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　 4月1日付人事異動

◆市管理職（　）は前職
▶企画部秘書広報担当部長・秘書広報課長事務取扱（企画部参事・秘書
広報課長事務取扱）植田貴俊
▶福祉・子ども部障害福祉課長（福祉・子ども部障害福祉課副参事・障害
福祉係長事務取扱）力村洋平
▶生涯健幸部健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長（生涯
健幸部健康推進課副参事新型コロナウイルス感染症対策担当）鈴木基晴
▶都市整備部道路交通課道路管理担当課長・管理係長事務取扱（都市整備
部道路交通課副参事・整備係長事務取扱兼管理係長事務取扱）植田雅康
▶教育委員会教育部教育総務課新校開設担当課長（市民環境部市民課出
張所担当課長）北平宜之
▶教育委員会教育部生涯学習スポーツ課児童青少年担当課長（総務部職
員課職員係長）山田能久
▶教育委員会教育部図書館長（教育委員会教育部図書館主査）山口由希
▶監査委員事務局長・監査係長事務取扱（教育委員会教育部生涯学習ス
ポーツ課児童青少年担当課長）佐藤徹

◆小・中学校の校長・副校長（　）は前職
▶清瀬小校長（練馬区教育委員会教育指導課長）谷口雄麿
▶第四小校長（清瀬市立清瀬小学校校長）長沼正城
▶第七小校長（清瀬市立清瀬第三小学校副校長）吉田有子
▶第八小校長（文京区立駕籠町小学校副校長）相蘇好
▶第十小校長（清瀬市立清瀬第七小学校校長）鈴木竜二
▶清瀬中校長（豊島区教育委員会指導課長）佐藤明子
▶清瀬小副校長（福生市立福生第五小学校主幹教諭）蜂須賀健太
▶第三小副校長（東久留米市立第六小学校副校長）大西一緒
▶第七小副校長（清瀬市立清明小学校主幹教諭）千田二仁江
▶第八小副校長（清瀬市立清瀬小学校副校長）杉山太郎
▶第二中副校長（清瀬市立清瀬第八小学校副校長）西山智
▶第五中副校長（昭島市立多摩辺中学校主幹教諭）播摩賢一

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：足つき碁盤・碁石、剣道用防具一式（おとな・中学生・小学生）、ベビー用 紙おむつＬサイズ(テープ式)
★ゆずってください：今回はありません申 問4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）

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 11日㈬・18日㈬・25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（
６
階
）

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

※４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。

※同一種類の相談は1か
月に1回のみ、かつ同一
年度内に3回までとさせ
ていただいております。

※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、受け
付け時には検温をさせ
ていただき、体調チェ
ック票へのご記入もお願
いします。

人権身の上相談 11日㈬午前9時30分～11時30分
（いずれも４0分3枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

12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 11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）

11日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
18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 18日㈬午後1時～3時
（30分４枠）

交通事故相談 25日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※令和４年４月から令和5年3月までの市民相談は生涯学習センターで実施します。
ただし、6月15日㈬、7月20日㈬、9月7日㈬は市役所で実施します。5月４日㈬は祝日のた
め相談の実施はありません。5月の人権身の上相談は第2水曜日の午前に実施します。

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

防災防犯課防災防犯係
☎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。
※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 13日㈮・17日㈫・19日㈭・27日㈮・
31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
※原則女性のみ。
※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） 19日㈭午後5時～8時50分

DV相談 11日㈬・12日㈭・18日㈬・26日㈭
午前10時～午後3時50分

法律相談 10日㈫・2４日㈫午後2時～４時

しごと相談 6日㈮午前10時～午後2時50分
※5月の第3月曜日は休み。

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5 予＝予約　直＝直接　電＝電話

今月開催の委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 備考

第４回清瀬市まち
づくり委員会

４月20日㈬
午後6時～8時

市役所本庁舎
研修室

企画課市民協働係
☎0４2-４97-1803 直接会場へ

※傍聴される方は「清瀬市まちづくり委員会傍聴規定」をご覧ください。

家内労働の「委託状況届」は 
４月３０日までに

　家内労働者へ仕事（内職等）を委
託している委託者の方は、毎年４月
１日現在の家内労働者数等につい
て、「委託状況届」を労働基準監督
署に提出することが義務付けられて
います。４月３０日㈯までに提出して
ください（令和２年１２月２５日付けで

「委託状況届」の様式が改定されて
います）。 問東京労働局労働基準部
賃金課家内労働係☎０３-３５１２-１６１４

統計きよせ　令和3年版
　『統計きよせ　令和３年版』を発行

しました。ペーパーレス化に伴い、
市ホームページによる掲載のみとさ
せていただきます。「市政情報」内、

「統計」よりご覧いただけます。また、
下記窓口で閲覧ができます。 問総務
課総務統計係☎０４２-４97-２０３２

病院？ 救急車？ 迷ったら 
電話でも! ネットでも! ♯７１１９

　東京消防庁では、急な病気やケガ
で「今すぐ病院に行ったほうがいい
のかな？」、「救急車を呼んだほうが
いいのかな？」など迷った際の相談
窓口として、東京消防庁救急相談セ
ンター（♯7１１9）を開設しています。  
　救急相談医療チーム（医師、看護
師、救急隊経験者などの職員）が医
療機関案内と救急相談に２４時間・
年中無休で対応しています。♯7１１9
に電話してもつながらない場合は、
☎０４２-５２１-２３２３におかけください。
 問清瀬消防署☎０４２-４9１-０１１9

◆市【一般等寄附金（受動喫煙対策）】へ
大森正子様（５,０００円）
◆社会福祉協議会へ
手しごと「ひまわり」様（３０,０００円）
匿名様１件（１０,０００円）
ありがとうございました。

クレア市営駐車場について
【利用できる車両】二輪車以外の普
通・小型・軽自動車（上限：全長５㍍、
全幅１.9㍍、全高２.１㍍、重量２.２㌧
【営業時間】２４時間
【一時利用料金】午前7時～翌午前０
時＝最初の６０分３００円、以後３０分ご
とに１５０円、午前０時～午前7時＝６０
分ごと１００円、最大料金（繰り返し
適用）＝駐車後２４時間9００円
【月極利用料金】３０,５５６円／月
【平日定期利用料金】8,8００円／月 
問清 瀬 都 市 開 発 株 式 会 社 ☎０４２-
４9５-３３００、道路交通課交通安全係
☎０４２-４97-２０9６

　
令和4年度清瀬市狂犬病予防集合注射中止のお知らせ

　令和４年度の狂犬病集合注射
は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止します。
　狂犬病予防注射は４月以降、全
国どこの動物病院でも受けられま
す。注射料金は動物病院ごとに異
なりますので、詳しくは各動物病
院にお問い合わせください。
◆狂犬病予防注射を受けた後に
　は、「注射済票」の交付が必要
　です
　次の①～③を持参して、環境課
環境衛生係で注射済票の交付を受
けてください。①注射済証（動物

病院でもらえます）、②「狂犬病
予防注射済票交付（再交付）申請
書」（※２月末時点で登録済みの方
に送付）、③注射済票交付手数料
５５０円 問環境課環境衛生係☎０４２-
４97-２０99
※病気などで注射ができないと判
断される場合は、動物病院で診断
してもらい、注射の猶予を証明す
る書類（診断書など）を提出して
ください。
※飼い犬が死亡した場合は、死亡
届を提出してください（電話でも
受け付けます）。

注射済票の交付を受けられる近隣の動物病院（注射料金と上記②③を持参）
病院名 住所 電話

清瀬獣医科病院 中里3-77-5 0４2-４93-5４18
かざま動物病院 東久留米市中央町2-6-50 0４2-４53-8111
田中動物病院 東久留米市東本町４-9 0４2-４7４-0533

くるめ動物病院 東久留米市八幡町3-3-12 0４2-４77-3４４3
どんぐり動物病院 東久留米市下里5-9-15 0４2-４75-5562

本橋動物病院 西東京市栄町2-9-27 0４2-４21-5４４9
久米川みどり動物病院 東村山市栄町1-36-86 0４2-392-0205

※上表の動物病院では「注射済票」の交付をその場で受けられるため、
来庁の必要はありません。


