間記念講座
◆「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす？
　～なぜ妻は「手伝う」と怒るのか～
　なぜ妻は家事をきちんとこなすべ
きと考えられているのか。家事に対
する妻との考え方のギャップを感じ
る男性もぜひご参加ください。先着
90人。 日12月11日㈯正午～午後2
時 場アミューホール  講家事研究家
佐光紀子氏  持マスク着用、筆記用
具 申 問11月15日から平日午前9時
～午後5時に電話またはファクスで
男女共同参画センター☎042-495-
7002Ｆ042-495-7008へ
※保育あり（先着10人、生後6か月
から就学前まで、要予約）

ード参照）からご確認ください。

1歳6か月健診
　内科・歯科診察、歯みがき、計測、
保育・栄養などの相談を行います。
 対令和2年5月生まれの幼児 日12月7
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 問子育て支援課母子保
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
送付する案内をご確認ください。
※「子どもの計測日」は中止です。

親子遊びの会
　体を動かすリズムや読み聞かせな
ど初めての集団遊びに！　親子で楽
しみましょう！  対1歳半～幼稚園入
園前までの親子 日12月8日㈬午前10
時～正午 場コミュニティプラザひ
まわり 費500円 
申  問メールもしくはホ
ームページ申込みフォー
ムでNPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765Ｍ aiai＠
with-ai.netへ

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 。各時間帯先着5組（保護者の
みの参加も可） 日12月15日㈬6か月
から8か月児＝午前9時45分～11時、
9か月から11か月児＝午前11時～午
後0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11月15日から電話で子
育て支援課母子保健係☎042-497-
2077へ

スマイルベイビーきよせ 
ママヨガクラス

　産後ヨガや他のお母さんとの交流
をとおして気持ちや体をリフレッシ
ュしませんか。助産師への育児相談、
母乳育児や産後のからだやこころの
変化の相談もできます。 対産後1か
月～7か月未満のお母さん（第2子以
降も可能）。先着6組 日12月9日㈭午
前10時～11時30分（受け付けは午
前9時30分） 場健康センター 持動き
やすい服装、母子健康手帳、大きめ
のバスタオル、子どものお出かけグ
ッズ 申 問11月15日から電話で子育
て支援課母子保健係☎042-497-
2077へ
※保育あり（先着2人、就学前まで、
要予約）。

申込み
フォーム

スマホ教室（体験編）
　スマホをうまく使い
こなせるか不安があり
持っていない方、興味
はあるけれどなかなか
使う機会がない方、まずは実際に体
験してみませんか？　基本的な操作
方法を丁寧にお伝えします。体験用
スマホを使って行います。スマホを
お持ちの方も参加可能です。
 対スマホに興味のある60歳以上の
方。各回先着20人 日12月1日㈬①午
前9時30分～午後0時30分②午後1時
30分～4時30分 場生涯学習センタ
ー 申 問電話で介護保険課地域包括
ケア係☎042-497-2082 へ

秋季市民バドミントン大会（ダブルス
個人戦男女別A・Bクラス）▶市内在住
在勤在学および連盟が認めた方、各
10組程度（抽選）。申込み11月22日ま
で。12月5日㈰、Aクラス＝9時～、B
クラス＝14時～、下宿市民体育館、
一般1,400円（ペア2,800円）、中学生
900円（ペア1,800円）、清瀬市バドミ
ントン連盟・川口☎042-497-2310

見えない・見えづらい方のための茶話
会 ▼第4月曜日午後に視覚障害者の生
活に役立つ情報交換をしています。
11月22日㈪、12月27日㈪、いずれも
13時30分～15時30分、消費生活セン
ター、無料、清瀬視覚障害者グループ
あかり・長嶋☎080-1145-8619

野火止用水クリーンデー 
ボランティア募集

　野火止用水沿川の6市（清瀬市・
東村山市・小平市・立川市・東大和
市・東久留米市）と東京都が一斉保
全活動（ごみ拾いや落ち葉かきなど）
を開催します。 対市内在住・在勤
または市内企業の方。先着20人 
日12月4日㈯集合＝午前9時30分、
清掃＝午前10時～正午 （雨天中
止） 場野火止遊園（東久留米市野火
止二丁目） 持軍手、汚れても良い服
装 申11月15日～30日に直接窓口ま
たは電話で水と緑と公園課緑と公園
係☎042-497-2098へ 問東京都環境
局自然環境部緑環境課☎03-5388-
3555
「おしゃれな水引正月飾り」講座
　先着10人。 日①12月4日㈯②12
月5日㈰③12月12日㈰いずれも午後
1時～3時 場①竹丘地域市民センタ
ー②コミュニティプラザひまわり③
中清戸地域市民センター 費2,500
円 持はさみ、作品を入れる袋
申 問11月15日から直接窓口もしく
は電話で①竹丘地域市民センター☎
042-495-1717②コミュニティプラ
ザひまわり☎042-495-5100
③中清戸地域市民センター ☎042-
494-7211へ
消費税インボイス制度セミナー

　令和5年10月1日から導入される
適格請求書等保存方式（インボイス
制度）の概要とe-Taxの利用方法の説
明を行います。 対中小・小規模事
業者、従業員（経理担当者）など。
先着16人 日12月15日㈬午後2時～
（1時間30分程度） 場清瀬商工会館
（松山二丁目） 講東村山税務署個人
課税記帳指導推進官 申 問電話で清
瀬商工会☎042-491-6648へ

下宿センターのイベント 
（子ども向け）

◆かけっこ教室
　走り方の基礎を楽しく学びます。
各クラス先着30人。 日12月19日㈰
①年中年長クラス＝午前9時30分～
10時30分②小学1～3年生クラス＝
午前11時～正午 場市民体育館 
費2,000円
◆リズムジャンプ教室
　ジャンプをしながら楽しくリズム
感を養います。各クラス先着20
人。 日12月19日㈰①小学1～3年生
クラス＝午前9時30分～10時30分、
②年中年長クラス＝午前11時～正
午  場市民体育館 費2,000円
【申込み方法】
各申込みフォ
ーム 問下宿地
域市民センタ
ー☎042-493-
4033

かけっこ教
室申込み
フォーム

リズムジャ
ンプ教室申
込みフォー
ム

野塩つどいの広場移転
　野塩地域市民センター耐震補強・
改修工事に伴い、野塩つどいの広場
は下記の場所へ移転します。ご迷惑
をおかけしますがご理解くださ
い。   日 場火・金曜日＝ゆいゆいの家、
先着6組、水・木・土・日曜日＝野
塩老人いこいの家、先着8組、  いず
れも午前10時～正午、午後1時～3
時 問NPO法人ウイズアイ☎042-452-
9765

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・フッ
素塗布」（無料）を行い
ます。 対市内在住の小
学1～6年生 日12月1日㈬～令和4年
1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

詳しくはこちら
（市ホームペー
ジ）

【相談方法】面談または電話 場面談
の場合は健康センター 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

きよせ食育展示
　小・中学校、保育園、健康推進課、
子育て支援課、地域栄養士会の食育
活動を紹介します。 日小・中学校
の展示＝11月22日㈪～26日㈮、健
康推進課・子育て支援課・地域栄養
士会・保育園の展示＝11月29日㈪
～12月3日㈮いずれも午前8時30分
～午後5時 場市役所本庁舎市民協働
サロン兼ギャラリー  直 問健康推進
課成人保健係☎042-497-2076

花みずきの会
　高齢者の方の閉じこもり予防を目
的に手先を動かす簡単な作品づくり
や体操を行います。保健師による健
康ミニ講座も実施します。 先着20
人。 日12月10日㈮午後1時30分～3
時 場中清戸地域市民センター 内広
告紙などを使ったかご作り 
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
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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

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

★さしあげます：電子ピアノ、ランニングマシン　★ゆずってください：今回はありません。
申 問11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）

◆市（一般等寄付金）へ
バードゴルフ様（5,369円）
◆社会福祉協議会へ
匿名様4件（323,000円）
ありがとうございました。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 1日㈬・8日㈬・15日㈬・22日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分7枠)

市
役
所
相
談
室

秘書広報課広報広聴係
☎0４2-４97-1808
対市内在住・在勤・在学
の方

※11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。

人権身の上相談 1日㈬午後1時～3時
（いずれも４0分3枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

2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 8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）

8日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
15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 15日㈬午後1時～3時
（いずれも30分４枠）

交通事故相談 22日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

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（日曜、祝日を除く）
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。
※2回目以降はオンライ
ン相談も可能。詳しくは
上記へお問い合わせくだ
さい。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
2日㈭・7日㈫・10日㈮・16日㈭・21
日㈫・2４日㈮午前10時～午後3時50
分 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） 16日㈭午後5時30分～8時50分
DV・モラハラ相
談

1日㈬・8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日
㈭午前10時～午後3時50分

法律相談 1４日㈫・28日㈫午後2時～４時

しごと相談 3日㈮・21日㈫
午前10時～午後2時50分

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12 予＝予約　直＝直接　電＝電話

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62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4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（または卒業見込み証明書）
および成績証明書、写真2枚（3㌢×
4㌢）【試験日】12月11日㈯
【採用日】令和4年4月1日 申 問11月
15日から26日までの平日午前9時か
ら午後5時までに、直接窓口もしく
は郵送（必着、簡易書留）またはメ
ールで〒203-0043　東久留米市下
里4-3-10　柳泉園組合総務課庶務文
書係☎042-470-1545Ｍ soumuka@ry
usenen.or.jpヘ
※詳しくは、柳泉園組合ホームペー
ジまたは上記にお問い合わせくださ
い。

両親学級(1コース2日制）
　1日目はお産のお話、栄養の話な
ど、2日目は赤ちゃんのお風呂の入
れ方、先輩パパのお話などを学びま
す。 対現在妊娠されているご夫婦
（お1人での参加、どちらか1日だけ
の参加も可）。1日目＝先着18人、2
日目＝先着12人  日1日目＝12月17
日㈮午後2時20分～4時、2日目＝令
和4年1月14日㈮午後2時20分～3時
50分 場健康センター 申 問11月15日
から電話で子育て支援課母子保健係
☎042-497-2077へ

スマイルベビーきよせ 
プレママプレパパ相談

　助産師が母乳育児や
出産に向けてのご相談
をお受けします。個別
での開催なので、ゆっ
たりお話ができます。ご希望により
沐浴（水なし）や妊婦体験も実施し
ます。各日先着3組。 対現在妊娠さ
れているご夫婦（お1人でも参加で
きます） 日12月20日㈪、令和4年1
月24日㈪午後1時15分～、午後2時5
分～、午後2時55分～（各回30分～
40分間） 場健康センター 持母子健康
手帳 申 問11月15日から電話で子育
て支援課母子保健係☎042-497-
2077へ

スマイルベビーきよせ 
すくすく授乳相談

　助産師へ授乳相談ができます。個
別での開催なので、ゆったりとご参
加いただけます。 対授乳相談をご
希望の方。各日先着3組 日12月20日
㈪、令和4年1月24日㈪午後1時15分
～、午後2時5分～、午後2時55分～
（各回30分～40分間） 場健康センタ
ー 持母子健康手帳、子どものお出
かけグッズ 、バスタオル 申 問11月
15日から電話で子育て支援課母子
保健係☎042-497-2077へ

「医療費のお知らせ」の送付
　清瀬市国民健康保険のご加入者
へ、令和2年11月～令和3年6月診療
分の医療費のお知らせを送付しま
す。なお、令和3年7月～令和3年10
月診療分の医療費のお知らせは令和
4年2月中旬から下旬に送付予定で
す。このお知らせは、医療費控除に
も使用できます。 問保険年金課国
保係☎042-497-2047
※医療費控除に関することは税務署
にお問い合わせください。

地域福祉活動応援助成
　令和3年度中に行われるたすけあ
い活動などに対して、審査のうえ助
成します。 対見守り・サロン活動、
子ども食堂、障害や病気を持つ方の
交流活動など【助成金額】 1事業につ
き原則30,000円～100,000円（内容
により基準が異なります）
【決定・交付】令和4年1月下旬
 申 問12月28日までに社会福祉協議
会窓口で配布する申込書（同協議会
ホームページからもダウンロード

都営住宅(地元割当)入居者
【募集戸数（全3戸）】＜２人以上世帯
向け住宅＞清瀬市竹丘三丁目＝（3Ｄ
Ｋ）1戸、清瀬市中里四丁目＝（2ＤＫ）
1戸＜3人以上世帯向け住宅＞清瀬
市野塩＝（3ＤＫ）1戸
【募集案内の配布期間】11月17日㈬
～26日㈮【申込み締切日】11月29日
㈪（当日消印有効）
【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、生活福祉課、都市計画
課、松山出張所＝平日午前8時30分
～午後5時（平日の午後5時～8時と
土・日曜日は市役所夜間休日窓口で
配布）、各地域市民センター、生涯
学習センター＝各センター開館日の
開館時間内で配布 問都市計画課都
市計画係☎042-497-2093
※詳しくは、市ホームページまたは
上記にお問い合わせください。

第235回東京都都市計画審議会 
の傍聴者

日12月22日㈬午後1時30分～ 場東
京都庁（新宿区西新宿二丁目） 
申 問12月1日（消印有効）までに、
往復はがきに住所、氏名、電話番号、
傍聴希望の旨を記入し、〒163-
8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　
東京都都市計画課☎03-5388-3225
へ

「スポーツウエルネス吹矢教室」
受講生

　先着8人。 日毎月第1・3金曜日午
前10時～正午 場竹丘地域市民セン
ター 費2,100円（年内3回分、初回体
験は無料 ）、マウスピース代110円
講日本スポーツウエルネス吹矢協会
公認指導員 申 問電話で竹丘地域市
民センター☎042-495-1717へ

可）に、必要事項を記入し、直接社
会福祉協議会☎042-495-5333へ
※対象活動に関わる相談は、随時受
け付けます。

野焼きは禁止です
　「洗濯物ににおいがついて困る」
「煙たくて家の窓を開けられない」
など、野焼きに対するご意見が多く
寄せられています。現在、野焼きは
原則禁止されています。
　慣習行事や病害虫駆除のための焼
却行為といった例外もありますが、
近隣住民からの通報がある場合は、
指導の対象となります。 問環境課
環境衛生係☎042-497-2099

公共下水道への 
接続のお願い

　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができるようにな
っていますが、まだ公共下水道への
切り替えが行われていない住宅があ
ります。公共下水道が使用できるよ
うになってからは、汲み取り便所や
浄化槽を改造し、公共下水道へ接続
することが下水道法により義務付け
られています。汲み取り便所や浄化
槽を使用している方は公共下水道へ
の切り替えをお願いします。
　なお、切り替え工事は、市の指定

下水道工事店でなければ施工できま
せんのでご注意ください。詳しくは
下記へお問い合わせください。 
問下水道課施設計画係☎042-497-
2532

シルバー人材センター 
リサイクル事業のご利用を

　ご家庭で不用になった木工家具な
どを清掃・補修し、リサイクル商品
として低価格で展示販売していま
す。 日金曜日を除く毎日。午前9時
～午後4時 場 直 問シルバー人材セン
ター（松山三丁目）☎042-494-1918

おさがりモンスター
　寄付で集めたサイズ120㌢までの
子ども服を無料でもらえるイベント
です。 日11月22日㈪午前11時～午
後4時 場清瀬けやきホール 問（一社）
日本こども服おさがり協会・小林☎
080-3028-4087【後援】清瀬市
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令和3年11月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,112人 （33人減）　女　38,860人 （7人減）　計　74,972人 （40人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,507世帯（19世帯減）　※人口は、外国人住民（1,306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
彫刻清掃体験をしてみませんか！
 　専門家の指導のもと、キヨセ ケヤキ ロードギャラリーの彫刻を鑑賞
しながら、洗浄やワックスがけなどの清掃体験を行います。当日はよご
れてもいい服でお越しください。 対中学生以上。先着10人 日11月29日
㈪午前9時30分～午後3時（途中1時間の休憩あり。小雨の場合は実施、
悪天候の場合は中止） 場キヨセ ケヤキ ロードギャラリー（集合・解散＝
郷土博物館）  講山岸鋳金工房　伊藤一洋氏 （アシスタント：高嶋直人氏、
高木謙造氏） 持ゴム手袋、軍手 申 問11月27日までに電話で郷土博物館
☎042-493-8585へ

※多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホ ー ム ペ ー ジ

 　鉱物はどこでみつかるの？
宝石はどうしてキラキラしてい
るの？　鉱物や宝石を使った実
験をしながら鉱物と宝石につい
て詳しくなろう。 対小学4年生
以上（小学生は保護者と参加）。
定員12組（1組2名まで。応募者
多数の場合は抽選し、当選者の
みに参加券を送付します）。
 日12月12日㈰午後1時30分～3
時  費入館料おとな520円、小学
4年生～高校生210円  申  問11月

29日（必着）までに、多摩六都
科学館ホームページの応募フォ
ームまたははがきにイベント
名、開催日、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
※11月の休館日…22日㈪、24
日㈬、29日㈪

　クリスマスレクチャー
　実験で鉱物・宝石の性質をしらべよう

　総合型地域スポーツクラブの活
動の一環として、バドミントンの
体験会を開催します。どなたでも
参加できます。先着30人程度。
  日12月19日㈰、令和4年1月9日㈰
い ず れ も 午 前10時 ～ 正 午 場五
中 費参 加1回 に つ き 保 険 料40
円 申 問12月3日までの平日午前8

時30分～午後5時に、生涯学習ス
ポーツ課にある申込用紙（市ホー
ムページからもダウンロード可）
に必要事項を記入し、保険料を添
えて生涯学習スポーツ
課生涯スポーツ係☎
042-497-1816へ

バ ド ミ ン ト ン 教 室　 体 験 会バ ド ミ ン ト ン 教 室　 体 験 会

第4回清瀬駅南口地域児童館整備基本計画
　策定検討委員会を開催します

日11月29日㈪午後6時30分～  
場 市役所本庁舎
※新型コロナウイルス感染症拡大
状況により、傍聴の制限、委員会
が中止になる場合があります。そ

の際は開催日の3日前
までに市ホームページ
でお知らせします。
 直 問企画課企画調整
担当☎042-497-1802

詳しくは
こちら

１１月２５日～12月1日は犯罪被害者週間

　11月25日㈭から12月1日㈬は、
「犯罪被害者週間」です。市では、
交通死亡事故・ひき逃げ事件・性
犯罪・殺人事件などのご遺族の相
談を実施しています。また、東村

山警察署では、専門の相談員によ
る電話相談や支援制度の情報提供
を実施しています。 問東村山警
察署☎042-393-0110、防災防犯
課防犯係☎042-497-1848

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

の催し物
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

①そうだじゅげむきこう（11月）
日11月23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】桂三木助、金原亭杏寿
②そうだじゅげむきこう（12月）
 日12月25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】春風亭一花、三遊亭兼太郎 
③アフタヌーンコンサートvol.4
　若手演奏家が贈るクラシカルでアフ
リカンなひととき。前半はバイオリン
とピアノ、後半はアフリカの楽器ジャ
ンベのアンサンブルをお送りします。
0歳から入場可。 日12月18日㈯午後2
時 ～（ 開 場 は 午 後1時30分 ） 費一 般
1,200円、友の会1,000円、学生500円、
未就学児無料
【出演】澤田香萌（バイオリン）、中村

春香（ピアノ）、カンティクム（ジャン
ベアンサンブルグループ）
④ベビーオイルマッサージ教室
　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12月3日㈮午前10時30分～正
午 費1,500円（清瀬市子育て・キラリ
・クーポン券が使えます）
 講小宮しのぶ氏 持大きめのバスタオ
ル、ハンドタオル、子どもの飲み物
⑤講座「冬のプリザーアレンジメント」
　季節に合わせたテーマで開催するフ
ラワーアレンジメントのレッスンで
す。各回先着10人。 日クリスマス用
＝11月27日㈯、お正月用＝12月18日
㈯、いずれも午前9時30分～11時30
分 費3,500円（花材代）
 講福井ひろ子氏 持筆記用
具、メジャー
 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

の催し物
コミュニティプラザひまわりコミュニティプラザひまわり

①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！ 先着15人。 日11月16日㈫
・30日㈫いずれも午前9時45分～10時
45分 講西山奈穂子氏
②太極舞教室
　心肺・筋力・柔軟性・呼吸トレーニ
ングをとおして、気血やリンパの流れ
を促進します。先着15人。 日11月16
日㈫・30日㈫いずれも午前11時～正
午 講西山奈穂子氏
③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15人。 日水曜教室＝11月17
日・24日 午 前9時45分 ～10時45分、
午前11時～正午、金曜教室＝11月12
日・26日午前10時～11時 
講嵯峨千枝氏  
費①～③いずれも共通券。5回券＝
5,000円、10回 券 ＝9,000円、20回 券
＝17,000円(初回は体験無料)

④ダルマ健康体操教室
　ツボやマッサージを学びながら、ダ
ルマ拳も取り入れた運動教室！ 体の
調子を整え、生活習慣を改善し健幸寿
命を延ばしましょう！　 対50歳以上
の方。先着8人 日毎週土曜日午前10時
～11時30分  費1,200円（4回分） 講達磨
拳法会長・達磨健康体操会長・リンパ
マッサージ師　寒河江康悦氏
⑤ヨガ療法　ひまわり教室
　癒しの音楽を聴きながら、心と体の
バランスを整える「ヨガ療法」を一緒
に楽しみましょう‼ 日11月16日㈫・
30日㈫午前10時～11時30分
 費1回1,200円、初回体験は無料 持マ
スク、ヨガマット（無い場合はバスタ
オル）、運動しやすい服装、飲み物、
タオル 講国際ヨガ協会トレーナー・
ヨガ療法士　松山伸子氏
 申 問いずれも直接窓口または電話で
コミュニティプラザひま
わり☎042-495-5100へ
※新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、体
温チェックや健康チェッ
クを行っています。体調
不良の方の受講はご遠慮
いただいています。

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

火災における消火活動に対して感謝状を贈呈しました

　10月9日に野塩一丁目で発生した火災において、清瀬しらうめ幼稚園
の職員が速やかに通報するとともに、消火器を用いて消火活動を行い、
被害の軽減に大きく貢献した功績に対して、市と清瀬消防署はそれぞれ
感謝状を贈呈し表彰しました。
 問防災防犯課防災係☎042-497-1847 　

前列中央：森田美奈子副園長（右）と渋谷市長（左）
後列左から：瀬谷副市長、青木孝之氏、仲村真奈氏、佐々木彩乃氏、
中村葉月氏、鈴木優美氏、南澤総務部長

東京都都民安全推進本部長賞を受賞されました

　11月2日に東京都庁第1本庁舎
にて、東京都都民安全推進本部長
賞の表彰式が行われました。
  この表彰は、東京都が目指す「誰
もが安全安心を実感できる社会」
の実現に向けて長年、防犯活動を
継続的に実施している個人や団体
に贈呈されるものです。市内在住
の清瀬市防犯協会理事　栗城好夫

さんが受賞され表彰状が贈られま
した。おめ
でとうござ
います。 
問防災防犯
課防犯係☎
0 4 2 - 4 9 7 -
1848
　

栗城好夫氏


