
　くにたちマルシェでは、新鮮なくにたち野菜の販売を始めとして、飲食出
店やジャズバンド演奏、「くにニャン」「みーどりん」の出演等、楽しめるイベ
ントを開催します。今回は、「農」を通じた都市間交流を推進するために、「く
にたちマルシェ2022」のテーマを「イタリア」と位置づけて開催します。

　市内農家が丹精込めてつくった採れたて
で新鮮なおいしい野菜を多数販売します。
■販売予定
◦白菜
◦長ねぎ
◦大根
◦ほうれん草
◦ブロッコリー
◦カリフラワー
など

　国立市で生まれ育ったサックス
プレイヤーが、大好きなビッグバ
ンドのサウンドを奏でます。子ど
もも大人も楽しめる笑顔一杯のス
テージをお届け！
■演奏予定時刻
開会式（午前10時30分
ごろ）・午前11時30分・午後0時
30分・午後1時30分

〈イベントにご来場の皆さまへ〉
▶車で来場する際は、谷保第三公園の臨時駐車場（無料）をご利用ください。
▶会場内で飲食をする際は、「飲食ブース」をご利用ください。

　ルッカ市の紹介パネル展示や、イタリア野
菜の人気投票を行います。
※会場で野菜を購入した
方に投票券をお渡ししま
す。投票者にはエコバッ
グをプレゼント（1家庭1
個、先着300個）。なくな
り次第終了します。

　冬の寒さを吹き飛ばす温か
い食べ物で、心も体もぽかぽ
かになりませんか。
■販売メニュー
◦けんちん汁
◦焼きそば
◦フランクフルト
◦ポップコーン
◦からあげ
◦自家製パン
◦イタリアの
　家庭料理

　くにたちマルシェ会は、地元の農業者と
市民がつながるマーケットイベント「くに
たちマルシェ」を主催するなど、地産地消
の大切さを多くの市民に知ってもらうた
め日々活動しています。くにたちマルシェ
はJR国立駅北口などでも定期的に開催し
ています。ぜひ、お越しください。

くにたち産農産物・花き類販売

くにたちさくら音楽隊のジャズ演奏

都市間交流企画
イタリア・ルッカ市の紹介

飲食出店 くにたちマルシェ会とは？

イベント１
イベント2

イベント3
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午前10時30分〜午後3時30分

谷保第四公園・市役所西側広場

くにたちマルシェ会の新鮮野菜販売

12月11日●日

　国立市が交流実現に向けて調整を進めているイタリアのルッカ市につい
て紹介するブースも設置します。採れたてのくにたち野菜とともに皆さん
をお待ちしていますので、お誘い合わせのうえ、お越しください。
主催くにたちマルシェ会 共催国立市問南部地域まちづくり課農業振興係

くにたちマルシェくにたちマルシェ

▲くにたちマルシェ会のメンバー。

▲くにたちさくら音楽隊。

▲過去のくにたちマルシェの様子。▲

くにたち産のおいしい冬野菜と
楽しいイベントを用意して
お待ちしているニャン！

くにニャンとみーどりん
（JA東京みどりキャラクター）も来るよ！
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令和4年11月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 37,025人 54人減
女 39,294人 6人減
計 76,319人 60人減
世帯数 39,251世帯 23世帯減

　市では、経済的な課題や仕事探しなど、さまざまな困り
ごとの相談ができる「ふくふく窓口」を設置しています。
　フリーランスの方、文化・芸術関係の個人事業主の方
も含め、コロナ禍等の影響でお困りの方の相談を受け付
けています。まずはご連絡ください。
　福祉総務課福祉総合相談係（ふくふく窓口）
　572-2111
問

コロナ禍等で生活にお困りの方へ
か

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



令和4年／ 2022年12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

令和4年度上半期の予算執行状況をお知らせします

問政策経営課財政係

予算現額 歳入収入済額 歳　入
収入率 歳出執行済額 歳　出

執行率
一 般 会 計 349億1,159万円 140億1,331万円 40.1％ 129億8,439万円 37.2％
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 70億9,064万円 30億6,855万円 43.3％ 26億3,135万円 37.1％
介 護 保 険 特 別 会 計 64億8,251万円 29億8,026万円 46.0% 26億1,410万円 40.3％
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 19億5,718万円 7億3,647万円 37.6％ 6億2,353万円 31.9％

計 504億4,192万円 207億9,860万円 41.2％ 188億5,337万円 37.4％
下水道事業会計 予定額 執行済額 執行率

3条予算 収 益 的 収 入 20億1,453万円 8億7,705万円 43.5％
収 益 的 支 出 18億7,962万円 7億1,979万円 38.3％

4条予算 資 本 的 収 入 14億6,228万円 5億2,851万円 36.1％
資 本 的 支 出 18億9,210万円 5億4,572万円 28.8％

表1　〈9月末までの予算執行状況〉

予算現額
歳入 歳出

収入済額 収入率 執行済額 執行率
市 税 151億5,674万円 85億1,301万円 56.2％ ― ―
民 生 費 174億722万円 ― ― 71億5,064万円 41.1％
総 務 費 31億2,973万円 ― ― 12億920万円 38.6％
土 木 費 33億7,236万円 ― ― 10億4,209万円 30.9％

表2　〈9月末までの予算執行状況（一般会計のうち主なもの）〉

前年度末現在高 上半期積立額 上半期取崩額 9月末現在高
一 般 会 計 72億3,663万円 12万円 753万円 72億2,922万円
特 別 会 計 5億6,368万円 5,142万円 0万円 6億1,510万円
下 水 道 事 業 会 計 9億812万円 11万円 0万円 9億823万円

計 87億843万円 5,164万円 753万円 87億5,254万円

前年度末現在高 上半期元金償還額 9月末現在高
一 般 会 計 124億3,027万円 6億3,585万円 117億9,443万円
下 水 道 事 業 会 計 60億9,822万円 4億3,138万円 56億6,684万円

計 185億2,850万円 10億6,723万円 174億6,127万円

表3　〈9月末の基金現在高〉

表4　〈9月末の地方債現在高〉

※一時借
か り

入
い れ

金の残高はありません。
※金額は項目ごとに四捨五入しているため、計の金額に一致しない場合があります。

執行状況一般会計

1

国庫支出金
84億5,671万円

24.0%
〈△52億3,408万円〉

都支出金
52億8,740万円

15.0%
〈△1億66万円〉

地方消費税交付金
17億2,896万円

4.9%
〈＋1億6,168万円〉

市債
7億6,300万円

2.2%
〈△1億4,450万円〉

使用料および手数料
6億7,512万円

1.9%
〈＋348万円〉

地方交付税
1.5％
…②

繰越金
6億8,291万円
1.9％

〈＋3億1,614万円〉

くりこしきん
分担金および
負担金
0.4％…④

諸収入
1.1％
…③

くりいれきん
繰入金
1.7％
…①

寄附金
0.3％…⑤

その他
9億547万円
2.6%

〈＋2億4,102万円〉

市税
150億3,374万円

42.6%
〈△4億1,661万円〉

352億
7,981万円

〈△44億7,532万円〉

①6億916万円〈+3億1,575万円〉
②5億1,488万円〈+4億4,583万円〉
③3億8,095万円〈△7,594万円〉
④1億4,333万円〈+914万円〉
⑤9,818万円〈+342万円〉

※金額は項目ごとに四捨五入しているため、計の金額に一致しない場合があります。〈　 〉は前年度からの増減額です。

令和3年度一般会計決算についてお知らせします
　令和3年度の決算がまとまり
ましたので、お知らせします。
詳細は、市HP「決算概況」をご覧
ください。
問政策経営課財政係

歳入

教育費
30億346万円
8.8%

〈＋2,339万円〉 土木費
30億5,911万円

8.9%
〈+2,015万円〉

総務費
28億5,892万円

8.4%
〈△76億5,316万円〉

衛生費
26億6,740万円

7.8%
〈+7億266万円〉

公債費
17億480万円
5.0%

〈＋9,114万円〉

消防費
11億3,256万円

3.3%
〈＋8,436万円〉

諸支出金
12億6,051万円

3.7%
〈＋3億992万円〉

議会費
2億9,477万円

0.9%
〈＋36万円〉

その他
3億4,096万円

1.0%
〈＋425万円〉

342億
880万円

〈△48億6,342万円〉

民生費
178億8,631万円

52.3%
〈+15億5,351万円〉

歳出（目的別）

人件費 
56億7,615万円 

16.6%
〈＋1億3,683万円〉

物件費
48億8,087万円

14.3%
〈＋7億888万円〉

繰出金
28億6,723万円

8.4%
〈＋1億30万円〉

普通建設事業費
18億1,947万円

5.3%
〈△3億9,312万円〉

公債費
17億480万円
5.0%

〈+9,114万円〉

積立金
9億7,966万円

2.9%
〈+2億4,407万円〉

維持補修費
1億6,806万円

0.5%
〈+4,069万円〉

出資金・貸付金
2,500万円
0.1%

〈△2,356万円〉

342億
880万円

〈△48億6,342万円〉

扶助費 
122億1,940万円 

35.7%
〈+19億4,046万円〉

補助費等
38億6,816万円

11.3%
〈△76億7,178万円〉

歳出（性質別）

令 和 ３ 年 度 決 算 の ポ イ ン ト

※ 地方消費税率の改定に伴う地方消費税交付金の増
分（10億5,400万円）は、社会保障施策に要する経費

（77億6,842万円）に充てました。
※ 市税のうち都市計画税収入11億8,242万円は、公園

事業に273万円、下水道事業に3,332万円、地方債償
還に8億3,414万円充て、余剰金の3億1,223万円は
都市計画事業基金へ積み立てます。

　一般会計の当初予算額は327億4,000
万円でしたが、その後21億7,158万7千円

の増額補正を行い、9月末の予算額は、349億1,158万7千
円（前年度からの繰越予算8億9,490万5千円を除く）にな
りました。

主な補正内容
〈歳入〉
▶�新型コロナウイルスワクチン接種事業への国庫支出金：
6億2,402万7千円増額

　新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴い国
庫支出金を増額しました。
▶ 子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金：6,550万
円増額

　低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を給
付する事業の実施に伴い、国庫支出金を増額しました。　
〈歳出〉
▶�新型コロナウイルスワクチン接種事業：6億2,698万6
千円増額

　新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施するため
増額しました。
▶キャッシュレス決済事業：1億2,000万円増額
　キャッシュレス決済によるポイント付与を行う事業

（ファイト! くにたち! 最大30%戻ってくるキャンペーン）
を実施するため増額しました。

特別会計 下記の特別会計で増額補正を行いました。

主な補正内容
▶介護保険特別会計
　前年度交付された国・都支出金の
　清算にかかる経費の増額

①令和3年度は、3年ぶりに普通交付税交付団体となりました。
② 経常収支比率は、人件費の増などありましたが、普通交付税が交付され

たこと等により、前年度比で0.9ポイント改善し、97.4％となりました。
③新型コロナウイルス感染症対策にかかる事業が多数実施されました。

　9月末までの執行状況は表1、一般会計のうち主なものの執行状況は表2のとお
りです。また、基金および地方債の現在高は表3・表4のとおりです。

▶�

市
　「
決
算
概
況
」。

HP

市報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



令和3年度特別会計決算について

問▶国民健康保険特別会計：保険年金課国民健康保険係　TEL  576-2124　　　　▶介護保険特別会計：高齢者支援課介護保険係　TEL  576-2122
　▶後期高齢者医療特別会計：保険年金課後期高齢者医療係　TEL  576-2125　　▶下水道事業会計：下水道課業務係

　介護保険事業は、40歳以上の方が納める保険料と、国、東京都、国立市が
負担する公費で運営されています。これらの財源は、介護サービス費用の保
険給付費用に充てられます。なお、職員の人件費などの事務費は一般会計が
負担しています。

　医療費等の特定の歳出を、保険税や国等からの特定の歳入によって賄
まかな

う
ため、一般会計から独立し、特別会計で経理を行っています。

【各グラフ共通事項】�金額は項目ごとに１万円未満を四捨五入していますので、計の金額に一致しない場合があります。〈　〉は前年度からの増減額です。

　特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会
計から独立して収支経理を行う会計です。その
他の会計についてもまとめて掲載しています。

　公営企業会計とは、一般会計や特別会計とは別に地方公営企業法を適用した会計です。国立市では令和2年
度より、下水道事業特別会計を公営企業会計へ移行しました。下水道整備や維持管理は、市民生活や公衆衛生
の向上に不可欠です。この下水道事業が、令和３年度どのように実施されたか、決算状況をお知らせします。

収益的収支
（下水道事業の運営管理など）

資本的収支
（施設の建設や財務活動など）

【歳入】
保険料（65歳以上の方の保険料）と支
払基金交付金（40歳〜64歳の方の保
険料）が、歳入の約45.2％で、それ以外
が国・都支出金、国立市（一般会計）か
らの繰入金等です。

〈下水道事業収益（税込）〉
全体の64.1%を占めるのが営
業収益で、主なものは下水道使
用料や雨水処理にかかる一般
会計負担金です。

〈下水道事業費用（税込）〉
全体の94.1%を占めるのが営
業費用で、主なものは維持管理
にかかる費用や減価償却費で
す。

【歳出】
療養件数が増えたことから、医療費等
(保険給付費)は1.4億円の増となりま
した。
また、保健事業納付金が24.3億円から
23.4億円と0.9億円減少しました。

【歳出】
介護給付費が約87.6%を占めていま
す｡平成27年度介護予防･日常生活支
援総合事業の開始により､給付費の一
部が移行した地域支援事業費決算は
前年度とほぼ同水準で､約4.3%を占
めています。

〈資本的収入（税込）〉
全体の47.5％を占めるのが企業
債で、主なものは公共下水道債や
流域下水道債です。

〈資本的支出（税込）〉
全体の47.8%を占めるのが企業
債償還金です。
なお、資本的収支にかかる収入不
足額4億902万円は、当年度分損

そ ん
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保
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等で補てんしま
した。

介護保険特別会計国民健康保険特別会計

後期高齢者　
医療特別会計

諸収入
1,716万円
0.2％

〈＋118万円〉国庫支出金
1,015万円
0.1％

〈△2,112万円〉

歳入
72億571万円

〈＋1億3,290万円〉

都支出金
47億901万円
65.4％

〈＋1億4,023万円〉

国民健康
保険税

14億4,342万円
20.0％

〈＋756万円〉

繰越金
5,211万円
0.7％

〈△278万円〉繰入金
9億7,386万円
13.5％

〈＋783万円〉

繰越金
2,348万円
1.3%

〈△3,977万円〉 諸収入
5,692万円
3.1%

〈＋484万円〉

歳入
18億4,673万円
〈△2,339万円〉

後期高齢者
医療保険料
9億5,797万円
51.9%

〈△87万円〉

繰入金
8億82万円
43.4%

〈＋1,338万円〉

広域連合
支出金
754万円
0.4%

〈△57万円〉

下水道事業
収益

19億9,318万円
〈+408万円〉 営業収益

12億7,715万円
64.1％

〈△2,228万円〉

営業外収益
7億35万円
35.1％

〈＋2,636万円〉

特別収益
1,568万円
0.8％

〈＋0万円〉

資本的
収入

16億3,654万円
〈+1億4,969万円〉

企業債
7億7,800万円
47.5％

〈＋2億2,420万円〉

補助金
7億2,934万円
44.6％

〈△7,487万円〉

その他資本的収入
1億2,826万円
7.8％

〈＋0万円〉

負担金
94万円
0.1％

〈＋36万円〉

その他
2億1,624万円
3.4％

〈＋1億214万円〉

保険料
13億4,021万円
21.1％

〈＋5,541万円〉

支払基金交付金
15億2,962万円
24.1％

〈＋4,827万円〉

国支出金
13億3,017万円
20.9％

〈＋6,840万円〉

繰入金
10億9,542万円
17.2％

〈＋7,883万円〉

都支出金
8億4,161万円
13.2％

〈＋872万円〉

歳入
63億5,326万円
〈+3億6,177万円〉

保健事業費
9,308万円
1.3%

〈＋532万円〉

諸支出金等
6,600万円
0.9%

〈＋338万円〉

総務費
1億709万円
1.5%

〈＋745万円〉

歳出
70億8,985万円
〈＋6,915万円〉

保険給付費
44億8,124万円

63.2%
〈＋1億3,790万円〉

保険事業費納付金
23億4,244万円

33.0%
〈△8,490万円〉

諸支出金
2,424万円
1.3%

〈△4,125万円〉
保険給付費
2,295万円
1.3%

〈＋260万円〉

歳出
18億1,365万円
〈△3,300万円〉

広域連合納付金
16億5,725万円

91.4%
〈＋1,311万円〉

保健事業費
6,843万円
3.8%

〈＋312万円〉

総務費
4,078万円
2.2%

〈△1,058万円〉 

下水道事業
費用

18億2,211万円
〈△1億3,651万円〉

営業費用
17億1,418万円
94.1％

〈△4,954万円〉

営業外費用
1億794万円
5.9％

〈△5,077万円〉

資本的
支出

20億4,557万円
〈+2億2,524万円〉

企業債償還金
9億7,877万円
47.8％

〈△9,349万円〉

建設改良費
9億3,852万円
45.9％

〈＋2億5,037万円〉

基金積立金
1億2,828万円
6.3％

〈＋6,836万円〉

歳出
61億4,483万円
〈＋3億6,688万円〉

介護給付費
53億8,172万円
87.6％

〈＋1億9,435万円〉

地域支援事業費
2億6,503万円
4.3％

〈＋944万円〉
総務費

2億8,277万円
4.6％

〈＋5,675万円〉

諸支出金、その他
2億1,531万円
3.5％

〈＋1億634万円〉

主な歳出は広域連合納付金で､後期高
齢者医療制度を運営している東京都後期
高齢者医療広域連合の運営費等として支
出しました｡

※財政調整交付金は国支出金に計上しています。
【歳入】
保険給付費等交付金の増により、都支
出金が45.7億円から47.1億円と約1.4
億円増加しました。また、新型コロナウ
イルス感染症の影響による保険税の減
免件数の減により、国庫支出金が0.3
億円から0.1億円と、0.2億円減少し
ました。

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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下水道事業会計

令和3年度公営企業会計決算について



新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

　乳幼児の初回接種（1〜3回目）に必要な期間（11週間）をふまえると、
現時点のワクチン接種事業の実施期間である令和5年3月31日㈮までの
間に接種を完了するためには、令和5年1月13日㈮までに1回目の接種
を実施する必要があります。1回目接種をお済みでない方のうち、接種を
希望する方は、なるべく早めに接種を受けるようにしてください。

生後6カ月
〜4歳 5歳〜11歳 12歳以上

(モデルナ・武田の３〜５回目は18歳以上)

使用する
ワクチン

従来型 従来型 従来型 従来型 オミクロン株
対応型

ファイザー
乳幼児用

ファイザー
小児用

ファイザー・
モデルナ

武田
（ノババックス）

ファイザー・
モデルナ

1・2回目 ○ ○ △ △

3回目 ○ ○ △ ○

4回目 △ ○

5回目 △ ○

※オミクロン株対応ワクチンの接種を1回受けた場合、その接種で新型コロナウイルスワクチ
ン接種は現時点では終了となります。
※11月8日以降に武田社ワクチン(ノババックス)を3回目以降の接種として受けた場合も、現
時点では、その接種で新型コロナウイルスワクチン接種終了となります。

　【乳幼児（生後6カ月〜4歳）】
　1回目接種がまだお済みでない方へ

○…市内で実施中　△…東京都等が運営する大規模接種会場で
　　　　　　　　　　　接種できる場合があります(市内では実施なし)

使用しているワクチンの種類▶︎接種間隔が3カ月に短縮になりました
▶︎接種したい方は、年内に1・2回目接種を

オミクロン株対応
ワクチンについて

直近の接種を他自治体で行なった後に、国立市へ
転入した場合、接種券の発行申請が必要です。転入等をした方へ

■新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン（「オミク
ロン株対応二価ワクチン」）の接種は、初回接種（1・2回目接種）を完
了した12歳以上の全ての方が対象で、1人1回接種できます。

■これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。令和4年
の年末までに、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若い方にもオ
ミクロン株対応二価ワクチンによる接種を完了するようおすすめし
ています。
※オミクロン株対応二価ワクチンは、3〜 5回目接種として1回の接
種が受けられます。

【12歳以上の方へ】オミクロン株対応二価ワクチンの市民総合体育
館での接種の予約枠にあきがあります。ぜひ、年内の接種をご検討
ください(接種するには予約が必要です)。

民館、中央図書館
※詳細は市 HPへ。
問児童青少年課児童・青少年係

sec_jidosyonen@city.kunitachi. 
lg.jp

「国立市マンション管理適正化推進
計画（案）」の意見募集

　法律の改正を受けて、市内にある
分譲マンションの、適切な管理の推
進を図るための施策等を定めた計画
です。この計画案について、市民の皆
さまからの意見を募集します。
閲覧期間 12月7日㈬〜27日㈫
閲覧場所 市HP、市役所1階（情報公開
コーナー）・3階（都市計画課）、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
提出方法 ・問閲覧期間内に、①氏名
②住所（団体の場合は団体名および
代表者名、事務所等の所在地または
代表者の住所）③意見を明記（書式自
由）のうえ、都市計画課都市計画係

sec_toshikei@city.kunitachi.
lg.jpまで郵送（当日消印有効）、ファ
クス、メール、または窓口にて
※原則、いただいた意見は個人が特
定できない形で公表します。また、意
見に対して個別の回答は
しません。

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」。

　12月26日㈪は、市・都民税（第3
期）・国民健康保険税（第6期）の納
期です。

12月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

12月24日㈯午前9時〜正午、午後
1時〜4時30分

問収納課管理係 TEL 576-２１１４
市内で事業を営む皆さまへ
固定資産税償却資産申告の
お願い
　令和5年度償却資産申告書を12月
中旬に郵送します（電算申告の方に
ははがきで、普通申告で免税点未満
の方には別途封書で郵送）。事業を営
んでいる方は、地方税法第383条の
規定により償却資産申告が義務づけ
られていますので、確定申告書の減
価償却資産の内訳や資産増減をご確
認のうえ、申告をお願いします（確定
申告書の提出期限より締め切りが早
いため、ご注意ください）。
　令和4年中に、新たに市内で事業

を始めた方も、市への償却資産申告
が必要です。
期・問令和5年1月4日㈬〜31日㈫
に、課税課固定資産税係の窓口で受
け付けます。
※税理士等に依頼する方は、できる
限り早く申告書を税理士等へお渡し
ください。
※地方税電子申告「e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX」でも受
け付けています。

税（所得税・相続税・贈与税等）に
関する臨時無料税務相談

日令和5年1月16日㈪午前9時30分
〜午後4時（1人1回のみ30分）
定10名（申込先着順）￥無料
場・申・問12月12日㈪午前8時30
分より、まちの振興課コミュニティ・
市民連携係まで電話または窓口にて

地域包括支援センター
第一種会計年度任用職員

募集

内一般事務
勤務期間 令和5年1月10日㈫〜3月
31日㈮（更新未定）
勤務時間 月〜土曜日のうち5日間

（祝日除く）、1日6時間
勤務場所 市役所1階　地域包括支援
センター募1名
時給1,430円（別途交通費支給、社会
保険加入）

選考方法 書類選考後面接（12月19日
㈪予定）
申・問12月14日㈬までに、履歴書

（写真貼付）を高齢者支援課地域包
括支援センター（市役所内）TEL 576-
2123まで郵送（必着）または持参
履歴書等は、一切返却しません。
また、採用・選考以外には使用せず、
個人情報として適切に管理・処理し
ます。

第3期資源回収推進奨励金
交付申請締切日：12月28日㈬

　申請書に、回収業者が発行する取
引伝票を添えて、期限までに問まで
提出してください。
申請書記入上の注意点
▶「内訳欄」と「交付申請額」もご記入
ください。
▶つながりやすい電話番号をご記入
ください。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119
「国立市子ども基本条例
骨子案・素案(解説）」の
意見募集
募集期間 12月13日㈫まで
閲覧場所 市 HP、市役所1階(情報公開
コーナー )、市内児童館(中央・矢川・
西)、子ども家庭支援センター、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、公

4 市役所　 TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264令和4年／ 2022年12月5日市報

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）

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）
※市内で接種できる医療機関につい
ては、市 HP等でご確認ください。

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 TEL 505-4114

　初回接種に使用している従来型ワクチンは、年内（今年の12月中）で
国からの供給が終了する予定です。オミクロン株対応ワクチンは、初回
接種が完了してから3カ月の接種間隔をあけないと接種できません。ま
だ初回接種がお済みでない方は、年内の接種完了をご検討
ください。
（12歳以上の方の初回接種は東京都等の大規模接種会場で
実施中です）

【12歳以上の方】初回（1・2回目）接種で使用する
従来型ワクチンは、年内 で供給が終了する予定です

東京都 HP。

▲

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

行政インフォメーション健康・福祉

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
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2社を表彰
令和４年度
国立市優良工事表彰
　適正な工事の施工と技術の向上を
図ることを目的に、市が発注した建
設工事を優秀な成績をもって施工し
た受注者を表彰しています（国立市
優良工事表彰制度）。
　道路や建物等の公共工事において、
日々施工管理や技術力の向上に努力
した成果であり、改めてここに感謝
申し上げます。
表彰工事（令和３年度竣工分、敬称略）
①中村建設㈱ （立川市錦町2-8-18） 
▶国立第一中学校特別教室機能移転
等改修工事（耐用年数がわずかとな
った特別教室棟にある６教室の機能
を、普通教室棟に移転する改修工事）

②㈱真和（国立市谷保7021-4）
▶令和３年度市道北第１号線道路改
良工事（JR国立駅北口側の駅周辺を
歩きやすい空間とするために、車道
幅員を減らし、歩道を拡幅する工事）
▶令和３年度市道北第６号線ほか２路
線道路改良工事（劣化による破損が
悪化する前の、幹線道路の補修と、自
動車の回遊性を向上させるための道
路形状の整備工事）
問総務課契約係

▲10月26日に実施した表彰式の様子。

12月〜1月は寄附禁止強化月間
〜政治家の寄附の禁止〜

　政治家（現職、候補者、立候補予定
者）が、選挙区内にある者に寄附する
ことは、どのような名義であっても、
理由を問わず禁止されています（一
部例外を除く）。

寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家に対し、寄附を出すように
勧誘や要求をすることも禁止されて
います。金銭や物品の贈与により、公
民権停止による失職や罰金刑など重
い処罰を受ける場合があります。

あいさつを目的とする
有料広告の禁止

　政治家や後援団体が選挙区内にあ
る者に対し、あいさつを主たる目的
として、新聞、ラジオなどにより、有
料広告を出すと罰則の対象です。

年賀状等のあいさつ状の禁止
　政治家は、答礼のための自筆によ
るものを除き、選挙区内にある者に、
年賀状等の時候のあいさつ状を出す
ことは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止
　後援団体（いわゆる後援会）が花
輪、供花、香典、祝儀その他これらに
類するものを出すことや、後援団体
の設立目的により行う行事や事業に
関する寄附以外の寄附をすること
は、時期を問わず罰則の対象です。
問▶国立市選挙管理委員会事務局
　▶東京都選挙管理委員会
　 TEL03-5320-6907
第24期
国立市社会教育委員の会
定例会
日12月27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

子ども・教育

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

　親子で、在園児と一緒に楽しいひ
とときを過ごしませんか。
なかよし保育園TEL 572-8011

▶園庭・室内遊び：12月7日㈬午前
9時30分〜10時30分

西保育園TEL 576-7217
▶おおきくな〜れ（身体測定）：12
月12日㈪午前10時〜11時

東保育園TEL 572-8555
▶室内遊び・おおきくな〜れ（身体
測定）：12月20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

くらし

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・防犯

確認電話番号 TEL042-505-7313　
※通話料がかかります。
問防災安全課防災・消防係

オレオレ詐欺被害が
増えています

防災・防犯

　家族や親族を装って電話をかけ、
心配する親心を逆手にとって現金を
騙し取ろうとします。被害を防ぐた
めに、知らない電話番号からの電話
には出ないようにしましょう。不審
な電話だと思ったら一度電話を切
り、すぐに警察（立川警察署TEL527-
0110）まで連絡してください。
　市では、自動通話録音機を無償で
貸し出しています（電話の呼び出し
音が鳴る前に、発信者に警告メッ
セージを流す機能がついています）。
問防災安全課防災・消防係

雨や雪が降った後は
道路の凍結にご注意ください

交通

　時間に余裕を持ち、無理のない通
行を心掛けましょう。
▶歩行する際には、小さな歩幅で、靴
の裏全体を地面につけて歩く。
▶車両を運転する際には、スピード
抑制をはじめ、早めのブレーキを意

識し、急ハンドルは行わない。交差点
は、特に注意が必要です。
問道路交通課交通係

LED照明など省エネ家電への
買い換え費用の補助

環境

　古い家電を買い換える費用の一部
を補助します。
期令和5年3月31日㈮まで
対象家電 LED照明（電球型、シーリン
グライト等）、冷蔵庫（省エネ基準達
成率100％以上の製品）
補助要件 次の要件をすべて満たすこ
と
▶国立市に住民票がある
▶市税を完納している
▶既存の照明（白熱灯や蛍光灯）から
新品のLED照明への買い換え、また
は平成24年（2012年）以前に製造さ
れた冷蔵庫の買い替えである
▶4月1日以降、補助対象機器を市内
店舗で購入し、市内の自宅に設置済
みである
▶同一年度内に本人または同一世帯
で生活する者が当該補助を受けてい
ない
▶当該補助対象機器の購入につい
て、その他の市の補助を受けていな
い
※予算額に達した時点で終了しま
す。
補助金額 購入費用（税抜、設置工事費
等を含む）の２分の１（1,000円未満
切り捨て、上限5,000円）

申請に必要な主な書類
交付申請書（市HP等で入手）、領収書
またはレシートの写し、機器の規格
および型番等が確認できる説明書等
の写し、メーカー発行の保証書の写
し
申・問申請書に必要書類を添えて、
環境政策課環境政策係まで郵送また
は窓口にて（郵送の場合、書留等の市
の受領が確認できる方法で）。

余剰食品をお寄せください
フードドライブ

環境

　ご家庭で余っている食品を地域の
福祉団体・こども食堂等へ寄付しま
す。家庭で余っている食品を、ぜひお
寄せください。
寄付いただきたい食品

お米（白米）・パスタなどの乾麺、調
味料（しょうゆ、食用油、みそ、砂糖な
ど）、レトルト・インスタント食品、
肉・魚・くだものの缶詰、コーヒー・
お茶などの嗜好品
食品の条件 賞味期限が令和5年3月1

日㈬以降で、常温保存できる未開封
のもの（生鮮食品・瓶詰・包装や外
装を他のものに移し替えているもの
を除く）
日12月5日㈪〜
令和5年1月20
日㈮
場・問ごみ減量
課清掃係
TEL576-2119

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

くらし

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）
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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

子ども・教育

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。



健康・福祉
国立市国民健康保険
被保険者の方へ
医療費のお知らせを郵送
　国立市国民健康保険の被保険者
で、右表に記載の対象期間に医療機
関（薬局を含む）で診療を受けた方
に、「医療費のお知らせ」（医療機関等
に支払った一部負担金を集計した通
知）を郵送しました（世帯ごとに郵
送）。届きましたお知らせは大切に保
管してください。
▶記載金額は、国民健康保険の給付
の対象外である差額ベッド代や診断
書等の証明書代を含んでいません。
▶傷病名や診療内容等の問い合わせ
には回答できません。
▶医療費のお知らせは、医療費控除
の申告手続きの際、医療費の明細書

介護予防事業
湯ったりウォーキング

　市内を歩いた後に、銭湯に入って
リフレッシュしましょう。
内自宅またはお好きな場所から出発
し、受付時間に間に合うように銭湯
（鳩の湯）までウォーキングします。
到着したら運動指導員によるワンポ
イント講座を受けた後、無料で入浴
できます（銭湯の定める入浴マナー
をお守りください）。
日毎週水曜日（祝日を除く・入浴施
設の都合により休みの場合あり）

として使用できます（11月、12月診
療分は医療機関発行の領収書に基づ
き「医療費控除の明細書」を作成し、
申告書に添付する必要があります）。
送付時期 お知らせの対象となる診療月

11月下旬 令和3年11月〜令和4年6月
診療分（8カ月分）

令和5年2月
中旬（予定）

令和4年7月〜10月診療分
（4カ月分）

問保険年金課国民健康保険係
TEL 576-2124

女性医師・診療放射線
技師による乳がん検診

検診内容 視触診とマンモグラフィ
（検診車でのレントゲン撮影）
日令和5年2月4日㈯（午前・午後、時
間は、後日郵送で通知）
対市内在住で、昨年度市の乳がん検
診を受けていない、検診日時点で40
歳以上の女性

▶受付：午前10時5分、ワンポイント
講座：午前10時10分〜10時20分
▶受付：午前10時30分、ワンポイン
ト講座：午前10時35分〜10時45分
▶受付：午前10時55分、ワンポイン
ト講座：午前11時〜11時10分
※密を避けるために、受付時間をお
守りください。
定各回6名（初回の方優先・申込先
着順・原則1人につき月1回の参加。
2回目以降は、各開催日の1週間前に
空きがあった場合、申込可）￥無料
持歩数計（スマートフォンなどの機
能でも可）、飲み物、歩きやすい服装、

高齢者

地域介護予防活動支援補助金
交付対象団体

募集

　市では、介護予防活動の立ち上げ
を行う団体や、活動の拡充・新たな
展開をめざす団体を支援するため
に、補助金を交付しています。この補
助金の対象団体を追加募集します。
※令和4年度にすでに申請した団体
は対象外です。
対象となる団体次の①〜⑧のすべてに
該当する団体
①市内在住・在勤で、おおむね65歳
以上の方5名以上で構成されている
②補助金の交付の対象となる活動
を、年度を通じて10回以上行ってい

体を動かしませんか？
ご近所さんでレッツゴー！

講座・講習

　新型コロナウイルスによる生活の
変化に伴い、体を動かすことが減っ
た方、運動をしたいけれど何をやっ
たら良いのかわからない方に、運動
指導員等による、自宅で続けられる
運動を紹介します。
対市内在住の65歳以上の方￥無料
持飲み物、タオル、動きやすい服装
申・問12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）TEL 5�
76-2123まで電話
（令和5年3月開催分
まで受付）

定140名
￥2,000円（検診日当日支払い）
場・申・問令和5年1月4日㈬までに、
保健センターがん専用電話TEL 505-
7030まで電話または申込フォーム
より（お子さん連れの場合は、申し込
み時にお伝えください）

ウエルエイジング
〜からだ測定会〜

　自分のからだの状態を知って健康
づくりをしてみませんか？
内
▶体

た い

組
そ

成
せ い

計測定：全身の筋量・脂肪
量を推計します。
▶歩行姿勢測定：センサー付きカメ
ラで歩いている姿勢を撮影し、歩行
姿勢についてアドバイスシートをお
渡しします。
日12月26日㈪午後1時〜3時
対市内在住の16歳以上の方

入浴に必要なもの（タオル等）
※銭湯利用時に歩数計で歩数を確認
します。希望者には歩数計を貸し出
します。
申・問12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）
TEL 576-2123まで電話（令和5年3
月開催分まで受付）
介護保険の要介護認定を
受けている方へ
障害者控除対象者認定書を郵送
　令和4年12月31日㈯の時点で、介
護保険の要介護認定（要介護1〜5）
を受けている65歳以上の方に、所得

る、または行う予定である
③市と協働することができる
④主な活動拠点が市内にある
⑤同一の年度において国、都、市、民
間団体などから当補助金と同様の目
的を有する補助金、負担金などの交
付を受けていない
⑥介護予防普及啓発のために市が行
う広報に、団体名および活動内容を
掲載することを承認する
⑦地域住民が団体の活動に参加でき
るように団体の活動を周知し、新た
な参加希望者を受け入れる
⑧過去にこの補助金の交付を3回受
けていない
対象となる活動
Ⓐ運動を通じた健康づくりに関する
活動
Ⓑバランスのとれた栄養の摂取およ

定15名（申込先着順）￥無料
場・申・問保健センターTEL 572-61�
11まで電話

無料の健診を受けて
健康チェックをしましょう

　以下の対象者のうち1月・2月・3
月生まれの方に健康診査の受診券を
11月末に郵送しました。令和5年2
月28日㈫までに受診してください。

今回の送付対象者
①令和4年4月1日時点で国立市国民
健康保険に加入している、令和5年3
月31日現在40歳〜 74歳の方
②令和5年3月31日現在75歳以上
で、後期高齢者医療保険に加入して
いる方
問 �①75歳未満の方：保健センター
　TEL 572-6111
　�②75歳以上の方：保険年金課後
期高齢者医療係 TEL 576-2125

税と住民税の申告に使用する認定書
とその案内を、令和5年1月下旬に郵
送します。詳細は、同封する案内をご
確認ください（申請書ではなく、認定
書を郵送します）。
控除額等
▶障害者控除（要介護1〜2）：所得
税27万円、住民税26万円
▶特別障害者控除（要介護3〜5）：所�
得税40万円、住民
税30万円
問高齢者支援課
介護保険係
TEL 576-2122

び食生活の改善に関する活動
Ⓒ口腔機能の向上に関する活動
Ⓓこころの健康に関する活動
Ⓔ認知機能低下の予防に関する活動
Ⓕ生活支援に関する活動
Ⓖ高齢者の社会参加を促す活動
ⒽⒶ〜Ⓖのほか、健康づくりおよび
介護予防に関し、市が適当と認めた
活動
補助金上限額1団体につき3万円
募集団体数 19団体
申請書の配布12月6日㈫〜令和5年1月
16日㈪
申請書の提出令和5年1月17日㈫〜27
日㈮
※配布・提出ともに電話予約のうえ、
問までお越しください。
問高齢者支援課地域包括支援セン
ター（市役所内）TEL 576-2123

6 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264令和4年／ 2022年12月5日市報

子ども・教育

ひとり親家庭等医療費助成制度
○親医療証送付

　令和5年1月1日㈰以降も継続して
対象となる方に、12月末に新しい○親
医療証（令和5年1月1日㈰から有効）
を郵送します。
　原則、資格更新の手続きは不要で
すが、手続きが必要な方（児童扶養手
当の現況届が未提出の方等）には、
「現況届」を郵送しています。「現況
届」に必要事項を明記のうえ、期日ま
でにご提出ください（郵送可。同封の
返信用封筒をご利用ください）。
新たに次の①②のいずれかに
該当する方は、申請が必要です

①児童を養育するひとり親家庭（両
親のうち、どちらかが重度のしょう
がい者の場合も含む）の父か母
②父母のいない児童を養育する養育
者
※児童とは、18歳に達する日以後、
最初の3月31日までの間にある児
童、または中・重度のしょうがいの
ある20歳未満の方です。
※申請者および扶養義務者に所得制
限があります。詳細は、問までお問い
合わせください。
問子育て支援課子育て支援係

曜日 日程 時間 定員 場所

第1金曜
令和５年
1月6日
2月3日
3月3日

午前10時〜10時45分 10名 福祉会館2階
在宅サービス室午前11時〜11時45分 10名

午後1時30分〜2時15分 7名 下谷保
地域防災センター午後2時30分〜3時15分 7名

第2金曜
1月13日
2月10日
3月10日

午前10時〜10時45分 7名 中
地域防災センター午前11時〜11時45分 7名

午後1時30分〜2時15分 10名 福祉会館2階
在宅サービス室午後2時30分〜3時15分 10名

第3金曜
1月20日
2月17日
3月17日

午前10時〜10時45分 15名
北市民プラザ

午前11時〜11時45分 15名
午後1時30分〜2時15分 7名

西福祉館
午後2時30分〜3時15分 7名

第4金曜
1月27日
2月24日
3月24日

午前10時〜10時45分 15名
南市民プラザ

午前11時〜11時45分 15名
午後1時30分〜2時15分 10名 福祉会館2階

在宅サービス室午後2時30分〜3時15分 10名

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

健康・福祉高齢者子ども・教育



その他の
お知らせ

医療従事者の皆さんへ
12月31日現在の
届け出をお願いします
対医師・歯科医師・薬剤師・保健師・
助産師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・歯科技工士
届出期限 令和5年1月16日㈪まで
問▶東京都福祉保健局医療人材課
　TEL 03-5320-4434
　▶（薬剤師のみ）薬務課
　TEL 03-5320-4503

北多摩西部地域
保健医療協議会委員

募集

　地域の保健医療サービスのあり
方などを検討する委員を募集しま

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。

終了、少雨決行）
場市役所　西側広場
主催くにたちマルシェ会
問南部地域まちづくり課農業振興係

わいわい畑体験
「お鍋の野菜収穫体験」

農

　市内の畑で、冬のお鍋の材料にな
る野菜（長ねぎ、大根、秋植えのじゃ
がいも）を収穫します。野菜ソムリエ
C

か な こ

anacoさんによるお鍋料理レシピ
付き。また、希望者にはブルーベリー
の苗木をさしあげます! !
日 令和5年1月21日㈯午前10時〜
正午（天候状況等で変更の場合あり）
※駐車場はありません。
定収穫体験30名（申込多数時抽選、
中学生未満は大人の付き添いが必
要）￥1,000円
場・申・問12月26日㈪（必着）まで
に、①お鍋の収穫体験②体験希望者
の氏名と年齢（付き添いがあればそ
の方の氏名と年齢も）③住所④電話
番号⑤メールアドレスまたはファク

ス番号を明記し、城
じょうやま

山さとのいえTEL

・FAX 505-5190 satonoie@city.
kunitachi.lg.jpまで電話またはメー 
ル

図書館冬のお楽しみ会

なぞなぞX
ク リ ス マ ス

’masT
ツ リ ー

ree
　東分室に設置しているクリスマス
ツリーに、自分の考えたなぞなぞを
書いたブーツで飾り付けをしてみま
せんか？
日12月10日㈯〜 25日㈰
場東分室（東福祉館内）￥無料
問東分室 TEL 580-7219まで電話ま
たは窓口にて
ミニクリスマスリースをつくろう！
　モールで小さなリースとステッキ
をつくります。
日12月19日㈪①午後3時〜②午後3
時30分〜
場下谷保分室和室（下谷保地域防災
センター内）
対 4歳以上（未就学児は保護者同伴）

イベント・催し

くにたち野菜直売日
：12月28日㈬

農

　くにたち産の冬野菜はもちろん、
お店ではなかなか見られない珍しい
野菜も販売します。
　販売する地元の農家の方に、おす
すめの調理法などを聞いてみてくだ
さい。
日12月28日㈬正午〜（売切れ次第

令和5年くにはたちの集い
（旧成人式）

　市では、くにはたちの集い（旧成人
式）を2回に分けて実施します。
日令和5年1月9日㈪
場市民総合体育館
対 平成14（2002）年4月2日〜平成
15（2003）年4月1日生まれの方
プログラム

お祝いのことば、代表のことば、くに
はたちの集い準備会による企画など

（ケーキパーティは行いません）
※保護者の入場は、介助者を除き原
則できません。
※住民登録のある方には、12月上
旬ごろに案内はがきを郵送する予定
です。はがきをお持ちのうえご参加
ください。国立市に住民登録のない

方で、参加を希望する方（以前国立市
に住んでいた方など）は、問まで電話
でお申し込みください。

問生涯学習課社会教育・文化芸術係

広域連携事業
ひきこもりU

ユーエックス

X
女子会F

フ ェ ス タ

ESTA2023
　ひきこもり状態や生きづらさを抱
えている女性のための集いです。
内女子会、メイク・ネイルワークシ
ョップ、保健師相談など
日令和5年1月15日㈰午前11時30
分〜午後5時30分
場 アミュービル７階ホール、４階会
議室ほか（清瀬市元町1-2-11）
対ひきこもり等の生きづらさを抱え
る女性自認の方
定各企画により異なります。
※定員に達し次第、受付を終了しま
す。
￥無料申申込フォームより
保育先着10名（6カ月以上の未就学
児対象、令和5年1月６日㈮までに清
瀬市男女共同参画センターTEL 042-
495-7002まで電話でお申し込みく
ださい）
主催国立市・清瀬市・武蔵野市・文
京区・豊島区・調布市・（社福）調布
市社会福祉協議会
運営（一社）ひきこもりUX会議
問国立市福祉総務課福祉総合相談
係

多摩マッチングプロジェクト
ロマン溢れる旧国立駅舎で
待ち合わせ“素敵”空間で
盛り上がろう！
国立市婚活パーティー

　国立市と府中市、稲城市、狛江市に
よる広域連携事業として、各市の魅
力を発信し、移住・定住を促進する
ため、「多摩マッチングプロジェク
ト」を実施しています。詳細は、「多摩
マッチングプロジェクト」HPをご覧
ください。
日 令和5年1月15日㈰午後1時〜5
時（受付：0時30分）
場旧国立駅舎、せきやビルイベント
ホール（中1-9-30国立せきやビル7
階）
定男女各15名（23歳〜 49歳）
￥ 3,000円
申主催のHPより（申込先着順）
主催多摩マッチングプロジェクト実
行委員会（国立市、府中市、稲城市、狛
江市）
問政策経営課政
策経営係

富士見台MTG市民まちづくりプロ
ジェクト100（通称「市民100プロ」）
リーディング企画
クラブサバーブ公開プレゼ
ンのライブ配信〜郊外のア
フターワークを楽しむ〜

　これまで、市民100プロリーディ
ング企画として、全3回のワークシ
ョップを通じてクラブサバーブ参加
者と5人のメンター（相談役）による

「まちを活用する・楽しむ」ための企
画の検討を行ってきました。
　今回はゲストに社会デザイン研究
者の三浦展

あつし

さんをお迎えし、クラブ
サバーブ参加者が、これまで検討し
てきた企画を発表します。ユーチュ
ーブで旧国立駅舎よりライブ配信し
ます。ぜひご視聴ください。
内「まちを活用する・楽しむ」ための
テーマとメンターの紹介
▶『人と本が交わる「トーク・ブック・
フェス」で3商店街をつなぐ』
▶『中高生が夜遊びできる場所をつ
くる』
▶『富士見台に繋がる大学通りをア
ガるランウェイにするには?』
▶『アーケードを楽しむ食べ歩きフ
ードコートをつくる』
▶『さくら通りを歩行者天国にして

「ちょっと早く帰りたい」富士見台を
演出しよう』
日12月17日㈯午後7時〜 9時
※ユーチューブ「国立市チャンネル」
でライブ配信します（撮影：旧国立
駅舎）。
師三浦　展氏（㈱カルチャースタデ
ィーズ研究所）、落合　加

か

依
よ

子
こ

氏（小
鳥書房・コトナハウス）、加藤　健介
氏（国

く に

立
た ち

本店・国
く に

立
た ち

人
じ ん

）、坂
さ か

根
ね

　千
ち

里
さ と

氏（スナック水中）、能
の う

作
さ く

　淳平氏（富
士見台トンネル）、渡邉　翔太氏（く
にたち富士見台人間環境キーステー
ション）
￥無料
申 視聴申込不要（直接、旧国立駅舎
での観覧もできますが、座席数に限
りがあるため、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点より入場者を制
限する場合があります。あらかじめ
ご了承ください）
問 国立駅周辺整備
課富士見台地域ま
ちづくり担当
sec_fuji@city.

kunitachi.lg.jp

定各回4組（申込先着順）￥無料
申・問12月9日㈮午後2時より、下
谷保分室 TEL 580-7215まで電話ま
たは窓口にて
えほんとおはなしシアター

あおやぎさんからのおくりもの
　ボランティアグループクローバー
の皆さんによる絵本と紙芝居の読み
聞かせや、おはなしシアターを行い
ます。
日 12月21日㈬午後3時30分〜4時
場 青柳分室1階　和室（青柳福祉セ
ンター内）
定 9組（申込先着順）￥無料
申・問12月7日㈬午後2時より、青
柳分室 TEL 540-7367まで電話また
は窓口にて
〈共通事項〉
保護者は、マ
スクの着用
をお願いし
ます。

す。
対立川市、昭島市、国分寺市、国立市、
東大和市および武蔵村山市在住の令
和5年4月1日時点で18歳以上の方

（ただし、東京都職員および上記に記
載の6市の職員は除く）
定 3名以内 任期最長2年
申・問令和5年1月20日㈮（当日消
印有効）までに、作文「テーマ：地域の
人々の健康生活を実現するために、
協議会委員として取り組みたいこ
と 」（1,200字 以 内、様 式 自 由 ）と、 
①住所②氏名③年齢④性別⑤職業 
⑥電話番号を明記し、多摩立川保健
所企画調整課企画調整担当 TEL 524
-5171 S0000346@section.me
tro.tokyo.jp（〒190-0023立川市
柴崎町2-21-19）まで郵送またはメ
ール

▲昨年度の様子。

▲昨年の様子。

参加回 時間 対象区域

第1回
午前10時30分
〜11時（開場：
午前10時）

国立第一中学校出身ま
たは学区域にお住まい
の方、国立市外にお住ま
いの方

第2回
午 後1時 〜1時
30分（開場：午
後0時30分）

国立第二中学校、国立第
三中学校出身または学
区域にお住まいの方

▲イメージ画像。

=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

7〒186-8501　富士見台2-47-1 令和4年／ 2022年12月5日 市報その他のお知らせイベント・催し
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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

　今回は、北秋田市の「産業祭」をご紹介します。
　産業祭は、地場産業の振興と地域経済の活性化を目的に、北秋田市の豊
かな農林産物・地場産品などを紹介し、さまざまな産業に関わる事業者
が交流する場です。3年ぶりの開催となる第15回産業祭は、今年の10月
22日・23日の2日間にわたって開催されました。
　メイン会場では、第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会に出展す
る「秋田杉桶樽」「秋田八

はち

丈
じょう

」「マタギ山
な が さ

刀」の特別展示と実演、販売会を行
いました。また、製造業・商業ブースでは、半導体などの製品展示や自社
PR、お菓子店のスイーツや農産物生産者による野菜など、さまざまな商
品の展示や販売を行いました。
　今年は、初めて国立市と国立市商工会が参加し、国立市のまちなみや、
特産品などを集めた国立ブランドの魅力を紹介したほか、両市のゆる
キャラ「くにニャン」と「バタもっち」が共演し、来場者に北秋田市特産の
バター餅をプレゼントしました。
　その他にも、秋田名物「きりたんぽ」の販売やキッチンカーでのグルメ
の提供、秋田県警察音楽隊の演奏、カラーガード隊による演技、地震体験
車やはしご車搭乗体験、ミニショベル操作（ボールすくい）など、お子さん

　国立市と秋田県北秋田市は、平成30年に友好交流都市となりました。「北秋田だより」で
は、北秋田市のさまざまな魅力を定期的にご紹介していきます。

も楽しめる催しを行いました。また、令和3年に世界文化遺産に登録され
た「北海道・北東北の縄文遺跡群」のひとつである伊

い

勢
せ

堂
どう

岱
たい

遺跡コーナー
で、遺跡をPRしました。
　国立市民の皆さまも、北秋田市の秋の一大イベント「産業祭」に、ぜひ、
お越しください。

問北秋田市商工観光課商工労働係 TEL 0186-62-5360

Vol.7北秋田だより

テーマ
「食べるを考える〜QOLと栄養〜」
摂
せっ

食
しょく

嚥
えん

下
げ

機能支援シンポジウム
　基調講演に加え、圏域内市町村に
おける摂食嚥下機能支援の取組状況
について発表します。
日令和5年1月5日㈭午後6時30分〜
8時30分場オンライン開催￥無料
主催 東京都西多摩保健所、東京都多
摩立川保健所
申・問東京都多摩立川保健所
TEL 524-5171
就労支援・祝い金制度あり
介護職員初任者研修（通学）
来年1月開講受講生募集
　受講後、市内の介護保険事業所に
就職すると受講料助成あり。詳細は、
福祉総務課地域福祉推進係まで。
日・場
▶講習：令和5年1月6日㈮〜2月28
日㈫の月・水・金曜日のうち、20日
間のコース（おおむね午前9時〜午
後5時）・ケア・センターやわらぎ
研修センター
▶実習：令和5年2月14日㈫〜21日
㈫のうち4日間・立川市内および近
隣市の問の事業所
▶修了式：令和5年2月28日㈫
定18名￥ 1万円（テキスト代含む）
申12月28日㈬正午までに、申込用

紙（問の事業所にあるほか、問のHPか
らも入手可）に身分証明書等の写し
を添えて、問の最寄りの事業所まで
持参
問NPO法人ケア・センターやわら
ぎ TEL 523-3552
※東京都から指定を受けて実施する
研修です。
2023都民芸術
フェスティバル
第53回都民寄

よ

席
せ

国
くに

立
たち

公演
　人気の落語家や芸人を集めた都民

地域の情報
お知らせ

ゆず湯の日

　12月22日㈭の冬至の日は「ゆず
湯の日」。満65歳以上の方は「鳩の
湯」が無料でご利用できます。
※市が補助金を交付する事業です。
問鳩の湯 TEL 572-0918

催し・講座

120周年記念
木下大サーカス立川公演

日12月24日㈯〜令和5年3月12日
㈰※休演日あり場立川立飛特設会場
￥自由席入場料金当日券（前売券）大
人3,500（3,000）円、子ども2,500
（2,000）円、大学・専門学生2,800
（2,400）円※指定席希望の場合、別
途指定席料金あり後援国立市
申 問のHPまたはコンビニの各プレ
イガイドにて前売券購入可能
※詳細は、問の HP
をご覧ください。
問 木下大サーカ
ス立川公演事務局
TEL 525-0090

寄席を市内で開催します。市内在住
者の特別枠あり（国立公演のみ）。
日令和5年3月4日㈯午後1時30分〜
3時10分（予定）（開場：0時45分）
場市民芸術小ホール
定 306名（申込多数時抽選）
申12月23日㈮までに、都民寄席応
募フォーム（二次元コード）より
※当選者には入場券を郵送します。
問都民寄席実行委員会（落語芸術協
会内）TEL 03-5909-3081（午前10時
〜午後6時）

○�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、各団体まで
お問い合わせください。

「園庭開放」風の子の広い
原っぱで親子で遊ぼう！
育児相談もお気軽にどうぞ♪
日12月14日㈬午前10時〜 11時
￥無料
場・問 認定こども園国

く に

立
た ち

富士見台
団地風の子

「オトモふゆのコンサート」
入場無料。歌やハンドベル
演奏。（詳細はQRを）
日12月24日㈯午前10時15分〜11時
場立川市女性総合センター　アイム
ホール定150名（申込先着順）￥無料
申・問 12月5日㈪〜23日㈮にオトモ 

otomo.ototomo@gmail.com
までメール
国
くに

立
たち

あひる〜クリスマスを歌う〜
アカペラ女性合唱団が、コロナ禍

か

・
戦禍に苦しむ人々に連帯のエールを
日12月16日㈮午後3時〜
場旧国立駅舎￥無料
問国立あひるグループ kunitachi.
ahiru@gmail.com TEL 575-4383

行政インフォメーション

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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地域の情報
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