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今号の主な内容▶2面：新型コロナウイルスワクチン接種について／4・5面：特集　令和4年度一般・特別会計予算の概要

　「子どもと幸せを育む“舞台”」の実現に向け、清瀬駅南口地域への新たな児童館の整備に際して、清瀬市立中央図書館との複合化や清瀬
市立中央公園との一体的な整備も含めて検討を行い、「清瀬駅南口地域児童館・中央図書館等複合施設及び中央公園整備基本計画」を策
定しました。 問企画課企画調整担当☎042-497-1802

「こころ踊る出会いがあり　のびのび・すくすく・いきいき過ごす　未来創造拠点」「こころ踊る出会いがあり　のびのび・すくすく・いきいき過ごす　未来創造拠点」

③事業コンセプト 　子どもを中心に、利用するだれもが、積極的・能動的かつ持続的に活動できるイメージや、市民の皆さんの参画の機会を設け、
地域に愛され、地域とともに成長する施設となるよう、事業コンセプトを定めました。

②事業概要
　本事業で新たに整備する児童館に関し、既存の中央図書館
を改修して複合化する案や、既存の中央図書館とは別の位置
に新築して複合化する案を含む4つの案について、市民意見
の反映のしやすさ、機能の相乗効果、代替施設の有無、建築
物のライフサイクルコスト※について、これまで得られた市
民ニーズや意見を踏まえて比較検討を行いました。
　その結果、中央公園北側に新たに整備する児童館と中央図
書館を新築して複合化し、併せて中央公園全体を再整備する
こととしました。
（※）建物の建設費から修繕費、更新費のほか、維持管理費、
解体経費などの建築から廃棄に至るまでに必要なトータルコ
スト。

①整備イメージ 詳しくはこちら

大規模改修に伴い健康センターを休館します

　休館期間は、工事の進捗により延長する場合があります。各施設の
再開については改めてお知らせします。健康増進室は上記の期間ご利
用になれませんが、すでに購入済みの健康増進室利用券の払い戻しは
できませんのでご了承ください。
　休館期間中の各部署の移転先は、市報5月15日号でお知らせする予
定です。

健康増進室 ５月９日㈪～令和５年５月上旬
全館 ５月14日㈯・1５日㈰・21日㈯・22日㈰・28日㈯・2９日㈰

～令和５年５月上旬

■休館スケジュール

改修内容
1階 授乳室を設置
2階 会議室を子ども家庭支援センター及び教育支援センターへ

改修
外壁 外壁塗装改修
屋上 屋上防水改修及び太陽光発電新設
全体 エレベーター、空調等機械設備及び照明の LED化等電気設

備の改修

■主な改修内容

　健康センターは、平成元年３月
の竣工から３0年以上が経過してい
るため、建物や設備機器の老朽化
が進んでいます。そのため、６月
から令和5年３月までの期間で大規
模改修工事を行います。改修後は、
建物2階に子ども家庭支援センター及び教育支援センターが移転して
くることで、誕生から成人に至るまでの相談窓口の拠点となりま
す。 問健康推進課健康推進係☎042-497-2075

　清瀬市長選挙及び清瀬市議会議員補欠
選挙が4月３日に行われ、当日午後9時か
ら市民体育館で開票が行われました。市
長選挙では、2人の立候補があり、無所
属の渋谷けいし氏が当選しました。任期
は令和8年4月2日までです。また、市議
会議員補欠選挙では、３人の立候補があ
り、無所属の中村きよし氏と日本共産党
の藤本いせ子氏が当選しました。任期は
令和5年4月３0日までです。
※写真はいずれも、選挙公報に掲載され
た写真を使用しています。立候補者名は
立候補届出名で掲載しています。
問選挙管理委員会事務局選挙係☎042-
497-25６1
市長選挙及び市議会議員補欠選挙

投票者数・投票率
区分 男 女 合計

当日有権者数 2９,4９7
人

32,337
人

61,834
人

市長
選挙

投票
者数

11,383
人

12,９86
人

24,36９
人

投票
率

38.５９
㌫

40.16
㌫

3９.41
㌫

市議会
議員補
欠選挙

投票
者数

11,373
人

12,９73
人

24,346
人

投票
率

38.５6
㌫

40.12
㌫

3９.37
㌫

これからの市政を担う
市長・市議会議員が決まりました

市議会議員
中村　きよし
（無所属）
9,６81票

【次点】
はた　義則　６,9３8票

市議会議員
藤本　いせ子
（日本共産党）
7,0３６票

市長
渋谷　けいし
（無所属）
15,894票

【次点】
池田　いづみ　8,0６2票

⑤整備スケジュール 下記のスケジュールで整備を進めていきます。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

基本計画 基本設計 実施設計 整備工事

複合施設オープン 公園全体オープン

▶「安全・安心」を徹底した施設づくり
▶「快適性」を重視した施設づくり
▶南口地域に永く親しまれる施設づくり
▶地球環境にやさしい施設づくり
▶建設と維持管理コストの低減化に配慮した施設づくり

④整備方針 下記の整備方針に沿って整備を進めていきます。

清瀬駅南口地域児童館・中央図書館等複合施設及び清瀬駅南口地域児童館・中央図書館等複合施設及び
中央公園整備基本計画を策定しました中央公園整備基本計画を策定しました



令和4年（2022年）4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。

いきいき生活の秘訣はフレイル予防！～清瀬市シニアみんなで健幸プロジェクト～
■清瀬市シニアみんなで健幸プロジェクト
　主に75歳以上の方を対象に、「清瀬市シニアみんなで健幸※1プロジェ
クト」を実施しています。このプロジェクトは、健康寿命の延伸（元気
でいきいきと生活できる期間をのばすこと）を目的とし、医療・介護・
健康診査などのデータから、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、運動指
導士などが一人一人にあった生活習慣の改善やフレイル※2予防などの支
援を行います。
（※1）「健幸」とは、「健康」と「幸福」の2つの意味を持ち、健康であり幸せに暮らしてほし
いという思いが込められた言葉です。
（※2）フレイルとは、加齢により心身の活力が低下した虚弱な状態をいいます。
※このプロジェクトは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法第八十号）に基
づき、清瀬市が実施しています。
①健康状態などに心配のある方への個別支援
▶生活習慣病などの重症化予防に取り組みます。
▶同一医療機関への頻回受診者の適正な受診に向けた支援等を行います。
▶健康状態の不明な高齢者の実態を把握し、必要に応じて医療機関への
　受診や介護サービスなどの利用の勧奨を行います。
②保健師、管理栄養士、歯科衛生士、運動指導士などによるフレイル予
　防支援
　シニアクラブやサロンなど、シニアが多く集まる通いの場などにおい
て、参加者の健康づくりやフレ
イル予防などに関する普及啓発
を行い、必要に応じて適切な相
談窓口や医療機関へつなげてい
きます。
■あなたは大丈夫？　フレイルとは
　新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛が続き、人と接する
機会が減ることで「フレイル（心身の活力が低下した虚弱な状態）」にな
ることがあります（右上の図参照）。

■いきいき生活の秘訣はフレイル予防3本柱＋健康診査！
　フレイル状態に早めに気づき、フレイル予防3つの柱＋年1回健康診
査受診でいきいき生活を送りましょう。

 問介護保険課地域包括ケア係☎042-497-2082

体やこころの機能の低下に
よって要介護になる可能性
が高まっている状態です。
しかし、適切に予防するこ
とで、健康な状態に戻るこ
とができます。

要支援・要介護の危険性
が高い状態 要支援・要介護状態

生
活
機
能

生
活
機
能

予
備
能
力

予
備
能
力 健 康健 康 虚弱虚弱

（フレイル）（フレイル）

加 齢加 齢

身体機能障害身体機能障害
要介護要介護

プレプレ
フレイルフレイル

健康寿命（元気でいきいきと生活できる期間）
寿　　命

※「プレフレイル」と
は、フレイル予備群と
いい、フレイルの前段
階の状態のことです。
健康とフレイルの間に
位置します。

健康診査　 対後期高齢者医療保険に加入している方（65歳以上で後期
高齢者医療保険に加入の方を含む）【主な健診項目】①問診②身体計測
③血圧測定④血液検査⑤尿検査⑥理学的検査⑦貧血検査　など

第１の柱　運動　【家や自宅の庭で】ラジオ体操やストレッチ・庭のお
手入れ・テレビを見ながらスクワットや足踏み【屋外で】一人または
少人数での散歩・徒歩での買い物

第2の柱　食事・口の健康　【食事】3食きちんと食べる・よく噛む・
バランスの良いメニュー【お口の健康】毎食後、寝る前の歯磨き・早
口言葉に挑戦・定期的なお口の状態チェック（歯科受診など）

第3の柱　人との交流　【家族や友人と】会えない時は電話やはがき・
手紙、メールなどを活用する・趣味活動への参加【地域活動へ】シニ
アクラブやサロンへの参加・ボランティア活動や自治会活動

　4月29日㈮～5月6日㈮の図書館の開館状況は下表のとおりです。
 問中央図書館☎042-493-4326

　4月29日㈮～5月6日㈮図書館開館状況

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

4月29日㈮ 午前10時
～午後5時 休館日 午前10時～午後5時 休館日 午前10時

～午後6時
4月30日㈯
5月1日㈰ 午前10時～午後5時 午前10時

～午後6時
5月2㈪ 休館日

5月3日㈫ 午前10時～午後5時 休館日 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

5月4日㈬ 午前10時
～午後5時 休館日 午前10時～午後5時 休館日 午前10時

～午後6時

5月5日㈭ 午前10時～午後5時 休館日 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

5月6日㈮ 午前10時～午後5時 午前10時
～午後7時

午前10時
～午後5時

午前10時
～午後8時

日程
館名

　新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 に つ い て

◆3回目接種券の発送スケジュール
年齢 2回目接種を完了した日 3回目接種券の発送日 発送対象者数

12～17歳 令和3年9月1日～10月31日 4月18日㈪（予定） 約1,700人
12歳以上 令和3年11月1日～30日 4月27日㈬（予定） 約2,300人
◆ワクチンの接種状況（4月5日現在）

区分 １回目接種済み 2回目接種済み 3回目接種済み
高齢者 92.9㌫ 92.6㌫ 84.8㌫
１2～64歳 87.0㌫ 86.4㌫ 38.6㌫
5～１１歳 15.0㌫ 3.6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（土・日
曜日、祝日を除く午前9時～午後6時30分）

最 新 情 報 は
市ホームページで
確認できます

◆１2～１7歳の方へ
　12～17歳の3回目接種はファイザー社ワクチンのみ使用し
ます。また、接種会場によって対象年齢が異なりますので、
ご予約の際はご注意ください。接種会場一覧は、市ホームペ
ージ（右記QRコード参照）をご覧ください。
◆取り扱いワクチンの変更（モデルナ→ファイザー）
　廣橋小児科・内科医院、大塚耳鼻咽喉科医院は4月16日㈯からファイ
ザー社ワクチンを使用します。

3回目接種

4回目接種
　4回目のワクチン接種については、詳細な情報が示され次第、お知ら
せします。

＝休業・休館＝平常業務 ＝業務時間変更・一部休業

4月29日㈮～5月5日㈭の市役所などの業務日程

※詳しくは各施設へお問い合わせください。

施設名
電話番号（市
外局番はす
べて042）

4月 5月
29
㈮

30
㈯

１
㈰

2
㈪

3
㈫

4
㈬

5
㈭

市役所 492-5111
松山出張所 491-5153
野塩出張所 493-4014
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
教育支援センター（フレンドルーム） 493-0690

3030日の市民課土曜窓口は実施。日の市民課土曜窓口は実施。

22日の入金業務は午前日の入金業務は午前88時時3030分～午後分～午後66時。時。

＝会議室などの貸し出しは行い、窓口業務（出張所業務）などは休業

2929日・日・3030日・日・11日・日・33日・日・44日・日・55日は午前日は午前99時時
～午後～午後44時時3030分。分。

22日は午後日は午後55時まで。時まで。

接種会場
一覧
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（評）３月ごろから始まる杉花粉などの飛散によっておこるアレルギー症状。
鼻や目、喉などの不快感に毎年悩まされますね。作者は、薬や食べ物や
生活習慣を工夫して今年の春を快適に乗り切ったのでしょうか。

花粉との勝負に勝って春おわる    � 清中3年　馬
ば ば
場佑
ゆうじろう
二郎

森のおく胸が高鳴るたきの音�� 清小6年　栗
くりやま
山真

ま お
緒

（評）たき（滝）は、水量が多く涼感が増す夏の季語です。森のおくのがけか
ら落ちる滝に少しずつ近づいて、水音がはっきりと聞こえるようになり
ました。目の前に現れる滝を想像して一段と力強い足取りです。

夜の空大三角と天の川  �� 七小4年　松
まつむら
村音

ね お
和

（評）夏の大三角は、七夕の織姫星と彦星を含む３つの星座の一等星を結んだ
三角形です。山や海が近い空の暗い地方に出かけると、空気が澄んでい
れば、そこに天の川が横切っているのもはっきりと見えるでしょう。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�今回の俳句は「第13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

　
清瀬市公共施設等総合管理計画を改訂しました

　清瀬市公共施設等総合管理計画
は、人口減少や少子高齢化など、
市政を取り巻く環境が大きく変化
するなか、過度な負担を残すこと
なく次世代へ市民サービスを引き
継ぐため、長期的な視点を持って
公共施設等を総合的かつ計画的に
整備・管理するための方針などを
示した計画です。
　本計画は平成29年３月に策定し
ましたが、策定から一定の期間が
経過したことから、清瀬市公共施
設再編計画、清瀬市公共施設個別

施設計画などの関連計画の内容を
踏まえて、令和4年３月に清瀬市
公共施設等総合管理計画を改訂し
ました。
　これにより、公共施設等マネジ
メントの更なる推進に取り組んで
いきます。清瀬市公共施設等総合
管理計画について詳し
くは市ホームページを
ご覧いただくか下記へ
お問い合わせくださ
い。 問企画課企画調整
担当☎042-497-1802

対清瀬市の選挙人名簿に登録され
ている、満18歳から29歳までの
方【職務内容】期日前投票日にお
いて、投票が公正に行われるよう
立ち会います【報酬】日額1３,000
円（規定の所得税を源泉徴収しま
す）� 場市役所＝午前8時15分～午
後8時15分（休憩あり）、生涯学習
センター＝午前9時15分～午後9
時15分（休憩あり）  期参議院議員
選挙の公示日翌日から選挙期日前
日までの期間のうち希望する
日 申 問4月28日までの平日午前9

時～午後5時に、選挙管理委員会
事務局にある応募用紙（市ホーム
ページからもダウンロード可。下
記ＱＲコード参照）に必要事項を記
入し、直接選挙管理委員会事務局
☎042-497-2561へ
※昼食・夕食は各自でご用意くだ
さい。また、交通費の支給はあり
ません。

投票立会人になってみませんか？
参議院議員選挙　期日前投票立会人

詳しくは
こちら

　市では、広島市を訪問して平和
学習を行う「ピース・エンジェル
ズ」を募集します。平和記念式典
への参列、平和記念資料館の見学、
被爆体験談の聴講、似島戦時遺構
見学、呉市大和ミュージアム見学
などをとおして、戦争の悲惨さや
人命の尊さを学びます。
　あなたもぜひ、平和の大切さを
伝え広めていくピース・エンジェ
ルズになりませんか。 対市内在
住の小学校5年生から中学校３年
生（保護者の同意が必要）で、過
去にこの事業に参加したことのな
い方。また、学習会（7月24日㈰、
8月1日㈪・9日㈫）、広島平和学
習の事後報告会（8月11日㈭予定）
に参加することができる方。定員
10人 【広島訪問日】8月4日㈭～6
日㈯ 申5月1３日までに、「ピース

・エンジェルズとして何ができる
か」（ピース・エンジェルズ参加
への理由、平和を願う気持ち、平
和の大切さを友だちやまわりの人
に伝えるためには何ができるかな
ど）を原稿用紙800字以内にまと
め、氏名とふりがな・性別・学校
名・学年・住所・電話番号を記入
し、生涯学習スポーツ課へ持参ま
たは郵送。選考結果は6月下旬（予
定）までに本人と学校へ通知しま
す 問生涯学習スポーツ課生涯学
習係☎042-497-1815

令和元年度の様子

令和4年度
「ピース・エンジェルズ（広島派遣生）」

　

　第1回定例市議会は、令和4年2
月28日から３月24日まで開催さ
れ、令和4年度清瀬市一般会計予
算など、市長提出議案27件が可
決・承認・同意され、報告３件が
了承されました。また、議員提出
議案３件が可決され、陳情1件が
採択されました。以下に、主な議
案についてご報告します。
■令和４年度清瀬市一般会計予算
　 一 般 会 計 予 算 の 規 模 は、
３20億1，000万円で、前年度に比
べて３億1，200万円、率で1．0㌫の
増となりました。この概要につい
ては4、5面をご覧ください。
■令和３年度清瀬市一般会計補正
　予算（第１２号）
　渋谷金太郎市長の死去に伴い、
公職選挙法第３4条及び第111条の
規定により清瀬市長選挙を執行す
るため、また、併せて同法第11３条
の規定により清瀬市議会議員補欠
選挙を執行するため、３，686万
8,000円を追加し、全員賛成で可決
されました。
■令和３年度清瀬市一般会計補正
　予算（第１３号）
　令和4年度において18歳以上で

約4万5,000人、5歳から11歳まで
の小児接種で約4,200人の新型コ
ロナウイルスワクチン接種経費を
確保するとともに、一般会計から
国民健康保険事業特別会計へ繰出
をするため、３億9,800万8,000円
を追加し、全員賛成で可決されま
した。
■ロシアによるウクライナ侵攻に
　厳重に抗議し、恒久平和を求め
　る決議
　ロシアによるウクライナ侵攻に
厳重に抗議し、ロシア軍が即時に
かつ無条件で撤退するよう、国際
法に基づく対応を強く求める決議
書が議員提出議案で提出され、全
員賛成で可決されました。
■清瀬市教育委員会教育長の任命
　について
　地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第4条第1項の規定に
より、清瀬市教育委員会を組織す
る教育長に、坂田篤氏が議会の同
意を得て再任されました。
 問議会事務局議事係
☎042-497-2567

令和4年第1回定例市議会

5月1日㈰午前10時～午後3時
令和4年度春のオープンパークを開催します！
　令和7年度の開園を計画している（仮称）花のある公園予定地を、お
試しで利用するオープンパークを開催します。公園計画について知り
たい方、この公園で何かを試してみたいと思っている方、皆さまお誘
い合わせのうえ、ご来園ください。

②ナチュラルマーケット　inオープンパーク

　毎週水曜日に開催されているナチュラルマーケットがオープンパー
クで開催されます。昨年好評だったパンやキッチンカーによる飲食物
の販売などがあります。�
� 直 問水と緑と公園課緑と公園係☎042-497-2098
※いずれも直接会場へ。
※皆さまからのアクティビティの提案も受け付けています。ご希望の
方は、事前に電話もしくは水と緑と公園課窓口でご相談ください。
※お越しの際は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの
着用と入口での手指消毒にご協力をお願いします。
※駐車場はありません。徒歩・自転車・公共交通機関をご利用ください。

◆アクセス…清瀬駅北口より
「志木駅」行きまたは「台田団
地」行きに乗車し、「下戸」バ
ス停下車、徒歩約３分

①お試しコミュニティファーム

   ～みんなで農園を計画し、土を耕そう～

▶午前10時～　さつまいもの苗植え体験（子ども向け）
　令和３年度のオープンパークで大変好評だったさつまいも掘りを令和4年
度秋に行う予定です。苗植えと草取りのお手入れに参加した方にはさつま
いも掘りの優先整理券を配布予定ですので、ふるってご参加ください。
▶午前11時～　コミュニティファーム意見交換会（主におとな向け）
　公園予定地の南側はコミュニティファームエリアとして整備
する予定です。土に触れたり、みんなで話し合って野菜や果
樹を育て、その収穫などを通じて、多世代、多様な人との
交流ができ、環境への配慮もできるようなコミュニティファームを育てて
いきます。このような場所を、共に作っていくメンバーを募るための説明
会を行います。興味のある方はぜひご参加ください。

Kiyose花のある公園プロジェクト

詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ）
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◆�市税は、新型コロナウイルス感染症による所得環境の悪化などにより、個
人市民税及び法人市民税の減収が見込まれるものの、固定資産税において、
新築家屋の増加などにより、全体では前年度より2,253万円増額の93億
4,441万円となっています。
◆国庫支出金は、認可保育園の新設や自立支援給付事業費の増額などにより、�
　前年度比1.0％増の63億8,242万円となっています。
◆都支出金は、小学校体育館空調設備整備事業の皆減などにより、前年度比
　0.4%減の55億189万円となっています。
◆地方交付税は、国の予算額は3.5％（6,153億円）の増額となり、臨時財政
　対策債への振り替えが大きく減少したことから、令和3年度の交付額を参
　考に45億8,000万円と見込んでいます。
◆�繰入金は、健康センター大規模改修事業などに伴う公共施設整備基金、減
債基金繰入金の皆増により、前年度比6.5％増の14億2,202万円となって
います。

◆�民生費は、�小規模特別養護老人ホームの施設整備や国民健康保険事業特別
会計への繰出金の増などにより、前年度よりも8億3,553万円の増額とな
っています。
◆�総務費は、�新庁舎建設事業の皆減などにより、�前年度よりも8億6,499万円
の減額となっています。
◆�衛生費は、健康センター大規模改修工事や定期予防接種事業の増などによ
り、前年度よりも9億7,119万円の大幅な増額となっています。
◆�教育費は、清瀬内山運動公園サッカー場人工芝張替工事や小学校空調設備
整備事業の皆減などにより、前年度よりも5億2,869万円の減額となって
います。
◆�農林業費は、�都市農業経営力強化事業の減などにより、前年度よりも
4,605万円の減額となっています。
◆�消防費は、�消防ポンプ自動車購入が皆増となっているものの、�新庁舎移転
に伴う防災行政無線等移設工事の皆減などにより、前年度よりも2,475万
円の減額となっています。

区　分 令和4年度 令和3年度 増減率
一般会計 320億1,000万円 316億9,800万円 1.0%

175億6,300万円 172億1,600万円 2.0%
国民健康保険事業 80億800万円 78億9,500万円 1.4%
駐車場事業 7,900万円 7,900万円 0.0%
介護保険 72億4,000万円 71億9,700万円 0.6%
後期高齢者医療 22億3,600万円 20億4,500万円 9.3%

合　計 495億7,300万円 489億1,400万円 1.3%

特別会計

区　分 令和4年度 令和3年度 増減率

収益的収支 収入 12億977万円 12億2,394万円 －1.2%
支出 10億9,492万円 11億7,771万円 －7.0%

資本的収支 収入 9億3,159万円 4億1,369万円 125.2%
支出 12億5,277万円 7億1,729万円 74.7%

下水道事業会計

各 会 計 別 予 算 額
●一般会計とは…福祉、教育、
道路整備などの基本的な行政
サービスを行うための会計の
ことです。
●特別会計とは…特定の目的
のための会計で、清瀬市には
地方公営企業法を適用してい
る下水道事業会計を含め、5
つの特別会計があります。

一般会計320億1,000万円の内訳

歳入 歳出 民生費 55.4%民生費 55.4%
177 億3,610 万円177 億3,610 万円

市税 29.2%市税 29.2%
93 億4,441万円93 億4,441万円
市民税・固定資産税・市民税・固定資産税・
軽自動車税・市たば軽自動車税・市たば
こ税などこ税など

高齢者・障害者福祉や高齢者・障害者福祉や
子育て支援など子育て支援など

国・都支出金37.1%国・都支出金37.1%
118 億 8,432 万円118 億 8,432 万円
国や都からの負担金、補助国や都からの負担金、補助
金、委託金金、委託金

地方交付税 14.3%地方交付税 14.3%
45 億8,000 万円45 億8,000 万円
国からの調整財源国からの調整財源

市債 4.9%市債 4.9%
15 億5,300 万円15 億5,300 万円
金融機関などからの借入金金融機関などからの借入金

地方消費税交付金地方消費税交付金
4.8%4.8%
15 億3,100 万円
消費税のうち市への配分金消費税のうち市への配分金

総務費 10.6%総務費 10.6%
33 億8,457 万円33 億8,457 万円
市役所の運営など市役所の運営など

土木費 4.7%土木費 4.7%
その他1.5%その他1.5%

消防費 3.4%消防費 3.4%
15 億1,559 万円

4 億7,234 万円

10 億8,700 万円10 億8,700 万円

道路・公園の道路・公園の
整備など整備など

議会費、農林業議会費、農林業
費など費など

防災対策事業など防災対策事業など

歳入の状況歳入の状況 歳出の状況歳出の状況

市民一人当たりに置き換えた歳出額 人口74,948 人（令和 4年 1月 1日現在）

民生費民生費

236,645 円236,645 円  

総務費総務費

45,159 円 45,159 円 

教育費教育費

38,121 円38,121 円  

公債費公債費

26,767 円 26,767 円 

衛生費衛生費

39,376 円 39,376 円 

土木費土木費

20,222 円 20,222 円 

その他その他

20,806 円 20,806 円 

一人当たり合計一人当たり合計

427,096 円427,096 円

その他 5.3%その他 5.3%
16 億9,524 万円
使用料及び手数料
諸収入・財産収入など

※各数値は端数処理の関※各数値は端数処理の関
係上、合計と一致しない係上、合計と一致しない
場合があります。場合があります。

予算のポイント

繰入金 4.4%繰入金 4.4%
14 億2,202 万円14 億2,202 万円
基金の繰り入れなど基金の繰り入れなど 公債費 6.3%公債費 6.3%

20 億611 万円
市債の返済

衛生費 9.2%衛生費 9.2%
29 億5,114 万円
健康づくり、ごみの処理など健康づくり、ごみの処理など

詳しくはこちら

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。

教育費 8.9%教育費 8.9%
28 億5,710 万円
小・中学校教育、生涯
学習・スポーツなど

安全でうるおいのある暮らしができるまち安全でうるおいのある暮らしができるまち

◇健康センター大規模改修事業
　環境に配慮し、屋上に太陽光パネルを設置します。

9 億2,160万円
◇松山地域市民センター大規模改修工事実施設計 1,300万円

◇清瀬内山運動公園サッカー場フェンス改修工事 2,400万円

◇消防ポンプ自動車の購入 2,300万円

◇つながりサポート型事業 1,000万円
　女性が抱える悩みの解消、新たな一歩を踏み出すきっかけづくりを行い
ます。

◇郷土博物館特別展【古代武蔵と清瀬展】 64万円
　市内の出土遺物及び近隣地域の発掘成果をもとに清
瀬の古代を考える展示を開催します。

一般・特別会計予算一般・特別会計予算のの概要概要
令和４年度

◇郷土博物館特別展【谷口ジロー展】 562万円
　日本はもとより海外でも多くの読者を持つ、清瀬ゆか
りの漫画家・谷口ジロー氏の作品を紹介します。

健幸でともに支え合うまち健幸でともに支え合うまち
◇地域密着型サービス整備事業
　地域密着型介護老人福祉施設の開設に対して補助を行います。

2 億 3,512万円

◇高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
　健康課題のある高齢者に対する個別支援・医療専門職による通いの場へ
の積極的な関与を行います。

225万円

◇健幸長寿歯科検診の実施
　76・78・80歳の健康状態を測定するため、口腔機能検査を行います。

218万円

◇養育費確保支援事業
　養育費確保のための保証協会への公正証書などの書類作成費用を支援し
ます。

50万円

◇デジタルデバイド対策
　シニア向けスマートフォン講座などを行います。

子どもたちを健やかに育むまち子どもたちを健やかに育むまち

　1歳を迎える子どもがいる世帯へ子ども商品券を配布します。
◇ファーストバースデー事業 520万円

　多胎妊婦や多胎児がいる世帯への健診費用や移動費を助成します。
◇多胎児支援事業 67万円

　AIによる予防接種のスケジュール管理などができる母子手帳アプリを導
入します。

◇母子手帳アプリの導入 44万円

　清小及び八小を統合した新校建設に向けた基本構想及び基本計画を策定
します。

◇新校建設事業 18万円

　体育館大規模改修及び照明器具LED化に係る実施設計を行います。
◇小・中学校体育館改造事業 1,963万円

　三中の北校舎トイレ改修に係る実施設計を行います。
◇中学校校舎改造事業 785万円

　清瀬駅南口地域児童館等複合施設整備に向けて
基本設計を行います。

◇清瀬駅南口地域児童館等複合施設整備 
　基本設計 4,800万円

都市格が高いまち都市格が高いまち
◇市ホームページに「やさしい日本語」※自動翻訳システム導入

22万円

　行政手続きのオンライン化の機能の拡充を行います。
◇ Logo フォームの導入 85万円

　ごみ分別アプリから粗大ごみの申請ができるようになります。
◇ごみ分別アプリの拡充 209万円

690万円

新型コロナウイルス感染症対策に向けた取り組み新型コロナウイルス感染症対策に向けた取り組み
◇障害者福祉施設、介護保険施設などへ PCR 検査などの補助
　を実施 3,701万円

1,596万円◇ PCR センターの継続設置

1 億 152万円◇がんばるお店応援キャンペーン事業

180万円◇中小企業相談窓口の継続設置

【令和 3 年度 補正予算（令和 4 年度繰越事業）】

◇自宅療養者への支援
　医師による電話診療、食料等の配布などを行います。

500万円◇地域課題解決事業
　コロナ禍により生じた新たな地域課題に取り組む市内団体などへの支援
を行います。

630万円

　市の令和4年度予算は、健幸都市に向けた施策、低所
得者や子育て世代への支援をはじめとする福祉施策、新
型コロナウイルス感染症対策に加え、自治体DXの推進
や脱炭素社会に向けた取り組みなど、さまざまな行政課
題に積極的に対応する予算となっています。
　しかし、こうした多額の財政需要の一方で、市税収入
の回復も途上であることや地方消費税交付金の減額が見
込まれることから、財源不足については、臨時財政対策
債による振替や財政調整基金による繰り入れで対応せざ
るを得ない状況となっています。以下に、その概要をお
知らせします。なお、予算編成の基本方針については、
市ホームページからご覧いただ
けますので、そちらもご参照く
ださい。
問財政課財政係☎042-497-1810

豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち

658万円◇商店街チャレンジ戦略支援事業
　老朽化した街路灯のLED化などの改修工事を行います。

◇市道 0106 号線（市役所通り）用地取得及び電線共同溝設 
　置工事 5,844万円

◇園名板等設置工事（中里一丁目緑地公園、清瀬橋親水公園）
600万円

　ふれあい農業の推進と農地の保全、そして、新
たな農業経営の手法として取り組まれる、農業者
自ら整備し運営する「市民農園」の開設に必要な整
備費に対して支援を行います。

150万円◇市民農園開設補助金の創設

　地場産農産物を活用した加工品の開発、製造に対する補助を行います。
◇市内農産物販路拡大事業 50万円

※「やさしい日本語」
とは外国人などにも
わかるように配慮して
簡単にした日本語の
ことです。
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日本語学習支援ボランティア 
養成講座 

対国際交流に興味がある市内在住・
在勤・在学の高校生以上の方 。先
着30人（オンライン受講は制限な
し） 日6月1日～29日の毎週水曜日午
後6時30分～8時30分 場生涯学習セ
ンター（オンライン受講も可能）
 費2,000円  申直接窓口または下記申
込みフォームで生涯学習スポーツ課
生涯学習係へ 問KIC（清瀬
国際交流会）日本語教室
☎090-3430-2005
Ｍ  kic .nihongo@gmail .
com、生涯学習スポーツ
課☎042-497-1815
社協男性シニア向け連続講座 

「セカンドライフお楽しみ倶楽部」 
◆第１回「達人と歩く清瀬自然散策」
対60歳以上の男性。先着6人 日5月
12日㈭午前9時30分～11時30分
 場清瀬金山緑地公園 費500円 
申 問電話できよせボランティア・市
民活動センター☎042-491-9027へ
※第2～4回は料理教室、スマホ講
座を7月20日㈬、9月21日㈬、11月
16日㈬に開催します。

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。

チームオレンジ清瀬活動拠点 
「きよちゃんの家（仮題）」オープン
　 チームオレンジ清
瀬のメンバーと一緒に
楽しくお話しましょ
う。 対認知症に関心
のある方 日4月28日㈭
午前10時～午後3時（お好きな時間
にお越しください） 場きよちゃんの
家（中清戸一丁目585-7、障害者福
祉センター横） 費200円（税込み、飲
み物・菓子代） 問介護保険課地域包

令和4年度わらべうたであそぼう
対清瀬市つどいの広場を利用する親
子など 日5月12日、6月2日、7月7日、
8月4日、9月1日、10月6日、11月3日、
12月1日、令和5年1月12日、2月2日、
3月2日いずれも木曜日午前10時30
分～11時30分 場 児童センター 講蔵
田友子氏   直 問子ども家庭支援セン
ター☎042-495-7701

令和4年2月生まれ 
　新米ママと赤ちゃんの会　
　初めての子育てで困ったことなど
をみんなでお話ししましょう。
 日5月10日㈫・17日㈫・24日㈫午
前10時～正午、31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 費各回
500円（清瀬市子育て・
キラリ・クーポン券が使
えます 申 問NPO法人ウイ
ズアイ☎042-452-9765
Ｍ aiai＠with-ai.net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5
月12日㈭午前10時～11時 場消費生
活センター 持母子健康手帳、子ど
ものおでかけグッズ 申 問4月15日か
ら電話で子育て支援課母子保健係☎
042-497-2077へ
※例年事業を行っている健康センタ
ーは令和4年度から大規模改修を予

申込みフォ
ーム

プリザーブドフラワー教室
　バスケットアレンジを制作しま
す。 対18歳以上の方。先着10人
 日4月23日 ㈯ 午 前10時30分 ～ 正
午 費2,500円（材料費込み） 申 問下
記申込みフォームまたは直接窓口も
しくは電話で下宿地域市
民センター☎042-493-
4033へ
※詳しくは上記にお問い
合わせください。

市民講座「夏山を彩る生きものたち
～立科の自然」

　新緑の立科を彩る動植物を学びま
す。ウォーキングツアーの事前学習
にも。 先着60人 日5月8日㈰午前10
時～正午 場  アミューホール 講元郷
土博物館館長 森田善朗氏   直 問平日
の午前8時30分から午後5時に直接
窓口または電話で生涯学習スポーツ
課生涯学習係☎042-497-1815へ

「春燕書道会」 
初回無料体験説明会

　文字の字形や技法を丁寧、親切に
指導します。 対幼稚園年長から小
学2年生まで＝硬筆、小学3年生か
ら6年生まで＝硬筆または毛筆。先
着15人 日5月8日㈰午後1時～2時 
場中清戸地域市民センター 講春燕
書道会会長・紫墨会正師範　松田春
燕氏 持硬筆＝鉛筆、下敷き、消し
ゴム、毛筆＝書道道具一式、墨汁、
半紙 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

ストレッチ＆ダンス 
　～疲れた体をリラックス～　
　ストレッチで日々の疲れを和ら

健康ワンポイント

 対清瀬市国民健康保険加入者・後
期高齢者医療保険加入者。各日先着
30人 日4月25日㈪、5月26日㈭いず
れも午前9時～正午 場健康センタ
ー 持健診結果 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

花みずきの会
　手先を動かす簡単な作品づくりを
楽しみませんか。保健師によるミニ
健康講座や体操もあります。 対市
内在住のおおむね65歳以上の方。
先着20人 日5月13日㈮午後1時30分
～3時 場中清戸地域市民センター
 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

【市民伝言板利用案内】
●6月１日号掲載希望の「催し物」の原稿
は、4月15日午前8時30分から5月6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

清瀬管弦楽団「こどものための音楽
会」 ▼「どんぐりころころ」とクラッ
シックを一度に紹介する楽しい演奏
会です。4月24日㈰11時～12時、こ
ろぽっくるホール、無料、清瀬管弦
楽団Ｍkiyoseorc@yahoo.co.jp
見えない・見えづらい方のための茶
話会 ▼毎月第4月曜日に視覚障害者
の生活に役立つ情報交換をしていま
す。4月25日 ㈪、5月23日 ㈪、6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
自然派小児科医のコロナ時代を乗り
越えていくには ▼コロナの現状、子
どもへの影響、コロナワクチン、コ
ロナ対策の話。5月8日㈰10時～12時、
清瀬けやきホール、無料、まちきよ
せ・島田☎080-9826-6010

申込みフォ
ーム

申込みフォ
ーム（4月20
日から）

ウイズアイ
ホームペー
ジ

括ケア係☎042-497-2082
※チームオレンジとは、認知症サポ
ーターステップアップ講座を受講し
たボランティアの方のことです。

就学・転学・通室・教育相談
　市では、特別支援学級（自閉症・
情緒障害学級及び知的障害学級）を
清小・三小・七小・八小・清中に設
置しています。また、おもに社会性
やコミュニケーションなどに困り感
を持つ児童・生徒への指導を目的と
した特別支援教室（小学校「きらり」、
中学校「サポートルーム」）を各学校
に設置しています。 問特別支援学
級への就学・転学についてのご相談
は、教育指導課教育支援係就学相談
員☎042-497-2552（平日午前9時～
午後4時）へ、特別支援教室への通
室についてのご相談は各学校へ。
◆教育相談
　心身の発達に関わる相談は、0～
18歳の市内在住の子どもとその保
護者を対象に受け付けています。
 問教育指導課教育支援係教育相談
室☎042-493-4122（火～土曜日午前
9時から午後5時まで）
国民健康保険傷病手当金の 
適用期間が延長されます

　清瀬市国民健康保険被保険者が、
新型コロナウイルス感染症に感染し
た場合、または発熱などの症状があ
り感染が疑われ、その療養のため労
務に服することができなかった期間
（一定の要件あり）があ
った場合、傷病手当金を
支給しています。このた
び、適用期間を6月30日
㈭まで延長します。詳し
くは、市ホームページまたは下記に
お問い合わせください。 
問保険年金課国保係☎042-497-
2047
※申請する前に必ず上記へご相談く
ださい。相談後、申請書などをご自
宅へ送付します。

詳しくは
こちら

げ、ダンスで気持ちの
よい汗をかき、リフレ
ッシュする体験会を行
います。 対市内在住・
在学・在勤の方（小学
生以下は保護者同伴）。先着20人程
度 日5月14日 ㈯ 午 後2時 ～3時30
分 場生涯学習センター 持ヨガマッ
ト（またはバスタオル）・マスク・
飲み物など 申 問4月20日
～5月10日に右記申込み
フォームまたは直接窓口
で生涯学習スポーツ課生
涯スポーツ係☎042-497-
1816へ

令和4年度夏季少年剣道大会 
参加者

　清瀬市青少年問題協議会では、青
少年の健全育成推進を目的として、
体育協会と剣道連盟協力のもと、市
内小・中学生の剣道大会を開催しま
す。 対市内在住・在学の小・中学
生 日5月29日㈰午前9時40分～ 場市
民体育館 申 問4月15日から5月6日
までに、市内小・中学校にある申込
用紙に必要事項を記入し、直接 生
涯学習スポーツ課児童青少年係☎
042-497-2089へ
※剣道連盟に加入している方は、各
稽古場にて5月7日まで申込み可。

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2駐輪場、秋津駅南
口・北口駐輪場の定期利用をご希望
の方の現地受付を行います。管理人
常駐時間は平日午前6時30分～10時
30分と午後2時30分～6時30分、バ
イクは125ccまで可（清瀬駅北口第2
駐輪場は平日午前6時30分～午後6
時30分まで常駐）。 費自転車は一般
＝6か月7,200円・1年14,000円、学
生＝6か月5,000円・1年10,000円。
バイクは一般・学生ともに6か月
12,000円・1年24,000円（障害者手
帳をお持ちの方は自転車のみ半額） 
持利用料金、割引の適用を受ける方
は学生証のコピーもしくは障害者手
帳 問シルバー人材センター☎042-
494-0903
清瀬市男女平等推進委員会委員
　市では、条例に基づき、男女平等
推進施策を総合的・計画的に推進す
るために、清瀬市男女平等推進委員
会を設置しています。このたびこの
委員会の委員を募集します。
 対市内在住で男女平等推進施策に
関心のある方で年間4回の男女平等
推進委員会に出席できる方。定員6
人以内【任期】令和4年7月1日㈮から
2年間 申   4月15日から5月20日まで
に、応募動機800字程度と住所・氏
名・年齢・職業・電話番号等を記入
のうえ、直接窓口または郵送で〒
204-0021　清瀬市元町1-2-11　男
女共同参画センターへ。
もしくは右記応募フォー
ムから応募
 問男女共同参画センター
☎042-495-7002

応募フォー
ム

定しているため、会場が変更となっ
ています。ご注意ください。
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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。
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令和4年4月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　35,937人 （90人減）　女　38,833人 （12人増）　計　74,770人 （78人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,517世帯（69世帯増）　※人口は、外国人住民（１,317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。

　鉱物のかけらを使って、オリジ
ナルの万華鏡をつくろう。 
対小学1年生～おとな（小学3年生
以下は保護者同伴。同伴は1人ま
で入室可）日5月14日㈯・15日㈰
①正午～午後1時②午後2時～3
時  費材料費500円。別途、入館料
（展示室券おとな520円、小学生
～高校生210円）  場 申 問4月30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、希望日時、
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
※4月の休館日：18日㈪～21日㈭
・25日㈪

多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

鉱物で万華鏡をつくろう

郷土博物館のイベント・お知らせ
①令和4年度ミュージアム・シアター1
　16ミリフィルムよる上映です。先着25人程度。 日4月21日
㈭午後1時30分～   内「ふるさとの古民家」（上映時間31分） 、
「清瀬市下宿の『ふせぎ』行事」（上映時間33分） 場 郷土博物館
②「城田孝一郎彫刻展示室」春の特別開室
　市内在住の彫刻家・城田氏の作品をこの機会にぜひご覧くださ
い。 日5月6日㈮・7日㈯・8日㈰午前10時～午後3時 場コミュニティ
プラザひまわり
③郷土博物館友の会会員募集
　清博友の会(略称)は、博物館事業に協力しながら会員相互の知識と
親睦を深めることを目的として発足しました。間もなく40年を迎え
ます。現在の会員数は約100人です。清瀬の文化や自然など、清瀬の
あらゆる側面に興味をお持ちの方のご入会をお待ちしています。
　今年計画している研修会や懇親会、講座などの事業は、
新型コロナウイルス感染症の拡大状況をみながら、実施方
法などを工夫して活動していきます。入会など詳しくはホ
ームページまたは下記にお問い合わせください。
【年会費】1,000円 
 申 問①②は直接会場へ。③は直接窓口で郷土博物館☎042-
493-8585へ

図書館のイベント・お知らせ
①図書館事業「子ども読書の日」に関する子ども会
　子ども会を実施します。各回40分程度。 対幼児～小学生。先着15
人   日  場 内下表のとおり

申  問4月15日から直接窓口または電話（月曜日休館）で元町こども図
書館☎042-495-8666、下宿図書館☎042-495-5432へ
②図書館ブックスタート事業
◆3・４か月児健診を受診される方
　3・4か月児健診を受診される方への絵本のプレゼントを再開しま
す。また、新型コロナウイルス感染症などの諸般の事情により、配布
を中止していた令和3年4月から令和4年3月の間に、3・4か月児健診
を受診された皆さまに絵本の引換券をお送りします。
　お手数をおかけしますが、お近くの図書館に引換券をお持ちくださ
い。絵本を1冊プレゼントします。
◆令和４年度１歳６か月児健診を受診される方
　令和4年度は健診会場の改修工事のため、1歳6か月児健診の際に差
し上げていた、図書館作成のブックリストをお渡しすることができま
せん。ご希望の方はお近くの図書館でお受け取りいただき、ご家庭で
の読み聞かせにお役立てください。 問中央図書館☎042-493-4326

タイトル 日時 会場
「図書館たんていになろう！」 4月26日㈫午後3時30分～ 元町こども図書館
「くるくるまわせ！」 4月27日㈬午後3時30分～ 下宿図書館

容器包装プラスチックごみの排出方法容器包装プラスチックごみの排出方法
　容器包装プラスチックの排出日
は、西地区が毎週「水曜日」、東
地区が毎週「金曜日」となってい
ます。
　容器包装プラスチックとは、商
品の中身を出して、不要となった
プラスチック製の容器や包装して
いたもののことを指します。しか
し、容器包装プラスチックの指定
収集袋にプラスチック製品そのも
のや電子タバコ、リチウムイオン
電池などが混ざって排出されてい
る状況が見られます。そのため、
それらに起因する災や爆発事故が
たびたび発生しており、収集運搬
や処理作業において支障をきたす
事態となっています。
　市では分別収集を行った後、委
託業者へ搬入し、リサイクル工場

にて不適合物を除去しています。
しかし不適合物の混入量が多く、
除去しきれない状況です。
　不適合物の混入を減らして火災
や爆発事故を防ぎ、またリサイク
ルを推進するためにも、電子タバ
コなどの小型家電やリチウムイオ
ン電池は各公共施設に設置してい
る「使用済み小型家電回収ボック
ス」（投入口が縦10㌢×横27㌢）に
排出してください。皆さまのご理
解とご協力が火災や爆発事故を防
ぐことにつながります。ごみの正
しい分別排出を
お願いします。
 問環境課ごみ減
量推進係（下宿
二丁目553）
☎042-493-3750

ごみの正しい分別排出にご協力をごみの正しい分別排出にご協力を

発火した電子部品

　
令和4年度清瀬市介護予防事業

◆脳力アップ塾
～学習療法＆軽体操で脳とからだ
　を活性化～
　読み書きや計算などの脳トレと
椅子に座っての軽体操を行いま
す。 対 市内在住でおおむね65歳
以上の自立歩行が可能な方 。各
コース先着12人 日6月1日～12月
7日の毎週水曜日、Aコース＝午
前9時30分～11時、Bコース＝午
前10時10分～11時40分
 場中清戸地域市民センター
 費4,000円
◆お喜楽貯筋クラブ
～４種類の運動プログラムで認知
　症予防＆フレイル予防～
　お喜楽サポーターと共に介護予
防体操を行います。サポーターと

して地域で活躍した
い方の研修会も実施
します。
 対市内在住でおおむね65歳以上
の自立歩行が可能で、医師から運
動制限を受けていない方 日5月27
日からの毎週金曜日、Aコース＝
午前9時30分～10時30分、Bコー
ス＝午前10時40分～11時40分
 場竹丘地域市民センター  費1回
100円（サポーター50円） 
 申 問いずれも直接窓口または電
話で介護保険課地域包括ケア係☎
042-497-2082
※新型コロナウイルス感染症対策
のため人数を制限しています。感
染の状況によって中止する場合も
あります。

の催し物
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

①清瀬リコーダーフェスティバルVol.６
　小編成からオーケストラまで、リコ
ーダーの魅力たっぷりのフェスティバ
ルです。 日4月17日㈰午後1時～（開場
は午後0時30分） 費一般2,500円、友の
会2,000円、ペア4,500円、シルバー
2,200円（65歳以上、要証明）、学生
500円、障害者割引1,500円、（ご本人、
付き添い1人、要証明）
【出演】松浦孝成、浅井愛、上村瑛理、
宮里安矢（リコーダーアンサンブル）
②そうだじゅげむきこう
 日5月14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】三遊亭わん丈、春
風亭枝次
③三井住友海上文化財団ときめくひと
　とき第933回「通崎睦美の木琴日和」
　「木琴とマリンバはどう違う？」そ
んなお話も交えながらの親しみあふれ
るコンサートです。 日5月28日㈯午後
2時～（開場は午後1時30分）   費一般
2,000円、友の会1,500円、大学生以
下1,000円、ペア3,500円、障害者割
引1,000円（ご本人、付き添い1人・要
証明） 【出演】通崎睦美（木琴）、松園洋
二（ピアノ）
④赤ちゃんとスキンシップ遊び
　赤ちゃんへのマッサージ、読み聞か
せ、遊びなど。 対2か月～1歳前後の
赤ちゃん。先着8組 日5月6日㈮午前10
時30分～正午 費1,000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
⑤Let's リトミック
　月替わりのテーマで音楽を交えて楽
しく遊びます。各クラス先着12組。

 日4月19日㈫ひよこクラス（1人でお座
りできるころから1歳半ごろまで）＝
午前10時～10時40分、うさぎクラス（1
歳半ごろから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・クーポン券が使えます） 講小
宮しのぶ氏 持子どもの飲み物、お持
ちであれば名札 　
⑥講座「春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。先着8人。 日4月23日㈯午前9時
30分～11時30分 費3,300
円（花材代） 講福井ひろ子
氏 持筆記用具、メジャー
 申 問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4月19日㈫
・26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
　気血やリンパの流れを促進します。
先着15人。 日4月19日㈫・26日㈫い
ずれも午前11時～正午 講西山奈穂子
氏 
申 問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、検
温や健康チェックを行っ
ています。体調不良の方
の受講はご遠慮いただい
ています。

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

清瀬市郷土
博物館ホー
ムページ


