
〒186-8501 東京都国立市富士見台 2-47-1

ホームページ

編集・発行 国立市役所市長室広報・広聴係

つちか

毎月
5日・20日
発行

　042-576-0264

令和4年10月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 37,079人 9人減
女 39,300人 23人減
計 76,379人 32人減
世帯数 39,274世帯　19世帯減

はぐく

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/

市報

令和4年（2022年）
月 日号（第1314号）５11 学び挑戦し続けるまち　ともに歩み続けるまち　培い育み続けるまち　文教都市くにたち

つちか はぐく

　システム切替作業のため、市ホームページが
一時的に閲覧できなくなる場合があります。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしく
お願いします。
　11月20日㈰(予定)

市ホームページが一時的に
閲覧できなくなります

　市長室広報・広聴係

　市長室広報・広聴係

042-576-2111（代） 各記事には、記事の内
容に関するウェブサイト
等の二次元コードを掲
載しています。

基本的な感染防止対策の基本的な感染防止対策の
継続を継続を

会話・混雑時の
不織布マスクの
着用

手洗い
手
しゅ

指
し

消毒
換気

救急車？
病院？
迷った際は （東京消防庁救急相談センター）

24時間
年中無休♯7119TEL

毎年
11月は

問 �▶女性に対する暴力をなくす運動について:くにたち男女平等参画
　ステーションパラソル（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）
　 TEL501-6990 info@kuni-sta.com

▶�児童虐待防止推進月間について:子ども家庭支援センター
�TEL 573-0192

問▶女性に対する暴力をなくす運動について:くにたち男女参画ステーション　パラソル（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）
　 TEL501-6990 info@kuni-sta.com
　▶児童虐待防止推進月間について:子ども家庭支援センター TEL573-0192

　児童虐待は、多くの
場合、保護者がさまざ
まなストレスや葛藤
を抱える中で起きて
しまいます。また、子どものためではあっ
ても、厳しいしつけや教育など、子どもが
心や体に耐えがたい苦痛を感じる行為は、
すべて虐待です。
　疑わしいと思ったら、速やかに相談窓
口へ連絡してください。その家族への支
援が始まるきっかけ
になります。

DVとは？

心配ごとなど、お話しください心配ごとなど、お話しください
相談窓口は8面へ相談窓口は8面へ

　子どもは、両親の間で振るわれる暴力に、「自分は
なにもできない」という無力感や罪悪感を抱え、ス
トレスによる体調不良や学力の低下、不登校などに
発展していく可能性があります。

子どもの前でのDVは心理的虐待に
あたります

DV・児童虐待を防止するための啓発イベント

身体的虐待

性的虐待

ネグレクト（育児放棄）

心理的虐待

〈児童虐待の種類〉

児童虐待とは？

※DV：D
ド メ ス テ ィ ッ ク

omestic V
バ イ オ レ ン ス

iolence（家庭内暴力）の略。

　DVと虐待の関係に
ついて伝えています。
制作：パラソル

オリジナル動画
「とらきちのおはなし」

市内で開催

●…DV防止　●…児童虐待防止　の啓発イベント

日時 場所 内容
11月1日㈫～ 12日㈯、20日㈰～
30日㈬

国立駅前くにたち・こくぶん
じ市民プラザ ●パネル展示・ライトアップ・メッセージ募集

11月6日㈰午前10時～午後3時 大学通り(市民まつり会場) ●●パネル展示
11月13日㈰正午～ 17日㈭午後3時 旧国立駅舎 ●●パネル展示・ライトアップ・メッセージ募集
11月18日㈮～ 25日㈮ 市役所1階　市民ロビー ●●パネル展示

DVの
サイクル

いつもピリピリし、
ふたりの関係がとげ
とげしくなります。

「暴力は絶対にしな
い」と謝り、大切にし
てくれます。

怒りがコントロールできなくな
り、ひどい暴力をふるいます

爆発期

開放期緊張期

「なぐられているわけじゃ

ないからDVではないよね。」 「子育ては親だけの

　　　　責任なの？」

「しつけのためなら、子どもを叩いていいの？」

「虐待かも。でも、確実では

ないから連絡できない？」

「家庭の中のことなんて　　相談できない…。」

「私さえ我慢すれば
いいんだ。」

2022WリボンキャンペーンキャンペーンW
STOP DV 子どもを守ろう
ス　　　　ト　　　　ッ　　　　プ

リボン

　ＤＶは、パートナー（配偶者や同居人な
ど）から受ける暴力行為であり犯罪です。
「なぐる・ける」だけではなく、精神的・経
済的・性的暴力もあります。また、同性カッ
プル間での暴力もあります。

　この２つの取り組みを表すシンボルが
「パープルリボン」と「オレンジリボン」です。

「女性に対する暴力をなくす運動」
　　　　　　  （期間：11月12日㈯～ 25日㈮）

「児童虐待防止推進月間」



令和4年／ 2022年11月5日

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格

市報 健康・福祉

市内の接種場所
▶市内医療機関　
▶市民総合体育館
（地下　第二体育室）
※市内医療機関については、
市報10月5日号や市 HPでご
確認ください。

オミクロン株対応ワクチンの効果

【12歳以上の方】オミクロン株対応ワクチン接種の対象者

12歳未満の方は従来型のワクチンのみ接種できます ▶オミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株の種類（BA.1とBA.4-5）
に関わらず従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待され
ています。
▶2価ワクチンであることにより、さまざまなウイルスに反応
し、今後発生することが予想される変異株に対して有効であ
る可能性が高いとされています。
※その他の特徴については、厚生労働省 HP等をご確認ください。

▶5歳〜11歳の方：3回接種可能、市内医療機関や東京都が運営する
大規模接種会場等で実施中
▶生後6カ月〜4歳の方：3回接種可能、市内で接種実施中
※12歳以上の方は、1・２回目接種として、東京都が運営する大規模
接種会場等で従来型ワクチンを接種できます。

予約方法（市内で接種する場合）
▶国立市予約サイト
（インターネット・ライン）
※市HP「接種の予約について」から
予約サイトにアクセスできます。
▶新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL505-4114

各
種
問
い
合
わ
せ
先

国
立
市

予約・接種会場の
確認・接種券の再
発行など

新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL  505-4114（祝日を除く午前9時〜午後5時）
FAX 576-0264（耳の不自由な方向け）

健康面での一般的
な相談

保健センター TEL  572-6111
（平日午前8時30分〜午後5時）

東
京
都
ワクチンの副反応
についての相談

新型コロナワクチン副反応相談センター
TEL  03-6258-5802
（土・日曜・祝日を含む24時間対応）

▶接種に関して差別や不当な取り扱いを受けた場合
市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係 TEL  576-2111（内線229）

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

接種間隔の変更に伴い、接種券を下表のとおり郵送しています。

【１２歳以上の方】３回目以降の接種間隔が
前回の接種から３カ月後に変更になりました
※武田社（ノババックス）のワクチンを除く

3〜 5回目接種としてオミクロン株対応ワクチンを接種できます。
※オミクロン株対応ワクチンの接種は、1人1回です。
（市内では現在、ファイザー社（BA.4-5、対象：12歳以上）とモデルナ社（BA.1、対象
18歳以上)を接種できます）

オミクロン株対応ワク
チンを接種できません

　自衛隊・東京都が運営する大規模接種会場で
も、対象に該当する方は、接種可能です。詳細は、
各機関のHPをご確認ください。

▲

自
衛
隊
。

▲

東
京
都
。

※オミクロン株対応ワク
チンの接種は1人1回です。
※初回接種（１・２回目接
種）を完了後、オミクロン
株対応ワクチンを接種で
きます。

はい

いいえ

はい

いいえ

オミクロン株対応ワクチンを
接種している

初回接種(1・2回目接種)を
完了している

２ 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で

行政
インフォメーション

税・年金
納期内納税に
ご協力ください
収納課キャラクター「立ペイ」。

　11月30日㈬は、国民健康保険税
（第5期）の納期です。

11月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

11月26日㈯午前9時～正午、午後
1時～4時30分

問収納課管理係TEL576-２１１４

112114
令和4年国立市議会
第4回定例会の開会は
12月1日㈭です（予定）
　本会議および常任委員会は、イン
ターネットで生中継・録画配信をし
ます。録画配信は、開催日の約３日後

（土・日曜・祝日を除く）から視聴で
きます。

手話通訳が必要な方
申定例会の本会議初日（12月1日㈭）
分は、11月22日㈫までに、最終日（12 
月21日㈬予定）分は、12月13日㈫ま
でに、ファクスまたは市議会HP「令和
4年第4回定例会の手話通訳の申し
込みについて」の問い合わせフォー
ムより
問議会事務局庶務調査係
FAX576-2205

固定資産税の
減額制度について

税・年金

　令和4年度中に次の1～3に該当

する工事を行った場合、申告により一
定期間固定資産税が減額されます。

1既存住宅を耐震改修
対昭和57年1月1日以前に建築され
た住宅
条件令和5年3月31日㈮までに、現行
の耐震基準に適合させるよう一定の
改修工事を施し、改修費用のうち自
己負担分が50万円を超える場合
減額内容 当該住宅にかかる翌年度分

（通行障害既存耐震不適格建築物の
住宅は2年度分）の固定資産税額の2
分の1相当額を減額
※要緊急安全確認大規模建築物等に
該当する場合も、一定の要件のもと
減額措置があります。
2既存住宅のバリアフリー改修

対65歳以上の方、要介護認定・要支
援認定を受けている方、しょうがい
のある方が住む、建築された日から
10年以上経過した住宅（貸家を除く）
条件令和5年3月31日㈮までに、一定
の改修工事を施し、改修費用のうち
自己負担分が50万円を超える場合
減額内容 当該住宅にかかる翌年度分

の固定資産税額の3分の1相当額を
減額（3との重複適用可）

3既存住宅の省エネ改修
対平成26年4月1日以前に建築され
た住宅（貸家を除く）
条件令和5年3月31日㈮までに、窓の
改修工事を含む断熱改修工事等（省
エネ改修工事等）を施し、改修費用の
うち自己負担分が60万円を超える場
合
減額内容 当該住宅にかかる翌年度分

の固定資産税額の3分の1相当額を

減額（2との重複適用可）
※令和4年度税制改正により、対象
工事が拡大され、太陽光発電装置、高
効率空調機、高効率給湯器および太
陽熱利用システムも対象となりまし
た。ただし、改修費用のうち断熱改修
工事にかかる費用の自己負担額が
50万円以上の場合に限ります。
〈共通事項〉
申告方法 工事完了から原則３カ月以

内に各減額制度の申告書（市HP（左記
二次元コード）または問の窓口で入
手可）に必要書類を添付して、問まで
提出
※工事完了日が令和5年1月1日㈰以
降の場合は、翌々年度分の固定資産
税額から減額します。
※上記以外にも要件があります。詳
細は、市 HPまたは問まで。
問課税課固定資産税係

市立国立第二小学校
改築工事実施設計説明会

　市では、市立国立第二小学校の建
て替えに向けた設計業務を進めてい
ます。
　このたび、新校舎および複合施設
の実施設計がまとまりましたので、
説明会を開催します。
日11月25日㈮午後7時～9時、27日
㈰午前10時～正午
※全2回。参加は1人1回。
場市立国立第二小学校体育館申不要
※駐車場はありません。上履き等を
持参し、敷地西側の校門から入場し
てください。
問教育総務課教育施設担当

学童保育所
第二種会計年度任用職員登録者

募集

内市内学童保育所での保育補助
登録有効期限 令和5年3月31日㈮（登

録者から必要に応じて採用）
勤務時間 午前8時～午後7時のうち1
日7.5時間以内（放課後、子どもがい
る時間帯、土曜日および学校休業日

（春・夏・冬休み））で各学童保育所
の必要に応じた勤務時間
勤務場所 市内の学童保育所
時給 交通費は別途支給
▶保育士、教員または社会福祉士の
有資格者：1,110円
▶無資格者：1,080円
申・問履歴書（写真貼付）に有資格者
は資格証明書の写しを添えて、中央
児童館TEL575-3224（〒186-0003
富士見台2-38-5）まで郵送または
持参

履歴書等は、一切返却しません。
また、国立市会計年度任用職員の登
録以外には使用せず、個人情報とし
て適切に保管・処理します。

第24期
国立市社会教育委員の会
定例会
日11月22日㈫午後7時～9時
場市役所3階　第1・2会議室
問生涯学習課社会教育・文化芸術係

前回の接種日 接種券の到着予定日
令和4年８月１５日まで 郵送済み
８月１６日〜８月２２日 11月4日㈮
８月２３日〜８月３１日 11月9日㈬

▶すでに郵送済みの3回目、4回目、または５回目の接種券をお持ちの方
は、その接種券にて予約・接種できます。
▶前回の接種後に国立市に転入した方等は、接種券発行の申請が必要
です。

行政インフォメーション



くらし

都営住宅
入居者

募集 ▲

1

▲

2

1東京都住宅供給公社への申込
募集する住宅
▶世帯向（一般募集住宅）
▶若年夫婦、子育て世帯向（定期使用
住宅）など
申込書配布期間11月10日㈭まで
※申込書・募集案内は、配布期間中
に問のHPからも入手できます。
申11月16日㈬までに、問まで郵送
（必着）するか、問のHP（午前5時30分
〜翌午前1時、最終日は午後11時59
分まで）より
問東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター（〒150-8322渋谷区神宮
前5-53-67　コスモス青山3階）
▶申込書配布期間内
TEL 0570-010-810
▶申込書配布期間以外
TEL 03-3498-8894
※土・日曜・祝日を除く

2市への申込（地元割当）
募集する住宅
▶世帯向（3人以上）2戸：北三丁目
第2
対次の①〜③をすべて満たす方
　�①�申込時に市内に居住しているこ
とが住民票の写しで証明できる

　②所得が定められた基準内である
　③住宅に困っている
※その他詳細は、「募集のしおり」を
ご覧ください。
申込書（募集のしおり）配布期間

円上限）
2木造住宅耐震改修費用助成

対1の助成を受けて耐震診断を実施
し、改修が必要と評価された住宅
助成額 耐震改修費用に3分の1を乗
じた額（1,000円未満切り捨て、80
万円上限）
3分譲マンション耐震診断費用助成
対昭和56年5月31日以前に建築確
認を受けている分譲マンション（居
住部分が2分の1以上）で、建物の延
べ面積が1,000㎡以上であり、かつ
3階以上（地階を除く）の耐火建築物
または準耐火建築物
助成額 耐震診断費用に3分の2を乗
じた額または限度額に3分の2を乗
じた額のどちらか低い額（1,000円
未満切り捨て）
限度額 1,000㎡以内：3,670円/㎡、
1,000㎡超2,000㎡以内：1,570円
/㎡、2,000㎡超：1,050円/㎡
4ブロック塀等の撤去助成

　ブロック塀等の倒壊による被害を
防ぐため、道路に面するブロック塀
等の撤去工事にかかる費用の一部を
市が助成します。
助成額 延長1mあたり5,000円を限
度とし、費用の9割以内に相当する
額と15万円を比較し低い額
※一部の地域（谷保・青柳・石田・
矢川・北2丁目）は、延長1mあたり
8,000円を限度とし、撤去工事費用
の9割以内に相当する額と24万円を
比較し低い額
〈共通事項〉
　事前に申請が必要です。また、年度
末が近づくと予算および工期の都合
などにより助成を受けられなくなる

可能性があります。早めにご相談く
ださい。
問1〜3：都市計画課都市計画係
　4：防災安全課防災・消防係

「地震から命を守るために」
家具転倒防止器具の
支給と取り付けを支援

防災

　地震の揺れによる家具等の転倒か
ら、家族の身の安全を確保するため、
「家具転倒防止器具等支給事業」と
「家具転倒防止器具等取付事業」の第
2弾を実施します。
申・問11月25日㈮までに、防災安
全課防災・消防係の窓口まで
※詳細は、市HPや市報
9月20号をご覧いただ
くか、問までお問い合
わせください。

全国瞬時警報システム
（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

防災

内防災行政無線から「これは、J-ア
ラートのテストです。」と3回繰り返
し、「こちらは、ぼうさいくにたちで
す。」と放送します。また、くにたち
メール配信でも同じ内容を配信しま
す。
日11月16日㈬午前11時ごろ
問防災安全課防災・消防係

防災行政無線の内容を電話で確認
防災行政無線電話応答サービス

防災

確認電話番号（自動音声）
TEL 042-505-7313
※通話料がかかります。
問防災安全課防災・消防係

11月15日㈫〜25日㈮
申・問11月30日㈬までに、市民課
市民係 TEL 576-2117まで郵送（必
着）
〈1・2共通〉
申込書・募集のしおりの配布場所
市役所1階　市民課・警備室前（平
日午後5時〜 10時（土・日曜日午前
8時30分〜午後10時））、北市民プラ
ザ、南市民プラザ、国立駅前くにた
ち・こくぶんじ市民プラザ
環境
資源物を引き取ります
（小雨決行）
日11月30日㈬午前9時〜11時
場中地域防災センター
対新聞（チラシ含む）・アルミ缶
※新聞はひもで束ねるか、専用の袋
を利用し、アルミ缶は、中を水で軽く
洗ってからお持ちください。
※交換品は、ポケットティッシュと
トイレットペーパーです。
※次回：令和５年2月22日㈬、中地域
防災センター（予定）
問ごみ減量課清掃係TEL 576-2119

住宅等の耐震化に対する
助成制度

防災

　いつ起こるか分からない地震から
大切な命を守るため、住宅等の耐震
費用の一部を助成しています。
1木造住宅耐震診断費用助成

対市内の木造戸建て住宅および店舗
併用住宅（居住部分が2分の1以上）
のうち、昭和56年5月31日以前に建
築された住宅
助成額 耐震診断費用に2分の1を乗
じた額（1,000円未満切り捨て、5万

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世
帯等に対し、1世帯あたり5万円を給付します。受給には、手続きが必要です。
　対象は、令和4年9月30日時点で日本国内に居住していて、次の12のど
ちらかにあてはまる世帯です。
※12両方に該当する場合も、受給できるのは１つです。
※令和3年度より実施した住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受
給した世帯も、条件を満たす場合は受給できます。
※DV等で避難している方は、問①までご相談ください。

1住民税均等割非課税世帯
対世帯全員が、令和4年度住民税均等割が非課税の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外（例：
親族から扶養されている一人暮らしの学生、子から扶養されている高齢者
夫婦世帯など）
申 �▶世帯全員が、令和4年度住民税が非課税の世帯：市が郵送する確認書の
内容（口座番号等）を確認し、返送してください。
　�▶令和4年9月30日以降に修正申告を行い令和4年度住民税が非課税と
なった方、ホームレス等でいずれの市区町村にも住民登録がない方等：
申請が必要です。申請方法の詳細は、問①まで。

※確認書は令和4年9月30日時点で住民登録のある市区町村から世帯主宛
てに届きます。
返送・申請期限令和5年1月31日㈫（当日消印有効）

2家計急変世帯
対1以外の世帯で、予期せずに令和4年1月〜12月の収入が減少し住民税
非課税相当（※1）の収入となった世帯
※1住民税非課税相当：令和4年中の収入見込額（令和4年1月以降の任意の
1カ月収入×12）が、世帯員全員、それぞれ住民税均等割非課税相当水準（右
下表の限度額）以下であることを指します。
※「予期せず収入が減少」したこととは、定年退職による収入の減少、年金が
支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない
月の収入など、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは
該当しません。
申請書の配布場所 市役所北庁舎1階　第7会議室、北市民プラザ、南市民プラ

ザ、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ、中央図書館、公民館、福祉会
館（市 HPからも入手可）
申令和５年１月３１日㈫までに、申請月時点で住民登録のある自治体まで。国
立市に住民登録がある世帯は、世帯主が必要書類を問まで郵送（当日消印有
効）または窓口に持参
〈必要書類〉
▶申請書（必要事項記入）
▶簡易な収入（所得）見込額の申立書
▶任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類の写し
▶申請者本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカー
ド（表面）の写し等）
▶申請者の世帯状況を確認できる書類の写し（戸籍謄本、住民票等の写し）
▶（令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ）戸籍の附票の写し
▶受給口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカードなどの受取口座の金
融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分）の写し
〈1・2共通〉
支給時期 確認書・申請書を受理した日から2週間程度
※確認書・申請書の受理が集中した場合は、給付までに2週間以上かかる
場合があります。また、書類に不備がある場合、給付が遅れる場合がありま
す。
問 �①給付金の支給手続きに関して（国立市）：電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金担当(市役所北庁舎1階　第７会議室)
　TEL 505-7703(平日午前9時〜午後4時30分)
　�②給付金の制度について（内閣府）：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 0120-526-145（土・日曜・祝日、12月29
日㈭〜令和5年1月3日㈫を除く午前９時〜午後８時）

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金

住民税非課税相当限度額

家族構成 収入額ベース
（給与収入の場合） 所得額ベース

単身または扶養親族なし 100万円 45万円
扶養親族等1名 156万円 101万円
扶養親族等2名 205万9千円 136万円
扶養親族等3名 255万9千円 171万円
扶養親族等4名 305万9千円 206万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204万3千円 135万円

行政

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
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子ども・教育
国制度
子育て世帯生活支援特別給付金
支給対象者の拡大と追加給付
　新型コロナウイルス感染症による
影響の長期化と、物価高騰等の実情
を踏まえた生活の支援を行う観点か
ら実施している「令和4年度子育て
世帯生活支援特別給付金」の支給対
象者を拡大します。また、すでに給付
を受けている世帯には追加給付を実
施します。
対象拡大により支給対象となる方

　令和4年度の住民税所得割非課税
（均等割も非課税である必要はあり
ません）の方であって、次のいずれか
に該当する方
①令和4年4月分の児童手当または
特別児童扶養手当を受給している
②①以外で、令和4年3月31日時点
で対象児童（※1）を養育している
※1対象児童：18歳の年度末までの
間にある児童（児童が特別児童扶養
手当認定相当のしょうがいを有する
場合は20歳未満）。令和5年2月末ま
でに生まれた児童も対象です。
支給額 対象児童1人あたり6万円
申 令和5年2月28日㈫までに、申請
書（市HPから入手可）を問まで郵送ま
たは持参

　子どもたちが環境問題を自分のこととして捉え、自ら考え、行動につなげ
るため、国立市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市の5市が共同で、「環
境キッズフェスタ2022」を開催します。ぜひ、お越しください。
対国立市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市在住・在学の小中学生とそ
の保護者￥無料申不要主催5市共同事業実行委員会
※小学1年生〜 3年生は、保護者の引率が必要です。
※イベントの参加には、当イベントのライン公式アカウント（上記二次元

　武蔵野市の環境啓発施設「むさしのエコreゾート」にて、環境について学べるさまざまなイベントを実施します。
イベント内容の詳細は、ライン公式アカウントをご覧ください。

支給日 ・ 支給方法
　市が申請書を受理した日の翌月
25日（休日の場合は、直前の平日）
に、指定の銀行口座に振り込みます。

追加給付について
　すでに市から給付を受けている方
は、対象児童1人あたり1万円の追加
支給を行います。対象の方にはご案
内を郵送します。
問子育て支援課子育て支援係
臨床心理士と相談員による個別相談
子育てや家族関係に関する
子育て家庭の個別家族相談会
相談できる困りごとの例

▶自分の気持ちを聞いてほしい
▶利用できるサービスや制度を知り
たい
▶家族の困りごとの解決方法を知り
たい　など
日12月1日㈭午後1時〜5時（1人50
分）
場市役所1階　相談室
対市内在住の子育て中の世帯で、ご
自身のことや家族関係について相談
したい方
定4名（申込先着順）
申・問子育て支援課子育て支援係ま
で、電話また
は窓口にて

令和 5 年度学童保育所入所申込書の 
配布・受付と入所説明会の開催

対令和5年4月1日時点で市内に居住
する小学1年生〜6年生で、保護者の
就労、病気などのために、放課後、家
庭で保育が受けられない児童
入所費用 令和4年度の市民税の課

税標準額に応じて、0円、2,500円、
3,500円、5,000円、6,500円の育成
料（月額）のほか、保護者費（間食費、
行事費など2,000円程度）
1入所申込書の配布・受付

　11月24日㈭より、問の窓口（市役
所1階⓲番窓口）にて配布（受付場所
も同様）
※市内在住で、市内認可保育所に入
所している小学新1年生は、各保育
所より配布します。
※継続入所の方は、各学童保育所よ
り配布します。
申込受付日時
▶平日：12月1日㈭〜23日㈮午前8
時30分〜午後5時
▶夜間：12月19日㈪〜21日㈬午後
5時〜 8時
▶休日：12月18日㈰午前9時〜午
後4時30分
※継続入所の児童（令和4年度に入
所歴のある児童を含む）およびその
兄弟姉妹は、各学童保育所でも受け
付けます（12月1日㈭〜23日㈮の平
日午前9時30分〜午後6時、土曜日
午前9時30分〜午後5時）。

2入所説明会（申込不要）
　令和5年4月から市の学童保育所
の利用を希望する保護者を対象に、
入所手続きおよび入所後の生活に関
する説明会を開催します。
日12月4日㈰①午前10時〜10時30
分②午前10時45分〜11時15分③
午前11時30分〜正午（各回とも同
内容）
場市役所3階　第1・2会議室
問児童青少年課児童・青少年係

国立市教育フォーラム
テーマ「学校と地域との連携」

イベント・催し

　学校と保護者、地域の皆さまが連
携して子どもたちを育てることや、
学校が抱える課題を一緒に解決して
いく仕組みづくりは大変重要です。
　市立学校2校の事例紹介や有識者
の講演を通して、学校と地域との連
携や今後の在り方について考えます。
内事例発表、パネルディスカッショ
ン、講演
日11月29日 ㈫ 午 後2時30分 〜4時
45分
場市民芸術小ホール
師小林　福太郎氏（東京女子体育大
学　教授）
定50名（申込先着順）￥無料
申・問11月7日㈪より、教育指導支
援課指導支援係まで電話

市立保育園主催
あそぼう会（園庭等開放）・
おおきくな〜れ（身体測定）

イベント・催し

東保育園 TEL572-8555
▶園庭遊び：11月8日㈫午前9時30
分〜10時30分

西保育園 TEL576-7217
▶室内遊び（えほん・積み木）：11
月18日㈮午前9時30分〜10時30分
▶おおきくな〜れ（身体測定）：11
月29日㈫午前10時〜11時

なかよし保育園 TEL572-8011
▶おおきくな〜れ（身体測定）
11月22日㈫午前9時30分〜10時30 
分
〈共通事項〉

対就学前のお子さんと保護者
定各園5組（申込先着順）￥無料
持身体測定を希望する方は母子手帳
とバスタオルと替えおむつ、水分補
給のための飲み物
※子育て相談は毎回実施します。
※駐車場はありません。
申 平日午前9時〜午後5時に参加を
希望する保育園まで電話

コード）の友だち登録が必要です。イベントの詳細も、ライン公式アカウン
トよりご覧ください。
※スタンプラリーは、ラインが利用できない方も各会場でのクイズの答え
を紙に書き、11月19日㈯にむさしのエコr

リ

eゾートまで持参することで参
加できます。
問①�イベント全体に関すること：事務局（武蔵野市総合政策部企画調整課）

sec-kikaku@city.musashino.lg.jp
　②��特設ページ・申込に関すること：申込窓口
　　 kankyokids-festa@cerespo.co.jp
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5市共同事業子ども体験塾
環境キッズフェスタ2022

企画 概要 日時 会場

デジタルスタンプラリー
（初級編）

各市の会場で、自然環境に関するクイズに答えると、スタンプがもらえ
ます。5カ所のうち1カ所以上でスタンプをゲットして、11月19日㈯に

「むさしのエコreゾート」に行くと、先着順でノベルティをプレゼント！　
さらに、5カ所すべてのスタンプを集めて、11月19日㈯に「むさしのエコ
reゾート」に行くと、先着順で豪華ノベルティをプレゼント！

11月18日㈮まで
※開催日時は、各施設の開館日の
開館時間内（国立市の会場は、平
日午前10時〜午後7時、土・日曜・
祝日午前9時〜午後7時）

国立市：旧国立駅舎（国立市東1-1）
武蔵野市：武蔵野プレイスB2F（武蔵野市境南町2-3-18）
三鷹市：M

マ チ コ エ

achikoe（三鷹市下連雀3-33-3）
小金井市：環境楽習館（小金井市貫井南町3-2-16）
国分寺市：武蔵国分寺跡資料館（国分寺市西元町1-13-10）

企画 概要 日時 会場
デジタルスタンプラリー

（上級編）
会場内のクイズを解きながら、毎日の生活の中で「環境のためにできること」を考える企画で
す。ゴールに設置された宣言ボードに「これから自分が何をするのか」宣言しましょう！

11月19日㈯

午前11時〜午後6時
むさしのエコ
reゾート（武
蔵 野 市 緑 町
3-1-5）

ワークショップ ペットボトルの蓋を使った「ボトルキャップアート」や廃材を使った「エコワークショップ」
で、アップサイクルを学びます。 午前11時〜午後4時30分

めざせ！　環境博士 5市の環境博士たちが、それぞれの研究成果を発表します。仲間たちの発表を聞いてみよう！ 午前11時30分〜午後1時
プロジェクションマッピング

（発電・蓄電体験）
自分たちで発電・蓄電した電力でプロジェクションマッピングを点灯し、電力の大切さを学
びます。

▶発電・蓄電体験：午前11時〜午後5時
▶点灯セレモニー：午後5時30分〜6時

環境キッズフェスタ2022（会場企画）

災害発生時のための協定の締結について
くらし 問防災安全課防災・消防係

協定名 協定企業 内容・目的

災害時における
物資の供給に関する
協定書

㈱東京さえき 大規模災害発生時に、避難所等へ食料品
や日用品の提供等の支援を受ける。

㈱ウェルパーク 大規模災害発生時に、避難所等へ医薬品
や日用品の提供等の支援を受ける。㈱サンドラッグ

　市では、災害発生時のさまざまな課題に対応するため、下記の協定を締結
しました。今後も、他の事業者との協定締結に向けて引き続き検討していき
ます。詳細は、市 HPをご覧ください。

防災

各地企画

子ども・教育くらし

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で

凡例 =内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員 =募集人数 =費用=資格定 募 資 ￥対日内 期 場 師



子ども・教育

図書館冬のお楽しみ会
もみの木モビールをつくろう

イベント・催し

内段ボールや折り紙で、クリスマス
のモビールを作成
日11月30日㈬午後3時〜4時、12月
2日㈮午後3時〜4時（各日受付は午
後3時30分まで）
場谷保東分室1階　集会室
対4歳〜（未就学児は保護者同伴）
定各日4組（申込先着順）￥無料
※保護者は、マスクの着用をお願い
します。
申・問11月9日㈬より、保護者が谷
保東分室 TEL580-7214まで電話ま
たは窓口にて

図書館行事　児童講演会
ほうれんそうカレー
ききいっぱつ！
―食品ロスって？―

イベント・催し

　絵本「ほうれんそうカレーきき
いっぱつ！」を通して、食べ物を大切
にすることを学び、絵を描くことで
食品ロス問題を身近に感じるワーク
ショップを行います。

　中学3年生・高校3年生など受験生のお子さんを養育している一定所
得以下の世帯に、必要な学習塾受講費用や、高校・大学などの受験料の
無利子貸し付けを行っています。また、今年度は物価高騰による影響へ
の支援として、これからの受験や、合格後の学習に役立てられるよう、貸
付を利用した世帯の対象となるお子さんに、図書カード（中学3年生：1
万円、高校3年生等：2万円）をお渡しします。
※高校・大学などへ進学した場合、資金使途の確認書類を提出後に、償
還免除申請を行うことで返済が免除されます。
※貸付には要件審査があります。また、新型コロナウイルス感染症の影
響などにより、今年収入が減少した方も申請できる場合があります。
※窓口へお越しになる際には、事前にご連絡ください。
問福祉総務課庶務係（受験生チャレンジ支援貸付事業受付窓口）

高齢者

高齢者向け
レジャー農園利用者

募集

　高齢の方が土に親しみ、健康・仲
間づくりに役立てられるよう、市内
にレジャー農園を設けています。
内利用区画での野菜などの栽培、定
期的な手入れ
※共用部分の除草・清掃等の管理に
もご協力いただいています。
対市内在住の60歳以上（昭和38年2
月1日以前の生まれ）の方
場谷保1523〜1527（1区画約9㎡
予定。1世帯につき1区画のみ）
利用期間 令和5年2月1日㈬〜令和7
年1月24日㈮
定138世帯（申込多数時抽選）￥無料

日12月4日㈰午後2時〜3時30分
場市民総合体育館　第1・2会議室
師田中　六大氏（作家・漫画家・イ
ラストレーター）、田中　入馬氏（（公
財）日本フードバンク連盟　理事）
対小学1年生〜6年生（市内在住・在
学者優先、大人は同伴の方のみ）
定35名（申込先着順）￥無料
申・問11月14日㈪午前9時30分よ
り、中央図書館TEL 576-0161まで電
話または窓口にて

みんなの意見を伝えよう！
くにたち子どもサミット
テーマ：子どもの権利「み
んなで条例を作ろう！」

イベント・催し

　子どもは、生まれたときから大切
な「権利」を持っています。これは、国
連が定めた「子どもの権利条約」で保
障されており、日本もこの条約を守
ることになっています。
　市では、現在、子どもの権利を皆さ
んに知ってもらい、この権利が身近
な生活の中で守られるように、子ど
もの権利についての「条例」をつくっ
ています。これまで、多くの子どもた
ちから意見を聞いてきましたが、今
回のサミットでは、この条例の内容
について、子どもの皆さんと一緒に

考えます。皆さんの考えを条例に生
かしてみませんか。
日12月11日㈰午後2時〜4時30分
（予定）
場市役所3階　第1・2会議室
対市内在住・在学の小学5年生〜
18歳未満の方（対象者以外の見学は
不可）
定10名（申込先着順）￥無料
申・問児童青少年課児童・青少年係
まで電話

幼児保護者向け　子育てプログラム
（土曜・1日コース）

講座・講習

　「何度言ってもくり返すのはどう
して」「つい子どもを怒ってしまう」
「どう接したらよいか分からない」な
ど、お子さんへの対応が分からなく
て、困っていませんか。子育てプログ
ラムでは子どもの今の様子を見直す
ことや、褒め方、叱り方、信頼を増す
ような関わり方などについて、講義
や活動を通して学びます。お子さん
の健やかな成長を支えるコツを一緒
に見つけましょう。
日12月10日㈯午後1時30分〜3時
30分
場保健センター1階
対市内在住の未就学児の保護者

子育てひろばお楽しみD
デ イ

AY

　親子で一緒に楽しめるプログラム
を開催します。子育てひろばで楽しい
時間を過ごしましょう。
内・日下表をご覧ください。
※公演のある午前・午後は通常のひ
ろば利用ができません。
場子ども家庭支援センター　子育て
ひろば

定10名（申込先着順）￥無料
保育3名程度（申込時受付）
申・問11月7日㈪〜18日㈮に、子育
て支援課子ども保健・発達支援係（保
健センター内）TEL 574-3311まで電
話または窓口にて

子育てのヒント
〜パパママのための
アンガーマネジメント〜

講座・講習

　子育て中のイライラは誰にでも起
こるものです。アンガーマネジメン
トを使って、子育てを楽しくするヒ
ントを学んでみませんか。
日12月13日㈫午前10時〜11時30分
場市役所3階　第1・2会議室
師堀部　三智子氏（日本アンガーマ
ネジメント協会認定アンガーマネジ
メントトレーニングプロフェッショ
ナル）
対以下のいずれかを満たす方
▶市内在住の0歳〜18歳のお子さん
の保護者
▶市内在住または在勤で子どもに関
わっている方
定10名（申込先着順）￥無料
申11月8日㈫午前10時より、子ども
家庭支援センター TEL 573-0192ま
で電話または窓口にて

5〒186-8501　富士見台2-47-1

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

令和4年／ 2022年11月5日 市報

対市内在住の未就園児と保護者
定各回10組程度（最大20名、申込先
着順）￥無料
申・ 問11月8日㈫午前10時30分〜
12月1日㈭午後5時に、参加したい公
演内容を選んで子ども家庭支援セン
ターTEL573-0192まで電話または窓
口にて
※申込は1家族1回まで。
※お子さん1名に対して、複数の保護
者の参加はご遠慮ください。

12月7日㈬ 12月8日㈭ 12月9日㈮

公演
時間

午後2時〜2時30分
受付：午後1時45分

午後2時〜2時30分
受付：午後1時45分

午前10時30分〜11時
受付：午前10時15分

公演
内容

カンタービレ
世界のコトバを使った、
歌や音遊びなど

ヤクルト保育室
サンタクロース・ヤク
ルトマンがやってくる。
歌遊び、大型絵本の読み
聞かせなど

スマイルホーンズ
トロンボーン・トラン
ペット・ピアノによる
お子さんが楽しめる演
奏、音遊びなど

申・問11月21日㈪（当日消印有効）
までに、はがき（1世帯につき1枚）
の裏面に下記の必要事項を明記の
うえ、高齢者支援課高齢者支援係レ
ジャー農園担当まで郵送
※申込結果や抽選とする場合の抽選
方法等については、後日通知します。
【はがき裏面必要事項】
①レジャー農園利用希望②レジャー
農園の現在の利用の有無（有・無）③
（②で利用有の場合）現在の区画の継
続利用希望（する・しない）④住所⑤
電話番号⑥利用代表者（60歳以上）
の氏名・生年月日⑦同一世帯で利用
する方（60歳以上）がいる場合は利
用する全員の氏名・
生年月日
※③の記載がない場
合は継続「する」とし
て受け付けます。

申請期限は令和5年1月27日（金）
令和4年度　受験生チャレンジ支援貸付

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人

一般 － 308万7000 359万9000 414万9000 477万6000

ひとり親 280万5000 353万2000 417万5000 467万4000 540万5000

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人

一般 － 441万 504万9000 573万7000 652万2000

ひとり親 405万7000 496万6000 577万2000 639万6000 722万8000

※�世帯人数とは、父母等養育者と就学中、未就学、今年度受験予定の浪人生、傷病や障害の理
由で就学・就労が困難なことが確認できる等の子どもの人数を指します。

（単位：円）

※家賃減額はできません。

※�賃貸物件に住んでいる方は年額上限84万円を限度に、家賃支払額を本人収入額から減額
できる場合があります。

（単位：円）A.総収入（給与収入や年金のみの方）

B.合計所得（事業所得などA.以外の方）

収入要件

学習塾等貸付金 20万円（上限）

受験料貸付金

中学３年生：2万7,400円（上限）
（1度で4回分の受験料まで、1回分の
上限は2万3000円）
高校3年生等：8万円（上限）
（回数や1回あたりの上限の定めは
ありません）

貸付資金の内容
令和4年度より、

収入要件が緩和され、
連帯保証人が不要に
なりました。

高齢者子ども・教育

=持ち物 =申込方法 =問い合わせ =メール =ファクス=電話（市外局番042を省略しています） =ホームページ持 申 問 TEL FAX HP



イベント・催し
健康
市長と語るタウンミーティング
テーマ：新しい健康まちづくり
の方向性

　（福）くにたち子どもの夢・未来事
業団のプロジェクトマネージャー細
田直哉氏を迎えて、「市長と語るタウ
ンミーティング」を開催します。
　市では、ウェルビーイング（一人ひ
とりの心身ともにより良い状態）を
まちづくりの目標として、「健康まち
づくり戦略」を進めています。健康ま
ちづくりについて、市長と語り合い
ませんか？
日11月12日㈯午前10時〜 11時30分
場国立駅前くにたち・こくぶんじ市
民プラザ
定25名（申込先着順）
申・問11月7日㈪〜11日㈮に、保健
センターTEL572-6111まで電話

「アンネのバラ」をまちいっぱいに
アンネのバラのお手入れ講習会

平和・人権

　｢アンネのバラ｣は、アンネの遺志
を伝えるために活動していた父、
オットー・フランク氏から1970年

健康・福祉

自分も家族も地域の人も
楽しく健康づくり！
国立市健康づくり推進員
（ボランティア）養成講座

講座・講習

　「知る、ためす、伝える、つながる」
をコンセプトに、積極的に自分や周
りの人々の健康づくりを推進する

「国立市健康づくり推進員」が市内で
活躍しています。今年度も推進員の
養成講座を開催します。
　推進員は、養成講座を受講後、健康
づくりの普及啓発や市の事業の運営
協力などを行います。任期は2年で、
その間現任研修として健康講座も開
催します。そこで学んだことをため
して（実践）、サークル仲間や職場、自
治会など周りの人に伝えていただき
ます。
日12月３日㈯午前10時〜11時30分
※都合がつかない場合は日時のご相
談に応じますので、ご連絡ください。
場保健センター

代始めに京都の教会にもたらされ、
平和を求める日本のいくつもの地で

「平和のバトン」として大切に受け
継がれています。平和への想いが詰
まった｢アンネのバラ｣が、くにたち
のまちいっぱいに咲き広がるよう
に、お手入れ講習会を行います。参加
者には挿し木をお渡しします。
日11月22日㈫1回目：午後1時30分
〜2時30分、2回目：午後3時〜4時
※各回とも同じ内容です。
場市役所西側広場
師長谷川　正明氏（瑞穂町にて「みず
ほ食彩工房」を経営）
定各回20名

（申込先着順）￥無料
申・問11月７日㈪午前9時より、①氏
名②電話番号③参加希望回④｢アン
ネのバラ｣
所有の有無
を市長室平
和・人権・
ダイバーシ
ティ推進係
まで電話

対市内在住・在勤・在学の中学生以
上の方（中学生・高校生は保護者の
同意が必要）
※保育はありません。
申・問11月7日㈪〜25日㈮までに、
保健センター TEL572-6111まで電
話
いい歯を保ち、健康長寿！
11月8日㈫は
いい歯の日です
　市内の公立保育園、市立小中学校
では、虫歯予防といい歯を保つこと
を目的として、同じ献立の給食を11
月8日㈫に提供します。

いい歯の日の献立
▶きんぴらご飯
▶鰯つみれ汁
▶和風チーズハンバーグ
▶かむかむ海藻サラダ
　噛みごたえのあるもの、カルシウ
ムを多く含むものを組み合わせてい
ます。カルシウムを多く含むものに
は、乳製品、小魚、大豆製品などがあ
り、どの年代でも必要な栄養素で、特
に成長期の子どもたちには欠かせま
せん。噛みごたえのあるものには、乾

申・問11月7日㈪より、高齢者支援
課地域包括支援センター（市役所内）
TEL576-2123まで電話または窓口
にて

フレイルチェック会と
ミニ講座に参加しませんか？

講座・講習

　フレイルとは、年を重ね、心身の活
力（筋力、認知機能、社会との繋がり
など）が低下した状態をいいます。フ
レイルの兆候に早めに気づき、日常
生活を見直すなどの正しい対処をす
れば、フレイルの進行を抑制し、健康
な状態に戻すことができます。
　フレイルチェック会で、ご自身の
今のフレイル状態を、機器による測

環境
第73回クリーン多摩川
国立のつどい清掃活動

　自然豊かな多摩川は、多くの市民
の「憩いの場」です。しかし、空き缶や
ペットボトル、粗大ごみなどの「ご
み」が捨てられるなど、環境問題が生
じています。
　そこで、多摩川の豊かな自然や景
観を守るために、市内の各団体が協
力し、多摩川河川敷公園を清掃しま
す。団体に限らず個人での参加も歓
迎します。ぜひ、ご参加ください。
日11月20日㈰午前10時〜正午（雨
天中止）
場多摩川河川敷公園
※清掃活動の範囲は、石田大橋〜上
流の野球場付近。
※清掃用具は、主催者が用意します。
主催クリーン多摩川国立実行委員
会、国立市
後援国立市美化推進協議会
問ごみ減量課清掃係TEL576-2119
環境
秋の一斉清掃「ごみゼロ」
３駅での実施を見合わせ

　一斉清掃「ごみゼロ」（11月27日
㈰実施予定分）は、市内３駅に集合し
て大人数で清掃活動をしています

物、根菜、海藻、こんにゃくなどがあ
ります。
歯の健康は全身の健康に関係します
▶噛むことは、脳の血流を活性化さ
せ、記憶力・集中力などが高まると
言われています。
▶噛み合わせによって体を支え、姿
勢を安定させています。
▶口の中を清潔に保つことは、ウイ
ルスや細菌による感染症予防に大切
です。
▶歯周病菌が口腔内に多いと、糖尿
病の悪化、心疾患の発症につながり
やすくなります。

めざそう！ 8020
　厚生労働省と日本歯科医師会で
は、「80歳になっても20本以上自分
の歯を保とう」という運動を推進し
ています。20本以上の歯があれば、
食生活にほぼ満足することができ
ると言われており、「生涯、自分の歯
で食べる楽しみを味わえるように」
という目標でこの運動が始まりまし
た。楽しく充実した食生活を送り続
けるためには、すべての年代で健康
な歯を保つことが大切です。セルフ

定や質問票などでチェックしてみま
せんか。また、チェック会後のミニ講
座では、どのようにフレイルを予防
していけばよいかを、サポーターと
一緒に考えたり、ワンポイントアド
バイスを行います。
日・場
▶フレイルチェック会：12月5日㈪
①午前10時30分〜正午・福祉会館
2階　在宅サービス室②午後1時30
分〜3時・福祉会館3階　中会議室
▶ミニ講座：令和5年1月6日㈮①午
前10時30分〜正午②午後1時30分
〜3時・①②とも福祉会館3階　中
会議室
定いずれも①5名②10名（フレイル

が、今回は中止します。各団体で個別
に清掃活動をする場合は、実施日時
やごみの回収場所等を確認しますの
で、問まで事前にご連絡ください。
問ごみ減量課清掃係TEL576-2119

くにたちアートプロジェクト
「谷

や

保
ぼ

村
むら

式土器」

文化・芸術

　土に触れ、歴史を感じることを
テーマにしたアートプログラムで
す。谷保の自然を感じ、縄文時代の歴
史を「手」で学びながら、2日間をか
けて自分だけの作品を制作します。
内・日
①「作品のかたちをつくります」12月 
4日㈰午前10時〜午後3時
②「つくったものを焼いて完成させま
す」12月11日㈰午前10時〜午後3時
※雨天の場合は、翌週の日曜日に延
期または中止します。
※①②両日の参加をお願いします。
※昼食を持参してください。
師熊

く ま

谷
が い

　幸
ゆ き

治
は る

氏（土器作家）
場城

じょう

山
や ま

公園
定 12名（申込多数時抽選）￥無料
申 11月20日 ㈰ ま で に、A

ア ク ト

CKT申 込
フォームまたは問まで電話
主催（一社）ACKT、国立市　ほか
問生涯学習課社会教育・文化芸術係

ケアと定期的な検診で「8020」をめ
ざしましょう。
問 �保健センターTEL572-6111
　�■献立について
　▶保育園：西保育園
　TEL576-7217
　▶小学校：第一給食センター
　TEL572-4177
　▶中学校：第二給食センター
　TEL575-7855
ご自宅で
人工呼吸器を
使用している方へ
　市では災害時の救援体制の一つと
して、難病や脳の損傷などにより在
宅で日常的に人工呼吸器を使用して
いる方に対し、災害時の停電等に備
え、ご家族や関係機関と連携しなが
ら作成する「災害時個別支援計画」の
作成に取り組んでいます。すでに市
の公的サービスを利用している方
などへは市から連絡しますが、公的
サービスの利用がなく、該当する方
は、問までご連絡ください。
問高齢者支援課地域包括支援セン
ター（市役所内）TEL576-2123

チェック会・ミニ講座両方とも参加
できる方を優先し申込先着順）
￥無料
申・問11月7日㈪より、高齢者支援
課地域包括支援センター（市役所内）
TEL576-2123まで電話
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高齢者

認知症サポーター
養成講座

講座・講習

　認知症を正しく理解し、認知症の
方やその家族を見守る応援者となる
ための「認知症サポーター養成講座」
を開催します。
内認知症の基礎的な知識や対応など
についての学習
日12月2日㈮午前10時〜正午
場市役所3階　第1・2会議室
対市内在住・在勤の方
定20名（申込先着順）￥無料 ▲チェック会の様子。

市役所西側広
場の平和祈念
の像とアンネ
のバラ。

▲ �

イベント・催し健康・福祉

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で

高齢者



○�市内を拠点とする団体等のイベン
ト・催しものを掲載しています。
※�政治・宗教活動、営利目的に関す
るものは除く。
○�掲載内容については、各団体へお
問い合わせください。

救命スポーツフェス！
救命救急講習付きAEDを探す
ポールウォーキング大会
日11月23日㈬午前9時〜正午（雨天
の場合は11月27日㈰に順延）
場集合場所：市民総合体育館前、ゴ
ール：谷保第一公園
定40名（申込先着順）￥500円
申11月5日㈯〜20日㈰に、申込フォ
ーム（上記二次元コード）より
問くにたちエール TEL 070-8548-911７
第20回MOA美術館国

くに

立
たち

児童作品展
開催　小学生の力作が多数展示され
ます。ぜひ、ご覧ください。
日11月12日㈯午後1時〜13日㈰午
後4時場市民芸術小ホール2階　ギ
ャラリー￥無料
問第20回MOA美術館国立児童作品
展事務局TEL 090-3694-6532（高杉）

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
し ゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

@city.kunitachi.lg.jpまで電話、ファ�
クスまたはメール
※録画視聴を希望する方は、問まで
メールでお申し込みください。

ファミサポ支援会員 &
アンド

育児支援サポーター　合同研修会

子ども・教育

　利用する側と支援する側がお互い
に尊重しながら子育てをお手伝いす
る「ファミリー・サポート・センター
事業（ファミサポ）」と、産前産後の家
庭に入り簡単な家事や育児をサポー
トする「育児支援サポーター派遣事
業（育サポ）」は、どちらも地域の中で
安心して子育てができる環境づくり
のための事業です。
　支援する方は、研修を受講し登録
すると、自身の都合に応じた範囲で
活動できます。
　ファミサポと育サポどちらかのみ
の受講も可能です。空いている時間
で地域の子育てのお手伝いをしませ
んか？
【ファミサポ活動例】
朝の保育園への送り（1時間）、保育
施設への迎えと預かり（2時間）、習
い事への送迎（1時間）、子どもの預
かり（数時間）等
【育サポ活動例】
食事作り・簡単な掃除（2時間）、沐

もく

浴
よく

の手伝い・上の子の世話（2時間）、
母休息の際の赤ちゃんの見守り（1
時間）等。
※どちらの活動日も、謝礼金として
1時間あたり820円〜が支払われま
す。
内オリエンテーション、事業説明、
「有意義な支援をするために」「日常
に役立つ事故防止とケガの手当て」
「リスクマネジメント（事例検討）」
「AED講習」「活動の手順と預かる配
慮」ほか、登録
日11月28日㈪午前10時〜午後3時
30分、29日㈫午前10時〜午後4時、
12月5日㈪午前10時〜午後3時、6
日㈫午前10時〜午後4時
場市民総合体育館　第1・2会議室
定15名（申込先着順）￥無料
資国立市民で、ファミサポは20歳以
上、育サポは30歳以上の方
申・問11月8日㈫午前10時より、国
立市ファミリー・サポート・センター
TEL 571-8322までお申し込みくだ
さい。
※各事業は、市負担で団体保険に加
入しています。
※都の子育て支援員
「地域保育コース」を
受講した方は、一部
受講を免除します。

講座・講習

講演会「ヤングケアラー
−親の情緒的ケアを担う
子ども達−」

子ども・教育

　「ヤングケアラー」とは、大人が担
うような責任を引き受け、家事や家
族の世話、介護、感情面のサポートな
どを行っている18歳未満の子ども
のことです。自身がヤングケアラー
であると子どもが認識するのは難し
く、困難さを周囲に打ち明けられず、
孤立してしまいがちです。私たち大
人ができることについて、一緒に考
えてみませんか。
内・師▶第1部「当事者の語り」・坂
本　拓氏（精神疾患の親を持つ子ど
もの会「こどもぴあ代表」）
▶第2部「親と子どもへの支援」・寺
田　悦子氏（㈱円グループ代表取締
役）
日11月26日㈯午後2時〜4時
場国立駅前くにたち・こくぶんじ
市民プラザ
定 25名（市内在住・在勤を優先し申
込先着順）￥無料
申・問子ども家庭支援センター TEL 5 
73-0192FAX574-5841 kokasen 

地域の情報
催し・講座

東京都主催
高齢者向けスマートフォン
利用普及啓発事業
「スマートフォン体験会」
　60歳以上の都民の方を対象に開
催します。希望者にはスマートフォ
ンを貸し出します。
日11月29日㈫①午前9時30分〜午
後0時30分②午後1時30分〜4時30
分
場青柳福祉センター（青柳2-8-60）
定各回20名（申込多数時抽選、5日前
までに参加可否を電話連絡）￥無料
申1週間前までに、問まで電話また
はファクス（ファクスには①希望日

時②氏名（フリガナ）③年齢④性別⑤
電話番号⑥居住区市町村⑦スマホ所
有の有無⑧スマホ試用希望の有無⑨
備考（体験会参加にあたって合理的
配慮が必要な場合）を記載）
問スマートフォン普及啓発事業事務
局
TEL 03-6845-7883（平日
午前9時〜午後5時）
FAX03-6684-6327

その他の
お知らせ

検察審査員に選ばれたら
ご協力ください

　検察審査会では、検察官が事件を�
裁判にかけなかった（不起訴処分）
場合に、その判断が正しかったかど
うかを審査します。審査会は、選挙
権を有する国民の中から「くじ」で
選ばれた11人の検察審査員で構成
されます。選ばれた場合は、ご理解、
ご協力をお願いします。
問立川検察審査会事務局
TEL 845-0292（ダイヤルイン）

立川税務署からのお知らせ

税を考える週間
　11月11日㈮〜17日㈭は「税を考
える週間」です。国税庁では「これか
らの社会に向かって」をテーマに、

さまざまな取り組みや情報提供を
行います。詳細は、国税庁 HPをご覧
ください。
問立川税務署
TEL 523-1181

インボイス制度説明会
　令和5年10月から消費税のイン
ボイス制度が始まることに伴い、
説明会を開催します。この機会にぜ
ひ、制度を理解し、早めの準備をお
願いします。
日11月25日㈮・30日㈬各日午前
10時〜11時30分、午後2時〜3時30
分
場市民芸術小ホール
対事業者の方
定各回100名（当日先着順）申不要
※定員になり次第、入場締め切り
※最初30分の説明は「消費税の仕
組みから知りたい方向け」です。
問立川税務署法人課税第1部門
TEL 523-1181（内316）
※自動音声に従い「2」を選択して

ください。市へのお問い合わせはご
遠慮ください。
立川消防署からのお知らせ
11月9日㈬〜15日㈫は
秋の火災予防運動です

令和4年度東京消防庁防火標語
「もう一度　確認安心　火の用心」
（菅野　珠

み

加
か

さん　江戸川区在住）
増えています。電子レンジ火災

　電子レンジの誤った使用による火
災が増えています。東京消防庁管内
では、令和3年には65件（速報値）発
生し、平成24年〜令和3年の10年間
で、約3倍に増加しています。正しく
使用し、電子レンジによる火災を防
ぎましょう。

電子レンジ使用時の心得
▶包装の表示を確認してから加熱す
る（包装により出火するものあり）。
▶加熱時はその場から離れない。
▶周囲に可燃物を置かない。
▶加熱時間を長めに設定しない（さ
つまいもや肉まんなどは、長時間加

熱すると急速に燃焼する危険あり）。
電子レンジ火災時の対応

▶扉を開けずに電源を遮断する。
▶扉を閉めたまま、庫内
の様子を見る（扉を開け
ると燃え広がる危険大）。
▶火が消えなければ、消
火器などを準備する（火
災発生時は119番通報を忘れずに）。
問立川消防署予防課防火管理係
TEL 526-0119

　市報10月20日号の1面に掲載
した「第53回くにたち秋の市民ま
つり」について、主催を「第53回く
にたち秋の市民まつり実行委員
会、国立市」と記載していました
が、正しくは、「第53回くにたち秋
の市民まつり実行委員会」です。
　お詫び申し上げますとともに訂
正いたします。

くにたち地域コラボ
研修講座2022
「基礎から学ぶ
〜市民活動のお金の話〜」
　市民活動を継続する、また発展さ
せるために避けて通れないのが「活
動資金」問題です。イベントや助成
金、それとも寄付を募るのか。国立市
内の市民団体の活動状況やさまざま
な事例から、あなたの活動の参考と
なる方法を一緒に考えます。
日12月10日㈯午後1時30分〜3時
30分（講演：1時30分〜2時20分、
ワークショップ：2時30分〜3時30
分）
場KFまちかどホール（富士見台
1-7-1）
師土

つち

屋
や

　一
かず

登
と

氏（眞
さ な や ま や

山舎代表、認定
ファンドレイザー）
対市民活動を行っている団体（市民
活動に興味のある個人の方も参加
可）
定30名（申込先着順）￥無料
主催くにたち地域コラボ、国立市社
会福祉協議会、国立市まちの振興課
申・ 問12月８日㈭までに、く に た
ち 地 域 コ ラ ボ TEL 573-1023（ 月・
火・木・金曜日の午後1時〜5時）
info@kunitachicollab.comまで
メールまたは上記二次元コードより

東京都シニアスポーツ振興事業
シニア（60歳以上）サッカーフェス
国
くに

立
たち

チェリーズ FCと親善試合開催
日11月27日㈰午前10時〜正午（集
合：9時30分）
場多摩川河川敷グラウンドサッカー
場￥無料申不要
問国立市サッカー協会
TEL 090-3685-8738（和田）
子どもラグビー体験会
〜ラグビーでコロナを
ふきとばそう！〜
日11月20日㈰午前10時〜
場市立国立第三小学校芝グランド
￥無料
申・問11月6日㈰〜18日㈮に、くに
たちラグビークラブ TEL 090-8850-
0655 30073golgo@gmail.com

（髙
たか　さか

坂）まで電話またはメール

【お詫びと訂正】

=持ち物 =申込方法 =問い合わせ =メール =ファクス=電話（市外局番042を省略しています） =ホームページ持 申 問 TEL FAX HP
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下記の有料広告に関する問い合わせ：フレックス株式会社（立川市曙町2-20-16）　 TEL 528-3722　FAX512-5309有料広告

市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264 〒186-8501　富士見台2-47-1

内容 日時 連絡先・場所
総合

オンブズマン
月〜金（祝日を除く）

午前8時30分〜午後5時
オンブズマン事務局

TEL 505-5127

ひとり親家庭 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子育て支援課子育て支援係
TEL 576-2111㈹（内線168）

女性相談

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

女性相談
市長室男女平等・
女性支援担当

TEL 576-2111㈹（内線403）
くにたち女性
ホットライン TEL 576-2127

月・水・金
午後7時〜 9時45分

土・日・祝日
午後5時〜 9時45分

夜間・休日女性相談（電話相談）
TEL 070-2632-1078

男女平等
生き方相談

月・火・木・金
午前10時〜午後6時

土・日・祝日
午前9時〜午後4時

くにたち男女平等参画ステーション
（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）

TEL 501-6996（相談専用）
TEL 501-6990（問い合わせ）

外
がいこくじん
国人のための相

そうだんあんない
談案内

事
じ

前
ぜん

予
よ

約
やく

制
せい

・随
ずい

時
じ

受
うけつけ

付� まちの振
しんこう
興課

か

Guidance�for�foreigners�
wishing�to�receive�consultation:
All�requests�for�consultation�
are�being�taken�on�a�per�reservation.
Our�reservation�desk�can�be
reached�at�any�time.
Thank�you�for�cooperation.
� Citizen�Consultation�Corner

외국인을 위한 상담 안내 
사전예약제 수시접수 시민상담코너

为外国人的咨询指南 
事先预约制 随时受理 市民咨询处

TEL 042-576-2111㈹
※外国人とかかわりをお持ちの方から

の相談も受けます。

行政インフォメーション

市の相談窓口をご利用ください
内容 日時 連絡先・場所

健康 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 保健センター TEL 572-6111

教育 月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

教育相談室 TEL 576-2109（要予約）
TEL 576-2050（いじめ相談）

子ども
オンブズマン

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子どもの人権オンブズマン
専用 0120-70-7830

子ども・育児 月〜土（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 子ども家庭支援センター TEL 573-0965

子ども
発達相談

月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

子育て支援課子ども保健・発達支援係
TEL 574-3311

ひまわり相談
（少年非行等）

偶数月の第1金曜日
（祝日を除く）午後1時〜3時 保護司

福祉総務課
TEL 576-2111㈹（内線796）中国残留邦人

等支援相談
月・木（祝日を除く）

午前9時〜午後5時（要予約）
中国残留邦人
等支援相談員

高齢者・しょう
がいしゃのた
めの法律相談

第3金曜日（祝日を除く）
午後2時〜 4時（要予約）

くらしの相談
（心配事）

月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

消費生活相談 月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

国立市消費生活センター（まちの振興課内）
TEL 576-3201※原則電話相談のみ

司法書士

社会福祉
協議会職員

社会福祉協議会
（福祉会館1階）
TEL 575-3222
電話相談

TEL 575-3247

行政インフォメーション

相談窓口 連絡先
東京都女性相談センター �TEL 03-5261-3911
警察 �TEL 110

【夜間・休日・緊急の場合】【夜間・休日・緊急の場合】

相談窓口 連絡先
くにたち
女性ホットライン TEL 576-2127（平日午前8時30分〜午後5時）

国立市市長室
男女平等・女性支援担当

TEL 576-2111（内線：403）
（平日午前８時30分〜午後５時）

パラソル
（くにたち男女平等参画
ステーション）

TEL 501-6996（相談専用）
TEL 501-6990（問い合わせ・予約）

（平日午前10時〜午後６時、平日以外午前9時〜午後4時、水曜日休館）
夜間・休日女性相談

（電話相談）
TEL 070-2632-1078

（月・水・金曜日午後７時〜９時45分、土・日曜・祝日午後5時〜9時45分）

相談窓口 連絡先
国立市
子ども家庭支援センター

TEL 573-0192
（月〜土曜日午前8時30分〜午後5時）

立川児童相談所 TEL 523-1321（平日午前9時〜午後5時）
児童相談所
全国共通ダイヤル TEL 189（夜間・休日も対応）

警察
TEL 110

（生命の危険がある、子ども自身が保護や助けを求めている
など）

東京都ライン相談
「子ゴコロ・親ゴコロ相談
＠東京」

右記の二次元コードから
友だち追加ができます。ＤＶ相談窓口

児童虐待相談窓口

相談窓口 連絡先
くにたち女性ホットライン �TEL 576-2127（平日午前8時30分〜午後5時）

東京都女性相談センター多摩支所 �TEL 522-4232（平日午前9時〜午後4時）

東京ウィメンズプラザ
�TEL 03-5467-2455

（年末年始を除く午前9時〜午後9時）

�TEL 03-3400-5313 （男性のための悩み相談）
（年末年始、祝日を除く月・水・木曜日の午後5時〜8時、土曜日午後２時〜５時）

警視庁総合相談センター �TEL 03-3501-0110
（平日午前8時30分〜午後5時15分）

DV相談＋
プラス � 0120-279-889

（24時間受付）

女性相談窓口

周囲の方も
何か気づいたら
ご連絡を

　DVも児童虐待も、ひとりの力で解決するこ
とは難しいものです。できるだけ早く専門の相
談機関に相談することが大切です。自分の苦し
みをだれかに聞いてもらい、正しい知識を持つ
ことは、問題解決に向けた一歩になります。

　周囲に子育てやパートナーとの関係に悩んで
いる方はいませんか。また、「子どもの様子がお
かしい」「怒鳴り声がいつも聞こえる」等と感じ
たことはありませんか。悩んでいる人がいたら、
相談機関に連絡するようすすめてください。

各種相談窓口各種相談窓口DV・児童虐待相談に関する

ひとりで
悩まないで
相談を

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等でお知らせします。
イベント等に参加する際は、マスクの着用、手

しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員
募=募集人数
凡例

持=持ち物資=資格 ￥=費用 申=申込方法 問=問い合わせ HP =ホームページ=メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL
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