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今号の主な内容▶3面：新型コロナウイルスワクチン接種：清瀬市・清瀬消防署合同水防訓練／4面：児童育成手当の申請をお忘れなく！

澁谷桂司市長が就任しました
　4月3日に行われた清瀬市長選挙で初当選を果たした澁谷市長が、4月
5日、市役所に初登庁しました。清瀬市の新たな市長として、今後4年
間の市政を担います。 問未来創造課マネジメント係☎042-497-1807

　このたび、市民の皆さまからのご負託を賜わり、清瀬市長として市政
の舵取り役を担わせていただくことになりました。何卒よろしくお願い
申し上げます。
　いまだ終息の兆しが見えないコロナ禍の状況にあって、市民の皆さま
の生活を取り巻く環境は一段と厳しいものとなっております。そのよう
ななかでも、市民の皆さまが幸せに暮らしていけるよう、重責を胸に、
しっかりと市政を前進させていく所存であります。
　今後の市政運営にあたりましては、市職員（小平市）、市議会議員と
しての実績と経験を生かしながら、市民の皆さまが健康で安心して暮ら
せる環境の創造を主眼に、次代を担う子どもたちのための教育環境の充
実や、子育て世代の負担の軽減を図るべく子育て環境の充実に取り組ん
でまいります。また、清瀬市の素晴らしい自然環境を後世に伝えていく
ために、脱炭素社会や地球温暖化への対応を図るとともに、行政のデジ
タル化を一層進め、行政のさらなる効率化にも取り組んでまいります。
　清瀬の「活力」はなんといっても市民の皆さまのまちづくりへの夢や
情熱です。これらをしっかりと受け止め、希望に満ちあふれた清瀬の未
来の創造に向け、全力で市政運営に取り組んでまいりますので、皆さま
の一層のご理解とお力添えをよろしくお願い申し上げます。

市長就任のごあいさつ

職員への就任挨拶

▶生年月日
昭和49年1月10日
▶略歴
・山梨学院大学大学院社会科学研究科修了　修士（公共政策）
・清瀬市議会議員（3期11年）…第41代議長、議会運営委員会委員長、	
　総務文教委員会委員長、予算特別委員会委員長などを歴任
・清瀬市長就任（1期目。任期：令和4年4月3日～令和8年4月2日）

プロフィール

　4月6日、新庁舎建設に際し、
寄付金をいただき制作を行った、
市役所名石碑及び寄贈をいただい
た彫刻の完成お披露目式ならびに
新庁舎建設工事の全工程竣工を記
念して式典を執り行いました。
　式典は新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から規模を縮小
して実施し、市議会議員の皆さま、
施工者の株式会社大林組執行役員
　松田勝彦様、市役所名石碑の設
置へ寄付をいただいたニッセイロ
ールペーパー株式会社代表取締役
　日野徳久様にご臨席いただきま
した。また、彫刻を寄贈いただい

た城田孝一郎氏からのメッセージ
が紹介されました。 問総務課総
務統計係☎042-497-2032
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竣 工 記 念 式 典 を 行 い ま し た
新 庁 舎 建 設 工 事 全 工 程 教育長再任のごあいさつ

　この度、令和4年清瀬市議会第1回定例会において、議会の同意を
いただき、4月1日付で、教育委員会教育長に再任されました。職責
の重さを実感すると共に、背筋が伸びる想いでおります。
　終息の兆しが見えないコロナ対応はもとより、GIGAスクール構想
や新しい学習指導要領など新しい教育の在り方にかかわる課題、いじ
めや不登校などの健全育成上の課題、そして学校の適正規模・適正配
置という教育の根幹にかかわる本市固有の課題など、いくつもの「宿
題」が私たちに課せられています。
　いずれも「解」を導き出すのが容易ではない「宿題」ですが、これを
学校教育を含む清瀬の教育を一層充実させる
チャンスととらえ、子供を主語に置きつつ、
一つひとつ確実に、しかし変える・変わるこ
とを恐れず、「子供が育つ	市民が育つ	まちも
育つ	清瀬の教育」の実現に一層取り組んでま
いる所存です。
　今後とも市民の皆さまのご理解とご協力を
いただけますよう、心からお願い申し上げます。
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5 月 か ら 新 し い 組 織 体 制 に な り ま す
　令和4年5月1日付で下表のとおり組織を改正しました。市民相談の予約などの広聴分野の電話番号が変更になっています。お間違えのないようご注意
ください（シティプロモーション課市民協働係で受け付けます）。 問未来創造課イノベーション推進係☎042-497-1802

部名 課名 係名

企画部

企画課
企画調整担当

市民協働係

秘書広報課
秘書係

広報広聴係

市史編さん室 市史係

郷土博物館 事業係

総務部 情報政策課 情報推進係

改

正

前

部名 課名 係名 電話番号 主な業務内容

企画部

未来創造課
マネジメント係 042-497-1807 多摩北部都市広域行政圏、多摩六都科学館、市長・副市長の秘書・渉外・交際、市の式典・表彰
イノベーション
推進係 042-497-1802 市の総合計画、公共施設再編、行財政改革、組織改正

シティプロモーション課

プロモーション係 042-497-1808 広報紙、ホームページ、市政報道、掲示板、シティプロモーション

市民協働係 042-497-1803
市民活動の支援、自治会、まちづくり委員会、平和
祈念事業、多文化共生、世論調査、市長への手紙、
請願・陳情、各種相談、人権

市史編さん室 042-497-1813 市史編さんに関すること
郷土博物館 042-493-8585 博物館資料の収集・展示、市民の文化・芸術活動の助長、施設の管理

総務部 DX推進課 DX推進係 042-497-1845 行政・地域情報化、電子計算組織の企画・調査・研究・総合調整、社会保障・税番号制度、自治体DX

改

正

後

令
和
4
年

5
月
1
日
か
ら



令和4年（2022年）5月1日号2 市報

納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談 日5月25日㈬・26日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談 日5月14日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談 日5月29日㈰午前９時～午後４時　　　 場いずれも市役所徴収課窓口 問徴収課徴収係☎042-497-2045

●「てとてとて」令和3年度版を発行しました
　民生・児童委員の活動について、イラストなどを交え紹介しています。
福祉総務課の窓口、市内公共施設で配布をしています。ぜひお手に取っ
てご覧ください。
●民生・児童委員協議会パネル展示
　民生・児童委員協議会によるパネル展示を行います。ぜひお立ち寄り
ください。 日6月6日㈪～10日㈮ 場市役所本庁舎1階 市民交流スペース

　民生・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱される、地域住民の相談、
通報を受けた際の内容に応じた関係機関への連絡、必要な福祉サービス
の情報提供を行う「地域住民と行政とのつなぎ役」です。
　現在、全国に約23万人が委嘱されており、市内の民生・児童委員は
総勢48人がその役割を担っています。そのなかには不登校や児童虐待
など、子どもや子育てに関する相談を専門に担当する主任児童委員がお
り、中学校区ごとに配置されています。
　民生・児童委員には守秘義務が課されており、相談の内容など職務上
の秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。その内容に応じ
ては、市などの関係機関を案内したり、必要な福祉サービスを紹介します。

55月月1212日は民生・児童委員の日日は民生・児童委員の日

 問福祉総務課福祉総務係
☎042-497-2056

ご存じですか？

あなたの地域の民生・児童委員
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氏名 電話番号 担当区域（西部地区）
武田裕子 491-2742 元町一丁目11番～19番
佐藤眞一 491-9102 元町二丁目2番～16番
濵名敏夫 493-6087 元町二丁目17番～25番
松村美佐子 491-2019 中里一丁目1～999番地
恩田公子 492-6858 中里一丁目1000～1750番地
松村謙二 492-0454 中里二丁目全域

片山ひろ子 493-5495
野塩一丁目356～430番地・二丁目377～386番地、
387番地のうち清瀬野塩アパート（1～4､ 8～9、21～
23）、387～390番地、409番地

福祉総務課 497-2056
野塩一丁目431～447番地・二丁目387番地のうち清
瀬野塩アパート（16～20、24）、576番地 
※現在欠員のため、お問い合わせは福祉総務課へ。

森原雅子 492-6691 野塩一丁目（356～447番地を除く）全域
小作紀子 491-5939 野塩三丁目全域
土屋ゆかり 427-1119 野塩四丁目全域
浅見良子 478-0230 野塩五丁目全域
尾﨑彰一郎 491-4006 松山一丁目1番～11番、21番～39番

福祉総務課 497-2056 松山一丁目12番～20番、40番～46番
※現在欠員のため、お問い合わせは福祉総務課へ。

桑原保子 090-7807-
8428 松山三丁目11番～27番

原田里和 445-5088 松山二丁目1番～6番・三丁目1番（71号、72号のみ）、2
番～10番

大久保俊夫 491-4103 松山二丁目7番～19番・三丁目1番（71号、72号を除く）
山﨑文男 493-6427 竹丘一丁目1番～11番
村松久美子 493-6726 竹丘一丁目12番～17番
金光敏子 493-1402 竹丘二丁目1番～10番
齊藤しのぶ 492-2382 竹丘二丁目11番～28番
鈴木ひろみ 491-5852 竹丘三丁目1番～10番
稲田ヒロ子 492-5501 竹丘二丁目29番～33番・三丁目11番～25番
長澤惇子 491-0022 梅園一丁目全域・二丁目全域
土屋テル子 458-9770 梅園三丁目全域

氏名 電話番号 担当学区

永井厚子 493-4230 清中、清小、
八小

安松一美 495-2065 三中、清明小
杉本美栄子 495-8733 五中、十小

氏名 電話番号 担当学区

赤川都 497-3638 二中、三小、六小、
七小

髙山邦子 491-5220 四中、芝小、四小

主任児童委員担当区域（令和4年５月１日現在）

氏名 電話番号 担当区域（東部地区）
宮内紀子 493-3560 上清戸一丁目（9番を除く）全域

野﨑幸伸 491-0868 上清戸一丁目9番・二丁目全域、元町一丁目5番・二丁
目1番、26番～28番

高橋善男 495-0470 元町一丁目1番～4番、6番～10番
小糸清美 492-5011 中清戸一丁目全域、三丁目全域
今井幸子 493-9069 中清戸二丁目全域

福祉総務課 497-2056
中清戸四丁目847番地中清戸アパート（1～5号棟）・870
～894、931、943～966、1009番地～
※現在欠員のため、お問い合わせは福祉総務課へ。

前川政美 494-0831 中清戸四丁目847番地中清戸アパート（6～13号棟）・
907～916、982、990～992番地

松村新一 491-3246 中清戸五丁目全域
野島與志子 493-1039 下清戸一丁目全域、三丁目全域
土屋義恵 491-5941 下清戸二丁目全域、四丁目全域、五丁目全域
新井誠子 492-0133 下宿一丁目1番地（台田団地）、二丁目466～580番地
池永和子 491-5100 下宿一丁目（1番地を除く）全域、旭が丘一丁目全域

野島芳夫 493-5367
下宿二丁目（466～580番地を除く）全域、下宿三丁目
全域、旭が丘二丁目336～338番地、旭が丘三丁目全
域

岩渕博 494-1073 旭が丘二丁目1～3番地、7～10番地、286番地
中畑奈美 492-4233 旭が丘二丁目4～6番地
鈴木幸子 493-6406 旭が丘四～六丁目全域

栁原義介 090-7703-
9140 中里三丁目全域

中村千代 491-8358 中里四丁目（1296清瀬中里四丁目アパート、1323番地を
除く）全域

澁谷良枝 493-1340 中里四丁目1296（清瀬中里四丁目アパート）、1323番地
杉本美恵 496-7367 中里五丁目全域・六丁目（台田団地を除く）全域
兼田則子 493-9845 中里六丁目95番地（台田団地）

 市内の民生・児童委員担当区域（令和4年５月１日現在）
※携帯電話以外の市外局番は 「042」

申申込みはお早めに！込みはお早めに！
きよせ健幸ポイントきよせ健幸ポイント 先着

100人
 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

抽選で地域商品券抽選で地域商品券（最大（最大55万円分）万円分）

が当たる！が当たる！ 参加コース参加コース
●スマホアプリで参加
　お持ちのスマホにアプ
リをインストールしま
す。歩数もアプリで送信
できます。

●活動量計で参加
　読み取り機にか
ざすだけでデータ
を送信できます。

募集要項募集要項
 対市内在住の18歳以上の方で、アンケートにご協力いただける方。
先着100人 費1,000円（活動量計参加者は別途1,000円）
 期令和5年1月31日㈫まで（予定） 申電子申請（Ｕhttps://www.karadakaru
te.jp/city-kiyose、下記QRコード参照）または直接健康推進課成人保健係
窓口へ
※アプリ参加希望者は窓口での申込みはできませんので、必ず電子申請
で申込みを行ってください。
※健康センターは令和4年度に改修工事を行い
ます。工事期間中（5月30日以降）は市役所本庁
舎で申込みを受け付けます。 申込みはこちら

　ウォーキングや健康教室などに参加することでポイントが貯まりま
す。ポイントが貯まると、地域商品券の抽選に応募することができます。
健幸ポイントをきっかけに、定期的な運動を心がけ、健康的な毎日を送
りましょう！

きよせ健幸ポイントとは？きよせ健幸ポイントとは？

●登録は簡単！
　活動量計を読み取り機に置くだけで歩数データを簡単に送信できま
す。スマホアプリで参加の場合は、アプリから送信できます。
●登録場所
　市内公共施設（8か所）、ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」、
市内協力店舗（2か所）

※データ登録について

歩く データ登録※ 貯める 抽選
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今月の
納期 ◆固定資産税・都市計画税（第1期）◆軽自動車税 種別割（全期）　５月31日㈫までに納めてください。

禁煙外来治療費助成金交付事業

申込みはこちら

令和令和44年度　胃・大腸がん検診（前期）年度　胃・大腸がん検診（前期）
　集団検診で、胃がん検診と大腸
がん検診を同日に行います。
 対市に住民登録のある40歳以上

（昭和58年3月31日生まれ）の方。
各日定員35人（応募者多数の場合
は抽選。結果は6月上旬郵送予
定） 日6月29日㈬・30日㈭、7月6
日㈬・28日㈭・29日㈮、8月3日
㈬・17日㈬・18日㈭・31日㈬
 場きよせボランティア・市民活
動センター（健康センターではあ
りませんのでご注意ください）
 費胃がん検診は1,000円、大腸が
ん検診は500円。50歳以上（昭和
48年3月31日以前生まれ）の方、
生活保護世帯、中国残留邦人等支
援給付対象者は無料 内胃がん検
診＝バリウムを飲み、エックス線
撮影（内視鏡による検査ではあり
ません）。大腸がん検診＝便潜血
反応検査 申 問5月19日（消印有効）
までに直接窓口、電子申請または
はがきで健康推進課健康推進係

☎042-497-2075へ
※申込みの順番が抽選の結果に影
響することはありません。
※電話での申込みはできません。
※対象者など詳し
くは、市ホームペ
ー ジ（右 記QRコ ー
ド参照）をご覧く
ださい。 詳しくはこちら

（市ホームページ）

令和4年度
胃・大腸がん検診申込み

1.住所
2.氏名（フリガナ）
3.生年月日
4.電話番号
5.希望する検診（胃がん検
診のみ、大腸がん検診のみ、
両方受診）
6.受診希望日（複数記入可）
※受診希望日は実施日の中
からお選びください。

記入例（裏） ※
表
面
は「
〒
2
0
4
-8
5
1
1 

健
康
推
進
課 

が
ん

検
診
担
当
行
」と
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
市
役
所
専
用

の
郵
便
番
号
の
た
め
、
住
所
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　清瀬市・清瀬消防署合同水防訓練は、大雨による被害多発の状況を
踏まえ、防災訓練と並んで重点的に取り組んでいる訓練の1つです。
今年は清明小を会場に防災関連機関と連携し実施します。 日5月14日
㈯午前9時～11時 場清明小 問防災防犯課防災防犯係☎042-497-1847
※駐車場について…会場内には駐車場はありません。下宿運動公園広
場（下宿二丁目）に駐車可能ですが、台数に限りがありますのでご了
承ください。
※駐輪場について…会場内に駐輪場を設置します。ご利用の際は、東
側正門からお入りください。

　清瀬消防署、NTTなど防災関連
機関によるPRブースを開設しま
す。パネル展示やNTT伝言ダイヤ
ル体験、配電車をはじめとした車
両展示などを行います。

防災関係機関によるPRブース

　各訓練に参加いただいた方に備
蓄品を配布します。持ち帰って、
実際に食べてみてください。

備蓄品の配布

　避難所運営協議会の方を対象と
した避難所設営に伴う初動対応訓
練を体育館にて実施します。

避難所運営訓練

　土のう・水の
う作成や、浸水
時にドアにかか
る水圧を体験で
きるコーナーも
あります。

体験型訓練

水のう作成体験水のう作成体験

清瀬市・清瀬消防署合同水防訓練清瀬市・清瀬消防署合同水防訓練

新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種
◆早めの3回目接種をご検討ください
　新型コロナウイルス感染症の再拡大に備え、
3回目接種の迅速な実施に取り組んでいます。
重症化リスクの高い方をはじめ、接種券がお手
元に届いている方は早めの接種をご検討くださ
い。
　3回目接種はファイザー社、武田／モデルナ
社のどちらのワクチンでも抗体価が十分上昇す
ることが確認されています。ワクチンの種類に
関わらず、早めの接種をお願いします。

2回目接種から6か月経過し、
3回目接種を受ける澁谷市長

◆3回目接種券（12歳以上対象）発送スケジュール
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
令和3年12月1日～31日 5月25日㈬（予定） 約600人
※6月1日㈬ごろまでにお手元に届く予定です。

◆ワクチン接種率（4月19日現在）
区分 1回目接種 2回目接種 3回目接種
高齢者 92.9㌫ 92.5㌫ 85.7㌫
12～64歳 87.1㌫ 86.5㌫ 44.0㌫
5～11歳 17.1㌫ 12.4㌫

◆1～2回目接種
　1～2回目接種も小規模で継続実施しています。電話予約のみ受け付
けていますので、接種を希望される方は下記コールセンターにお問い合
わせください。

 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）

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」
（家計急変世帯）の申請を受け付けています！

■家計急変世帯向け給付金
 対令和3年1月から令和4年9月ま
でに、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変し、年
間の総所得が非課税世帯と同等に
あると認められる世帯
※非課税世帯の給付金を受けた世
帯は申請できません。
【給付額】1世帯につき10万円（1回
のみ）【申請期限】9月30日（必着）
【申請書配布場所】福祉総務課窓
口、松山出張所、野塩出張所、清

瀬市社会福祉協議会、きよせ生活
相談支援センターいっぽ、市ホー
ムページ
※詳しくは市ホームページをご覧
いただくか、上記コールセンター
までお問い合わせください。

【詐欺に注意！】国や市の職員が
現金自動預払機（ATM）の操作を
お願いしたり、受給にあたり手数
料の振込みを求めることは絶対に
ありません！

 問清瀬市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンタ
ー☎0120-910-487（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時）

　「ラジオシェイクアウト訓練」はそれぞれが自宅で行える訓練です。
コミュニティFM局「TOKYO854」が聞けるラジオやアプリを入れたス
マホがあればどなたでも参加することができ、手軽に参加できます。
地震はいつやってくるかわかりません。この機会にラジオシェイクア
ウト訓練に参加して、地震に事前に備えましょう！
※日本シェイクアウト会議の公式訓練として登録予定のため、原則事
前登録をしてご参加ください。
 日5月24日㈫午前11時～11時54分【番組名】特別放送「ラジオで防災！ 
シェイクアウト訓練」【実施エリア】清瀬市・小平市・東久留米市（TO
KYO854の放送エリア3市）【参加方法】「ラジオで防災！ 
シェイクアウト訓練」特設ホームページ（右記QRコード
参照）から事前登録し、当日FMラジオ（85.4MHz）または
スマホやパソコンで番組を聞く
 問株式会社クルメディア☎042-420-4954

●シェイクアウト訓練とは
　地震の際の安全確保行動であ
る「命を守る3動作」（右図参照）
を、約1分間で行う防災訓練で、
2008年にアメリカで始まりました。

画像提供：
効果的な防
災訓練と防
災啓発提唱
会議

TOKYO854で実施
ラジオシェイクアウト訓練ラジオシェイクアウト訓練
一斉地震防災訓練

詳しくはこちら

　医療機関の禁煙外来医療費及び
薬剤費の自己負担額のうち、2分
の1を助成します（上限10,000円、
助成対象者1人につき1回限り）。
　なお、治療を完了できなかった
場合は助成の対象になりません。
 対市に住民登録のある満20歳以
上の方で、禁煙外来治療を受ける
方。先着15人 申 問直接窓口、郵
送または電子申請

（ 右 記QRコ ー ド 参
照）で健康推進課成
人 保 健 係 ☎042-
497-2076へ
※治療が終了する前に登録申請が
必要です。
※現在、治療に使用される一部医
薬品が出荷保留となっており、禁
煙外来の新規受付を一時停止して
いる医療機関があります。あらか
じめ医療機関にご確認のうえ登録

申請をお願いします。
◆禁煙外来について
　禁煙外来の標準治療は、12週
間にわたり計5回行われます。初
回はニコチン依存度の判定や禁煙
補助薬の選択などを行い、その後
禁煙実行継続のための治療を行い
ます。健康保険などを利用した治
療費の自己負担額は約20,000円
ほどです。
◆禁煙治療を終えた方の声
・禁煙できるとは思ってもいなか
　った。長年禁煙を考えていたが、
　成功してよかった。（40代・男
　性）
・この事業を知らなければ禁煙に
　トライすることさえなかったと
　思う。健康増進のきっかけにな
　り感謝している。（50代・男性）
・もっと早く禁煙治療をすればよ
　かった。（70代・女性）
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【事例】中学時代の先輩からいい
話があると喫茶店に呼び出され、
行ってみると先輩だけでなくアド
バイザーという人も来ており、「ネ
ット上に広告を載せるだけで確実
に儲かる方法がある。やり方は丁
寧に教えるので心配はいらない。
知人を勧誘して会員を増やせばマ
ージンが入りさらに儲かる」と勧
誘された。先輩からもお金がなけ
れば学生ローンで借りればいいと
説得され、断りきれずアフィリエ
イトのコンサルティング契約をし
てしまった。
【アドバイス】民法が改正され令和
4年4月1日から成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられました。
未成年者が親権者等の同意を得ず
に結んだ契約は原則として取り消
すことが可能です。これまで18
歳・19歳は判断能力が未熟な未
成年者として、この決まりにより
保護されてきましたが、これから
は年齢だけを理由に契約を取り消
すことはできません。これまでの
悪質業者は、18歳・19歳を勧誘
し契約をさせたとしても、未成年
者取消権があるため狙うこと自体

をやめていました。しかし、この
度の成年年齢引き下げを受け、チ
ャンスとばかりに、騙しやすいう
えに親権者等の同意が不要となっ
た18歳・19歳を新たなターゲッ
トにしています。一方で、20歳か
ら18歳に成年の線引きをずらし
ただけで急に18歳の判断能力や
経験値が上がるわけではありませ
ん。事例のような悪質商法の被害
に遭わないためには、最新の手口
を知ることが重要です。そして身
近な相談窓口に消費生活センター
があることを知ってください。未
成年者取消権が使えなくなって
も、勧誘方法や契約内容に問題が
ある場合は消費生活センターに相
談することで解決できる場合もあ
ります。
 問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

18歳からおとなです！

～悪質業者の被害に

遭わないために～

費生活相談の
現場から

消

　清瀬と結核の関わりを語ると
き、最初に登場するのは東京府立
清瀬病院です。しかしその設置は、
村の人々にすんなりと受け入れら
れたわけではありませんでした。
　当時有効な治療法のない不治の
病として恐れられていた結核の患
者が集まる病院ができることに、
村では反対の声が上がったのです。
　東京府が社会事業の一つとして

「清瀬村上清戸芝山清瀬駅附近」
に療養所を設置しようとしたこと
に対し、清瀬村は「本村ノ将来ニ
於ケル発展上誠ニ遺憾ニ堪へサル
次第」とし、設置の影響について
特に慎重な考慮を切望するとし
て、昭和3年8月位置変更の意見
書提出を村会で決めます。
　この意見書に加え、憂慮した村
民が陳述書を提出したこともあっ
てか、病院設置位置は西多摩郡霞
村（現在の青梅市）付近に変更さ
れますが、変更先住民の反対にあ
い再び清瀬の予定地に戻ってきま
す。翌昭和4年3月、村会は再び

位置変更に関する意見書提出を決
定します。
　二度にわたる意見書提出にもか
かわらず、結局、結核療養所の設
置位置は当初の予定どおり清瀬に
確定します。こうして、現在の中
央公園から看護大学校あたりの
11,000坪の敷地に100床の病院建
物ができ、昭和6年10月20日、東
京府立清瀬病院は開院の日を迎え
たのでした。 問市史編さん室☎
042-497-1813

写真：昭和4年の村会会議録 当該議
案の頁（左）。テーマ展示「結核療養
と清瀬」で公開中

清瀬病院
開院前夜 2 

+

　令和3年全国消費者物価指数の
実績値（対前年比-0.2㌫）が公表さ
れたことに伴い、令和4年度4月
分以降の児童扶養手当額は、下表

のとおり0.2㌫の引き下げとなり
ます。
 問子 育 て 支 援 課 助 成 係 ☎042-
497-2088

令和4年4月分から

「児童扶養手当」の手当額が変わります

支給スケジュール
支給日 内訳
5月13日㈮ 3月・4月分
7月15日㈮ 5月・6月分
9月15日㈭ 7月・8月分
11月15日㈫ 9月･１0月分
令和5年
1月13日㈮ １１月・１２月分

令和5年
3月15日㈬

令和5年
１月・２月分

支給手当額

月額 令和4年
3月分まで

令和4年
4月分から

全部支給 43,160円 43,070円
一部支給 43,150円～

10,180円
43,060円～
10,160円

第2子
加算

全部
支給 10,190円 10,170円
一部
支給

10,180円～
5,100円

10,160円～
5,090円

第3子
加算

全部
支給 6,110円 6,100円
一部
支給

6,100円～
3,060円

6,090円～
3,050円

※一部支給の額は、所得に応じて10円単位で決定。

　児童育成手当は、令和4年5月申請分から、令和3年中の所得を対象に
審査します。所得制限限度額（下記参照）超過により、支給対象外とな
っていた方のうち、令和3年中の所得が所得制限限度額を下回っている
方は、新規の申請をしてください。
　手当は、原則申請受付日の翌月分から支給します。令和4年6月分か
ら受給するためには、5月31日㈫までに申請手続をしてください。
　なお、現在手当を受給されている方は申請の必要はありません。
 問子育て支援課助成係☎042-497-2088

児童育成手当の申請をお忘れなく！

 対次のいずれかに該当する、18
歳到達後の最初の年度末に達する
までの児童を養育している方。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害を有す
　る児童
・父または母が生死不明である児
　童
・父または母に継続して1年以上
　遺棄されている児童
・父または母が保護命令を受けた
　児童
・父または母が法令により継続し
　て1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
【手当額】 児 童1人 に つ き 月 額
13,500円
※申請書類など詳しくは上記まで
お問い合わせください。

育成手当 障害手当
 対次のいずれかに該当する、20
歳未満の児童を養育している方。
・知的障害で「愛の手帳」1度～3
　度程度
・身体障害で「身体障害者手帳」1
　級～2級程度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
※手帳不交付の場合でも、上記と
同等の程度の障害と認められる場
合は支給対象となる可能性があり
ます。医師の診断書などで判定し
ますので、あらかじめ上記までお
問い合わせください。
【手当額】 児 童1人 に つ き 月 額
15,500円
※申請書類など詳しくは上記まで
お問い合わせください。

所得制限限度額について
　所得制限限度額は右表のとおり
です。
　なお、70歳以上の同一生計配
偶者または老人扶養親族がいる場
合には100,000円を、特定扶養親
族または控除対象扶養親族（19歳
未満のものに限る）がいる場合に
は250,000円をそれぞれ所得制限
限度額に加算します。

　詳しくは市ホームページをご覧
になるか、上記までお問い合わせ
ください。

扶養親族等の人数 所得制限限度額（円）
税法上0人 3,604,000円
税法上1人 3,984,000円
税法上2人 4,364,000円
税法上3人 4,744,000円

以降、扶養親族等1人につき380,000
円を所得制限限度額に加算。

　ひとり親家庭の子どもの健やかな成長を支
えるため、養育費を確実に受け取る枠組み
を整え、養育費の取り決め内容の継続した履行
確保を目的に、「清瀬市養育費確保支援事業補助金」を交付
します。なお、年度途中で受付を終了させていただく場合があります
ので、申請の際は必ず事前にご相談ください。
 対市に住民登録があり、下記の①～⑤をすべて満たすひとり親の方。
①養育費の取り決めに係る債務名義※を有している②養育費の対象と
なる児童（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）を現に扶養して
いる③民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している④養
育費の取り決めに係る経費を負担した⑤過去に当該事業による補助を
受けていない
※債務名義…公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調
停調書、審判書、判決書など
【補助内容】保証契約締結経費、公正証書等作成経費、戸籍抄本等取
得経費
 申 問養育費保証契約締結をした日、公正証書等を作成
した日または家庭裁判所の調停申し立て及び裁判の日以
降6か月以内に、申請書と必要書類を添付し、直接窓口
または郵送で子育て支援課助成係☎042-497-2088へ
※必要書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。

詳しくはこちら
（市ホームページ）

ひとり親の養育費のひとり親の養育費の
確 保 を 支 援 し ま す確 保 を 支 援 し ま す
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令和4年度第1回全国瞬時警報システム

（Jアラート）の全国一斉情報伝達試験を実施

　大規模災害などの発生時に国か
らの緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）を使用
した情報伝達試験が、全国一斉に
行われます。市内でもすべての防
災行政無線を起動し、試験放送を
行いますので、ご了承ください。
【実施日時】5月18日㈬午前11時

◆試験放送の内容　
（上りチャイム音）「これはＪアラ
ー ト の テ ス ト で す（3回 繰 り 返
し）。こちらは防災清
瀬です。」（下りチャイ
ム音）
 問防災防犯課防災防犯
係☎042-497-1847

【募集要項】5月10日㈫までの平日
午前8時30分～午後5時に職員課
で配布（市ホームページからもダ
ウンロード可） 申 問5月10日（必

着）までに所定の用紙に必要事項
を記入し、資格を証明するものの
写しを添えて直接窓口または郵送
で職員課職員係☎042-497-1843へ

令和4年度
会計年度任用職員（専門職）を募集

区分 受験資格 人数
学童クラブ
指導員

保育士の資格または教員免許を有する方、もしくは2年以上児童
福祉事業に従事（常勤職員に準じた職務）した経験のある方 若干名

　清瀬商工会と連携し、コロナ禍
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
などの相談に中小企業診断士や社
会保険労務士などが対応する、「よ
ろず相談会」を開催します。
　前日午前中までの予約制ですの
で、必ず事前に電話で申込みくだ
さい。
 日令和5年3月7日までの毎週火曜
日午前9時～正午（年末年始、祝日

を除く）
 場清瀬商工会館（松山二丁目）
 費無料
【相談できる内容】雇用調整助成
金、事業復活支援金、事業再構築
補助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、経営相談や
創業相談など幅広く対応します
 申 問電 話 で 清 瀬 商 工 会 ☎042-
491-6648へ

新型コロナウイルス感染症対策事業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！「よろず相談会」を開催します！

介 護 福 祉 し ご と フ ェ ア介 護 福 祉 し ご と フ ェ ア
in 清瀬＆東久留米in 清瀬＆東久留米

　ハローワーク三鷹、清瀬市、東
久留米市の共同主催で「介護福祉
しごとフェアin清瀬&東久留米」
を開催します。事前の書類選考が
無いので、直接自分をアピールで
きる絶好のチャンスです。また、
資格や経験がなくても応募できる
職種もありますので、ふるってご
応募ください！ 完全予約制のた
め、参加希望の場合は、必ず事前
に電話でお申込みください。
 日5月20日㈮面接対策セミナー＝
午前10時～正午、就職面接会＝
午後1時30分～4時 場アミューホ
ール 内面接対策セミナー… 面接
の意義、重要性について講義形式
によるセミナーです。

就職面接会…清瀬市、東久留米市
周辺を就業場所とする介護福祉系
5事業所と参加求職者が一堂に会
し、事業所ブースごとに個別相談
・面接を行います。
 申 問電話でハローワーク三鷹職
業相談第一部門☎0422-47-8617

（平日午前8時30分～午後5時15分）
※当日はマスクを着用し、37.5度
以上の熱がある場合は参加をお控
えください。
※新型コロナウイルス感染症の拡
大状況により予告なく中止となる
ことがあります。

中清戸オレンジハウス

～チームオレンジ清瀬活動拠点～

　認知症当事者の方、地域のご高
齢の方、認知症に関心のある方ど
なたでもご参加いただけます。チ
ームオレンジ※清瀬のメンバーと
一緒に楽しくお話ししましょう。
ぜひお気軽にご参加ください。
※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
のこと。
 対認知症に関心のある方
【開場時間】5月12日㈭・19日
㈭・26日㈭午前10時～午後3
時（お好きな時間帯にお越し
ください）
 場中清戸1-585-7（障害者福祉
センター横、右図参照）
 費200円（税込み、コーヒー・
お茶などに茶菓子付き）

 直 問介 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の拡
大状況によっては中止する場合も
あります。

 問保険年金課国保係☎042-497-2048令和 4 年度　国民健康保険税改定のお知らせ

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられる
よう、加入者が国民健康保険税（国保税）を出し合いお互いを助け合う
制度です。近年は、加入者の減少などにより税収が下がる一方で医療費
は増加しており、このままでは将来的な制度維持・運営に支障が出るこ
とが予想されます。このような状況のもと、当市では平成30年度以降
税率改定を行わず、一般会計から多額の赤字繰り入れをする状況が続い
ていました。このことから、清瀬市の国民健康保険財政の健全化に向け、
計画に基づき、令和4年度国保税の税率等改定を行うこととなりました。
国民健康保険の円滑な運営のため、皆さまのご理解をお願いします。

改 定 の 趣 旨

改 定 の 内 容

区分
（課税対象者）

医療給付分
（すべての国保加入者）

後期高齢者支援分
（すべての国保加入者）

介護納付金分
（40歳～64歳の加入者）

所得割額 5.12㌫⇒5.48㌫
（0.36㌫増）

1.81㌫⇒1.87㌫
（0.06㌫増）

1.90㌫
（変更なし）

均等割額※ 28,000円
（変更なし）

10,000円
（変更なし）

13,000円
（変更なし）

※均等割額…加入者1人あたりの税額。加入者全員に負担していただくものです。

　改定後の各項目の税率、税額は下表のとおりです。なお、昨今の情勢
を考慮し、均等割額※は変更していないため、所得が43万円以下の方の
税額に影響は生じません。

①税率・税額

区分 医療給付分 後期高齢者支援分 介護納付金分

課税限度額 63万円⇒65万円
（2万円増）

19万円⇒20万円
（1万円増）

17万円
（変更なし）

　1世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。
②課税限度額の改定

　平成30年度から令和4年度までの措置として、市で行っている子ども
の均等割軽減は③の未就学児軽減制度の創設に伴い、対象者が下記のと
おり変更となります。その他の要件※に変更はありません。減免には申
請が必要です。対象世帯へは8月下旬以降、個別に通知を送付します。
※その他の要件…世帯主及び加入者の前年の総所得額等が300万円以下
で、未申告者がいないなど。
【均等割軽減対象者】（変更前）18歳未満の子どもが2人以上いる世帯の第
2子目以降⇒（変更後）小学生以上、18歳未満の子ども全員

④子どもの均等割減免について（市独自の軽減）

　子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児（小学校
入学前の子ども）にかかる均等割額を2分の1軽減します。
　これは、従来から行っている「所得が少ない世帯に対する均等割軽減

（法定軽減）」に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額をさらに5割
軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も
対象となります。この軽減のための手続きは必要ありません。
　軽減後の未就学児の均等割額は世帯の軽減割合によって異なります。
詳しくは、下表をご参照ください。

③未就学児分の均等割軽減の創設

世帯の
均等割軽減

均等割額
（法定軽減後）

未就学児の
均等割額（減額後）

未就学児の
実質軽減割合

7割軽減 11,400円 5,700円 8.5割軽減
5割軽減 19,000円 9,500円 7.5割軽減
2割軽減 30,400円 15,200円 6割軽減

なし 38,000円 19,000円 5割軽減
※12か月分の国民健康保険税の金額です。
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下宿地域市民センター 
市民体育館の一般開放

　①卓球②バドミントンの施設を下
記の日時で一般開放します。
 対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）。①は先着6組、②は先着3組
 日5月21日㈯午前9時3０分～、午後
1時～、午後3時～（1枠につき2時
間） 場市民体育館 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分から電話で受け付け）
※詳しくは下宿地域市民センターホ
ームページをご確認ください。

シルバー人材センター特別販売
　5月から毎月第2日曜日にシルバ
ー人材センター敷地内において包丁
研ぎやリサイクル家具、手芸品販売
会を開催します。  日5月8日㈰午前
1０時～午後1時 場 直 問シルバー人材
センター（松山三丁目）☎０42-494-
０9０3
※車での来場はご遠慮ください。

LGBTQイベント「カフェきよにじ」
　LGBTQ当事者、そうかもしれない
と感じる方、A

ア ラ イ
LLY（＝支援者）、関

心のある方のための定期開催の交流
会です。先着2０人。 日5月14日㈯、
7月9日㈯、9月1０日㈯午後2時～4
時 場 直 問男女共同参画センター☎
０42-495-7００2

きよせコワーキングスペース 
ことりば

◆IM、CMを設置します  
　IMとはインキュベーションマネージ
ャー、CMはコミュニティマネージャ
ーのことで、交流を促しますので、お
気軽にお声がけください。
◆利用者交流会
　IM、CMが司会をして参加者が交
流する時間を作ります。清瀬にまつ
わるお土産も用意しています。
 日5月15日㈰午後3時～3時3０分 、5
月24日㈫午後3時～3時3０分
 場生涯学習センター展示ホール
 直 問株式会社シーズプレイス☎
０42-512-9958Ｍ kiyose@csplace.
com

南雲義男　ぶらりスケッチ展 
清瀬を描く

　風景が変貌して今は描けない過去
の作品など、2０数年間の清瀬の今
昔風景スケッチ画を約6０点展示し
ます。 日5月1０日㈫から15日㈰まで
の午前1０時～午後5時（初日は午後1
時～、最終日は午後4時まで） 場郷
土博物館 直 問南雲☎０42-493-5765

下宿地域市民センターの催し物
◆プリザーブドフラワー教室
　ハーバリウムを製作します。
 対18歳以上の方。先着1０人 日5月2
０日㈮午前1０時3０分～正午 費小ボト
ル：2,０００円、中ボトル：3,０００円（材

料費込み）
※申込み時にご希望のサイズをお伝
えください。
◆テニス大会
　下宿カップ（女子ダブルス）を開催
します。定員8組16人。 日5月27日㈮
午前11時～午後5時 費1組1,5００円
【大会レベル】中級レベル【会場】内山
運動公園テニスコート
（C・Dコート）
 申 問いずれも直接窓口、
右記QRコードまたは電
話で下宿地域市民センタ
ー☎０42-493-4０33へ
コモンセンスペアレンティング

（CSP）講座
　子どもの行動に着目し、社会スキ
ルや予防教育、効果的なほめ方など
の教育法を用いて、子どもと向き合
う方法を学ぶ7回連続講座です。 
対年少以上小学3年生以下のお子さ
んをお持ちの保護者、ご家族。先着
8人 日5月27日、6月3日・1０日・17
日・24日、7月1日・8日いずれも金
曜日の午前1０時～ 正午 場きよせボ
ランティア・市民活動センター
 費各回受講料5００円（保育料込み）、
ワークブック代7００円 申 問ウイズア
イホームページの申込みフォームま
たはメールでNPO法人ウイズアイ
Ｍaiai@with-ai.netへ

シニア体操教室夏期講座
◆竹丘教室
 日5月12日㈭～7月28日㈭までの毎
週木曜日午前9時～1０時または午前
1０時15分～11時15分。各回先着5
人。 場竹丘地域市民センター
 費5,5００円（1期12回） 講嵯峨千枝
氏 申 問直接窓口または電話で竹丘
地域市民センター☎０42-495-1717へ
◆中清戸教室
 日5月1０日㈫から7月26日㈫までの
毎週火曜日午前1０時～11時。先着
1０人 場中清戸地域市民センター
 費5,5００円（1期12回） 講美納孝寛氏
 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
◆中里教室
 日5月1０日㈫から7月26日㈫までの
毎週火曜日午後2時～3時3０分。各
先着1０人 場中里地域市民センター
 費5,5００円 （1期12回） 講石橋和江氏
 申 問直接窓口または電話で中里地
域市民センター☎０42-494-7511へ

ゲートキーパー養成講座 
（中級編）

　中級編では、相談に必要な技術を
身につけるため、声かけや傾聴、相
談の促しなどについて実践的な内容
を学びます。ロールプレイ（演習）
を通して、「気づき」や「受け止め」、
「見守り」といったゲートキーパー
としての役割を体験してみましょ
う。 日5月18日㈬午後7時～8時3０
分 場アミューホール 講公認心理師 
株式会社こうゆう執行役員 喜多見
学氏 申 問5月16日までに直接窓口ま
たは電話で健康推進課成人保健係☎
０42-497-2０76へ

幼児健康診査
　例年健康診査を行っている健康セ

ンターは、4月から大規模改修を行
っているため会場として使用できな
くなります。健康診査の方法が異な
りますので、お気をつけください。
◆1歳6か月児健康診査
　指定医療機関及び指定歯科医療機
関のなかから各自でご予約くださ
い。詳しくは、個別にお送りした通
知をご確認ください。 対令和2年1０
月生まれの幼児【受診期間】1歳6か
月になった日から5月31日㈫まで
 場指定医療機関及び指定歯科医療
機関 持内科健康診査＝母子健康手
帳、健康保険証、乳幼児医療証、診
察券（予約した医療機関のものをお
持ちの方）、1歳6か月児健康診査受
診票・健やか親子21アンケート、
おむつ。歯科健康診査＝母子健康手
帳、1歳6か月児歯科健康診査のお
知らせ、1歳6か月児歯科健康診査
受診票兼アンケート、歯ブラシ 
◆3歳児健康診査
 対平成31年4月生まれの幼児
※対象者には個別に通知を送ります。
①内科健康診査（集団）＝ 日5月24
日㈫ 場市役所本庁舎 持記入した健
康診査アンケート一式、子どもの尿
を採取した容器、母子健康手帳、子
どもの健康保険証、バスタオル
②歯科健康診査（個別）＝
 【受診期間】3歳になった日～5月31
日㈫ 場指定歯科医療機関（各自で予
約してください） 持母子健康手帳、
3歳児歯科健康診査のお知らせ、3
歳児歯科健康診査受診票兼アンケー
ト、歯ブラシ
 問子育て支援課母子保健係☎０42-
497-2０77

健康づくり推進員運営事業
◆いきいきハイキング
　三鷹駅を出発し、春バラがきれい
な神代植物公園（調布市深大寺元町
二丁目他）まで歩きます（約5㌔、平
坦）。雨天中止。申込み不要。  対運
動制限のない方 日5月24日㈫受付＝
午前9時～9時2０分、出発＝午前9時
25分、解散予定＝午後2時ごろ 場集
合＝清瀬駅北口連絡通路（ペデスト
リアンデッキ）、解散＝神代植物公
園 費1００円（保険料、運営費）。交通

費・入園料（2００円）などは別途自己
負担 持マスク、携帯用消毒液、筆
記用具、飲み物、雨具、昼食、歩き
やすい服装と靴、健康保険証
 直 問健康づくり推進員・水野☎
０9０-2647-6297
※健康づくり推進員は、市と協働し地
域の健康づくり活動を行っています。

よってこカフェinふわっとん
　認知症に関心のある方ならどなた
でも利用できます。 日5月1０日㈫・
24日㈫午後2時～4時（ラストオーダ
ーは午後3時3０分） 場Caｆeふわっと
ん（上清戸一丁目） 費お茶代3００円
（税込み、茶菓子付き） 直 問介護保
険課地域包括ケア係☎０42-497-
2０82へ

認知症家族会　ゆりの会
　認知症の方を介護するご家族など
の交流を目的に、今抱えている問題
や悩みを素直に語り合い、明日への
エネルギーにつなげていきましょ
う。 対認知症の方を介護している
ご家族など 日5月18日㈬午後2時～3
時3０分 場アミューホール 直 問介護
保険課地域包括ケア係☎０42-497-
2０82へ

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト
ラブルなど、法律的な問題について
弁護士が無料で相談に応じます。
 日5月25日㈬午前1０時～正午
 場コミュニティプラザひまわり
 申 問電話できよせ権利擁護センタ
ーあいねっと☎０42-495-5573へ

清瀬市立小学校水泳指導補助員 
（会計年度任用職員〈補助職〉）
【応募資格】5０㍍から1００㍍程度の泳
力があり、心身ともに健康な18歳
以上の方（高校生不可）・普通救命
講習を受講し、認定証を有する方ま
たは取得見込みの方【募集人員】若
干名 申 問5月16日（必着）までに、
清瀬市会計年度任用職員（補助職）
登録申込書兼履歴書（市ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項
を記入し、直接窓口または郵送で教
育指導課指導事務係☎０42-497-
2554へ

【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2日午前
8時30分から5月１6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
またはシティプロモーション課で配布し
ています。必ずご確認ください。
 問シティプロモーション課プロモーショ
ン係☎042-497-１808Ｆ042-49１-8600 
Ｍcity_promotion@city.kiyose.lg.jp

渡辺☎０9０-9645-6616
春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
勤在学及び連盟が認めた方で各1０組
程度（抽選）。申込み5月12日まで。5
月22日㈰9時～（Aクラス）、14時～（B
クラス）、下宿市民体育館、一般1人
1,4００円（ペア2,8００円）、中学生1人
9００円（ペア1,8００円）、清瀬市バドミ
ントン連盟・川口☎０42-497-231０
春季市民卓球大会 ▼シングルス市内戦
です。5月19日までに申込み。詳しく
はホームページ。小・中学生＝6月5
日㈰9時～、一般（小・中学生参加可）
＝6月26日㈰9時～。場合により中止
あり。市民体育館、一般1,０００円、連
盟会員8００円、小・中学生5００円、清
瀬市卓球連盟・新村☎０42-493-1００9
なつかしの歌（アヒルの会） ▼ カラオ
ケやキーボード伴奏で童謡唱歌、青春
歌謡を一緒に歌おう。5月13日㈮・27
日㈮13時3０分～16時、下宿地域市民
センター、1００円、アヒルの会・斎藤
☎０42-493-1561

申込みは
こちらから

第４２回さわらび絵画展 ▼ 油彩水彩ア
クリル色鉛筆等の心癒される絵画展で
す。ご高覧下さい。5月17日㈫13時～
17時、18日㈬～21日㈯1０時～17時、
22日㈰1０時～16時、郷土博物館、無料、
さわらび会・高橋☎０42-427-1244
清瀬市ラジオ体操連盟「春のラジオ体
操大会」 ▼ 手軽でだれにでもでき、運
動効果が高いラジオ体操。皆様の参加
を‼ 5月14日㈯7時3０分～9時、中央
公園、無料、清瀬市ラジオ体操連盟・
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分）   費一般２,000円（当日は２,500円）、
友の会1,500円 【出演】木山裕策、歌声
カルテット（西垣恵弾、矢島吹渉樹、
加藤凱也、江上怜那）
⑤アフタヌーンコンサートvol.6
　今回は初めて管楽器が登場します。
フルート、オーボエ、ピアノによるト
リオの競演をお楽しみください。 日６
月1８日㈯①午後1時30分～（開場は午
後1時）②午後3時30分～（開場は午後
3時） 費一般1,000円、友の会８00円、3
歳～中学生500円、２歳以下無料
【出演】井上詩歩（フルート）、伊庭優希（オ
ーボエ）、芝田奈 （々ピアノ） 
⑥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
⑦Let'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5月1７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 

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
　5月のじゅげむは大ホールで開催し
ます。 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
②三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人各
1,000円・要証明） 【出演】通崎睦美（木
琴）、松園洋二（ピアノ）
③金子三勇士＆伊藤悠貴
　デュオ・リサイタル
日７月９日㈯午後２時～（開場は午後1時
30分）   費一般4,000円、友の会3,500
円、シルバー3,７00円（６5歳以上）、学
生２,000円、ペア７,500円、障害者割
引２,000円（ご本人、付き添い1人・要
証明） 【出演】金子三勇士（ピアノ）、伊
藤悠貴（チェロ）
④昭和歌謡コンサート
　プロのボーカリストと共に、懐かし
のあの歌を楽しみましょう！ 日６月２２
日㈬午後２時～（開場は午後1時30

指すエクササイズです。各教室先着15
人。 日水曜教室＝5月11日、1８日、
２5日午前９時45分～10時45分、午前
11時～正午、金曜教室＝5月13日 、
２0日、２７日午前10時～11
時 費各回1,000円（初回体
験は無料） 講嵯峨千枝氏
 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

①無料パソコン教室（Windows10）
 対パソコンが初めてまたは初級の方。
各回先着10人 日5月７日・14日・２1日・
２８日（全4回）いずれも土曜日午前10時～
正午 内Windows10基礎、お花見ご案
内、会計報告、インターネット
②無料スマホ・タブレット基礎教室
 対スマホ・タブレットが初めてまた
は初級の方。先着10人 日６月1６日㈭午
前10時～正午 内基礎知識、操作方法、
Wi-Fi、アプリ、インターネットなど
③倶楽部の無料体験
　ひとり1回のみ。 対６5歳以上の方
 日月曜日から土曜日 内月曜日＝ビリ
ヤード、火曜日＝ヨガ、水・金・土曜
日＝ピンポン、木曜日＝はつらつ体操、
月～土曜日＝健康麻雀
 申 問一般社団法人きよせ100歳時代☎
04２-4９4-２８00へ

⑧講座「健康タオル体操」
　身近にあるタオルを使ってできる簡
単なストレッチ体操です。各クラス先
着1２人。 日5月1２日㈭、1９㈰㈭、２６
日㈭午後２時～3時 費1回500円 講岡﨑
彩音氏 持細長いタオル（７5
～９0㌢程度）、ヨガマット（バ
スタオルでも可）。飲み物
 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発酵パワー学ぶ＆造る「ぬか床造り」
　先着２0人。 日5月２1日㈯午前10時～
午後0時30分 費２,000円（材料費・容器
代） 講発酵ライフ協会アドバイザープ
ロ 髙田妃出美氏 持エプロン、三角巾、
ふきん3枚 
②音楽療法 ♪ハートフルスマイル♪
　受講生募集
　なつかしい唱歌や歌謡曲を歌って、
昔を思い出して若返ったり、運動や演
奏で心も体もリフレッシュしません
か。先着２5人。 日5月10日㈫、２4日㈫、
以降毎月第２・4火曜日午前10時～11
時30分 費1回500円（参加当日支払い） 
 講音楽療法士 小川美穂氏  
③ピラティス教室
　今話題の「ストレッチポール」を取り入
れ、骨格を整え痩せやすい体づくりを目

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

	 	 	

　春のハーブの特徴と、気軽に
取り入れやすい活用方法を専門
家から学びます（２回連続講
座）。 対おとな（1８歳以上）。参
加者以外の同伴不可。定員1６
人 日①5月1８日㈬午前10時30
分～正午（講座）②5月２６日㈭午
後２時～3時30分（畑見学） 場①
多摩六都科学館②有限会社ニイ
クラファーム（西東京市南町六
丁目） 費1,６00円（持ち帰り用ハ
ーブ、ハーブティー、スイーツ
代、保険料）。①は入館券（お
とな5２0円）も必要。 講有限会
社ニイクラファーム 新倉大次
郎氏、六都なおきち 佐藤うら

ら氏 申 問5月６日（必着）までに、
ホームページまたははがきにイ
ベント名、氏名（フリガナ）、
年齢、郵便番号、住所、電話番
号を記入し、多摩六都科学館☎
04２-4６９-６100へ
※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。
※状況によりオンライン講座へ
の変更及び畑見学の中止の可能
性があります。オンライン開催
となった場合は、別途着払い送
料などが必要になります。
※5月の休館日：２日㈪、６日㈮、
９日㈪、1６日㈪、２3日㈪、30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

大人のためのハーブ講座
　　　　春のハーブとドリンク編

シルバー人材センター	会員
　入会には説明会への出席と、研修
会の受講が必須です。 対市内在住
で原則６0歳以上の健康で働く意欲
のある方 日説明会＝5月９日㈪、研
修会＝5月1６日㈪いずれも午後1時
30分から 申 問シルバー人材センター
☎04２-4９4-0９03へ
※書類への記入が必要ですので、必
ず事前にお問い合わせください。

オンラインことりばフェスタ	
出店者

　ことりばフェスタは清瀬市を中心
に起業している、または起業を目指
している方を応援しています。 
 対清瀬市近隣で事業活動をしており、
起業を目指す、あるいは起業をして
いる方でオンラインでの出店にチャ
レンジしたい方。定員７組 日６月２5日
㈯午前10時～正午、午後1時～4時
【開催方法】オンライン開催 費1,000円
（出店料） 申5月1６日までに下記QR
コードから申込み。選考
のうえ、出店者を決定 
 問株式会社シーズプレ
イス☎04２-51２-９９5８
Ｍkiyofes@gmail.com

清瀬市補助金適正化検討委員
 　市民委員の皆さまには、補助金
のあり方や制度の見直しについて検
討していただきます。【募集人員】６
人以内【期間】７月～1２月の原則平日
（８回程度）【応募資格】次のすべての
要件を満たす方。①市内在住の方②
1８歳以上の方③委員会に出席可能
な方④清瀬市議会議員または清瀬市
職員でない方⑤清瀬市からの補助金
事業に直接利害関係のない方
【報酬】委員会1回の出席につき5,000
円【応募方法】5月２７日までに、応募
動機を400字程度にまとめ、氏名・
住所・電話番号・年齢・職業を記入し、
市ホームページ内の専用フォーム、
直接窓口または郵送で財政課財政係
へ 問財政課財政係☎04２-4９７-1８10

都営住宅入居者
【対象となる募集】家族向け（一般募
集住宅）、若年夫婦・子育て世帯向
け（定期使用住宅）、居室内で病死
などがあった住宅
【募集案内の配布期間】5月６日㈮～1６
日㈪【申込み締切日】5月２0日（必着）
までに渋谷郵便局へ 。若年夫婦・子
育て世帯向けについてはオンライン

申込みも可（5月２0日㈮までに都営
住宅入居者募集サイト内で申込み完
了したものを受け付け） 問JKK東京
（東京都住宅供給公社）☎05７0-010-
８10（申込み期間内）、☎03-34９８-
８８９4（申込み期間外）

日本赤十字社へご理解	
・ご協力をお願いします

　日本赤十字社では、国際平和実現
のため、国内外の幅広い事業を行っ
ており、その活動資金は皆さまから
の会費及び寄付金で成り立っていま
す。5月は赤十字運動月間です。期
間中、活動資金のお願いに自治会役
員などが伺いますので、赤十字の趣
旨をご理解いただき、ご協力をお願
いします。また、令和3年度は日本
赤十字社東京都支部より、災害時や
緊急時の備えとなる毛布や緊急セッ
トなどが清瀬市地区に配備されまし

た。 問福祉総務課福祉総務係☎
04２-4９７-２05６
軽自動車税（種別割）納税通知書	

を発送しました
　軽自動車税（種別割）納税通知書
を4月２８日に発送しました。なお、
障害者手帳・愛の手帳などが交付さ
れている場合、期限内に申請すれば
軽自動車税（種別割）が減免される
ことがあります。生計を一にする方
が所有する軽自動車等についても、
減免の対象となります。ただし、減
免基準に該当していても、申請期限
を過ぎてしまった場合は、適用され
ませんのでご注意ください。前年度
に減免の申請をしている方には、納
税通知書に申請書を同封しています
（前年度に減免を受けられている場
合でも毎年申請が必要となります）。
　減免基準は、手帳の等級などによ
りますので、詳しくは下記へお問い
合わせください。【申請期限】5月31
日㈫ 問課税課市民税係☎04２-4９７-
２041

申込みは
こちらから

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

柳瀬川に"イタチ"出現

　丘陵地、山地など人里離れた場
所に生息し、主に夜間行動すること
が多いため、なかなか姿が見られな
かったイタチが最近柳瀬川周辺で日
中姿を見せています。
　3月1９日、中里地区の落差工下流
の土手で仲間と野鳥撮影をしていた
佐々木義雄氏（清瀬の自然を守る会
会員）が対岸の石組護岸に突然現れ
たイタチを発見し、その愛くるしい
姿を見事に捉えた撮影に成功しまし
た。アライグマやハクビシンなど

の外来害獣ばかり話題になる昨今、
希少なイタチが市内の身近な場所で
見られるのも、柳瀬川周辺の豊かな
自然が残ってい
る証で素晴らしい
ことですね。

～きよせ100歳時代の催し物～
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平 日 小 児
準夜間診療

▶（月～金）多摩北部医療センター（東村山市青葉町一丁目）受付時間　午後７時
30分～10時30分　☎042-396-3811▶（月・水・金）佐々総合病院（西東京市田無町
四丁目）受付時間　午後７時30分～10時30分　☎042-461-1535

24時間電話で聞ける
医療機関案内

▶清瀬消防署　☎042-491-0119▶東京消防庁救急相談センター（救急車
を呼ぶか直接病院へ行くか迷った場合）☎＃7119または☎042-521-2323
▶東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎03-5272-0303

対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

５・６月の
  申 問電話で子育て支援課母子保健係☎042-497-2077へ

事業名・対象・内容など 日時 場所
1. ママの時間
　個別相談も併設しています。対未就学児がいる
母親。グループ＝5組、個別相談＝1組
※別室で保育あり。申込みは随時受け付け。予約制。

5月25日㈬グループ＝午
後2時～3時30分、
個別相談＝午後1時10分
～1時４0分

市
役
所
本
庁
舎

２.こどもの計測日
　お子さんの計測を行います。 対生後2か月～3歳未満
※5月6日から電話で予約制。

5月20日㈮

３. ３～４か月児健康診査
対令和４年1月11日から令和４年2月9日生まれの乳
児とその保護者
内内科診察、計測、保育・栄養などの相談

5月17日㈫
（対象者には個別に通知
を送ります）

４. スマイルベビーきよせプレママ準備クラス（個別）
　助産師が母乳育児や出産に向けての相談をお受
けします。 対妊娠中のお母さんとお父さん
※予約制。 5月23日㈪午後1時15分

～、2時5分～、2時55分～
（各回30分から４0分）

５. スマイルベビーきよせすくすく赤ちゃんクラス
（個別）
　助産師に授乳相談ができます。
 対生後1か月～7か月未満の乳児とその母親
※予約制。
６. 1歳児子育て相談会
　計測、子育て・栄養などの相談、母子の健康相
談を行います。  対令和3年４月に生まれた幼児
※予約制。

5月20日㈮
（詳しくは事前送付書類
をご覧ください）

７. 親子歯科健診（個別）
対1歳6か月～４歳児とその保護者 内定期健診・
歯磨き・フッ素塗布（無料）
※予約制。

月曜日または水曜日（詳
しくは申込み時に案内し
ます）

休
日
歯
科
応

急
セ
ン
タ
ー

（
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー
内
）

つどいの広場（ころぽっくる・野塩・野塩出張・下宿・竹丘・元町）・K-net子育てひろば
　親子で自由遊び・育児相談など。 対0歳～就学前の子どもとその保護者
※ころぽっくる（ 場児童センター 問子ども家庭支援センター☎0４2-４95-77
01）、野塩／野塩出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４2-４52-9765
Ｍinfo@with-ai.net）、竹丘／元町・K-net子育てひろば（ 問NPO法人子育
てネットワーク・ピッコロ☎0４2-４４４-４533）で開催。いずれも直接会場へ。

※３は対象者ごとに受付時間を調整しています。事前に送付する通知をご覧ください。転入してき
た方で通知が届かない場合、お問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染症の症状のある方・そのご家族・37.5度以上の
発熱のある方は参加をお控えください。３は体調が回復してから次回以降の日程で受けてください。
※例年健康診査を行っている健康センターは、4月から大規模改修を行っているため会場とし
て使用できなくなります。会場をご確認のうえ、お越しください。

5月の
※医療機関に電話でご連絡のうえ、受診してください。内科は昼の休憩時間
が医療機関によって異なります。

郷土博物館のイベント・お知らせ
①清瀬のうちおり常設展示 「祝着」
　 4月に、国指定重要有形民俗文化財「清瀬のうちおり」の展示資料の入れ
替えを行いました。4・5月は「祝着」をテーマに資料を展示しています。 期5月
3１日㈫まで（月曜日は休館日） 場 直郷土博物館
②年中行事「端午の節供」
　兜飾りをはじめとした五月人形を展示します。清瀬の昔の端午の節供も併
せて紹介します。 期5月3１日㈫まで（月曜日は休館日） 場 直郷土博物館
③柏もち作り講習会（予約制）
　市内の柏の葉を使い、柏もちの伝統的な作り方を学びます。作った柏もち
は持ち帰ることができます。 対１８歳以上。先着１2人 日5月１4日㈯午前9時
30分～正午 場郷土博物館 費600円 講小俣洋子氏
 持エプロン、三角巾、タオル、マスクなど 申5月１日午前9時から電話で郷土
博物館☎042-493-８5８5へ
④春の文化財散歩（予約制）
　「清瀬の文化財散歩」を片手に約5㌔のコースを学芸員の解説を聞きなが
ら、市内の文化財を探訪します。今回は結核療養所の歴史を中心に松山・
竹丘・梅園地域の文化財を訪れます。 対１８歳以上。先着20人 日5月2１日㈯
午前9時１5分～正午（雨天の場合は5月22日㈰に順延） 【開催場所】集合＝清
瀬駅北口交番前、解散＝清瀬駅南口 費200円（清瀬の文化財散歩の購入費。
すでにお持ちの方は持参すれば無料） 講博物館学芸員・市史編さん室職
員 申5月１日午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-８5８5へ
 問郷土博物館☎042-493-８5８5
 図書館のイベント
図書館事業「子ども読書の日」に関する子ども会
　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

タイトル 日時 会場
「図書館にあじさいがさいたよ」 5月11日㈬午後3時30分～ 野塩図書館
「布のしおりをつくろう！」 5月12日㈭午後3時30分～ 中央図書館
「みんなで作る動物たち」 5月1８日㈬午後3時30分～ 竹丘図書館

 申 問5月１日から直接窓口または電話（月曜日休館日）で各館へ。野塩図書館☎
042-493-40８6、中央図書館☎042-493-4326、竹丘図書館☎042-495-１555へ

詳しくはこちら

　5月１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

　5月1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

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

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

中央公園整備に係る基本設計・実施設計業務委託中央公園整備に係る基本設計・実施設計業務委託

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル

　令和3年度に策定した「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」に掲げた「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」という事業コンセプト
を実現するための設計図書を作成することを目的に、柔軟かつ高度な創
造力と技術力を保持する設計者を選定するため、公募型プロポーザルを
実施します。【契約期間】契約締結日の翌日から令和6年2月29日㈭（予定）
【今後の予定】①参加表明書など受け付け（5月20日㈮まで）
②技術提案書など受け付け（7月7日㈭まで）③プレゼンテー
ション審査（7月中旬予定）④結果通知・契約締結（7月下旬
予定） 問未来創造課イノベーション推進係☎042-497-１８02
※詳しくは市ホームページ（右記QRコード参照）をご覧ください。

詳しくは
こちら

+

　初めての方でも安心して取り組
めるヨガです。暑い夏の前に軽く
ヨガで汗を流して、体を整えませ
んか？ 対市内在住・在勤の50歳以
上の方で、下記すべての日程に参
加できる方。定員25人程度（応募
者多数の場合は抽選） 日6月3日㈮
・１0日㈮・１7日㈮・24日㈮午前9
時30分～１１時30分 場アミューホ
ール 申 問5月１5日（消印有効）まで

初夏に汗流し！ リラックスヨガ

に往復はがきに必要事項を記入し、
生涯学習スポーツ課生涯学習係☎
042-497-１８１5へ
※ 表 面 は「 〒
204-８5１１ 生涯
学習スポーツ課
行」とご記入く
ださい。当日、
会場には更衣室
はありません。

リラックスヨガ
参加申込書

１.住所
2.氏名（フリガナ）
3.年齢
4.電話番号

記入例（裏）

 問清瀬管弦楽団Ｍkiyoseorc@yahoo.co
.jp

204１

◆市（緑地保全基金）へ
　清瀬の自然を守る会様（50,000円）
　ありがとうございました。

弦楽器奏者募集
　１0月23日㈰所沢ミューズ大ホール
にて行われる、清瀬フロイデハルモ
ニー第2回演奏会に向け
て、オーケストラ（第九な
ど）の弦楽器奏者を募集し
ます。詳しくは右記QRコ
ードよりご覧ください。

詳しくは
こちら

実
施
日

内科の緊急患者 歯科
午前9時～午後5時 

（受付時間は午後４時30分まで）
午後5時～
翌日の午前9時

午前9時30分
～午後5時 担当医

1
日

北多摩クリニック
上清戸2-1-４1☎0４2-４96-7760

山本病院
野塩1-32８

☎0４2-４91-0706

織本病院
旭が丘1‐261
☎0４2-４91-2121

※緊急時は随時受け
付けします。

　必ず事前に電話を
お願いします。

清瀬休日歯科応
急センター（清瀬
市歯科医師会）
上清戸2‐6‐10
（きよせボランテ
ィア・市民活動
センター内）

☎0４2-４91-８611
（正午～午後1時
は休診。受付時
間は午後４時30
分まで）

岩崎（慎）
医師

３
日

とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-1４☎0４2-４97-3４56

島田
医師

４
日

清瀬下宿中央診療所
下宿2-391-7☎0４2-４91-2217

島崎
医師

５
日

武蔵野総合クリニック
元町1-８-30☎0４2-４96-7015

長羽
医師

８
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-2☎0４2-４91-5556

乾
医師

15
日

清瀬診療所
元町1-13-27☎0４2-４93-2727

大西
医師

22
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-5-3☎0４2-４93-7４00

柏原（達）
医師

29
日

花園医院
松山3-5-1４☎0４2-４91-0315

加藤
医師
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