
令和3年（2021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
始休館中は資料の返却はご遠慮く

ださい。
 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

改修工事
のため
休館

午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

12月27日㈪ 休館 休館

12月28日㈫ 午前10時～午後5時 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

12月29日㈬～
令和4年1月3日㈪ 休館 休館

1月4日㈫ 午前10時～午後5時 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

日程
館名

　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・オミクロ
ン株コールセンター☎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

　今年の冬は気温や降雪量は平年
並みという予報が発表されていま
すが、ラニーニャ現象の影響で、
強い寒気により、大雪が降る可能
性もあることから、日ごろから大
雪に対し備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。
▶持病の処方薬を切らさないよう
　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。雪が降る前や降雪時は、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】
　降雪時の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
　を要請する。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。
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＝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

（※）1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。

施設名
電話番号（市
外局番はす
べて042）

12月 令和4年1月
28
㈫

29
㈬

30
㈭

31
㈮

1
㈯

2
㈰

3
㈪

4
㈫

市役所 492-5111
生涯学習センター 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
コワーキングスペース「ことりば」 042-512-9958
郷土博物館 493-8585

児童センター（中央児童館）
070-2467-
8604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
教育支援センター（教育相談室） 493-3526

44日は一般貸館休業。入金業務は通常どお日は一般貸館休業。入金業務は通常どお
り。り。

2828日・日・44日は午前日は午前99時から午後時から午後44時時3030分まで神分まで神
山公園であおぞら児童館を実施。山公園であおぞら児童館を実施。
改修工事のため休館。改修工事のため休館。

改修工事のため休館。改修工事のため休館。

2828日の一般貸館は午後日の一般貸館は午後55時まで。時まで。44日は午日は午
前のみ一般貸館休業。入金業務は通常ど前のみ一般貸館休業。入金業務は通常ど
おり。おり。

2828日・日・44日は一般貸館休業。入金業務は午後日は一般貸館休業。入金業務は午後
55時まで。午後時まで。午後66時閉館。時閉館。

3131日は午後日は午後55時まで。時まで。

3131日は午後日は午後55時まで。時まで。
2828日・日・44日は午後日は午後88時まで。時まで。

3131日は午後日は午後55時まで。時まで。22日は午前日は午前1111時から午後時から午後
55時まで時まで

3131日は午後日は午後55時まで、時まで、22日は午前日は午前1111時から午時から午
後後55時まで、時まで、33日は午前日は午前99時から午後時から午後55時まで時まで

（※）（※）

2828日の一般貸館は午後日の一般貸館は午後55時まで。時まで。44日は午前の日は午前の
み一般貸館休業。み一般貸館休業。

22日は午前日は午前1111時から午後時から午後55時まで。時まで。

年末年始のごみ・資源物収集予定

日 月 火 水 木 金 土
12月 1月

26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日

可燃ごみ
（全地区）

古紙・古布
（全地区）
びん・かん

（火曜日地区）

容器包装
プラスチック・
ペットボトル

（全地区・臨時）

可燃ごみ
（全地区・臨時）

1月
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

古紙・古布
（全地区） 通常収集 通常収集 通常収集

【臨時収集について】
　12月29日㈬は全地区容器包装プラスチック・ペットボトルのみの
収集となります。12月30日㈭は全地区可燃ごみのみの収集となりま
す。
【年内最終収集日】
［可燃ごみ］全地区＝12月30日㈭
［不燃ごみ］東地区＝12月22日㈬、西地区＝12月24日㈮
［容器包装プラスチック・ペットボトル］全地区＝12月29日㈬
［古紙・古布］全地区＝12月28日㈫
［びん・かん］火曜日地区＝12月28日㈫、水曜日地区＝12月22日㈬、
木曜日地区＝12月23日㈭、金曜日＝12月24日㈮
【年始収集開始日】
［可燃ごみ］全地区＝1月6日㈭
［不燃ごみ］東地区＝1月5日㈬、西地区＝1月7日㈮
［容器包装プラスチック・ペットボトル］東地区＝1月7日㈮、西地区
＝1月5日㈬
［古紙・古布］全地区＝1月4日㈫
［びん・かん］火曜日地区＝1月11日㈫、水曜日地区＝1月5日㈬、木曜
日地区＝1月6日㈭、金曜日＝1月7日㈮

2828日は改修工事のため休館。施設予約や窓口日は改修工事のため休館。施設予約や窓口
業務は通常どおり。業務は通常どおり。


