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相談会

FAX 03
（3430）
6870

緊急事態宣言が発令されました
緊急事態宣言の再発令を受けて
新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中、１月７日㈭に東京・埼玉・千葉・神奈川の１都３県に対して「緊
急事態宣言」が発令されました。実施期間は、１月８日㈮から２月７日㈰までを予定されています。今回２回目の発令とい
う事態を受け、不安な気持ちや動揺を受けていらっしゃる市民の方も多いのではないかと思います。しかしながら、初めて
緊急事態宣言が発令された昨年４月からこの間、感染リスクが高まる場面や行動は明らかになってきています。どうか今一
度冷静に、皆様ご自身ができる感染予防対策の確認と徹底をお願いいたします。今こそ大切なのは、一人ひとりがいたわり
の気持ちを持ち、みんなで支えあいながら行動することではないでしょうか。
今回は対策のポイントの一つとして「夜の午後８時以降の不要不急の外出を控えること」が強く求められており、その上
で３密は絶対に避け、必要な外出も短時間で済ませていただくようお願い申し上げます。
狛江市では、１月８日㈮に福祉保健部に「新型コロナ予防接種室」を設置しました。国から提供されるワクチンが実用化
された際に、迅速かつ適切にワクチン接種が開始できるように取り組んでいるところです。
市民の皆様にはご不便やご負担をお掛けする苦しい日々が続きますが、感染予防に対する行動の一つ一つが多くの命と健
康を守ることにつながります。狛江市全体で一致結束して、この困難な局面を乗り切っていきましょう。
狛江市長

松原俊雄

編集会議をのぞいてみませんか？

狛江市では、狛江の子育てを応援しようとい
う市民ボランティアの皆さんが、市内外の施設
やイベントを取材し、子育て中の親の視点から
「こまえスマイルぴーれ」ホームページやＳＮ
Ｓで情報発信をしています。その他にも、わく
わくするイベントを企画・実施し、みんなで楽
しみながら子育てを進めています。

会議室またはウェブ上で編集会議を
見学できます。
腹１月２６日㈫、２月２５日㈭
複午前１０時～正午
淵防災センター３階会議室
分吻編集会議の前日午後５時までに、
子ども政策課企画支援係へ。

編集会議

材
情報収集・取
こまえ
スマイルぴーれ
ホームページ

メンバー募集
■
弗 子育て支援に関心のある１８歳以上（４月１日現在）の
市内在住・在学・在勤の方
払１０人程度
■
任期委嘱日～令和５年３月３１日
会議等原則第４火曜日の午前中
分■
■
吻３月２日㈫（必着）までに、申込書（子ども政策課窓
口で配布およびこまえ子育てねっとホームペ
ージからダウンロード可）および作文「こま
えスマイルぴーれでやりたいこと」（様式自
由・４００字程度）を、持参・郵送または専用
専用フォーム
フォームから子ども政策課企画支援係へ。

楽しいイベントを企画・実

【１月３１日㈰まで】

「狛江わくわく商品券」
でのお買い物はお早めに

施

今、
欲しい情報を発信!

吻狛江市商工会☎
（３４８９）
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狛江市役所 ☎
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広報こまえ

自転車等放置禁止区域の見直しを行いました

閉会中の委員会は、下記の日
程で開催予定です。
腹▽１月２７日㈬ 総務文教常任
委員会
▽１月２８日㈭ 社会常任委員会
▽２月１日㈪ 建設環境常任委
員会
各回複午前９時から
淵３階議会第二委員会室
吻議会事務局

会社やお店のＰＲ、イメージア
ップに役立てていただけるよう、
広告の募集をしています。
※広告の掲載に当たっては、狛江
市公共物等有料広告掲載取扱要綱
に基づくものとします。
■市ホームページバナー広告
掲載期間４月１日～令和４年３月
３１日（１カ月単位）
トップページアクセス件数１カ月
当たり約１１万件
（平成３１年度実績）
広告の規格▽ＧＩＦ形式
▽縦６４ピクセル×横１６０ピクセル
▽４キロバイト以内
※バナーは広告主が作成
広告料（月額）２万円
枠数２４枠

パブリックコメント等の結果（概要）を公表します

分吻２月１２日㈮までに、
申込書
（市
ホームページからダウンロード
可）を秘書広報室へ。
■広報こまえ広告
広告掲載号４月１５日号～令和４年
４月１日号
発行部数約３万部
規格・掲載料（１回）
▽１号広告
（縦４．５㎝×横７．９㎝）
２万５，０００円
▽２号広告
（ 縦４．５ ㎝ × 横１６．２ ㎝）
５万円
▽３号広告
（ 縦４．５ ㎝ × 横２４．３ ㎝）
７万５，０００円
分吻２月１２日㈮までに、
申込書
（市
ホームページからダウンロード
可）を秘書広報室へ。

令和２年１１月１日から１２月２日まで実施した狛江市地域防災計画修
正素案に対するパブリックコメント等で、皆さんからいただいた主な
意見とそれに対する市の回答（概要）を公表します。
なお、パブリックコメント等の結果の詳細は、安心安全課窓口で閲
覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。
吻安心安全課
■パブリックコメント等の結果（概要）
意見（概要）

要配慮者支援の詳細は「狛江市避難行動要支援
者支援及び福祉避難所設置・運営プラン」におい
学校等の指定避難所の福祉避難スペース て定めており、本プランにおいて福祉避難スペー
の一部を、特別要配慮者の避難スペースと スでのパーテーション等の利用を定めている他、
位置づける場合には、段ボールベッドや簡 風水害時の避難所開設マニュアルにおいて、毛布
等の優先配備について記載しています。福祉避難
易ベッドの設置など環境を整えること。
スペースの環境整備については、本プランの修正
により対応していくこととしています。

狛江八景と市民憲章
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月、市民まつりの

カ所の写真パネルを展

49

平成元年

会場に

－その321－
伊豆美神社の鳥居は、高さ２．

６５

ｍと小さいが市内最古の鳥

居。緑豊かな参道や本殿、数々

の石碑は村の歴史を伝えている。

西河原公園は多摩川の自然と

調和した緑豊かな公園で、子ど

も連れが多く、にぎやかだ。桜

や梅の花咲く頃は美しい。

の憩いの場である。ここでは風

狛江八景は多くの市民に支え

「地域の持つ文化や歴史が表れ

景を主体とした選び方だった

示 し、「 多 く の 人 が 愛 情 を 持 つ

て い る 風 景 」「 特 に 市 民 に 愛 さ

が、各地域センターや公民館、

風景」「狛江らしさのある風景」 られた故郷の風景であり、市民

れている風景」はどれですかと

体育館には歌声が響き、学習会

や協議会、球技など、市民の交

月に改定された市



いう質問に、市民７７６人が投

票し狛江八景が選ばれた。

に令和２年
10

選ばれたのは「多摩川五本松」 流が盛んに行われている。まさ

「 野 川 緑 地 公 園 」「 多 摩 川 宿 河

民憲章と一致する。

せき

原堰」
「万葉歌碑」
「泉龍寺」
「泉

「狛江市民憲章」

やさしいまち

多摩川と野川に囲まれた

一 みんながふれ合い支え合う

一



豊かな自然があふれるまち

明るい歌声が響き

龍 寺 弁 財 天 池 」「 伊 豆 美 神 社 の

鳥居」「西河原公園」だった。

多摩川五本松は釣り人や家族

連れ、お弁当を広げる人でにぎ

わっている。

一
文化を大切にするまち

野川緑地公園は野川の跡を利

用した総延長約２㎞の緑道に



からだが育つまち



健やかな心と

花と緑が美しい。いつも散策や

万葉の歴史を

７，５００本の樹木が植えられ、 一

ジョギングをする人が絶えない。 一

㎢。全国

未来の夢へつなぐまち

狛江市は面積６．

で２番目に小さい市だが、人口

39

多摩川宿河原堰は下流に自然

の川床が残っていて魚が多い。

水鳥が羽を広げ、餌をついばむ

市の中で２番目

密度は１㎢当たり約１万３，０

００人、多摩

に高い。

標高は北の方が高く慈恵第三

ｍ。

ｍ。南の方が低

26

姿を見ることもできる。

万葉歌碑は名石小松石に老中

松平定信の書、万葉時代の多摩

しの

川の生活が偲ばれる。

病院付近で約

く狛江第六小学校付近で

泉龍寺は子育て地蔵の寺とし

て知られている。緑が多い境内

市内はほぼ平坦な地で、どこに

行くにも自転車で行ける。北も

南も一つになって、市民の交流

孝

はますます盛んである。

井上

（狛江市文化財専門委員）

には鐘楼門や本堂、数々の石碑

や石仏が歴史を語る。

泉龍寺弁財天池は、かつては

豊かな湧水に恵まれ、霊泉とし

て信仰された。和泉という地名

もこの池から生まれたとある。
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防災行政無線による放送は音声伝達手段である
ため、悪天候時等には建物内では聞き取りにくい
スピーカーによる防災(災害)放送の聞き など課題があることから、市では登録制メールを
取りにくさや、設備支障も予想されるため、 はじめ多様な手段での情報発信に努めているとこ
令和元年東日本台風の際の狛江エフエムの ろです。ご意見の通りラジオの情報伝達は災害時
即応性や情報伝達力を考えると、ラジオに には有効な手段であるため、市内のコミュニティ
よる情報伝達や平時の定期的な防災情報発 ＦＭ放送局との間で災害協定を締結し、災害時に
信なども量的にも組み込めると良いと思う。おけるラジオ放送の体制を整備しました。災害に
備え、引き続き放送局と連携して情報伝達手段の
強化に取り組んでいきます。

袋の種類の指定はできません。
掲載料３０万円
分吻１月２９日㈮までに、
申込書
（市
ホームページからダウンロード
可）
、広告原稿または広告内容が
分かるものを、清掃課（ビン・缶
リサイクルセンター）へ。

掲載場所指定収集袋紙帯下部広告
スペース
掲載対象各指定収集袋１２種類で、
合計３０万セット
※指定収集袋は販売数に合わせて
作成するため、指定収集袋ごとの
作成数の指定や掲載する指定収集

回答

災害発生時の市民側の情報収集ツール・
インフラ構築の計画が盛り込まれているが、
地域防災計画は市の防災施策の大枠を示した内
初動的な実稼働の時間短縮などの対応が必
容となっているため、このような記載となってい
要と感じる。
ます。
中越地震・東日本大震災などの際、各避
避難所における個別具体的な対応については、
難所間の情報や身内がどこの避難所に在所
狛江市避難所運営基本マニュアル等の修正の際に
しているかといった情報を得るのに、結果
参考とさせていただきます。
的に各避難所を歩き回った事例があったこ
とから、
避難所間の情報共有も一考されたい。

一般廃棄物指定収集袋（有料ごみ袋）紙帯へ掲載する広告を募集します

30

新型コロナウイルス感染症等の影響
で事業収入が減少した中小事業者等
は、令和３年度分に限り、償却資産お
よび事業用家屋に係る固定資産税・都
市計画税が申告により軽減されます。
申告期限は２月１日㈪までです。申告
がまだの方は、
お早めにお願いします。
※土地は対象外です。詳細は、市また
は中小企業庁ホームページ等をご覧く
ださい。
吻課税課

編入区域

市ホームページ・広報こまえに広告を掲載しませんか

2

中小事業者等に対する
固定資産税・都市計画税
の軽減措置の申告期限
は２月１日㈪です

狛江駅周辺の都市計画道路の一部（中和泉一丁目２
－１先から中和泉一丁目３－１５先まで）を放置禁止区
域に編入しました。
３月３１日までを周知期間とし、４月１日から放置自
転車等の警告および撤去を実施します。
駅周辺にある駐輪施設の収容台数には限界がありま
す。駅近くの方は自転車の利用を控え、徒歩での外出
をお願いします。
吻道路交通課交通対策係

市議会・委員会の
開催予定

令和３年（2021年）1月1５日

腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

ま も な く税の申告時期 で す
※申告作成会場の混雑緩和のた

出は午後５時まで）

雑しますので、早めに申告の準
め、当日会場で入場整理券を配

申告期限が近づくと窓口が混
備をお願いします。
布します。なお、ＬＩＮＥで事

災害時における相互連携に
関する基本協定を締結しま
した

ームページをご覧ください。

も可能です。詳細は、国税庁ホ
本協定を締結しました。

時における相互連携に関する基

ッド（株）武蔵野支社は、災害

狛江市と東京電力パワーグリ

※入場整理券の配布状況に応じ

前に入場整理券を入手すること

■令和３年度市民税・都民税
（住
日㈪
（土・

民税）の申告（課税課）
腹２月 日㈫～３月
日㈰は午前

日曜日、祝日を除く。ただし、
２月 日㈰、３月
期復旧を図るための相互協力に

協定内容災害時に停電からの早

合があります。

不法投棄は犯罪です

吻安心安全課

ついて、必要な事項を定める

国税の申告用紙は、国税庁ホ

■申告用紙の配布

９時から午後１時まで受け付け） て受付時間を早めに締め切る場
※郵送での提出を推奨していま
す。
■令和２年分の国税の申告期間
各期間内に武蔵府中税務署へ。 ームページからダウンロードで
きます。また、税務署で配布し
ています（課税課では２月初旬

大な犯罪行為です。不法投棄行

※郵送またはインターネットで
の提出を推奨しています。
から配布予定）。

た

調布都市計画を変更しまし

狛江市社会教育委員市民公
募委員募集

歳以上（４月１日現在）の

作文「応募の動機」（様式自由・８

払２人以内

市内在住の方

別・職業・電話番号を記入の上、 弗
００字以内）を、持参・郵送また

分吻２月

日㈪（必着）までに、

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

性別・職業・電話番号を記入の

上、作文「新しい生活様式にお

け る 社 会 教 育 の 実 践 」（ 様 式 自

由・８００字程度）を、持参・

泉徴収票を発送します

令和２年分公的年金等の源

会議原則平日夜間（月１回程度） 館☎（３４８８）４４１４へ。

分吻２月１日㈪（必着）までに、

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

性別・職業・電話番号を記入の

上、作文「これからの公民館像」

日本年金機構では、令和２年

（様式自由・８００字程度）を、 分公的年金等の源泉徴収票を１

（０５）１１６５

吻ねんきんダイヤル☎０５７０

は、お問い合わせください。

送していません。紛失した場合

非課税のため、源泉徴収票は発

持 参・ 郵 送 ま た は墳
月中に発送します。
chukou@
なお、障害年金や遺族年金は
で中央公民
city.komae.lg.jp

払５人以内

市内在住・在学・在勤の方

弗

歳以上（４月１日現在）の

委員募集

狛江市こまえ市民大学運営

会議原則平日夜間（年５回程度） 館☎（３４８８）４４１１へ。

は墳 koutsuukkr@city.komae. 任期４月１日～令和５年３月
で道路交通課交通対策係へ。 日の２年間
lg.jp
狛江市交通安全対策会議公

歳以上（４月１日現在）の

募市民委員募集
弗

市内在住・在学・在勤の方
払３人以内
任期委嘱日から２年間
日㈪（必着）までに、

課社会教育係へ。

狛江市立古民家園運営評議
会公募市民委員募集

払２人以内

任期４月１日～令和５年３月
日の２年間

日㈪（必着）までに、

会議原則平日夜間（年２回程度）
分吻２月

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

性別・職業・電話番号を記入の

上、作文「ウィズコロナ時代に

おいて古民家園にできること」

分吻２月１日㈪（必着）までに、

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

性別・職業・電話番号を記入の

上、 作 文「 応 募 の 動 機 」（ 様 式

自由・８００字程度）および略

図書館の利用経験がある方

市内在住・在勤の方で狛江市立

弗

歳以上（４月１日現在）の

公募委員募集

狛江市立図書館協議会市民

４１１へ。

で中央公民館☎（３４８８）４

議

腹１月

淵防災センター４階会議室

※傍聴は５人（要予約・多数抽

選）。

chukou@city.komae.lg.jp 分吻１月 日㈭正午までに、住

歴 書 を、 持 参・ 郵 送 ま た は 墳

日㈫午後７時から

会議原則平日日中（年３回程度） 郵送または墳 syakyoukkr01@ 任期委嘱日～令和５年３月 日
で 社 会 教 育 会議原則平日夜間（月１回程度）
city.komae.lg.jp
▪第２回狛江市人権尊重推進会
分吻２月

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

性別・職業・電話番号を記入の
上、 作 文「 応 募 の 動 機 」（ 様 式
自由・８００字以内）を、持参・郵

対策係へ。

払２人以内

係者

市内在住の方で市内スポーツ関

弗

歳以上（４月１日現在）の

市民公募委員募集

狛江市スポーツ推進審議会

より罰せられることがあります。 送 ま た は 墳 koutsuukkr@city. 弗 歳以上（４月１日現在）の
吻清掃課（ビン・缶リサイクル
で道路交通課交通 市内在住・在学・在勤の方
komae.lg.jp
センター）

者等が判明した場合は、法律に

不法投棄は厳罰が処される重

▽所得税および復興特別所得税

為の発見や不法投棄物から所有

日㈪

み武蔵府中税務署から案内状を

策のため、今年度は対象者にの

新型コロナウイルス感染症対

■税理士会の無料申告相談会

２月 日㈫～３月
３月 日㈬まで

▽個人事業者の消費税および地
方消費税
２月１日㈪～３月
送付します。案内状をお持ちで

▽贈与税
日㈪
ない場合はご利用できません。
吻▽市民税・都民税（住民税）

■国税の申告作成会場（武蔵府
中税務署）
課税課

日㈪

名称調布都市計画生産緑地地区
月

※関係図書の縦覧を行います。

任期４月１日～令和５年３月

（様式自由・４００字程度）を、 払２人以内

分吻２月１日㈪（必着）までに、

所・ 氏 名（ ふ り が な ）・ 電 話 番



号 を、 電 話 ま た は 墳 kyodot@
で政策室市
city.komae.lg.jp

民協働推進担当へ。

分から

▪第２回狛江市国民健康保険運

日㈬午後１時

営協議会

腹１月

淵３階議会第二委員会室

人 口

※外国人世帯数は、外国人のみの世帯です。

縦覧場所 吻まちづくり推進課都

日の２年間

課文化財担当へ。

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

生年月日・性別・職業・電話番

674 40,343 37減

市計画担当



会議原則平日夜間（年数回程度） 持 参・ 郵 送 ま た は 墳 bunkat@ 任期委嘱日～令和５年３月 日 吻保険年金課国民健康保険係
分吻２月 日㈪（必着）までに、
で 社 会 教 育 会議原則平日夜間（年６回程度）
city.komae.lg.jp
住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性

別・職業・電話番号および自身

狛江市立公民館運営審議会

号を記入の上、作文「これから

の図書館サービスについて」（様

式自由・８００字程度）を、持

参・ 郵 送 ま た は 墳 toshokkr@
で中央図書
city.komae.lg.jp

1月１日現在人口と世帯数

狛江市地域公共交通会議公

歳以上（４月１日現在）の

募市民委員募集
弗

のスポーツの経歴を記入の上、

日

歳以上（４月１日現在）の

公募委員募集
弗

任期委嘱日～令和５年３月

4減

737 42,980

世帯数 42,243

作文「スポーツと私」（様式自由・
８００字程度）を、持参・郵送

教育係へ。

日本人 外国人

合 計 前月比

住民基本台帳

市内在住・在学・在勤の方

３０

685 42,925 7減
女 42,240
81,909
1,359
83,268 44減
計

男 39,669

払３人以内
日

２６

３１



３１

日㈪
（土・

１５

１５

２１

２７



１８



３１



３１

任期委嘱日～令和４年３月

日㈮（必着）までに、





３１



２０



２０



２０

市内在住の方
会議原則平日日中（年１回程度） ま た は 墳
syakyoukkr01@city.
で社会教育課社会 払６人以内
komae.lg.jp
分吻１月



１８

１８




２０

腹２月１日㈪～３月




３１

▽所得税等の国税・税理士の無

吻東京税理士会☎（３３５６）４４６１

日曜日、祝日を除く。ただし、

詳細は、東京税理士会ホームペ

（変更）

ージをご覧ください。

武蔵府中税務署

す。

料申告相談会

なお、税理士は税理士証票を携

日㈰は開設）

帯し、税理士バッジを付けていま

告示日令和２年

意ください。

☎０４２（３６２）４７１１

与える恐れがあるため、十分ご注

２月 日㈰・

にせ税理士などは、専門知識の

１５

１５

分～午後４時（提

律で禁じられています。



３１

覆午前８時

作成、税務代理をすることは、法

２８

１５
不足等から依頼者に不測の損害を

１５

無資格者が税務相談や税務書類

１２

１５

３１

２８

３０





１５

１４




１６

２８

１６

２１

にせ税理士・税理士法人に
ご注意ください




１８

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性

２９

令和３年（202１年）1月1５日
広報こまえ
3

証明書発行等の窓口混雑状況は、市ホームページの「オンラインサービス内」の「窓口混雑状況」からリアルタイムでご確認できます。

4

介護の仕事はじめてみませんか

～狛江市認定ヘルパー研修～

淵あいとぴあセンター、他

高齢者の肺炎球菌による肺炎

方は対象外となります。接種歴

の予防接種を受けたことがある

成人用肺炎球菌感染症の
 予防接種を受けましょう

の発病や病気の重症化を予防す

関に確認してください。

は、事前にかかりつけの医療機

日㈬まで

送付しています。４月以降に狛

※対象者には４月にお知らせを

歳になる方

せください。

るワクチンです。

期間３月
３１

１８

歳以上の

※詳細は狛江市社会福祉協議会

２０

介護の資格のない方でも、研

方（学生を除く）

分

２０

弗全日程参加できる

（家事援助のみ）として働くこ

払 人（多数抽選）

１８

修を受けると市認定ヘルパー

とができます。

弗次のいずれかに該当する方

１６

日㈭

ホームページをご覧ください。

▽令和２年度内に

３１

腹２月 日㈫～

分吻２月９日㈫までに、狛江市

江市へ転入した方はお問い合わ

６５

年

年４月２日～昭和

３０

複午前９時～午後４時

※３日間の研修後、半日程度の

（昭和

４月１日生まれ）

社会福祉協議会☎（３４８８）

令和３年（2021年）1月1５日

実習あり。研修最終日には合同

０２９４へ。

※医療機関へお支払

面接会の開催を予定。

臓、腎臓もしくは呼吸器の機能

いください。生活保

鮒５，０００円

またはヒト免疫不全ウイルスに

護受給世帯の方は減

６５

歳未満の方で、心

よる免疫機能の障害を有する方

免制度があります。

年に住宅宿泊事業法が

６０

歳以上

▽下表の経過措置期間対象者

吻健康推進課（あいとぴあセン

３０

▽

す。この改正標準管理規約を参

※過去に一度でも肺炎球菌ワク

分譲マンションでの民泊サービス

考にして、分譲マンションの民

ター）☎（３４８８）１１８１

平成

施行され、全国で住宅宿泊事業

チン（ニューモバックスＮＰ）

覧）はできますが、パスワード

図書館ホームページの利用を
一時休止します

システム変更に伴い、図書館

の変更はできません。パスワー

ドの変更の詳細は、図書館ホー

ムページをご覧ください。

吻中央図書館☎（３４８８）４

４１４

ホームページは一時利用できな

日㈭午後８時～２月３

時

くなります。

腹１月

日㈬午前

※電子図書館の利用（貸出・閲

日㈫終日

証明書コンビニ交付（戸籍の証明
書交付）を一時停止します

腹１月

ご不便をお掛けしますが、ご

戸籍システムのメンテナンス

のため、証明書コンビニ交付で

理解とご協力をお願いします。

吻市民課

の戸籍の証明書交付を停止しま

す。

１９

１０

２８

泊サービスをめぐるトラブル防

腹２月１８日㈭・２５日㈭ 複午前１０時～正午
※各回同一の内容です。ビデオ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を使用して開催
します。
弗主に子育てや介護等の理由により、自営型テレワーク（在宅ワーク）
をこれから始めようと考えている方またはすでに始めている方
払各日３０人（要予約）
仏堤香苗さん（
（株）キャリア・マム代表取締役）
分地域活性課地域振興係または（株）キャリア・マムホー
ムページから申し込み
吻地域活性課地域振興係

広報こまえ

（民泊サービス）の実施が可能

「在宅ワーク入門～踏み出そう！はじめの一歩～」

止のために、マンション管理組

女性のための働き方セミナー

になりました。

市では、積雪の状況に応じて、駅周辺で市が管理している人
通りの多い道路を中心に、通行確保のための除雪、凍結防止剤
の散布、注意喚起看板の設置などを実施しています。市内のす
べての道路を一斉に除雪することは難しいため、自宅や店舗前
の歩道の雪かきをするなど、安全な通行
確保に向けて皆さんのご協力をお願いし
ます。
雪かきや通行の際は、足元が滑りやす
いので、注意するとともに、通行する人
や車にも十分注意してください。
吻道路交通課道路管理係
■

合で民泊サービスを許容するか

否かについて、区分所有者間で

よく議論し、管理規約で明確に

雪かきにご協力をお願いします

市内での民泊サービスの実施

を希望する方は、

東京都へ届け出を

東京都産業労働局

規定することをご検討ください。

国土交通省

行ってください。

※詳細は、国土交

通省ホームページ

※詳細は、東京都産業労働局ホ

ームページをご覧ください。

ついては東京都産業労働局振興

をご覧ください。

国土交通省では、マンション

課☎（５３２０）４７３２、マ

■分譲マンションでの民泊サー

標準管理規約を改正し、マンシ

ンション管理規約の改正につい

吻民泊サービスの実施届け出に

ョン管理組合が民泊サービスを

ては国土交通省住宅局市街地建

ビス

許容する場合、または禁止する

築課☎（５２５３）８１１１

ている歯ブラシと仕上げ用の歯

ブ ラ シ、 コ ッ プ、 バ ス

タオル

淵分吻健康推進課（あ

いとぴあセンター）☎

場合の規定例等を示していま

日㈫

１６

歯 科 健 診・歯みがき指 導

分～３時

３０

腹２月２日㈫・９日㈫・

複午後１時

弗１歳前後から３歳までの乳幼

児（要予約）

沸歯科健診、歯磨き指導

１１８１へ。
物母子健康手帳、子どもが使っ （３４８８）

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

■経過措置期間対象者
対象者

生年月日

７０歳

昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日生まれ

７５歳

昭和２０年４月２日～昭和２１年４月１日生まれ

８０歳

昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日生まれ

８５歳

昭和１０年４月２日～昭和１１年４月１日生まれ

９０歳

昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生まれ

９５歳

大正１４年４月２日～大正１５年４月１日生まれ

１００歳

大正９年４月２日～大正１０年４月１日生まれ

2月のパソコン教室
複午前９時～正午・午後１時～４時
沸個人講座および家族・友人と参加できるグループ講座があります。日程・内
容等はご希望に沿って調整できます。
鮒４，１００円
（※１は３，６００円とテキスト代５５０円、
※２は月２，４００円または一回７００円）
淵分吻１月２２日㈮までに、狛江市シルバー人材センター☎（３４８８）６７３５へ。
■2月パソコン教室日程等
日程
２月８日㈪・１５日㈪
２月２２日㈪、３月１日㈪
２月２日㈫・９日㈫・１６日㈫・２３日㈷
２月３日㈬・１０日㈬・１７日㈬・２４日㈬
２月４日㈭・１１日㈷
２月１８日㈭・２５日㈭
２月５日㈮・１２日㈮・１９日㈮・２６日㈮
２月６日㈯・１３日㈯
２月２０日㈯・２７日㈯
２月６日㈯・１３日㈯
２月２０日㈯・２７日㈯
２月６日㈯・１３日㈯・２０日㈯・２７日㈯
２月６日㈯・１３日㈯・２０日㈯・２７日㈯
２月４日㈭・１２日㈮・１８日㈭・２５日㈭

時間
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午前
午後
午後
午後

コース名
スマホ・タブレット入門１（アンドロイド）（※１）
スマホ・タブレット入門２（アンドロイド）（※１）
パソコンで水彩画
関数でらくらく計算
スマホ・タブレット入門１（アンドロイド）（※１）
スマホ・タブレット入門２（アンドロイド）（※１）
ワード基礎
iPhone & iPad入門１（※１）
iPhone & iPad入門２（※１）
やさしいＬＩＮＥ入門（※１）
やさしいＬＩＮＥ実践とＳＮＳ（※１）
脳トレ講座（※２）
ピンポイント・ワード
パソコン入門（西河原公民館）

腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

■住宅リフォーム・耐震診断・
耐震助成制度相談会

を 記 入 の 上、 墳 sports@city. 市内在住・在勤の成人女性払先
で社会教育課社会 着 人（要予約）沸アロマオイ
komae.lg.jp

は生命の惑星だが優しくはな

スクスプレーを作る仏大熊由香

ルを調合し自分好みの香りでマ

スチック汚染の現状～ヤシの実

▽第２回「海の嘆き海洋廃プラ

さん（放送大学准教授博士）

腹２月６日㈯仏大森聡一

教育係（返信メールの受信設定

里さん（日本アロマ環境協会認

は歓迎するがゴミはいらない

い」

をしてください）へ。

定アロマテラピーインストラク

■第７回陸上競技・走り方教室

人

日㈯午後
分払先着

腹２月
分～３時



☎（３４８８）４４１１

さん（防衛大学名誉教授）

各回複午後２時～４時払先着

日㈯午前９時から

腹２月

人（要予約）

日㈰

人鮒２００円（受講料）分１

月

先着

※ビデオ会議アプ

リ「Ｚｏｏｍ」を

 使用したオンライン参加もでき

ます（先着１００人・要予約）

日㈯

仏広木克行さん（神戸大学名誉

教授）物筆記用具分１月

ューマン・スタジオ）

新型コロナウイルス感染症の影響で、広報こまえに掲載したイベント等は中止や内容を変更する可能性があります。

■令和３年度東京都消費生活調

歳以上（４月１日現在）の

査員
弗

日㈯仏山口晴幸

～」

分～

腹２月

ター）鮒５００円（教材費）分

日㈷午前９時

都内在住の方（地方公務員を除

■青年教室「水引でストラップ

腹２月

ウイルス感染症拡大下での生活
く）払５００人任期委嘱日～令

淵市民グランド弗小学生とその

を作ろう」

日㈬午前９時から

の仕方など、実際にトラブルに
和４年３月

保護者物運動靴、動きやすい服

１時

■連続講座ポスト・コロナの居



◎中央公民館

日㈮午前９時から

目打ち、ラジオペンチ分１月

１月

なりやすい場面を想定したロー
スなどの表示状況等の調査と消

装、飲み物※更衣室はありませ

（要予約）沸水引の基本的な結

☎（３４８０）３２０１



１００円▽大人

分（予約不要・雨天中止）

ルプレイ仏山本良典さん（東京
費生活に関する情報提供や意見
ん鮒▽小学生

分吻２月１日㈪までに、狛江市
※詳細は、東京くらしＷＥＢ「消

時

都 心 身 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー）、
等の提出謝礼調査１回３，００

場所づくりを考える第２回「こ

午・午後１時～３時淵狛江市役
障害者地域自立生活支援センタ

４６１）６３８２

日沸食品やサービ

劇団グスタフ

び方を学び、ストラップを作り

ども・若者の居場所づくりのい

所市民ひろば沸木造住宅の耐震
費生活調査員募集中」をご覧く

時～正

２００円※保険代。当日持参

ます仏島崎蓉子さん（日本伝統

まとこれから」

ー・サポート☎（５４３８）３

腹２月８日㈪複午前
０円、研修会１回２，０００円

吻狛○くらぶ・島本☎０９０（１

工芸水引研究会会長）鮒５００

診断・耐震補強工事、住まいの



弗

■令和３年度中央公民館ショー

■日本語教室ボランティア

日本語教育・国際交流に関心の



午後２時～５時払

日㈬（受信・消印有

ださい。
分吻２月

効）までに、電子申請または郵
送で東京都生活文化局企画調整
課☎（５３８８）３０７６へ。
■都内公立中学校夜間学級生徒

ケースの利用申し込み

午前９時から２月

日㈬までに、会場で

の受講を希望の方は

電話で、オンライン参加を希望

▽第１回「変動の地球

シス」

の方は電子申請で申し込み

日㈬午後１時～３時

▽対談

林恭子さん（ひきこも

弗不登校やひきこもりの子がい

座内容の限定配信を予定してい

※参加できない方向けに、
後日講

りＵＸ会議）
る方など

る家族・支援者および関心のあ

腹２月

「ひきこもりの心理と対応
～経験者相談員からの提言～」


青少年自立支援事業講座

史～ダイナミックな地球～地球

■こまえ市民大学「メガクライ

日㈯

弗中央

ある方（指導経験や資格の有無

公民館の利用団体分１月

歳以上の都内在住・在勤の

は不問）沸▽指導スタッフ

～

弗

◎西河原公民館

５３３へ。
■ボッチャ体験会
分～

手入れ・修理等に関する相談、
家具転倒防止金具の設置ボラン
ティア、市の助成制度の説明※
日㈯午前９時

時淵市民総合体育館弗市内在

腹２月

の資料を持参すると、さらに詳
住・在学・在勤の高校生以上の

相談したい建物の図面や写真等
しく相談できます仏建築士・施
人物室内用運動靴、

方払先着
飲み物、タオル

方で、小・中学校を卒業してい

本語指導▽幼児見守りスタッフ

日
ない方または諸事情により中学

生徒の同伴幼児の見守り、他※

腹

■情報学習事業「スマホ講座」
▽もっと知りたい基礎知識

腹２月５日㈮▽話題

２月４日㈭▽コミュニケーショ
ンアプリ

分～４時弗

のアプリ（脳活・健康など）
腹２月８日㈪
各回複午後１時

市内在住・在学・在勤の方払先

人

ま す（ 要 予 約 ）。参 加 方 法 お よ び

払先着

沸不登校・ひきこもり経験者の

後日限定配信の詳細は、受講対

人（要予約）仏鈴木友里さ

相談員による講演会と当事者の

請で子ども政策課企画支援係へ。

分吻２月４日㈭までに、電子申

スマートフォン

ついての対談

丸山康彦さん（ヒ

象者にお知らせします。
マスクスプレーを作ろう～」

仏▽講演会

心情や状態、接し方や支援等に

着

２０

■女性セミナー「アロマ講座～
の 住 所・ 氏 名（ ふ り が な ）・ 電

腹２月６日㈯午後２時～４時弗

ん（シニアスマホ教室講師）物

１６

工管理技士（東京土建狛江支部
まちづくりセンター）
分吻１月
氏 名（ ふ り が な ）・ 電 話 番 号・

校で十分に学べなかった方※年

※教室初日に回収

日㈰

生年月日を、電話またはファク

日㈮までに、住所・

吻まちづくり推進課住宅担当
■相続・遺言等相談会

日㈰午後２
時から、新規協力ボランティア

日㈯および

１月

室
腹２月７日～３月

人鮒

時淵西和泉体育館弗小学校３年

曜日（全６回）複午前９時～

日の毎週日

■少年少女バスケットボール教

４２４）５２５５
（午後２時から） 向けの説明会を行います。

吻世田谷区立三宿中学校☎（３

齢や国籍に制限はありません。

日㈮

日㈯複午前９
分（

日㈯は午後
分まで）淵ひだまりセン

生～中学校２年生払先着
分吻ファミリー・サポート・セ

２１

４０

１６

１３

スで狛江市体育協会☎憤（３４
８０）６２１１（平

日㈬午後１時～４

防災センター４階会議室▽
時～正午

日午前９時～午後

日㈬午前

日㈬～

分～午後２時

腹１月

ター「サポート会員講習会」

■ファミリー・サポート・セン

５時）へ。

上

腹淵▽１月
時
２月
和泉地域センター沸相続・遺言・

成年後見・お墓等について、狛

江の行政書士が相談をお受けし

１１

話番号・保護者名、学校・学年

日㈪までに、参加者

分吻１月
時～午後５

ンター☎（３４８０）１５８７
（月～土曜日午前
時）へ。

以 下 は 広 告 枠 で す

１０

３１

４０

１０

１５

３０

３１

２０

１０

ます（予約不要・秘密厳守）
。

吻狛江の相続を考える行政書士

３０

円（教材費）物はさみ、あれば

１１

２０

日間すべてを受講してください。 ６００円（保険料・消耗品代）

ター弗サポート会員希望者※４

３時

は午後３時まで、

の会・古林☎０９０（３９３２） 時

１３４９

■障がい者・対人関係学習会
「素

敵な大人になるために」

腹２月６日㈯午後１時～３時

人

分淵あいとぴあセンター弗主に

知的障がいがある方払先着

１４

１７

１１

３０

２０

３１

３０

１０

３０
３０

１０

１１

３０

１６

２７
３０
２９

２７

１０

１5

３０
２９

２７

沸異性との接し方や新型コロナ

３５

３０

３０

１０

１７
２５

３０
１０

３０ ３０

１０

令和３年（202１年）1月1５日
広報こまえ
5

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

１８

案内係ほたるちゃん

こまえ子育てねっと

https://komae-kosodate.net/

※詳細は、こまえ子育てねっとをご覧ください。

■ふれあいこどもまつり「こ

腹１

分～４時

 ま・けん玉・お手玉の伝承あ

日㈬午後３時

そびパフォーマンス」

月
３０

◎岩戸児童センター 

日㈪午前

２０

☎（３４８９）５４１４

腹１月

分弗小学生以上の方沸劇団



の方による伝承遊びのパフォ

ーマンス

３０

２５



３０

■栄養相談

時

１０

１０

時 分～正午弗乳幼児親子払

日㈯午前

１６

先着６組沸栄養士に栄養相談が

できます分１月

から

◎１月のプレーパーク

日㈰複午

３１

（冒険遊び場）

日㈯・

２３



日㈰・

時～午後５時※実施時間

１７

腹毎週月・火・水曜日および

前

以外は、通常の公園として利

用できます淵西河原公園内

１０

分弗小学校

人沸楽しい

腹２月８日㈪

１０ １５

腹２月３日㈬午

分～４時

３０

■おはなし会

２３

子育て

後３時

１～３年生払先着

■すくすく測定

◎和泉児童館 
 お話がたくさん登場します分１
 ☎（３４８０）１４４１ 月 日㈯午後２時から

腹１月 日

分弗乳幼

３０

■すくすく測定

１１

時



スマートフォン
から

３０

分～

携帯電話
から

１０

時

＃ 7119


☎０４２（５２１）２３２３

午前

東京消防庁救急相談センター

分弗

救急受診ガイド

分～１時

東京版

ホール

☎（３４８０）０１１９

病院へ行く？救急車を呼ぶ？
急な病気やけがで迷ったら

イ

☎（５２７２）０３０３

５０

6

市内にお住まいで２０歳未満の子どもを扶養しているひとり親
家庭の方を対象に、子どもの教育や進学のこと、自身の仕事や
就職、生活費のことなど、暮らしに関する困りごとや分からな
いことの解決を支援するための相談窓口を設置しています。
専門の相談員が困りごとを伺った上で、どのような支援が必
要か、あなたに寄り添って一緒に考え、困りごとの解決を支援
します。
相談時間平日午前８時３０分～正午、
午後１時～午後５時（祝日・
年末年始を除く）
※受付は午後４時３０分まで。予約優先。十分な相談時間を確保
するため、ご利用の際はまずは電話で予約してください。
分吻子ども政策課企画支援係（ひとり親家庭等専門相談員、母
子・父子自立支援員）へ。

ＮＰＯ法人の困りごと個別相談会
腹１月３０日㈯、２月２１日㈰
各回複午前１０時～１１時・１１時〜正午の２枠（要予約）
弗ＮＰＯ法人の役員（理事・監事・会計担当など）
、ＮＰＯ法
人設立を考えている団体や個人
沸専門相談員によるＮＰＯ法人の
設立や運営に関する困りごとの個
別相談
淵分吻電話・ファクスまたは墳info
@vc.komae.orgでこまえくぼ１２３４
☎（５７６１）５５５６、
憤（５７６１）５０３３へ。

休日診療

ひまわり（東京都医療機関案内サービス）
狛江消防署

ヨ

24時間医療機関案内

３０

令和３年（2021年）1月1５日

ひとり親家庭等専門相談員を
ご存じですか

︵一財︶
狛江市文化振興事業団☎︵３４３０︶４１０６
︵火曜日休館︶

■体験しよう！ワークショップ
淵６階展示・多目的室
▽ねずみさんの人形を作ろう
複午前１０時～正午
弗４歳～小学生
払２５人
沸一本棒のねずみさん人形を作っ
て、動かしましょう。
鮒１，０００円
分吻電話・ファクスまたは墳pup
pet@puk.jpで人形劇団プーク☎
（３３７０）３３７１、
憤（３３７０）５１２０へ。
▽音・おと・オト…ＯＴＯ～手作
り音創り～
複午後１時３０分～２時３０分
弗４歳以上の方
払１５人
沸楽器を使って遊びましょう。
鮒１，０００円
分吻電話・ファクスまたは墳deaf
@puppet.or.jpで デ フ・ パ ペ ッ
トシアター・ひとみ☎０４４（７７７）
２２２８、憤０４４（７７７）３５７０へ。
チケット取り扱いエコルマホール
窓口・電話予約（午前９時～午後
７時）

https://ecorma-hall.jp

日㈯

２３

■イベント「プレーパークと

腹１月

分

３０

まほうの石」

１０

時

分（雨天決行）

～２月７日㈰複午前

～午後４時

 沸プレーパーク内の石を集め

てためたチケットと景品に交

換ができます。

３０

㈪午後０時

日㈯

２３

好評発売中
♪参加・体験・感動 ふれあい
●
こどもまつり みんなおいでよ！
夢と舞台芸術の広場へ
腹２月２３日㈷
■珠玉のノンバーバルエンターテ
インメント KOMAE COMEDY
FESTIVAL
複午後３時開演（１時開場）
淵４階ホール
払３４７人
チケット全席指定 前売り２，５００
円（当日２，８００円）
※３歳以上要チケット（３歳未満
膝上鑑賞は無料）
共催参加・体験・感動！ふれあい
こどもまつり実行委員会、
東京都、
（公財）東京都歴史文化財団
後援狛江市、狛江市教育委員会

児親子払先着６組沸身長、体重

時から

腹１月
１６

乳幼児沸子育て相談員がお子

午前



☎（３４８０）５７０１

◎こまっこ児童館



■アトリエこまっこ

１０

の測定ができます分１月

腹１

分～５時

３０

さんの身長、体重を測定しま

１８

す。

■スラックライン教室

月 日㈪午後３時

（人数制限有り）弗小学生沸

ゴムの上を歩

吻狛江プレーパーク☎０５０

時～午後５時）

１０

日㈯午後１時～５時弗小学校１

日午前

腹２月１９日㈮～３月５日㈮の毎週金曜日
複午前１０時～１１時３０分
弗市内在住の、令和３年度に小学校１年生になるお子
さんおよび小学校１～３年生のお子さんを育てている
保護者
※原則全日程に出席できる方
払８人（多数抽選）
沸グループワークを中心に、子育ての悩みの解消を図
るとともに、参加者同士の交流と悩みの共
有をします。
分吻１月２１日㈭までに、電子申請で子ども
政策課企画支援係へ。

く綱渡りのよ

〜完璧な親なんていない〜RETURNSⅡ

（３７０７）２４３５（開催

子育てフォローアップ講座

年生～中学校３年生程度沸筆遊

びを行います。

腹２月１６日㈫午前１０時～１１時３０分
弗市内在住の就学前までの子どもを育てている保護者
払先着２０人
仏奥野依理子さん、田崎吉則さん、橋謙太さん（ＮＰ
Ｏ法人ファザーリング・ジャパン多摩支部）
※参加できない方向けに、後日講座内容の限定配信を
予定しています（要予約）
。参加方法および限定配信
の詳細は、受講対象者にお知ら
せします。
分吻２月１０日㈬までに、電子申
請で子ども政策課企画支援係へ。

うなスポーツ

子どもと一緒に楽しもう！パパママおす
すめの絵本・手遊び・おもちゃ作りのコツ

です。

第２回オンライン子育て講座

広報こまえ

小児初期救急平日夜間診療

腹日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日〜１月３日） 腹月～金曜日
覆午前９時～１１時３０分・午後１時～４時３０分 （慈恵第三病院の休診日は除く）
覆午後７時～９時３０分
淵あいとぴあセンター
弗１５歳以下の急病の方
☎（３４８８）９１２１
休日応急診療所
※事前に電話をしてから受診
※事前に電話をしてから受診
慈恵第三病院内
☎（３４８８）９１７１
休日歯科応急診療所
「狛江・調布小児初期救急平日準夜
☎（３４８８）１５１９ 間診察室」
☎（３４８８）２０６１
休日診療薬局


腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

