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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
て清瀬の素敵な写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：キヤノンインクジェットプリンタ用インクカートリッジ6色マルチパック　371+370、ベビー用 紙おむつテー
プ式Lサイズ★ゆずってください：今回はありません申 問11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
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴

第11回まちづくり委員会 11月25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

第11回農業委員会 11月28日㈪
午前9時～

市役所
本庁舎

清瀬市農業委員会事務局
☎042-497-2052

清瀬市みどりの 
環境保全審議会委員

　市のみどりの保全及び創生に関す
る施策について調査や審議する委員
を公募します。
 対市内在住の18歳以上の方。定員3
人【任期】令和5年1月1日～令和6年
12月31日【活動内容】年に2、3回3
時間程度の現地視察と会議など
【報酬】1回の出席につき9,000円 
申 問11月30日（必着）までに水と緑
と公園課窓口で配布する申込書（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、応募理由
（400字程度）を添えて、直接窓口ま
たは郵送、ファクスで水と緑と公園
課緑と公園係☎042-497-2098
Ｆ042-492-2415へ

令和5年度 学校施設スポーツ開放 
団体登録

　新規・更新の登録申請を受け付け
ます。該当の団体の方は、申請をお
願いします。
【申請期間】12月1日㈭～20日㈫
【申請方法】市ホームページ内申込み
フォームから 問生涯学習スポーツ課
生涯スポーツ係
☎042-497-1816
※申込みフォームでの申
請が難しい場合は上記へ
お問い合わせください。

地域福祉活動応援助成
　令和4年度中に行われるたすけあ
い活動などに対して、審査のうえ助
成します。
 対見守り・サロン活動、子ども食堂、
障害や病気を持つ方の交流活動など
【助成金額】 1事業につき原則30,000
円～100,000円（内容により基準が
異なります）【決定・交付】令和5年1
月下旬 申 問12月28日までに社会福
祉協議会窓口で配布する申込書（同
協議会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、直
接社会福祉協議会☎042-495-5333へ
※対象活動に関わる相談は、随時受
け付けます。

農業まつりの中止及び 
農畜産物品評会の開催

　新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止のため、農業まつりを中止し
ます。代替として11月19日㈯に農
畜産物品評会を開催します。
　ただし、一般の方の入場はできま
せん。ご理解のほどお願いします。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 7日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬
午後1時～4時30分(30分7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
６
階
）

シティプロモーション
課市民協働係
☎042-497-1803
対市内在住・在勤・
在学の方
※11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
でです。
※新型コロナウイルス
感染拡大防止対策と
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
は検温し、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 7日㈬午後1時～3時（40分3枠）
◆職場や学校での不当な差別、地域や家庭でのトラブル、
インターネットにおける誹謗中傷など人権に関わる相談を
広く受け付けています。
土地家屋調査士相
談（境界・測量・登記）1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 14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）

14日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談 21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 21日㈬午後1時～3時（30分4枠）

交通事故相談 28日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

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
㈫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。
※しごと相談は申
込みフォームから
も申込み可能。
※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㈮・19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

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12 予＝予約　直＝直接　電＝電話

　 遺言・相続・成年後見　無料相談会
　　遺言・相続・成年後見に対する相談会を行います。予約の方優先です。 
日11月19日㈯午後1時～4時30分 場 直生涯学習センター  問行政書士きよせ
会・花井☎042-497-9945

詳しくはこちら

◆市（一般等寄附金）へ
遠藤浩孝様（10，000円）、バードゴ
ルフ様（5,963円）
◆社会福祉協議会へ

11月25日～12月1日は「犯罪被害者週間」
　　市は、殺人事件・交通死亡事故・ひき逃げ事件・性犯罪などの被害者、
遺族の相談を実施しています。東村山警察署は、専門の相談員による電話
相談や支援制度の情報提供を行っています。 問東村山警察署☎042-393-
0110、防災防犯課防災防犯係☎042-497-1848

 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052

「医療費のお知らせ」の送付
　清瀬市国民健康保険の加入者へ、
令和3年11月～令和4年6月診療分の
医療費のお知らせを送付します。な
お、令和4年7月～令和4年10月診療
分の医療費のお知らせは令和5年2
月中旬から下旬に送付予定です。こ
のお知らせは、医療費控除にも使用
できます。 問保険年金課国保係
☎042-497-2047
※医療費控除に関することは税務署
にお問い合わせください。

公共下水道への接続のお願い
　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができるようにな
っていますが、まだ公共下水道への
切り替えが行われていない住宅があ
ります。公共下水道が使用できるよ
うになってからは、汲み取り便所や
浄化槽を改造し、公共下水道へ接続
することが下水道法により義務付け
られています。汲み取り便所や浄化
槽を使用している方は公共下水道へ
の切り替えをお願いします。なお、
切り替え工事は、市の指定下水道工
事店でなければ施工できませんので
ご注意ください。詳しくは下記へお
問い合わせください。 問下水道課
施設計画係☎042-497-2532
ハロートレーニングの活用を！
　ハロートレーニングは、希望する
仕事に就くために必要な職業スキル
や知識などを習得することができる
公的職業訓練です。受講料は原則無
料です（テキスト代など自己負担あ
り）。詳しくは、下記にお問い合わ
せください。 問ハローワーク三鷹
職業訓練窓口☎0422-68-8200

裁判員制度 名簿記載通知の発送
　裁判員候補者名簿は、市町村の選
挙人名簿から無作為に抽出した名簿
を基に作成します。この名簿に登録
された方に、11月中旬ごろ、通知と
調査票を送付します。この通知は、
令和5年2月ごろから約1年間の間に
裁判員に選ばれる可能性があること
を事前にお伝えし、心づもりをして
いただくためのものです。実際に裁
判員候補者に選ばれた場合は、別途
お知らせします。 問東京地方裁判所
立川支部裁判員係☎042-845-0279

◆市（一般等寄附金（健康増進、介
護・認知症、子育て支援））へ
明治安田生命保険相互会社様
（421,500 円）
◆市（一般等寄附金（消費者支援））へ
昭和50年代 生活勉強会様（43,166円）

ふれあい募金箱（36,760円）、高野
善三郎様（2,517円 ）、匿名様3件
（24,860円）
ありがとうございました。

　　本年度から市職員の仕事を体験
できるインターンシップの受け入れを
開始します。
【実習内容例】統計調査事務、市職
員向け研修実施補助、省エネ家電
買換補助金受付、市内農業者対象
アンケート集計、庁舎管理に関わる
業務補助、工事現場監督補助、20
歳のつどい（成人式）実行委員会へ
の参加など他多数
※各実習内容とも、定員に達し次第
募集締め切りとなります。

対大学、短期大学、大学院、高等
専門学校および専修学校の学生
（実習内容ごとに更に詳細な参加
要件があります） 期12月1日㈭～令
和5年1月31日㈫の間で、実習内容
ごとに設定された期間 申下記申込
みフォームから 問職員課職員係
☎042-497-1843
※詳しくは、上記へ
お問い合わせいただ
くか市ホームページ
を確認してください。

令和4年度　清瀬市自由応募型インターンシップ　募集

詳しくはこちら


