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❷令和 4 年度　肺がん検診（後期）
❷家計急変世帯向け 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生

活支援特別給付金
❸電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

第 14 回 石 田 波 郷 俳 句 大 会

石田 波郷
　石田波郷は戦後、結核療養のために清瀬
に来ました。著書には療養生活中に詠んだ
句を集めた「惜

しゃくみょう

命」や随筆集「清瀬村」など
があり、清瀬中学校の校歌も作詞していま
す。詳しくはきよせ結核療養文学
ガイド「ブンガくんと文学散歩」（Ｑ
Ｒコード参照）を確認してください。

　石田波郷俳句大会は、清瀬市で療養生活を過ごした俳人、石田波郷をたたえ、名を冠した大会です。
清瀬市石田波郷俳句大会実行委員会が主催し、清瀬から俳句文化の発信を目指しています。本年も国内
はもとより世界中からたくさんの投句がありました。
 問生涯学習スポーツ課生涯学習係☎042-497-1815

受 賞 作 品

　受賞作品をまとめた作品集を1冊500円で生涯学習スポーツ課（市役所2階6番窓口）
にて販売しています。なお、第14回大会分は11月下旬より販売する予定です。

作品集の
販 売

■ジュニア俳句賞
▶小学生

【大賞】赤と青舌を見せ合う夏祭り（八小・佐野友絆）
【市長賞】ゆうき出しわに入ったよぼんおどり（清
小・小暮蒼生）

【教育長賞】かーてんがばるーんみたいなつのか
ぜ（四小・赤間美月）
▶中学生

【大賞】残暑の日升目の浮いた感想文（五中・白澤
明響）

【市長賞】人力車梅雨の晴れ間をかけぬける（五中
・武谷大地）

【教育長賞】交差点誰も渡らぬ原爆忌（仙台市立郡
山中・菊池和希）
■石田波郷新人賞

【新人賞】山口遼也「微動」
【準賞】藤井万里「四隅」
【準賞・角川『俳句』編集長賞】川島ひろの「底迫る」
【大山雅由記念奨励賞】田中耀「寂しい微熱」
【大山雅由記念奨励賞】鈴木丈句朗
「柿の木」
※新人賞の20句1編は市ホームペ
ージで公開しています（右記ＱＲコ
ード参照）。 詳しくはこちら

【注意事項】必ず本人が指定場所に来てください。15歳未満の方が申請す
る場合は、保護者（法定代理人）と指定場所に来てください。その場合、

【申請の流れ】1市民課に申請支援を申込む2職員が指定の場所に伺い、
マイナンバーカードの申請を支援3約1か月半～2か月後、本人限定受取
郵便で自宅に送付されるマイナンバーカードを受け取る
 対市内に事業所・事務所などを置く企業、市に住民登録がある方5人以上
で構成される市内の団体（自治会、各種サークル活動団体など）で次の条
件をすべて満たすもの。◆使用可能な背景無地の会場・机・椅子・電源・
写真撮影スペースを確保できる◆申込団体内で、希望者を取りまとめ、実
施日時などを共有できる代表者を立てられる

【実施日】土・日曜日、祝日を除く平日午前10時～午後4時（代表者と調整
します） 申申込み人数を把握し、代表者が下記申込みフォームまたは電話
で市民課住民係☎042-497-2037へ

【当日の持ち物】①通知カード（確認後は返却しません）ま
たは個人番号通知書（確認後は返却します）②住基カード

（お持ちの方のみ）③本人確認書類 Ａ1点またはＢ2点もしく
はＢ＋Ｃ1点ずつ（通知カードまたは個人番号通知書を紛失、
持参忘れの場合はＡ2点またはＡ＋Ｂ1点ずつ、もしくはＡ＋Ｃ1点ずつが必要）

【おうちで受取方式】５人以上の団体やグループへ個別に申請をお手伝いします

【申請の流れ】1下記の地域市民センターで写真撮影2約1か月半～2か月
後、市から交付通知書を送付3交付通知書と本人確認書類を持参して市役
所本庁舎へ
 日 場①11月20日㈰＝竹丘地域市民センター②12月4日㈰＝野塩地域市民
センター③12月18日㈰＝下宿地域市民センターいずれも午前9時30分～正
午 持個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（個人番号通知カ
ードを切り離した残り部分または市や国で発行した申請書）
※紛失等の場合やご不明な点は市民課住民係にお問い合わせください。

【注意事項】必ず本人が来所してください。申請から発行まで約1か月半～
2か月程度かかります。カードの受け取りには本人の市役所本庁舎への来
所が必要です。感染症予防のため、人数を制限する場合があります。分散
来所へのご協力をお願いします。

日曜日に地域市民センターで申請をお手伝いします

 日【夜間】12月8日㈭・20日㈫午後5時15分～午後8時
【日曜日】11月27日㈰、12月11日㈰午前8時30分～正午 場市役所本庁舎1
階市民課 持【申請】個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（個
人番号通知カードを切り離した残り部分または市や国で発行した申請書）。
申請書がお手元にない方は、本人確認書類Ａ1点またはＢ2点（左表参照）

【受け取り】❶交付通知書、❷本人確認書類 Ａ1点またはＢ2点もしくはＢ＋Ｃ
1点ずつ（左表参照）【注意事項】必ず本人が来所してください。マイナポイ
ントのサポートは行っていません。また、市民課業務も行っていません。

夜間や日曜日に申請や受け取りができます種別 本人確認書類一覧（いずれも有効期限内のものに限る）

A
住基カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4
月1日以降に限る）、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇
護許可書、仮滞在許可書

B 健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、生活保護受給証明書

C 預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、社員証（顔写真付き）、学生証、
診察券（印字もしくは打刻）、講習修了証、母子手帳など

※いずれも「氏名＋生年月日」または「氏名＋住所」が記載されたものに限る。
※B＋Cの場合、Bは公的機関発行書類に限る。

 問いずれも市民課住民係☎042-497-2037
マイナンバーカードの申請や受け取りがもっと便利に！

保護者等の本人確認も必要となります。また、本人確認書類の内容などに
よっては自宅で受け取れない場合があります。その場合は市役所本庁舎で
の受け取りとなります。

申込みフォーム

この冬、コロナ・インフルエンザ同時流行に備えてこの冬、コロナ・インフルエンザ同時流行に備えて ～手洗い・マスク着用・換気などの基本的対策も忘れずに～～手洗い・マスク着用・換気などの基本的対策も忘れずに～
　この冬は、新型コロナウイルス感染症が今夏以上に拡大し、季節性イン
フルエンザと同時に流行する可能性があります。熱が出たときのために、
検査キットや解熱鎮痛薬、食料品（1週間分を目安）など下記を参考に準備
しておきましょう。【食料品】スポーツ飲料・レトルトのおかゆ、パック
ごはん、缶詰、即席スープなど【医薬品等】市販の新型コロナ抗原検査キ
ット（「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表示があるもの）、市
販の解熱鎮痛薬、体温計など 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

◆インフルエンザの予防接種の補助
中学生以下の方や高齢者に対するインフルエンザの予防接種

への補助があります。詳しくは、市ホームページなどを確認し
てください。
 問お子さんの予防接種に関すること＝子育て支援課母子保健係
☎042-497-2077、高齢者の予防接種に関すること＝健康推進
課健康推進係☎042-497-2075

詳しくは
こちら
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　集団で肺がん検診を行います。
オプションで大腸がん検診を受診
することもできます。
 対市に住民登録のある40歳以上
（昭和58年3月31日以前生まれ）の
方。定員120人（応募者多数の場合
は抽選。結果は12月中旬発送予定）
※当日の問診により検査が困難と
判断した場合には、お断りする場
合があります。
【実施日】令和5年2月6日㈪
 場複十字病院
 費500円（オプションで大腸がん検
診を受診する場合は追加で500円）
※50歳以上（昭和48年3月31日以
前生まれ）の方は無料。
※生活保護世帯、中国残留邦人等
支援給付対象の方は、その証明書
を提出すれば無料。
 内胸部レントゲン撮影、喀痰検査
（ 50歳以上で喫煙指数〔1日の喫煙
本数×喫煙年数〕が600以上の方

で、受診を希望する
方のみ対象）
 申 問12月6日（消印
有効）までに市ホー
ムページ（右記QRコ
ード参照）の申込みフォームまた
は直接窓口もしくははがき（下記
記入例参照）で健康推進課健康推
進係☎042-497-2075へ
※電話での申込みはできません。

※表面は「〒204-8511　清瀬市健康推進課
がん検診担当　行」と記入（個別郵便番号
のため住所は不要）。

令和4年度　肺がん検診（後期）

【
は
が
き
記
入
例
】

①住所
②氏名（ふりがな）
③生年月日
④電話番号
⑤オプション検診の希望有無
⑥喀痰検査の希望有無（条件に該当す
る方のみ）
※受診日は令和5年2月6日㈪です。
午前・午後の希望がある場合は記載
してください。

令和4年度肺がん検診申込み

詳しくはこちら

東京都功労者表彰を受彰されました
　10月3日、東京都庁で開催された「令和4年度東京都功労者表彰式」で、
元清瀬市固定資産評価審査委員会委員の公盛健一氏（写真）が東京都功
労者（地域活動功労）として表彰されました。東京都
功労者表彰（地域活動功労）は、地域活動を通じて地
域自治の振興や住民福祉の向上に尽力し、その活動
が他の地域や分野、行政にも波及するなどした功労
顕著な方々を表彰する制度です。この度は、おめで
とうございました。
 問未来創造課マネジメント係☎042-497-1807

【募集要項】12月12日まで市ホー
ムページからダウンロード可。期
間中の平日午前8時30分～午後5
時に職員課窓口でも配布申 12月

12日までに右記申
込みフォームから
 問職員課職員係
☎042-497-1843

令和5年度採用予定令和5年度採用予定
清 瀬 市 職 員（ 正 規 職 員 ）

区分 受験資格 人数
一般事務
(経験者採用）

昭和5８年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、民間
企業などにおける職務経験が3年以上継続してある方

若干名

一般事務
（保健師）

昭和6２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、保
健師の資格を有する方

一般事務
（建築技術）

平成４年４月２日から平成１3年４月１日までに生まれた方で、建築
または電気関連学科を履修した方

一般事務
（土木技術）

昭和5８年４月２日から平成１3年４月１日までに生まれた方で、土
木関連学科を履修した方

一般事務
（情報技術）

昭和5８年４月２日から平成１3年４月１日までに生まれた方で、民
間企業などにおける情報処理に関する職務経験が通算3年以上
あり、情報処理技術者試験に合格している方

申込みフォーム

全国優良経営体表彰で農林水産省経営局長賞を受賞
　10月20日、サンドーム福井（福井県越前市瓜生町五丁目）で行われた
令和4年度全国優良経営体表彰において、下清戸の関健一氏が担い手づ
くり部門で農林水産省経営局長賞を受賞されました。この表彰は、農林
水産省と全国担い手育成総合支援協議会
が、意欲と能力のある農業者の一層の経
営発展を図ることを目的に、優れた経営
を実施している農業経営体を表彰するも
のです。関氏の下で研修を修了した就農
希望者の全員が都内で独立就農している
など、これまでの担い手育成の実績が評
価され、受賞されました。
 問産業振興課産業振興係☎042-497-2052 関氏（左）と澁谷市長

　

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、食費等
の物価高騰などに直面する下記の世帯に対し、子育て世帯生活支援特
別給付金を支給します。 問子育て支援課助成係☎042-497-2088

給付金の対象者 申請の有無
　令和4年3月31日時点で18歳未満の児童（障害児は20歳未
満）の養育者で、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、令和4年度分の住民税均等割が非課税
である方と同様の事情にあると認められる方
※令和5年2月末までに生まれる新生児の養育者も対象。
※すでに令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金を受給した方は対象外。

必要

【支給額】児童1人あたり一律5万円（すでに受給した児童分は対象外）
【支給予定日】申請の翌月末
【申請方法】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて直接窓口
または郵送で子育て支援課助成係へ
【必要書類】申請書のほか、簡易な収入見込み額の申立書、収入額が
わかるもの、本人確認書類、受取口座を確認できる書類など。詳しく
は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
※申請書、申立書などは市ホームページからダウンロ
ードできます。
【申請期間及び受付時間】令和5年2月28日（消印有効）ま
での土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分～
午後5時

詳しくはこちら

※ひとり親の方は、収入条件が異なります。低所得の
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひ
とり親世帯分）については、市報6月15日号または市ホ
ームページを確認してください。 詳しくはこちら

【収入基準額】
　申請者及び配偶者等の令和4年1月以降の任意の月の収入（給与収
入、事業収入、年金収入）に12を掛けて算出した収入額が、いずれも
下表の非課税相当収入限度額を下回る場合に対象となります。

世帯の人数 非課税相当収入限度額
２人　（例）夫(婦)、子１人 １,560,000円
3人　（例）夫婦、子１人 ２,057,000円
４人　（例）夫婦、子２人 ２,557,000円
5人　（例）夫婦、子3人 3,057,000円

※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者（収入金額１03万円以下）、扶養
親族（１6歳未満の者も含む）の合計人数。

【次のような方への給付実績があります】
・令和4年度の課税額が均等割（5,000円）のみの方で、1か月の収
　入の12倍（12か月分）が下記の収入基準額に合致
・転職時に1か月の収入が低く、令和4年末の収入合計が非課税
　相当となる見込み（申請時までの収入が限度額を超える方は対象外）
・令和4年1月以降の事業収入が悪化し、令和4年末の収入合計が
　非課税相当となる見込み

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

家計急変
世帯向け

　新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種

◆ワクチンの接種状況（11月1日現在）
区分 1回目 2回目 3回目 4回目

65歳以上 93.0㌫ 9２.８㌫ ８9.４㌫ 7８.6㌫
12～64歳 ８5.3㌫ ８４.9㌫ 65.3㌫ １9.6㌫

小計（12歳以上） ８9.１㌫ ８８.８㌫ 73.４㌫ 3８.0㌫
5～11歳 ２5.5㌫ ２４.5㌫ ２.８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）

最新情報は
市ホームページで
確認できます

※最新情報は市ホームページまたはコールセンターで確認して
ください。
◆乳幼児（生後6か月～4歳）接種
　市内医療機関及び集団接種会場（市役所本庁舎）で実施しま
す。【接種開始日】11月19日㈯
◆小児（5～11歳）追加接種
　市内医療機関と併せて、集団接種会場（市役所本庁舎）で実
施しています。
◆オミクロン株対応ワクチンの接種
　4回目の接種をされた方に、新たな接種券を順次送付してい
ます。初回接種を完了している方は、最後の接種より3ヶ月後
からオミクロン株対応ワクチンの接種が可能です。
◆下宿地域市民センターでの集団接種（送迎バスあり）
日12月28日㈬までの毎日午後1時～5時（予定）【接種枠】1日
あたり160人【送迎バス　巡回ルート】下記のとおり
①アサヒ堂薬局前（埼玉県新座市あたご三丁目）⇄コミュニティプラザひま
わり⇄下宿地域市民センター
②中里地域市民センター⇄中清戸地域市民センター⇄下宿地域市民センター
※下宿地域市民センターにはワクチン接種以外の方も多く来館します。
駐車場に限りがあるので、公共交通機関や送迎バスをご利用ください。
◆臨時予約受付窓口を開設します
　接種券をお持ちの方の予約を支援します。各日先着150人。 日11月
18日㈮、12月7日㈬・14日㈬いずれも午前9時～正午（入場は午前8時30
分） 場市役所本庁舎市民交流スペース 持接種券一式

小児接種は
こちら

乳幼児接種
はこちら

【年末年始の感染再拡大を防ぐため、早めの接種をご検討ください】

オミクロン株
接種はこちら
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（評）季語「天の川」は、壮大な景色とともに牽牛・織女の伝説の魅力も作者
の表現意欲をかきたてる。そうして、五七五に自らの思いを託す。その
二人とは…、５年生はもう青春の入口だ。

天の川会えるといいなあの二人 � 十小5年　宮
みやざき
崎瑛

えいた
太

夏の音耳をすませば聞こえるよ � 芝小4年　永
ながい
井大

だいご
悟

（評）そう言ってはいないが、この句を読むと、春から夏への季節の移り変
わりを感じることができる。五感で受け止める日本の四季。ここでは、
聴覚。何とは言わず、夏には夏の音がある。

こおりみずもえてるのどをはしってく �� 清明小5年　牧
まきの
野花

は な
奈

（評）比喩は詩の表現技術の基本で、この句の場合「もえてるのど」。５年生に
なれば、これくらいはできる。そのうえで、俳句の五七五のリズムを生
かし、下五で全体的に「気持ちいい！」と。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・谷村鯛夢
※�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

令和4年 清瀬市議会第4回定例会開会
　令和4年清瀬市議会第4回定例会は、11月30日㈬から下表のと
おり開会予定です。 問議会事務局議事係☎042-497-2５６7
月 日 時間 内容
11 30㈬

午前10時～

本会議（初日）

12

2㈮
本会議（一般質問）5㈪

6㈫
8㈭ 総務文教常任委員会
9㈮ 福祉保健常任委員会

12㈪ 建設環境常任委員会
午後2時～ 議会運営委員会

20㈫ 午前10時～ 本会議（最終日）

　 市民活動団体・自治会等への補助金
　　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により生じた事業の停滞や
新たな地域課題の解決に向けた取
り組みに対し補助金を交付します。
 対市民活動団体、自治会、特定
非営利活動法人（その他は応相談）
【要件】令和５年2月末までに完了
報告を提出すること

【補助金額】補助対象経費の合計
額（５万円以上）。上限５0万円。
申請前に事前相談が必要です。
詳しくは市ホームページまたは下記
へお問い合わせくださ
い 問シティプロモーショ
ン課市民協働係
☎042-497-1803 詳しくはこちら

　

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」

今からできる！ 身近な冬の省エネ対策
　省エネは、意識や行動を少し変えるだけで実現できます。
　最近では「省エネ型製品」が多く販売されています。
　都では、自宅で長く使われてきた特定の家電製品を省エネ効果の高い
製品と買い替えることで、商品券などと交換できるポイントがもらえる
キャンペーンを行っています。ご自身にあった無理のない省エネを試し
てみてください。 問環境課環境衛生係☎042-497-2099
◆暖房器具を上手に使いましょう！
▶室温は20℃を目安にする
▶外出や就寝直前でなく、その
　20分前を目安にオフにする
◆エアコンの上手な使い方
▶月2回程度フィルターを掃除
▶扇風機を併用する
▶風向きは下向きにする
▶室外機周りに物を置かない
▶オン・オフを繰り返さない
◆電気カーペットの上手な使い方
▶断熱マットを敷く

▶必要な部分だけ温める
▶消し忘れに注意する
◆お湯の省エネも忘れずに
　家庭で1年間に使うエネルギー
のうち約3割が給湯用です。お湯
の使い方に気を配りましょう。
◆浴室の上手な使い方
▶追い炊きや自動保温をなるべく
　しない
▶短時間でも風呂の
　ふたを閉める

詳しくはこちら

　

【清瀬市コールセンター】
☎0120-910-487
受付時間：午前8時30分～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）
◆制度に関するお問い合わせ
【内閣府コールセンター】
☎0120-５2６-14５
受付時間：午前9時～午後8時（土
・日曜日、祝日を除く）

　国や市が現金自動預払機（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！

！ 詐欺にご注意ください

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に影響
の大きい住民税非課税世帯等を支援する給付金です。�
【支給額】1世帯あたり５万円（1世帯1回限り）
【支給対象と申請の方法】

世帯全員の令和4年度
「住民税均等割が非課税」

の世帯

令和4年1月以降収入が減少し
「住民税非課税相当」

の収入となった家計急変世帯

該当する方に「確認書」を11月14
日から順次発送しています。必要
事項を記入し、同封する返信用封
筒（切手不要）で、令和5年1月31
日㈫までに返送してください。
※9月30日前後に転入した場合、
通知が届かない場合があります。
届かない場合は市コールセンター
までお問い合わせください。

申請が必要です。
詳しくは、市ホーム
ページまたは、市コ
ールセンターへお問
い合わせください。 詳しくはこちら

 問教育指導課☎042-492-５111（代表）

◆今後の取り組み
〇国語：俳句の創作活動や毎週の全校読書、年2回読書旬間などの読書活動
　推進、漢字検定の実施、中学年以上の辞書活用など、言語力向上のために、
　「よく読み・よく書く指導」を行う。
〇算数：中学年以上は、習熟度別指導として3つのコースに分かれて、基礎的
　・基本的な内容を中心に学習したり発展的な学習にチャレンジしたりするな
　ど、個に応じた指導を行う。
〇その他：「③学び続ける力」「⑤生命尊重」に関する子どもたちの意識が高い
　傾向が見られた。しかし、「④清瀬を誇る気持ち」は、全国や都を上回るも
　のの、しっかり取り組む必要がある。今後は、これまで以上に、地域をよく
　するために何をすべきか考える活動を取り入れていく。

芝小 都 全国
教科に関する調査 （平均正答率）

①生きて働く知識・技能
国語 79％ 72% 71％
算数 76% 72% 68％

②未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力 国語 72% 66% 62％
算数 67% 61% 57%

意識調査（「はい」と回答した割合）
③学び続ける力 （自分でやると決めたことはやり遂げようとしていますか） 93％ 87％ 87％
④清瀬を誇る気持ち （地域や社会をよくするために何をすべきか考えますか） 61％ 50％ 51％
⑤生命尊重 （いじめはどのような理由があってもいけないと思いますか） 100％ 96％ 97％

 ◆身に付けさせたい五つの力の現状
　全国学力・学習状況調査の調査項目のうち、本市が身に付けさせたい①　
　　～⑤の五つの力に該当する項目を抽出し、それぞれの達成状況をまとめ　
　　ました。

次回は清瀬第三小学校

ふれあい班活動
（異学年交流活動）

運動会
（運動に親しむ活動）

立科町での乳しぼり体験
（SDGｓについて考える）

○自学力の向上
　タブレット端末を活用し、「各教科等における主体的、対話的で深い学
���びに向けた学習活動」、「SDGｓについて考える活動」を実施
○かかわり力の向上
　異学年交流の取り組み、「赤ちゃんのチカラプロジェクト」、「認知症サ
　ポーター養成講座」などを実施
〇健康力の向上
　運動に親しむ活動(運動会や集会活動など)の実施、食育の充実
〇開かれた学校を目指して
　学校支援本部、保護者の会、地域の方々と連携した活動を実施（子ども
　たちの興味関心を高め、学ぶ意欲を向上させるため、漢字検定、サタデ
　ースクールなどを共同で運営）

特色ある教育活動

教 育 目 標
・よく考え、それをやりぬく子　
・より明るく、みんなと仲よくできる子　　　　
・そして強く、心身ともに健康な子

芝山小学校
元町2-16-8
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広
　
告
　
欄

市市 のの 職 員職 員 のの 給 与・ 人 事給 与・ 人 事 のの 状 況状 況 をを 公 開公 開
　「清瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与や人事の運営状況を公表します。清瀬市の職員の給与や休暇などの勤務条件は、市議会で定
める条例や、これに基づく規則などで決定されます。 問職員課職員係☎042-497-1843

給 与 の 仕 組 み や 水 準、 職 員 人 事 の 運 営 状 況 を 公 表 し ま す

人件費の状況（普通会計決算）人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ）

令和3年度 74,770人
（令和4年3月31日現在） 35,703,524千円 2,119,557千円 4,963,742千円 13.9%

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬などを含みます。

１

職員給与費の状況（普通会計決算）職員給与費の状況（普通会計決算）
区分 職員数 （Ａ） 給与費 （Ｂ） 1人当たり給与費

（Ｂ/Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当当 計
令和3年度 409人（30） 1,574,073千円 442,192千円 660,208千円 2,676,473千円 6,544千円
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、令和3年4月1日現在の人数です。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書
きです。給与費は、再任用短時間勤務職員を含んだ数値です。1人あたりの給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含ま
ない人数で除したものです。

２

職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和4年4月1日現在）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和4年4月1日現在）
区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
清瀬市 310,791円 410,792円 40.6歳 332,550円 400,971円 55.6歳
東京都 316,417円 453,549円 42.3歳 288,149円 388,154円 50.4歳

国 323,711円 405,049円 42.7歳 286,570円 328,416円 51.1歳
※給与とは給料に諸手当を含めた額です（期末・勤勉手当は含まれていません）。国の平均給与月額には、通勤手当・時間外勤務手
当などの手当が含まれていません。

３

職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）
区分 清瀬市 東京都 国

一般行政職 大学卒 183,700円 183,700円 総合職   186,700円
一般職   182,200円

高校卒 145,600円 145,600円 150,600円

４

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）
区分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

一般行政職 大学卒 291,251円 330,676円 368,165円
高校卒 ―― ―― ――

５

一般行政職の級別職員の状況（令和4年4月1日現在）一般行政職の級別職員の状況（令和4年4月1日現在）
区分 5級 4級 3級 2級 1級

計標準的な職務内容 部長 課長 係長 主任 主事
職員数 9人 31人 74人 115人 99人 328人
構成比 2.7% 9.5% 22.6% 35.0% 30.2% 100.0%

※清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

７

昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）
区分 計

令和4年度
職員数（Ａ） 328人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 92人
比率（Ｂ）／（Ａ） 28.0%

令和3年度
職員数（Ａ） 327人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数（Ｂ） 104人
比率（Ｂ）／（Ａ） 31.8%

※勤務成績の区分
が「上位」または「最
上位」の職員は、区
分が「標準」の職員
と比べて、1～2号
拡大された昇給幅
が付与されます。

８

職員の分限及び懲戒処分の状況（令和3年度）職員の分限及び懲戒処分の状況（令和3年度）４
区分 分限処分 懲戒処分

処分件数 降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
0 0 35 0 0 0 0 0

職員の服務の状況（令和3年度）職員の服務の状況（令和3年度）５
区分 違反者数

法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務 0

信用失墜行為の禁止 1
秘密を守る義務 0 

区分 違反者数
職務に専念する義務 0
政治的行為の制限 0 
争議行為等の禁止 0 

営利企業等の従事制限 0 

職員の休業の状況職員の休業の状況８
（1）育児休業等の取得状況（令和3年度）（単位：人） （2）修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者

同行休業の取得状況（令和3年度）区分 育児休業取得者数 
（市の取得率・26市平均取得率）

部分休業
取得者数

育児短時間勤務
取得者数 合計

男性職員 8（72.7％・59.8％） 0 0 8
女性職員 11（100％・99.2％） 10 1 22

合計 19 10 1 30

区分 取得者数 合計
修学部分休業 0 0 

自己啓発等休業 0 0 
配偶者同行休業 0 0

職員の福祉及び利益の保護の状況職員の福祉及び利益の保護の状況７
（1）職員の福利厚生制度

（2）公務災害補償の
状況（令和3年度）

（3）公平委員会に係る業務に関すること（令和3年度）

区分 事業内容
市町村職員共済組合 短期給付事業（医療関係）及び長期給付事業 （年金関係）、福祉事業 （人間ドックなど）を行っています。民間

事業者での健康保険及び厚生年金等の社会保険制度にあたります。
清瀬市職員共済会 共済組合で行っている各種事業を補完するものとして、また職員の福祉を増進するために福利厚生事業な

どを行っています。

区分 傷病 死亡
公務災害 3 0 
通勤災害 0 0 

区分 前年度からの継続案件 令和2年度事案数 完結件数 翌年度継続件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0 0 0
不利益処分に関する審査請求状況 0 0 0 0

苦情処理の状況 0 0 0 0

ラスパイレス指数ラスパイレス指数
令和3年4月1日現在 101.1

令和2年4月1日現在 101.1

６
※ラスパイレス指数とは、地方公務員の一般行政職の学歴別・経験年数別
構成などが国家公務員と同一と仮定し、国家公務員の給料を100.0とした場
合の、地方公務員の給与水準を算出した指数のことです。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３

休暇などの種類
年次有給休暇、病気休暇、母子保健健診休暇、結婚休暇、出産介護休暇、妊婦通勤時間、子の看護休暇、永年勤続休暇、ボラン
ティア休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、育児の時間、生理休暇、産前産後の休養、忌引、夏季休暇、組合休暇、介護休暇、
介護時間、短期の介護休暇、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、育児休業、部分休業、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶
者同行休業、出生サポート休暇

（1）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前8時30分～午後5時15分の1日7時間45分、週38時間45分としています。また保育園など、特別の勤務形態に
よって勤務する必要のある職員も、平均週38時間45分の勤務時間としています。
（2）休暇などの概要

◆◆ 市 職 員市 職 員 のの 給 与給 与 のの 状 況状 況
清瀬市の給与の概要（令和4年4月1日現在）

毎月支給 決まって支給

給料
地域手当
扶養手当
住居手当
通勤手当

管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当

退職手当

勤務実績に応じて支給
毎年支給

退職時に支給一定時期に支給

特別職の報酬等の状況について（令和4年4月1日現在）特別職の報酬等の状況について（令和4年4月1日現在）10
区分 給料月額等 期末手当等

給料
市長 963,000円 6月期     2.225月分

副市長 829,000円 12月期   2.225月分
教育長 761,000円 　計     　4.45月分  

報酬
議長 570,000円 6月期     2.225月分

副議長 525,000円 12月期  2.225月分
議員 500,000円 　 計        4.45月分

部門別職員数の状況と主な増減理由部門別職員数の状況と主な増減理由11

※職員数は一般職に属する職員数であり、臨時または非常勤職員を除いています。（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書
きです。

部門 令和3年 令和4年 対前年増減数 主な増減理由

一般行政部門

議会 6 7 1 欠員補充
総務企画 127 119 ▲8 組織改正による異動

税務 34 34 0
民生 120 114 ▲6 事務の統廃合縮小
衛生 40 44 4 業務増など
労働 ― ― ―

農林水産 4 4 0
商工 2 2 0
土木 25 26 1 業務増など
小計 358（22） 350（27） ▲8（5）

特別行政部門 教育 63 58 ▲5
小計 63（8） 58（3） ▲5（▲5） 執行体制の見直しなど

普通会計計 421（30） 408（30） ▲13（0）

公営企業等
会計部門

下水道 6 7 1 業務増など
その他 39 38 ▲1 執行体制の見直しなど
小計 45（1） 45（0） 0（▲1）

合計 466(31） 453(30） ▲13（▲1）

職員の競争試験及び選考の状況職員の競争試験及び選考の状況２
採用試験の状況（令和3年度実施）

職種 応募者数 1次試験受験者数 最終合格者数
一般事務 142 110 8
一般事務(土木技術)① 1 1 0
一般事務(土木技術)② 7 4 2
一般事務（建築技術） 1 1 1

昇任試験の状況（令和3年度実績）　（注1）
区分 対象者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率

管理職 56 4 7.1% 3 75.0％
係長職 

（短期） 128 －  － 7 5.5％

係長職
（長期） 46 0 0.0％ 0 0.0％

主任職 86 58 67.4% 19 32.8％（注）係長職（短期）については選考となります。

職員の任免及び職員数に関する状況職員の任免及び職員数に関する状況１
◆ 職 員 人 事 の 状 況

区分
職員数

（令和3年4月
1日現在）

採用などの状況 退職などの状況（令和3年4月2日～令和4年4月1日） 職員数
（令和4年4月

1日現在）
対前年令和3年4月2日～

令和4年3月31日
令和3年
4月1日 計 定年・

勧奨 普通 死亡 その他 計
職員数 466（31） 7 8(9) 15（9） 18 10 1 0（10） 29（10） 453(30） ▲13（▲1）
※（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

職員の研修及び勤務成績の評価の状況職員の研修及び勤務成績の評価の状況６
（1）職員の研修の状況（令和3年度）

（2）勤務成績の評価の状況（令和3年度）

区分 内容
基準日／評定期間 1月1日／1月1日～12月31日

評定対象者 全職員

評定項目 【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、指導力、積極性、協調性、責
任感　【管理職以外の職員】仕事の成果、職務遂行力、組織運営力、組織支援力、取組姿勢

評定結果 【管理職】昇給及び勤勉手当     【管理職以外の職員】昇給及び勤勉手当

区分 研修内容等 受講者数
東京都市町村
職員研修所

職層別研修 基礎部門研修、能力向上研修 152
その他研修 法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、専門職研修、実務研修、特別研修、スポット

研修、講師養成研修 75
国・東京都関係研修 実施機関：東京都福祉保健局、東京消防庁 17

民間等派遣研修
実施機関：一般社団法人日本経営協会、一般財団法人資産評価システム研究センター、公益
財団法人東京都福祉保健財団、一般財団法人行政管理研究センター、一般財団法人ダイバー
シティ研究所など

43

ブロック合同研修 政策形成研修 4
内部研修 新任職員研修、接遇研修、男女共同参画研修、ＤＶ研修、安全衛生研修、普通救命講習会、

ＰＣ研修、管理職向けメンタルヘルス研修など 1,517

　職員の業務成績、業務能力及び業務態度などについて、客観的かつ継続的に把握することにより、職務に対する意欲の向上を図ると
ともに、能力開発、指導育成及び昇任選考などに反映し、公正な人事管理を行うことを目的として業績評価を行っています。

※期末勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。普通退職とは自己都合などによる退職。定年等退職とは定年、勧奨
などによる退職です。令和3年度に退職した職員1人当たり平均支給額・勤続年数は、普通退職が3,577千円（8年）、定年等退職が
19,871千円（37年）でした。

区分 清瀬市 国

期末手当
勤勉手当

 （ 単位：月分） （単位：月分） 
　　 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 1.2（0.675） 1.025（0.500） 6月期 1.275（0.675） 0.95（0.450）
12月期 1.2（0.675） 1.025（0.500） 12月期 1.275（0.675） 0.95（0.450）

　　計　　 2.4(1.35） 2.05（1.00） 計 2.55（1.35） 1.9（0.90）

退職手当

（支給率） 普通退職 定年等退職 （支給率） 普通退職 定年等退職
勤続20年 23.00 23.00 勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 30.50 30.50 勤続25年 28.0395  33.27075
勤続35年 43.00 43.00 勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 43.00 43.00 最高限度額 47.709 47.709
その他加算措置 その他加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2～20％加算） （3～45％加算）

職員手当の状況（令和4年4月1日現在）職員手当の状況（令和4年4月1日現在）９
手当名 区分 清瀬市 国

扶養手当
配偶者 6,000円 6,500円
父母等 6,000円 6,500円

子 9,000円 10,000円
特定期間の加算 4,000円 5,000円

通勤手当
交通機関利用者 
（電車・バス）

運賃相当額
上限55,000円

運賃相当額
上限55,000円

交通用具利用者 
（自家用車など）

通勤距離（2㌔以上）に応じて 
6か月分を一括支給

通勤距離（2㌔以上）に応じて
1か月ごとに支給

住居手当
自己所有住宅 ―― ――

賃貸住宅 15,000円
（35歳未満の世帯主の職員のみに支給）

28,000円
支給限度額

地域手当

支給対象地域 市内全域
支給率 16.0%

支給対象職員数 500人

国の制度（支給率） 地域区分により
0～20％

支給対象1人当たり平均支
給年額（令和3年度決算） 575,410円

時間外勤務 
手当

令和
3年度

支給総額 114,099千円
職員1人当たり
の支給年額 228千円

令和
2年度

支給総額 109,034千円
職員1人当たり
の支給年額 218千円



令和4年（2022年）11月15日号6 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。

健康ワンポイント

対清瀬市国民健康保険加入者・後期
高齢者医療制度加入者。各日先着
30人 日11月29日㈫、12月7日㈬い
ずれも午前9時～正午 場市役所本庁
舎市民協働ルーム 持健診結果 内健
診結果の確認、骨密度測定、指輪っ
かテスト、握力・片足立ち測定など
 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
※骨密度測定のため、足首を出しや
すい服装でお越しください。

きよせ10の筋トレ　体験会
　筋力アップや仲間づくりを目的と
した住民主体型の取り組みの体験会
です。グループを立ち上げて、自分
や仲間、地域を元気にしませんか。
 対市内在住のおおむね60歳以上で、
週1回の運動グループに参加し、仲
間づくりをしたい方 日12月6日㈫午
後2時～3時30分 場アミューホール
 持動きやすい服装、タオル、飲み
物 申 問電話で社会福祉協議会
☎042-495-5333へ

　 家族介護者教室
　コロナ禍において自宅で最期を
迎えたいと希望する方が増えてい
ます。在宅での看取り、ACP（人
生会議）、介護をする方の介護と
仕事の両立のための介護休業 制
度などについて学びます。
 対家族介護者、介護を受ける高

齢者、ケアマネジャーなどの関係
者、その他介護に関心のある方。
先着30人 日12月9日㈮午後2時～
4時 場清瀬けやきホール
 内 講下表のとおり  申 問電話で清
瀬市地域包括支援センター
☎042-497-2082へ

介護に関わるすべての方へ介護に関わるすべての方へ
その人らしい生き方・看取りを考えるその人らしい生き方・看取りを考える

テーマ 講師
在宅での看取りの実際

（人生会議を含む）
東久留米白十字訪問看護ステーション所長
中島朋子氏

介護離職しないために 東京都労働相談情報センター多摩事務所職員

期間 内容
11月18日㈮
～24日㈭ ・小中学校の食育

11月25日 ㈮
～12月1日㈭

・保育園の食育
・乳幼児・成人・高齢者の食育
・清瀬地域活動栄養士会の食
   育
・地場野菜の直売所マップ・
　サロンマップの配布

令和4年9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。

同士の交流、先輩ママとの交流の時
間もあります。
対妊娠20週以降の妊婦さん。先着3
人 日12月26日㈪午後1時30分～3時
（受け付けは午後1時10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
※保育あり（先着4人、未就学児の
み、要予約）。

スマイルベビーきよせ 
すくすく赤ちゃんクラス（グループ）
　助産師が授乳相談をお受けしま
す。ママ同士の交流、妊婦さんとの
交流時間もあります。
 対産後1か月～7か月未満の方。先
着3人 日12月26日㈪午後1時30分～
3時（受け付けは午後1時10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
※保育あり（先着4人、未就学児の
み、要予約）。

【市民伝言板利用案内】
●令和5年1月1日号掲載希望の「催し物」
の原稿は、11月15日午前8時30分から
12月1日まで受け付け。先着25枠。令
和5年3月15日号掲載希望の「サークル
仲間募集」の原稿は、令和5年2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☎042-497-1808 Ｆ042-
491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

市民と議員の意見交換会 ▼清瀬でお
きている疑問や提案を市議会有志議
員と話し合いましょう。11月19日
㈯10時～12時、コミュニティプラ
ザひまわり、無料、市民と議員の意
見交換会・目黒☎090-5398-8334
秋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
在住在勤在学および連盟が認めた
方、各10組程度（抽選）。申込み11
月25日まで。12月4日㈰、Aクラス
＝9時～、Bクラス＝13時30分～、
市民体育館、一般1,400円（ペア
2,800円）、中学生900円（ペア1,800
円）、清瀬市バドミントン連盟・川
口☎042-497-2310
清瀬ゴスペルグローリーコンサート
▶3年ぶりのコンサートです。どう
ぞご家族でお越し下さい。12月9日
㈮、18時30分～(開場は18時)、清
瀬けやきホール、無料、清瀬ゴスペ
ル・高橋☎090-4245-4230

 日11月29日 ㈫、12月6日 ㈫・13日
㈫午前10時～正午、20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
☎042-452-9765Ｍ 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。各時間帯先着5組（保護者の方
のみの参加も可） 日12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11月15日から電話で子育て支
援課母子保健係☎042-497-2077へ
女性のためのピアサポート交流会
◆第5回　子どものジェンダー
　「女の子らしく」「男の子らしく」　
　ってダメなの？
 対わが子のジェンダーについて考え
たい女性。先着6人 日12月15日㈭午前
10時～正午 場きよせコワーキングス
ペース「ことりば」 【協力団体】ジェン
ダー 教育について考える会 申12月13
日までに右記申込みフォ
ームから 問NPO法人ダイ
バーシティコミュ
☎042-508-2650（平日午
前9時～午後5時）Ｍinfo@diversitycom
mu.com
※保育あり（先着10人、6か月～未就
学児、要予約）。

両親学級(1コース2日制）
　1日目はお産の話、栄養の話など、
2日目は赤ちゃんのお風呂の入れ
方、パパの基礎知識などを学びま
す。 対妊婦さんとそのパートナー
（おひとりでの参加、どちらか1日
だけの参加も可）。1日目＝先着15
組、2日目＝先着12組 日1日目＝12
月16日㈮午後2時20分～4時、2日目
＝令和5年1月13日㈮ 午後2時20分
～4時 場アミューホール 申 問11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（グループ）
　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。妊婦さん

ウイズアイホ
ームページ

申込みフォーム

手話講座（初級）
　清瀬市手話奉仕員・ボランティア
を養成するための講座です。
対市内で手話奉仕員、ボランティア
として活動できる方。先着16人
 日12月9日・16日、23日、令和5年
1月6日・13日・20日・27日、2月3
日・10日・17日・24日、3月3日・
10日・17日・24日、4月7日・14日
・21日・28日、5月12日・19日・
26日、6月2日・9日・16日・23日
・30日、7月7日・14日・21日（ い
ずれも金曜日、午後2時～3時30分、
全30回） 場きよせボランティア・市
民活動センター 費10,000円（30回
分）、3,300円（テキスト代）、500円
（社協会費） 申 問右記申込みフォー
ムまたは電話できよせ
ボランティア・市民活
動センター☎042-491-
9027へ
ちゃんと知りたい・話したいLGBTQ 
～もし身近な人が当事者だったら～
　当事者の方から話を伺い、LGBTQ※
について正しく学び、考えます。
日12月3日㈯午後2時～4時 講LGBTQ
コミュニティいろは代表 佐藤良太氏
 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
※レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、
トランスジェンダー、クィアやクエス
チョニングの頭文字をとった言葉で、
性的少数者を表す総称の一つ。

きよせ食育展
 　市の食育活動を紹介します。
 期11月18日㈮～12月1日㈭午前8時
30分～午後5時（11月24日㈭、12月
1日㈭は午後3時まで） 場 直市役所本
庁舎市民協働サロン兼ギャラリー

 問健康推進課成人保健係
☎042-497-2076
女性起業応援 キヨセ de フェスタ
◆お気に入りは暮らしのすぐそばにある
　清瀬市を中心に自分らしく働き、
夢を叶える女性たちが出店します。
 日11月23日㈬午前10時～午後4時
 場 直男女共同参画センター、アミ
ューホール 【出店内容】フード、フ
ァッション、リラクゼーション、ワ
ークショップなど 問キヨセdeプラ
ンニングＭkiyofes@gmail.com

みんなで育てよう清瀬の水辺
　空堀川河川内のゴミ拾いなどの清
掃作業を実施します。
 日11月27日㈰午前9時30分～正午
（雨天中止） 場中里緑地A地区前の梅
坂橋 持汚れてもいい服装、マスク、
長靴、タオル、飲み物 
申 問川づくり・清瀬の会事務局　
荒幡☎042-493-7864へ

野火止用水クリーンデー
　野火止用水沿川の6市（清瀬市・
東村山市・小平市・立川市・東大和
市・東久留米市）と東京都が一斉保
全活動（ごみ拾いや落ち葉かきなど）
を開催します。
対市内在住・在勤・在学の方。先着
20人 日12月3日㈯集合＝午前9時30
分、清掃＝午前10時～正午
 場野火止遊園（東久留米市野火止二
丁目） 持軍手、汚れてもよい服装
 申 問11月15日～30日に直接窓口ま
たは電話で水と緑と公園課緑と公園
係☎042-497-2098へ

withコロナの働き方相談会
◆キャリアコンサルタントによる働
　き方相談会（予約制）
日12月15日㈭①午前10時30分～11時
15分②午前11時30分～午後0時15分
③午後1時15分～2時  場きよせコワー
キングスペース「ことりば」会議室、
またはZoomによるオン
ライン 申右記申込みフ
ォームから
※保育あり（先着10人、
6か月～未就学児、要予約）。
◆出張マザーズハローワーク
 日12月15日㈭午前10時～午後1時
（最終受付は午後0時30分） 場 直アミ
ュービル5階展示ホール  内仕事と子
育て、介護などの両立がしやすい求
人情報の提供
問いずれもNPO法人ダイバーシティ
コミュ☎042-508-2650（平日午前9
時～午後5時）Ｍinfo@diversitycom
mu.com

申込みフォーム

申込みフォーム
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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
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令和4年11月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　35,940人 （14人減）　女　38,784人 （9人増）　計　74,724人 （5人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,685世帯（１世帯減）　※人口は、外国人住民（１,378人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

①図書館事業「冬の子ども会」　ぬいぐるみといっしょにおはなし会
　元町こども図書館では、ぬいぐるみを図書館に預けてお泊まりしてもら
い、翌日、引き渡し時におはなし会を実施します。 対幼児～小学生。先着
15人 日 ぬいぐるみお預かり＝11月29日㈫午後3時、ぬいぐるみ引き渡し
とおはなし会＝11月30日㈬午後3時30分～（40分程度） 申 問11月15日から
直接窓口または電話で元町こども図書館☎042-495-8666（月曜日休館）へ
②図書館ブックスタート事業　
◆令和3年度　3・4か月児健診を受診された方へ
　新型コロナウイルス感染症などの諸般の事情により、絵本の配布を中
止していた令和3年4月から令和4年3月までの間に、3・4か月児健診を
受診された皆さんに絵本の引換券をお送りしています。お手数をおかけ
しますが、12月末までに市内の最寄りの図書館に引き換え券をお持ち
ください。絵本を1冊プレゼントします。 問中央図書館☎042-493-4326

図書館のイベント・お知らせ

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

　アーティスト・大小島真木氏が描
いたオリジナル星座絵とともに、全
天88星座の世界へご案内します。
対どなたでも（小学2年生以下は保護

者と観覧）。先着234人 日 11月19日
㈯～令和5年1月29日㈰（時間は多摩
六都科学館ホームページ参照） 費お
とな1,040円、4歳～高校生420円

多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

全編生解説プラネタリウム
　「新装版　全天88星座　～光が語る天球の地図～」

たまろくとウィーク　～清瀬市編～　＼ 5市の魅力発見 ／
◆清瀬市在住・在勤・在学の方の
　入館料が半額に！
期11月29日㈫～12月4日㈰
※割引資格を証明できるもの（保険
証、職員証、学生証など）を受付
で提示してください。
※プラネタリウム、大型映像観覧
は別途料金が必要です。
◆1日限定　清瀬駅⇄科学館
　無料シャトルバスを運行！
 日12月4日㈰　清瀬駅北口発＝午
前8時40分・9時55分・11時10分、
午後1時25分・2時55分

※科学館発・清瀬駅行きも運行。
◆清瀬市民限定・プラネタリウム
　事前予約！
　12月4日㈰午後3時50分投影回は
清瀬市民に限り事前予約ができま
す。先着234人。 申12月1日正午か
ら多摩六都科学館ホームページか
ら申込み
◆たまろくと特産品コーナー
 期12月18日㈰まで
　その他、関連イベントもありま
す。詳しくは、多摩六都科学館ホ
ームページを確認してください。

 場 問いずれも多摩六都科学館☎042-469-6100
※11月の休館日：21日㈪・24日㈭・28日㈪

　水との暮らしに役立つ「東京都
水道局アプリ」のサービスが10月
から開始されました。ぜひダウン
ロードしてご活用ください！

【主な機能】上下水道に関する各種
手続き、料金のスマホ決済、クレ
ジットカード払い、ご自宅の検針

票や使用水量・料金の確認、水道
局からのお知らせの受け取り
 問東京都水道局多摩水道改革推進
本部調整部
業務指導課
☎042-548-
5373 ios版 Android版

東 京 都 水 道 局 ア プ リ

 
①昭和歌謡コンサート
 日 12月7日㈬午後2時～（開場は午後1時
30分）   費一般2,000円（当日は2,500円）、
友の会1,500円【出演】西垣恵弾、矢島
吹渉樹、加藤凱也、江上怜那
②アフタヌーンコンサートvol.8　
　Au bonheur～心煌めく癒しのひと時～
日12月11日㈰午後1時30分～（開場は午
後1時）、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】髙
須さくら（ヴァイオリン）、渡邉理紗子（ピ
アノ）
③金川真弓ヴァイオリン・リサイタル
　金川真弓（ヴァイオリン）、ヴィラー
・ヴァルボネージ（ピアノ）によるヴァ
イオリン・リサイタルです。日令和5年
2月18日㈯午後2時～（開場は午後1時30
分） 費一般2,500円、友の会2,000円、学
生1,500円、ペア4,500円、シルバー
2,200円（65歳以上・要証明）、障がい
者割引1,500円（ご本人、付添い各1,500
円）（全席指定・未就学児入場不可）
④そうだじゅげむきこう
日12月10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】立川こはる、立川笑
えもん
⑤ベビーオイルマッサージ教室
　赤ちゃんへのマッサージ、読み聞か
せ、遊びなど。 対2か月～ハイハイ前の
赤ちゃんとその保護者。先着8組 日12
月2日㈮午前10時30分～正午 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 持大きめの
バスタオル、ハンドタオル、お子さん
の飲み物 
⑥Let's リトミック
　月代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12月20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 持お子さんの飲み物、
お持ちであれば名札 
⑦はじめてのパーソナルカラー
　第一印象をよくする「自分に似合う色」
をみつけます。グループワークを含むセミ
ナーです。個別診断はありません。先着
20人。 日11月19日㈯午後2時～4時 
費2,500円 講日本カラーコーディネータ
ー協会（J-Color）認定講師 持筆記用具、
手鏡
⑧冬のプリザーアレンジメント
　クリスマスやお正月にぴったりのアレ
ンジメントを作ります。各回先着8人。
 日12月3日㈯・10日㈯午前9時30分～11
時30分 費3,600円（花材代） 講福井ひろ
子氏 持筆記用具、メジャー
⑨ラッピング講座
　初心者向けの包み方、リボンの結び
方の基礎講座です。先着12
人。 日12月10日㈯午後1時
30分～4時 費3,500円 講株式
会社シモジマ  岡野牧子氏
 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
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

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日本スポーツウエルネス吹矢教室
　5～10㍍離れた円形の的を目がけて
息を使って矢を放ち、その得点を競う
スポーツです。先着12人。 日11月16
日～令和5年3月15日の水曜日。午前9
時30分～、午前11時～全13回（講座9
回、練習会4回、水曜日開催） 
費用具持込み＝6,700円、用具レンタ
ル＝8,900円（先着2人） 講魁生澄雄
氏 持運動のできる服装・飲み物・タオル
②ピラティス教室
　正しい骨格を意識しながら体幹と筋
肉を整えます。先着15人。 日11月26
日㈯、12月3日㈯午前10時～11時 
講神武朋子氏  費ビジター＝
1,100円、メンバー＝1,000
円 持ヨガマット（なければ
大判のバスタオル）、飲み
物、タオル
 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

の催し物
各地域市民センター各地域市民センター

◆竹丘地域市民センター
①日本スポーツウエルネス吹矢教室
　先着12人。 日11月18日～令和5年3月
10日の金曜日。午前10時～11時30分、
全13回（講座9回、練習会4回、金曜日
開催） 費用具持込み＝6,700円、用具レ
ンタル＝8,900円（先着2人） 講魁生澄雄
氏 持運動のできる服装・飲み物・タオ
ル
②「小粋な水引正月飾り」講座
　水引を使ったお正月飾りをつくりま
す。先着10人。 日12月4日㈰午前10時
～正午 費2,500円（材料費込み） 持はさ
み、作品を入れる袋
申 問11月15日から(①は受付中）直接窓
口または電話で竹丘地域市民センター
☎042-495-1717へ
◆下宿地域市民センター
①フラワーアレンジメント教室
 対18歳以上の方。先着10人【制作物】ク
リスマスツリー 日11月26日㈯午前10時
30分～正午 費4,800円（材料費込み） 
②ダンス教室（新規開講）
 対小学1年生～3年生。先着
各15人 日第1・第3金曜日午
後5時30分～6時30分 費1か
月3,000円（初回体験1,500円） 
③GALAXYアート教室
　アクリルパネルに絵の具などを使い、
特殊な技法で宇宙を描き
ます。 対小学生以上。各
回先着5人 日12月3日㈯午
前9時30分 ～ 10時30分、
午前11時～正午 費1,600円
（材料費込み）
④ポーセラーツ教室
　白磁器に転写紙などを使って自分好み
の丸皿かマグカップを制
作します。 対小学生以上 。
先着8人 日12月10日㈯午
前10時 ～11時 費3,000円
（材料費込み）
 申 問各教室ごとの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

①②申込み
フォーム

申込みフォーム

申込みフォーム

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

①ミュージアム・シアター
 　先着30人程度。 日11月19日㈯午前10時30分～  内「がんばれ
スイミー　まんが版」（上映時間26分）、「クマのプーさん　プ
ーさんとはちみつ」（上映時間26分） 場 直郷土博物館
②企画展「第38回清瀬美術家展」
　市内在住・在勤の美術家を中心とした清瀬美術家懇話会会員の作品を
展示する、毎年恒例の企画展です。 期11月23日㈬～12月4日㈰午前10時
～午後5時（最終日は午後4時まで。月曜日休館） 場 直 郷土博物館

（1）ワークショップ「オリジナル看板を作って飾ろう！」（予約制・受付中）
 対中学生以上の方。先着10人 日11月27日㈰午前10時～正午 講清瀬美術
家懇話会　森下聖大氏 申電話で郷土博物館☎042-493-8585へ

（２）彫刻メンテナンスワークショップ（予約制・受付中）
　キヨセ ケヤキ ロードギャラリーの作品についてのレクチャー後、洗
浄やワックスがけなどメンテナンスを行いながら鑑賞します。汚れても
よい服装でお越しください。 先着10人。 日11月23日㈬午前9時30分～
午後0時30分（悪天候の場合は11月26日㈯に延期） 場集合・解散＝郷土
博物館 持ゴム手袋、軍手 申電話で郷土博物館☎042-493-8585へ
③清瀬のうちおり常設展示記念講演会（予約制・11月15日～）
　「清瀬のうちおり」の文化的な価値や重要有形民俗文化財に指定された
意味、衣類に関する民俗伝承についてわかりやすく紹介します。
対高校生以上の方。先着30人 日12月3日㈯午後1時30分～4
時 場郷土博物館 講文化庁文化財調査官　前田俊一郎氏、さ
いたま民俗文化研究所長　大舘勝治氏 申 右記申込みフォー
ムまたは電話で郷土博物館☎042-493-8585へ
④先人の知恵に学ぶ「しめ縄作り講習会」（予約制・11月15日～）
　正月の輪飾りとしめ縄の作り方を学びます。 対18歳以上の方。先着
10人 日12月4日㈰午前9時～正午 場郷土博物館 講下宿ふせぎ保存会 
費600円  申電話で郷土博物館☎042-493-8585へ
問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

郷土博物館のイベント

申込みフォーム

関連イベント




