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名称 日時 場所 申込み・問合せ
9月の市民相談は4面に掲載しています。

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 1日㈭・6日㈫・9日㈮・1５日㈭・20日
㈫・29日㈭午前10時～午後4時 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） 1５日㈭午後５時～9時

DV相談 7日㈬・８日㈭・14日㈬・21日㈬・22
日㈭午前10時～午後4時

法律相談 13日㈫・27日㈫午後2時～4時10分
しごと相談 2日㈮午前10時～午後3時

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（相談専用）

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

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：今回はありません★ゆずってください：卓上手織り機申 問8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）

今月開催の委員会

※③を傍聴される方は「清瀬市まちづくり委員会傍聴規定」を確認してください。

会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴
①第８回農業委員
会

８月23日㈫
午前9時30分～

中清戸地域
市民センター

清瀬市農業委員会事務
局☎042-497-20５2

直接
会場へ

②第2回補助金適
正化検討委員会

８月24日㈬
午後6時30分～

市役所
本庁舎

財政課財政係
☎042-497-1８10

直接
会場へ

③第８回清瀬市まち
づくり委員会

８月26日㈮
午後6時～

市役所
本庁舎

シティプロモーション
課市民協働係
☎042-497-1８03

直接
会場へ

④第1回清瀬市高齢
者保健福祉計画（介
護保険事業計画）評
価策定委員会

８月30日㈫
午後3時～

オンライン
（右記QRコー

ド参照）
介護保険課管理係
☎042-497-2079

８月19日までに
電話で要予約

月の9 予＝予約　直＝直接　電＝電話

東村山都市計画 
都市計画変更案の縦覧

　東村山都市計画生産緑地地区の変
更案の縦覧を行います。 
期8月22日㈪～9月5日㈪平日午前8
時30分～午後5時 【意見の提出】関係
住民と利害関係者は直接窓口または
郵送で意見書の提出ができます（9
月5日必着） 場 問都市計画課都市計
画係☎042-497-2093

固定資産の実地調査　
　市は、毎年、市内全域の土地・家
屋の実地調査を行っています。市職
員が実施調査に伺った際は、ご協力
をお願いします。
期8月下旬～令和5年3月上旬 問課税
課固定資産税係☎042-497-2042
※課税されている家屋の取り壊し、
増築または用途の変更をされた場合
は、至急ご連絡ください。

分筆されていない私道の 
非課税申告を

　公衆用道路と性格が同様で分筆さ
れていない私道、または現に道路と
して使用されていながら分筆されて
いない建築基準法上の道路は、私道
部分の面積の分かる図面を添えて
12月末までに申告手続きをすると、
翌年度の固定資産税・都市計画税か
ら当該部分の非課税の適用が受けら
れます。
 問課税課固定資産税係☎042-497-
2042

アライグマ・ハクビシンの 
被害にお困りの方

　市は、「アライグマ・ハクビシン
防除事業」を行っています。条件を
満たした方に、箱わなを無料で一定
期間貸し出します。詳しくは下記に
お問い合わせください。
 問環境課環境衛生係☎042-497-
2099

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者を現地
受け付けします。受付時間は平日午

　

①情報公開制度
　市が保管・保存する文書を対象
に公開する制度です。請求された
情報は、個人情報の保護や個人財
産の保全などの理由を除き、原則
すべて公開されます。
②保有個人情報開示制度
③保有特定個人情報開示制度
　市が保有する自己の個人情報の
開示を請求することができる制度
です。個人情報にマイナンバーを
含まないものが②保有個人情報、
含むものが③保有特定個人情報で
す。

【開示決定】原則請求を受けた日
の翌日から14日以内（保有特定個
人情報の開示請求については30
日以内）に開示・一部開示・非開
示の決定を行い、決定通知書で通
知します【手数料】無料（写しの作
成費用や郵送料は実費負担）
【請求方法】①は直接窓口または
郵送、ファクスで、②③は本人で
あることを証明できる書類（運転
免許証や健康保険被保険者証な
ど）を、②は1点、③は2点持参し、
直接総務課文書法制係へ 
問総務課文書法制係☎042-497-
2031

「情報公開制度」と「保有（特定）個人情報開示制度」

放課後子ども教室「まなべー」 
学習アドバイザー

　市は、子どもたちの安全で健やか
な居場所づくりへの支援を行ってい
ます。その担い手となる学習アドバ
イザーを募集します。

 申 問下記窓口で配布する「清瀬市放
課後子ども教室学習アドバイザー登
録書」（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、
有資格者（教員、保育士など）は資
格証明書の写しを添えて、直接生涯
学習スポーツ課児童青少年係
☎042-497-2089へ

対
象

おおよそ6５歳までの方で市内いずれか
の公立小学校で活動可能な方（教員・保
育士などの資格を有する方を優先）

日
数

週2～3日程度
（夏休みなどの長期休暇中を除く）

時
間

５～7月＝平日午後1時30分～５時30分、
それ以外の月＝平日午後1時30分～５時

内
容

放課後、小学校での宿題の見守りや遊
びの支援

謝
礼

５～7月＝1回4,2８0円、それ以外の月＝1
回3,74５円 

子育てガイドブック２０２２年版 
配布開始

　市内の子育てに
関する情報が盛り
だくさんの1冊で
す。ぜひご覧くだ
さい。【配布場所】
子ども家庭支援セ
ンター、子育て支
援課（市ホームページからも確認で
きます）問子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

令和4年6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。4回
連続の仲間作りの講座です。
 日9月6日㈫・13日㈫・20日㈫午前
10時～正午、27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

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。
対6か月～11か月の乳児とその保護
者。各回先着5組（保護者のみの参
加も可） 日9月8日㈭ 6か月～8か月
児＝午前10時～11時、9か月～11か
月児＝午前11時～正午 場消費生活
センター 持母子健康手帳、お子さ
んのお出かけグッズ 申 問8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 
プレママ準備クラス（個別）

　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。
対妊婦さんとそのパートナー（おひ
とりでの参加も可）。先着3組 日9月
26日㈪午後1時15分～3時35分 場市
役所本庁舎 持母子健康手帳 申 問電
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 
すくすく赤ちゃんクラス（個別）
　助産師が授乳相談をお受けします。

ウイズアイ
ホームペー
ジ

前6時30分～10時30分と午後2時30
分～6時30分（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
まで受け付け）。 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(125 ccまで可)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、学生証もしくは障害
者手帳 問シルバー人材センター
☎042-494 -0903

市民活動センターの臨時休館
　工事のため臨時休館します。ご不
便をおかけしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。 日9月10日㈯終
日（雨天の場合は9月17日㈯に延
期） 問きよせボランティア・市民活
動センター☎042-491-9027

 対産後1か月～7か月未満の方。先
着3人 日9月26日㈪午後1時15分～3
時35分  場市役所本庁舎 持母子健康
手帳、お子さんのお出かけグッズ、
バスタオル 申 問電話で子育て支援
課母子保健係☎042-497-2077へ

◆社会福祉協議会へ
匿名様2件（12,356円）
ありがとうございました。


