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６４歳以下の方への新型コロナワクチン接種スケジュール
をお知らせします
吻新型コロナ予防接種室

区分

クーポン券の発送

６０～６４歳

６月１５日㈫

（ 昭 和３２年４月２日 ～ 昭 和 ※６月１７日㈭まで
３７年４月１日に生まれた方） に到着予定
基礎疾患のある方、高齢
者施設等の従事者

１６～５９歳の方
（昭
和３７年４月２日 ～
平成１7年６月３０日

５５～５９歳
に生まれた方）に
（ 昭 和３７年４月２日 ～ 昭 和
対し て は、６月１６
４２年４月１日に生まれた方）
日㈬以降順次発送
５４歳以下（以降、原則と し、６月２３日 ㈬ ま
して５歳刻み）
でに到着予定

予約開始

接種開始

６月２２日㈫
午前９時

６月２３日㈬
以降随時

６月２５日㈮
午前９時

６月２６日㈯
以降随時

７月上旬（決定次第お知
らせします）

決定次第お知らせします

※各年齢区分の予約開始時期は、今後、ＬＩＮＥでのメッセージ配信、市ホームペ
ージ・広報こまえへの掲載等でお知らせします。

ワクチンの２回目接種
〜予約システムを変更します〜

ワクチン接種および予約を円滑に行うため、
６月２２日㈫以降の予約方法を変更します。

１回目の予約の確定と同時に、３週間
後の同じ曜日・同時刻・同会場が２回
目として自動予約されます
※２回目のご都合も確認の上、１回目の予約を
するようにしてください。
※後日予約した日時の都合がつかなくなった場
合は、コールセンターでキャンセル・変更手
続きを行ってください（ＬＩＮＥでのキャンセ
ル・変更はできません）
。
※１回目の予約をキャンセルした場合、２回目
の予約も自動でキャンセルとなります。

狛江市では、個別接種を６月下旬以降順次開始します。
詳細は決定次第、改めてお知らせします。

個別接種を実施します

最新情報は市ホームページを
ご覧ください。

ワクチン接種会場
（上和泉地域センター）
への無料シャトルバスを運行します
シャトルバス時刻表

■谷戸橋地区センター方面

■多摩川住宅方面

谷戸橋地区センター〜上和泉地域センター
（所要時間は約１０分）

多摩川住宅〜和泉多摩川駅〜上和泉地域センター
（所要時間は約１８分）

谷戸橋地区センター発（往路）上和泉地域センター発（復路）

９：３０
１０：１０
１０：５０
１１：３０
１２：１０
１２：５０
１４：１０
１４：５０
１５：３０
１６：１０
１６：４０

９：０５
９：４５
１０：２５
１１：０５
１１：４５
１３：１５
１３：４５
１４：２５
１５：０５
１５：４５
■谷戸橋地区センター乗降場

多摩川住宅発（往路）

和泉多摩川駅発（往路）

上和泉地域センター発（復路）

８：４５
９：２０
１０：００
１０：４０
１１：２０
１３：００
１３：３５
１４：１５
１４：５５
１５：３５

８：５５
９：３０
１０：１０
１０：５０
１１：３０
１３：１０
１３：４５
１４：２５
１５：０５
１５：４５

９：４５
１０：２５
１１：０５
１１：４５
１２：２０
１４：００
１４：４０
１５：２０
１６：００
１６：４０

■上和泉地域センター乗降場
（谷戸橋地区センター行き）

西和泉体育館・グランド

前原公園

谷戸橋地区センター

野川

公園通り
上和泉
地域センター

シャトルバス乗り場

（和泉多摩川駅経由・多摩川住宅行き）

多摩川住宅中央通り

シャトルバス乗り場

シャトルバス乗り場
根川地区センター

シャトルバス乗り場

■和泉多摩川駅乗降場
根川さくら通り

シャトルバス乗り場

■多摩川住宅乗降場

東京都議会議員選挙
期日前投票

ふれあい側道
和泉多摩川駅

小田急線

■運行日
６月９日㈬～７月３１日㈯
の上和泉地域センター集
団接種会場実施日
■運行ルート
▽谷戸橋地区センター～
上和泉地域センター
▽多摩川住宅～和泉多摩
川駅（経由）～上和泉
地域センター
※ご利用時は接種券をバ
ス乗務員へお見せくだ
さい。
■注意事項
▽満員の場合、次のバス
をお待ちいただくこと
があります。
▽乗車予約は不要です。
▽付き添いの方も一緒に
乗ることができます。

投 票 日 ７月４日㈰
投票時間 午前７時～午後８時

腹６月２６日㈯～７月３日㈯
複午前８時３０分～午後８時
淵市役所３階市議会第一委員会室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、投票所に来場の際はマスクを着用し、周りの方と
距離を保ち、来場前後の手洗い等を行ってください。

詳細は、２面をご覧ください。
吻選挙管理委員会事務局

発熱など新型コロナウイルス感染症の症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話相談を！

７月４日㈰は、東京都議会
議員選挙の投票日です。私た

う。
投票時間は、午前７時から

ください。また、ご持参の鉛
筆（シャープペンシル）でも
投票用紙に記入できます。ご

代表者を選ぶ大切な選挙で
感染症拡大防止のため、投票

なお、新型コロナウイルス
ありますので、利用される方

※投票所に車いすを用意して

午後８時までです。

す。あなたの意見や主張を都
所に来場の際はマスクを着用

は係員にお声掛けください。

ちの暮らしに直結する都政の

政に反映させるため、貴重な
し、周りの方と距離を保ち、
吻選挙管理委員会事務局

協力をお願いします。

一票を無駄にすることなく、
来場前後の手洗い等を行って

日以後に都内

■都内から狛江市に転入した方

帳に記載されている方

皆さんそろって投票しましょ

■不在者投票の方法
▽指定病院等で行う場合

令和３年３月

から狛江市に転入届を出した方

入院している指定病院等（不
在者投票のできる病院等）の病

は、前の市区町村の投票所での

期日前投票・
不在者投票
院長等に申し出れば投票するこ

投票となります。市民課で「住

投票日に、仕事やレジャーな
とができます。

腹６月

郵便投票

身体障害者手帳または戦傷病

者手帳をお持ちの方で一定の要

件に該当する方、あるいは介護

保険の要介護５の認定を受けて

いる方は、郵便により自宅で投

共施設にも用意してあります。

染症拡大防止にご協力ください。

行うなど、
新型コロナウイルス感

なお、電話による開票状況の

なお、市ホームページでもご覧

になれます。

問い合わせにはお答えできませ

ん。開票結果は市ホームページ

公営ポスター掲示場は、市内

１０５カ所に設置します。

※車での来場はご遠慮ください。

選挙に関する問

午後８時以降は、市役所への

お願い

等でお知らせします。

開票

ら市民総合体育館で行います。

開票は７月４日㈰午後９時か

希望する方は、早めの手続き

選挙権のある狛江市民の方で

票することができます。

日㈬以

をお願いします。６月

あれば自由に参観できます。マ

降の郵便等による不在者投票の

すでに都内へ転出をした方

先の住所、送付先の住所、氏名、 す。

選挙人名簿に登録されている

慮ください。

い合わせはご遠

る方は、裏面の「宣誓書（兼請

生年月日、投票日に投票所へ行

は、転出先の市区町村で「住民

方で、投票所入場整理券が届か

選挙公報・公営
ポスター掲示場

候補者の氏名、政見などを掲

載した選挙公報は、告示日以降、

を保ち、来場前後の手洗い等を

投票用紙等の請求はできません。 スクを着用し、周囲の方と距離

代理投票・
点字投票

目の不自由な方や身体に障が

どの理由で投票所へ行けない方

料）を受け、前住所地の投票所

いのある方は、係員が投票の秘

民票の写し（選挙用）」の交付（無

投票所入場整理券が届いてい

へ持参し、投票してください（都

密を守り、お手伝いしますので

▽出張先、旅行先で行う場合
る方は、裏面の「宣誓書（兼請

外から転入された方は、投票で

が、投票日の前に投票できる制
度です。

求 書 ）」 に 必 要 事 項 を 記 入 し、

きません）。

■期日前投票
日㈯～７月３日㈯

郵便等で狛江市選挙管理委員会

複午前８時

お知らせください。

分～午後８時

■狛江市から都内へ転出する方
狛江市の選挙人名簿に登録が

投票所
入場整理券

求書）
」に必要事項を記入して

けない理由）を添えて投票用紙

票の写し（選挙用）」の交付（無

ない、または紛失した場合は、

あり、都内へ転出する方は、狛

お持ちください。

等を請求してください。滞在先

料）を受け、狛江市の投票所へ

直接投票所の係員にお知らせく

投票所入場整理券が手元に届

い。

へ投票用紙等を請求してくださ

淵市役所３階市議会第一委員会
■期日前投票の方法

投票所入場整理券が届かな

へ投票用紙等を送付しますの

持参し、投票してください（都

ださい。

江市の投票所での投票となりま

い、または紛失した場合は、期

で、滞在先の選挙管理委員会で

外へ転出された方は、投票でき

いていない方は、宣誓書（登録

日前投票所の係員にお知らせく

不在者投票を行ってください。

ません）。

投票所入場整理券が届いてい

ださい。

※郵送等に日数を要するため、

※詳細は選挙管理委員会事務局

世帯ごとに封書で発送します

■不在者投票のできる方

早めの手続きをお願いします。

ので、各自お持ちください。

▽出産や病気などで、投票日に

日㈪までに市内転居の
届出をした方は、新住所地の投

なるべく早い時期に全世帯に配

５月

へお問い合わせください。
■狛江市内で転居した方

不在者投票所に指定された病院

投票できる方
および施設に入所されている方
▽仕事などで狛江市以外の場所
年７月５日以前に生ま

票所で投票できますが、それ以

平成

日ま

布する予定です。

れた方で、令和３年３月

降に届出をした方は、前住所地

■第１０投票所

室

３０

また、各地域センター等の公

投票所を一部変更します

２５

でに狛江市に転入届を出し、引

３１

の投票所で投票をしてください。

１５

き続き住所を有し、住民基本台

２４

にいて、狛江市以外の選挙管理
歳になるが、期日

委員会で投票する方
▽投票日に

歳の方
１７

１８

前投票の日にはまだ

第９投票所は上和泉地域センターから狛江団地自治会第一集会所に、第10投票
所は岩戸児童センターから岩戸地域センターに変更になります。投票の際はご注
意ください。

■第９投票所

３０

２６

2
令和３年（2021年）６月１５日
広報こまえ
狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

東京都議会議員選挙は
７月４日㈰です

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

計

299億2,900万円

103億3,063万2千円

6億8,112万3千円

5億9,192万1千円

415億3,267万6千円

396億8,649万5千円

363億8,315万2千円

95.6

87.6
特別会計合計

167億3,910万3千円

2億851万2千円

2,299万5千円

0円

169億7,061万円

151億9,938万3千円

152億7,367万7千円

89.6

90.0
77億8,847万円

5,900万9千円

1,025万4千円

0円

78億5,773万3千円

70億4,998万1千円

70億9,062万5千円

89.7

90.2
20億9,082万5千円

419万7千円

195万3千円

0円

20億9,697万5千円

17億5,656万4千円

20億4,285万7千円

83.8

97.4
68億3,715万6千円

1億4,530万6千円

1,078万8千円

0円

69億9,325万円

63億7,265万4千円

61億2,069万8千円

91.1

87.5
2,265万2千円

0円

0円

0円

2,265万2千円

2,018万4千円

1,949万7千円

89.1

86.1

公営企業会計予算の執行状況
■表2

466億6,810万3千円

105億3,914万4千円

7億411万8千円

5億9,192万1千円

585億328万6千円

548億8,587万8千円

516億5,682万9千円

93.8

88.3

会
般
一

一般会計予算および特別会計予算の執行状況
■表1

国民健康保険
特 別 会 計
後期高齢者医療
特 別 会 計
介 護 保 険
特 別 会 計
駐 車 場 事 業
特 別 会 計

計
合

収 益 的 収 支

14億5,130万5千円

14億274万1千円

96.7

14億2,090万8千円

12億7,207万2千円

89.5
資 本 的 収 支

5億7,240万7千円

2億1,975万2千円

38.4

7億2,470万3千円

3億7,432万6千円

51.7

思いやりベンチ募集

設置場所市内の公園・児童遊園・
道路

皆さんに支えられた愛される
環境づくりのため、寄附を受け

※詳細はご相談ください。
交通課道路管理係

吻環境政策課水と緑の係、道路

たベンチを設置します。
ベンチは４種類あり、寄附し
ていただいた方のお名前とメッ
セージを表示した記念プレート
を市が作成し、取り付けます。
詳細は、パンフレット（環境
政策課または道路
交 通 課 窓 口・ 公 民
館・各地域センター
で配布）または市ホームページ
をご覧ください。

狛江市元気わくわく事業

環境週間から環境月間へ

で行うようになった。また、

年より会員による二酸化窒素の

測定を始めている。

その頃、合成洗剤による河川

の汚れがひどく、たびたび講演

けん

会の話題になっていたが、昭和

で、福祉会館で公害の話と映画

民広場もできていなかったの

の時は、まだ市民センターも市

行われた狛江市第１回環境週間

いている。野川で河川調査を始

りを開会式で毎年行い、今に続

布とともに廃食用油の石鹸づく

たので、平成２年からは花の配

くりをしたところ大変好評だっ

年に廃食用油を使って石鹸づ

会を、市役所内にあった集会所

めたのも平成２年で、その頃は

年６月５日から１週間

前広場で自動車の排気ガス検査

水が少なく汚れがひどい。雨が

昭和

年には市民課窓口

を行った。

平成５年から行っている。

く濁る。多摩川での河川調査も

にご

でツツジ・サザンカの苗木配布、 降ると下水からの越流水で茶色

年には環境保全市民委員会と

市民５団体の代表も企画に加わ

来に続く大切な問題だから通年

平成８年には、環境問題は未

摩川の河川敷清掃と自然観察

の事業にしようと「環境を考え

る市民ぐるみの活動となり、多

会、バスを使って多摩川衛生組

る会狛江市実行委員会」と名称

「すごろくさんぽ」参加店募集

合などの施設見学会、交差点で

を変更した。その頃から開会式

店舗（予定）

の環境調査（狛江三叉路で一酸

の関連行事として枝葉を破砕し

鮒１店舗２，０００円

募集店舗数

化炭素、鉛、交通量、騒音、振

て作ったチップの無料配布、家

市実行委員会」ができてパネル

調査が行われるようになったの

いる。また、会員による酸性雨

し よう

動 な ど ）、 福 祉 会 館 で は 写 真 展

展、ポスター展などを福祉会館

年には、環境問題の重

年の開会式

要性から環境週間が環境月間に

平成

もこの頃からである。

年には西河

なったので、平成

内容の充実が図られながらもい

わらず、６日土曜日に行ったと

年には市民センターが

子どもたちのために翌年より開

ったので、地球の未来を背負う

や幼児を連れた親子連れが多か

ころ、図書館に来る小・中学生

昭和

開館。

年には新市庁舎、

年からは開会式と関連行

４月には市民広場が完成したの

で、

事は市民広場で、パネル展は市

役所２階ロビーと市民センター

孝

 （狛江市文化財専門委員）

井上

日に行うことにした。

会式を土・日曜日など学校休校

年

ければならなかった。

くつもの会場に分散して行わな

まつり」という名称で行うなど、 を５日（世界環境デー）にこだ

原公民館駐車場を会場に「環境

と体育館で行い、

講習会を狛江第一小学校の校庭

で、苗木配布とサツキ展、園芸

った。

庭用生ごみ処理機などの器材の

りお店を利用する機会の拡充を

市と地域が連携し、市内を巡

５４

と健康料理教室、講演会など、

※申し込み後に参
します。

目的としたスタンプラリーを実
日㈯～令和４年

６３

展示、家具など粗大ごみの再活

加費納付書を送付
月

５０

日㈬（必着）までに、 多彩な行事が行われるようにな

施します。
実施期間

分吻６月

申込書（市ホームページからダ

日㈬（予定）
弗市内に店舗を有し、土曜日ま

ウンロード可）を郵

１月

たは日曜日の日中に営業があ

送で地域活性課地
域振興係へ。

り、商品の持ち帰りができる小
売店・飲食店

しています。
吻市民課

５１

用などさまざまな活動を行って

あなたの思いを形にしませんか

年には「環境週間狛江

１７

３０

市民課窓口 にに
 セミセルフレジ をを導入 しました
新型コロナウイルス感染症拡
大防止の取り組みの一環とし
て、市民課窓口の証明書交付等
の手数料の支払いにおいて、６
月１日からセミセルフレジ（現
金自動精算機）を導入しました。
また、多種多様な決済手段に
対応するため、今後キャッシュ

１９

３０

－その326－

５６

１０

レス決済サービスの導入を予定

２１

５４

１２

執行率（％）
執行額
予算現額
執行率（％）

４８

５２

５５ ５３

５６

支出
収入

執行率
（％）
収入率
（％）
支出済額
収入済額
合計
繰越分
下半期補正額

一 般 会 計 の 令 和 ２ 年 度 の 当 初 予 算 額 は２９９億２，
９００万円で、１０回の補正により１１０億１，１７５万５千円
を増額して、繰越事業分の５億９，１９２万１千円を含
めた予算現額は４１５億３，２６７万６千円となっています。
収入済額は３９６億８，６４９万５千円で、予算現計に対
し９５．６ ％ の 収 入 率 と な り、 支 出 済 額 は３６３億８，
３１５万２千円となります。
３月３１日現在の一般会計予算、各特別会計予算お
よび公営企業会計予算の執行状況は表１、表２の通
りです。
市ホームページからもご覧になれます。
※出納整理期間とは、４月１日から５
月３１日までの２カ月間で、３月末日ま
でに確定した債権債務について、現金
の未収未払いの整理を行うための期間
です。
吻▽一般会計予算、各特別会計予算に
ついて 財政課
▽下水道事業会計について 下水道課
市の財政の実態を広く正しく理解し
ていただくため、年２回（６月・１２月）
財政状況を公表しています。
今回、令和２年度下半期（令和３年
３月３１日現在）の執行状況についてお
知らせします。
なお、出納整理期間があるため、こ
の執行状況は令和２年度決算ではあり
ません（下水道事業会計を除く）
。
詳細は財政課窓口で閲覧できる他、

執行額
予算現額

下 水 道 事 業
会
計

下半期の財政状況をお知らせします
令和２年度

歳入・歳出予算現額
上半期補正額
当初予算
区分
会計

令和３年（202１年）６月１５日
広報こまえ
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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。

狛江市消防団による
排水訓練を実施します

■狂犬病予防注射



狂犬病

るものです。排水訓練の様子は

予防注射は
お済みですか
済票は犬の迷子札としての役目
も果たすので、必ず首輪に着け
てください。

全国瞬時警報システムを活

用した緊急地震速報訓練を
実施します

時ごろ

る私道

▽２棟以上の住宅が利用してい

る袋小路などの私道

分吻申請書に私道分の地積が明

送付した更新のお知らせをご確

認ください。

分吻高齢障がい課介護保険係へ。

日現在）の

狛江市健康づくり推進協議

歳以上（６月

会市民委員募集

弗

市内在住の方で、原則平日昼間

日㈮（必着）までに、

００１３元和泉２ ‒ ‒
‒

申込書を配布します

都立霊園申し込みのしおり・

ター）
☎（３４８８）
１１８１へ。

１健康推進課（あいとぴあセン

０１

０ ０ 字 以 内 ）」 を、 郵 送 で 〒 ２

上、作文「私の健康づくり」（８

年齢・職業・電話番号を記入の

住所・氏名（ふりがな）
・性別・

分吻６月

任期７月

払４人

らかとなる地積図を添付し、課

世帯の全員が市民税非課税

（世帯を分離している配偶者も

含む）で、預貯金等が一定額以

下の方は、申請により介護保険

施設利用時（ショートステイを

含む）の食費と居住費が軽減さ

れる負担限度額認定を受けるこ

日から２年間

の会議に出席できる方

更新の申請を受け付けます

介護保険負担限度額認定証の

税課へ。



腹７月２日㈮まで

淵市役所２階ロビー（平日夜間、

土・日曜日は宿直室）

分吻７月２日㈮（消印有効）ま

（７８３）８０２へ。

都公園協会霊園課☎０５７０

園 さ ん ぽ 」 か ら、（ 公 財 ） 東 京

霊園公式サイト「ＴＯＫＹＯ霊

でに申請書を提出してください。 でに、申込書を郵送または都立

なお、介護保険制度の改正に

より、対象となる方の要件と食

費の費用負担額が、８月利用分

から変更となります。詳細は、

※実施結果の詳細は、教育委員

ていきます。

で、通学路の安全確保を推進し

継続的な対策に取り組むこと

今後も関係機関が連携して、

令和２年度狛江市通学路合同点検に
よる対策の実施結果を公表します

通学路における交通安全確保

に関する基本的方針をまとめた

「狛江市通学路交通安全対策プ

ログラム」に基づき、市・教育

委員会・学校・ＰＴＡ・調布警

会ホームページをご覧ください。

険箇所への対策を実施しました。 吻学校教育課学務保健係

察署合同で通学路の点検と、危



令和３年度狛江市総合水防訓
狂犬病予防注射は年１回必ず
受けるよう法律で定められてい

国から受信した緊急情報を、

瞬時に防災行政無線などで発信

日㈭午前

使用して拡声します。
腹６月

沸 チ ャ イ ム・「 こ ち ら は、 防 災

狛江です。ただ今から訓練放送

を行います」
・緊急地震速報チャ

イ ム 音・「 緊 急 地 震 速 報。 大 地

震です。大地震です。これは訓

日㈯まで有効の介護保

定証が必要な方は、
７月 日㈫ま

８月１日㈰以降も引き続き認

書を送付します。

方には、更新のお知らせと申請

険負担限度額認定証をお持ちの

７月

練放送です」×３回・
「こちらは、 とができます。

防災狛江です。これで訓練放送
を終わります」・チャイム
吻安心安全課

公 道に準じた私 道は申 請に

より非課税
（減免）
になります

私道（私有地）のうち、その

利用形態が公共の用に使用され

ていると認められるものについ

ては、現況を確認の上、公道に

準じた道路として、令和４年度

分から固定資産税・都市計画税
を非課税としています。

月末までに納期が到

１５

一般の方にもご覧いただけます。
時

方

また、

いを受けている私道は申請の必



練の一環として、狛江市消防団
時～

吻健康推進課（あいとぴあセン

日㈰午前
ます。動物病院での個別の接種

腹６月
分

ター）☎（３４８８）１１８１

による排水ポンプ車を用いた排

水訓練を実施します。この訓練
淵多摩川河川敷（多摩水道橋下） が可能ですが、病院によっては

する全国瞬時警報システムの全

は、大雨などによる市内での浸
予約制となっていますので、事

吻安心安全課

国自動放送等試験を行います。

日までの接種が認めら

日㈮、８月４

▽全日参加できる方

当日は、実際に防災行政無線を

前にご確認ください。
※法定接種期間は通常４月から
月

６月末までですが、令和３年度
も
れています。
■狂犬病予防注射済票の申請
動物病院で接種した場合は、
注射済証明書をもらい、市民課
で注射済票の交付を受けてくだ
さい（手数料５５０円）。

日㈬～６日㈮

日㈬～
希望する児童

腹７月

ながら、子どもが持っている力

来する現年度のもののうち、各
複午前

払２人

▽現在、市立小・中学校に在学

時～午後３時（休憩１

を伸ばすために必要な環境や学

納期限の２週間前までに申請が
時間含む）

沸封入・封かんなどの事務補助

し、特別支援学級等への転学や

あったものについては、それぞ

習を考え、より適した就学先を

※報酬・交通費の支給はなし。

淵市役所

れの納期分から固定資産税・都

特別支援教室の利用を考えてい

選考７月１日㈭から面接を実施

市計画税を減免としています。

相談していきます。

弗市内在住で一般企業への就労

日㈬午後５時（土・

る児童・生徒

分吻６月

弗▽来年小学校に入学する児童

を目指している障がいのある方

日曜日を除く）まで

日㈫まで相談を

で次のいずれにも該当する方

に、狛江市社会福祉

月

受け付けています。

（高校生不可）

なお、すでに非課税の取り扱

よび就学に不安のある保護者

分吻教育支援課（ひだまりセン

要はありません。

弗▽公道から公道に接続してい

２５ １０



▽現在小学校６年生に在学する

※原則、

（３４８０）７９３５

協議会☎（５４３８）

※診療時間等は各病院に直接お問い合わせください。

▽狛江市障がい者就労支援セン

で、特別な支援が必要な児童お

（３４３０）４９２１

東野川２－２１－１４
岩田動物病院

３５



（５４３８）５８８０

駒井町２－１２－２

１８



■迷い犬を探せます
動物愛護相談センターで保護
収容している飼い主不明の動物
を東京都動物愛護相談センター

みゅう犬猫病院

ター内）☎（５７６１）９０４

児童で、盲・ろう・特別支援学

１へ。

１３

収容動物情報ホームページで検
索できます。

■市内の主な動物病院

障がい者職場体験実習

なお、鑑札と狂犬病予防注射

（５４３８）５６７０

３０

３１

水被害軽減を目的として実施す

み
~んなちがって、みんないい ~

特別な支援が必要な
子どもの就学・転学相談


和泉本町３－２３－２６

和泉本町１－２４－２

１２



３０

３５３３へ。

校の中学部または市立中学校の

３０





１１

特別支援学級等へ入学・入級を

フルヤペットクリニック

所在地

１０

１０

ター・サポートに登録している

３０

「狛江市暮らしの便利帳」
を配布します
さまざまな教育の場を紹介し

（３４８０）３１１１

狛江どうぶつ病院

（３４３０）７８９８

猪方２－５－７

高木動物病院

（３４８０）２２２１

東和泉２－１６－１

それいゆ動物病院

（５７６１）５１５７
和泉本町１－１２－１

元和泉３－４－１７

大矢動物病院

電話番号
サムズペットクリニック
病院名

３１
２８

１７

１２

２０

市と（株）サイネックスとの連携による
「狛江市暮らしの便利帳」を作成しました。
暮らしに役立つ各種手続きや行政情報に
加え、自然・歴史・文化などの狛江の魅力
や、四季折々のイベントの情報、ロケーシ
ョンサービスの情報など
も掲載しています。
７月初旬から各家庭に
配布を行っていきますが、
７月３１日㈯までに届かな
い場合には、連絡をいた
だければお届けします。
吻秘書広報室

１１

１０
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令和３年（202１年）６月１５日

木造住宅・分譲マンションおよびブロック塀等の耐震化の促進に関する制度
市内の木造住宅、分譲マンションおよびブロック塀等の耐震化を
促進するため、
「木造住宅耐震アドバイザー派遣事業」
、
「木造住宅
耐震診断助成事業」
、
「木造住宅耐震改修助成事業」
、
「分譲マンショ
ン耐震化促進アドバイザー派遣事業」
、
「分譲マンション耐震診断助
成事業」
、
「ブロック塀等安全対策促進事業」を実施しています。

対象事業１２月１５日㈬までに申請し、令和４年２月末日までに完了す
る事業
※契約前に市で助成金の決定が必要になりますのでご注意ください。
分吻まちづくり推進課住宅担当へ。

■各種耐震関連制度（木造住宅）
内容

助成対象建築物

耐震化に関する専門的な知識のある建築士が
耐震アド 簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修
バイザー の方法や事例などの情報提供や耐震相談を行 ▽昭和56年５月31日以前の建築基準で建築
い、耐震化に関して総合的にアドバイスします。 された市内の木造住宅および木造集合住宅
▽１つの建築物を複数の用途として使用して
市が規定する診断機関に登録する建築士等 いる場合は、当該建築物の延べ面積の過
に、対象住宅の耐震診断（診断に伴い行われ 半が住居の用に供していること
耐震診断
る現地調査を含む）を依頼する場合に、費用
の一部を助成します。

▽昭和56年５月31日以前の建築基準で建築
された市内の木造住宅および木造集合住宅
▽１つの建築物を複数の用途として使用して
いる場合は、当該建築物の延べ床面積の
過半が住居の用に供していること
▽耐震診断の結果、評点が1.0未満である
こと

耐震改修

住宅改修
（リフォーム）

助成対象者

助成額

対象建築物の所有者、共有建築物・
区分所有建築物については共有者・
区分所有者全員の合意による代表者

全額市負担（自己負担なし）

▽対象建築物の所有者、所有者の
配偶者、所有者または配偶者の一親
等の親族、助成対象住宅の購入者
（共有での購入者も含む）、共有建
築物・区分所有建築物については共
有者・区分所有者全員の合意による
代表者
▽既に納期の経過した市税を完納し
ている者（対象者すべて）

—

耐震診断料の３分の２の額
〔上限額〕12万円
⑴改修後の住宅全体の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の２分の１
〔上限額〕80万円
⑵改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となる
場合、または１階部分の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の２分の１
〔上限額〕30万円

上記の耐震改修工事と同時に行う住宅改修（リフォ
ーム）工事費用の５分の１の額
〔上限額〕20万円

■各種耐震関連制度（分譲マンション）
内容

助成対象建築物

助成対象者

助成額

耐震化促進 耐震化に関する専門的な知識のあるアドバイザーを派
対象となる分譲マンションの
昭和56年５月31日以前の建築基準で建築された市内の分譲マンション
全額市負担（自己負担なし）
アドバイザー 遣し、耐震化の促進に関するアドバイスを行います。
管理組合等の代表者

耐震診断

昭和56年５月31日以前の建築基準で建築された、地階を除く階数が３
以上の、次のいずれにも該当する市内の分譲マンション
建築士に対象分譲マンションの耐震診断（診断に伴い
▽耐火建築物または準耐火建築物であること
行われる現地調査を含む）を依頼する場合に、費用
▽１つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築
の一部を助成します。
物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
▽賃貸住宅以外の建築物であること

区分所有者の合意を得た管
理組合または区分所有者の 耐震診断料の２分の１の額
半数以上の合意を得た者の 〔上限額〕100万円
うち、
市長が適当と認める者

■各種耐震関連制度（ブロック塀等）
内容

避難路に面する危険な
ブロック塀等（コンクリ
ートブロック塀、 石 積
ブロック塀等
塀、コンクリート製 の
の撤去
塀、 万 年 塀 等 ） の 撤
去にかかる費用の一部
を助成します。

助成対象ブロック塀等

次のいずれにも該当するもの
▽危険ブロック塀等であること（市職員が現地調査にて確認）
▽危険ブロック塀等が避難路に面していること（市職員が確認）
※民間敷地境界のブロック塀は対象外
▽避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高
さが1.2mを超え、かつ、当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること
▽撤去後、道路等の路面からの高さが60cm以下になること

住民基本台帳の閲覧状況の公表

助成対象者

助成額

危険ブロック塀等がある
土地の所有者
※ただし、危険ブロック
塀の所有者と土地の所有
者が異なる場 合は、 危
険ブロック塀等の所有者

撤去に要する費用ま
たは撤去した部分の
総延長に１ｍ当たり
１万円を乗じて得た
額のいずれか低い額
〔上限額〕15万円

住民基本台帳法等に基づき、住民基本
台帳の閲覧状況を公表します。
吻市民課

■住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況（令和２年４月１日〜令和３年３月31日）※住民基本台帳法第１１条による請求
閲覧月日
8月14日

東京都福祉保健局

請求機関の名称

請求事由の概要（根拠法令）
「令和2年度福祉保健基礎調査」（東京都統計調査条例）

閲覧に係る住民の範囲
和泉本町

※住民基本台帳法第１１条の２による請求
閲覧月日
5月8日
6月18日
8月27日
8月27日
9月3日
9月15日
9月16日
9月30日

閲覧申出者の氏名
委託者と利用目的の概要
（法人の場合はその名称および代表者または管理人の氏名）
（一社）中央調査社 会長 大室真生
（共同申出者）NHK放送文化研究所
「2020年６月全国放送サービス接触動向調査」
（ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部の委託）
世論調査部長 吉田理恵
（一社）新情報センター 事務局長 平谷伸次
「家計消費状況調査」
（総務省統計局統計調査部の委託）
（株）ＲＪＣリサーチ 代表取締役 守住邦明
「都民生活に関する世論調査」
（東京都生活文化局の委託）
「ギャンブル等依存症実態把握調査」
（株）ＲＪＣリサーチ 代表取締役 守住邦明
（アクセンチュア（株）の再委託 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターの委託）
（株）日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博
（共同申出者）NHK放送文化研究所
「2020年国民生活時間調査」
（ＮＨＫ放送文化研究所の委託）
世論調査部 部長 吉田理恵
（一社）輿論科学協会 理事長 井田潤治
「男女平等参画に関する世論調査」
（東京都生活文化局の委託）
（株）エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則
「広報広聴活動に関する調査」
（東京都生活文化局の委託）
（一社）輿論科学協会 理事長 井田潤治
「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査」
（東京都福祉保健局の委託）

10月2日 （一社）輿論科学協会

理事長

井田潤治

10月6日 （一社）中央調査社 会長 境克彦
10月7日 （一社）輿論科学協会 理事長 井田潤治
10月8日 （株）綜研情報工芸

代表取締役

10月16日 （一社）新情報センター

事務局長

10月23日 （株）日本リサーチセンター
10月27日
11月5日
11月25日
11月26日
2月4日

本山幸二
山本恭久

代表取締役社長

鈴木稲博

（一社）中央調査社 会長 境克彦
（一社）輿論科学協会 理事長 井田潤治
（株）綜研情報工芸 代表取締役 本山幸二
（株）サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗
（一社）新情報センター 事務局長 山本恭久

閲覧に係る住民の範囲
岩戸南
中和泉・和泉本町
駒井町
和泉本町
岩戸北

岩戸北
東和泉
和泉本町・中和泉・西和泉
和泉本町・元和泉・東和泉・猪方・
「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査」
（東京都福祉保健局の委託）
駒井町
「地域社会の暮らしに関する世論調査」
（内閣府大臣官房政府広報室の委託）
岩戸北
「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査」
（東京都福祉保健局の委託）
岩戸南・岩戸北・東野川
「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」
中和泉五丁目
（東京都福祉保健局保健政策部健康推進課の委託）
「家計消費状況調査」
（総務省統計局の委託）
中和泉五丁目
「青少年のインターネット利用環境実態調査」
東野川一丁目
（内閣府政策統括官（政策調整担当）付青少年環境整備担当の委託）
「令和２年度 食育に関する意識調査」
（農林水産省消費・安全局の委託）
和泉本町四丁目
「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査」
（東京都福祉保健局の委託）
西野川
「消防に関する世論調査」
（東京消防庁の委託）
和泉本町四丁目、東野川一丁目
「第５回 若者のワークスタイル調査」
（独立行政法人労働政策研究・研修機構の委託）
東野川三丁目、東野川四丁目
「家計消費状況調査」
（総務省統計局の委託）
西野川一丁目

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。

腹７月３日㈯
淵防災センター３階会議室
弗市内在住のひきこもりの子ども・若者等が身近にいる家
族や友人の方等
■講演会
複午後１時～２時２０分 払先着１５人
沸現在のひきこもりの状況やひきこもりの子への接し方
（上手なコミュニケーションのとり方）等について
仏内田良子さん（心理カウンセラー）
■相談会
複午後２時４０分～３時４０分 払先着６人
沸若者のひきこもりに関する相談を専門の
相談員がお受けします（３０分程度）
。
分吻６月３０日㈬までに、
電子申請で子ども政
策課企画支援係へ。

色水遊び

三島保育園
☎（３４８８）３８９８

園庭遊び

８日㈭
２０日㈫

めぐみの森保育園
☎（３４８０）４４４８

１５日㈭

園庭遊び

７日㈬

園庭遊び・色水遊び

２１日㈬

園庭遊び・スイカ割り

■高次脳機能障がい相談茶話会

「トーク＆トーク」

１０

時～正午覆

沸生活習慣病を予防して、感染

１１

日㈰午前

を使用した医療・介護の専門相

症の予防や重症化を防ぎましょ

腹７月

階会議室弗高次脳機能障がい当

談仏岩下達雄さん（認知症サポ

う仏岩下達雄さん（岩下医院院

時まで淵防災センター３

事者、家族、支援者等仏東京慈

ー ト 医 ）、 梶 井 文 子 さ ん（ 慈 恵

長）

午前

恵会医科大学附属第三病院リハ

医 大 老 年 看 護 学 教 授 ）、 市 川 裕

ビリテーション科

容 を 記 入 の 上、 墳 koushikkr@
city.komae.lg.jp

で高齢障がい課高

■生活習慣病予防講演会「長引

齢 者 支 援 係（ 返 信

■慈恵医大第三病院認知症疾患

く自粛生活での健康管理～注意

メールの受信設定

医療センター主催「夜間の介護

するのは振り込め詐欺と新型コ

をしてください）
へ。

オンライン相談会」

ロナだけではありません～」

３０

腹７月９日㈮午後７時～９時弗

人（要予約）

腹７月８日㈭午後２時～３時

分弗市民払先着

センター）☎（３４８８）１１

８１へ。

３０

認知症の方等を介護する家族沸

日㈬までに、住所・氏

３０

ビデオ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」

分吻６月

名（ふりがな）
・電話番号・相談内

時～

１０

腹６月

日㈯複午前

２６

■ちゃれんじタイム

日㈪～

午後１時（火曜日は午後３時

２１

◎岩戸児童センター 
 ◎こまっこ児童館 

 ☎（３４８９）５４１４
 ☎（３４８０）５７０１

日㈬午後

３０

■スポーツ大会「ドッジボー

腹６月

分弗小学生

４５

ル大会」

３０

分～４時

分

３０

３時

まで。土曜日は午前９時

分）弗乳幼児親子沸

３０

２５

人沸さまざまな種類

時

１１

払先着

～

親子でできる制作活動

２６

のドッジボール

１９

腹６月

 

淵分吻健康推進課（あいとぴあ

https://komae-kosodate.net/

１１

※詳細は、こまえ子育てねっとをご覧ください。

■七夕飾りづくり

日㈯午後１時～５時弗小学生

◎子ども家庭支援センター

日㈬午

太さん（社会福祉士）

医師、スタッフ

分吻福祉相談課相

談支援係へ。

こまえ子育てねっと
を行います分６

３０

腹７月２日

１１

歌姫おちょう

日㈯午後２時から

３０

子育て

月

１０

■すくすく測定

◎和泉児童館 
 ㈮午前 時 分～ 時 分弗
 ☎（３４８０）１４４１

腹６月

 ☎（５４３８）６６０５

■母乳相談

時弗

２３

乳幼児親子払先着６組沸身

時から

１０

長・体重の測定ができます分

１９

日㈯午前

時～

１１

６月

前

乳幼児の保護者

払先着６組沸助

産師による母乳相談分６月

日㈫まで

１０

２４

日㈭午

分（要予

分弗小

腹７月７日㈬

分～４時

人沸楽しいお話

１５

■おはなし会

午後３時

学生払先着

がたくさん登場します分６月

日㈯午後２時から

２２

１０

３０

腹６月

分～２時

３０

２６

■栄養相談

後１時

約）弗乳幼児

沸狛江栄養士

会の方に食の

悩みの相談が

できます。

３０

園庭遊び・身体測定

いずみ保育園
☎（３４８０）０５９８

色水遊び

内容

東野川保育園みんな
２１日㈬
の家☎（３４３０）８７７８

夜間無料法律相談会

５日㈪
駄倉保育園
☎（３４８９）５４１５ ２０日㈫

どろんこ遊び

沸市内在住の弁護士による相

園庭遊び

腹７月７日㈬午後６時～８時

「不登校・ひきこもりにどう寄り添うか」

園庭遊び・遊具遊び・おもちゃ遊び
１３日㈫ リトミック
（動物による音符表現・
リズム表現）

狛江子どもの家
☎（３４８８）１２３１

どろんこ遊び

続、離婚、金銭賃借

１日㈭
駒井保育園
☎（３４８０）９３６１ １３日㈫

日程

淵エコルマホール展示・多目的

藤塚保育園
☎（３４８９）２８３５ １５日㈭

園名

等の法律問題に関す

内容
色水遊び

室

日程

る相談

※子どもと家庭に関する簡易な相
談、指導も行います。
物着替え、タオル等
■私立保育園園庭開放
複午前１０時～１１時
吻各園

■「おひさま」7月の日程（雨天中止） ■私立認可保育園園庭開放７月の日程（雨天中止）
５日㈪

１２

6

子ども・若者のひきこもりに
関する講座および相談会

保育園園庭開放 ～来て見て遊ぼう～

園名

弗市内在住・在勤の方

分吻７月２日㈮までに、子ども政策課企画支援係へ。

分吻秘書広報室へ。

払５人

払先着 人（要予約）

弗過去の狛江市成人式企画実行委員経験者で２５歳以下の方

令和３年（2021年）６月１５日

絵手紙七夕飾り

過去の成人式企画実行委員経験者で、令和４年成人式実行委員を

サポートしていただける方を募集します。

市文化振興事業団）☎（３４３

０）４１０６（火曜日休館）

令和４年狛江市成人式サポーター募集

弗未就学児親子
※親子とも汚れてもよい服装でお越
しください。
■市立保育園園庭開放「おひさま」
複午前１０時～１１時３０分（１１時までに
お越しください）

２８

日㈪～７月７日

分吻７月２日㈮までに、子ども政策課企画支援係へ。

展示期間６月

沸令和４年１月１０日㈷に開催する成人式の企画・立案から実施まで

広報こまえ
㈬

払１０人程度

淵市役所２階ロビー

弗令和４年新成人（平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ）

沸七夕に合わせて絵手紙の七夕

２０歳の門出の成人式をあなた自身の手でつくりあげてみませんか。

ぜひお友達と誘い合って応募してください。

飾りを展示します。

令和４年狛江市成人式企画実行委員募集

吻「絵手紙発祥の地―狛江」実

行 委 員 会 事 務 局（
（一財）狛江

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

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
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緊急時にも役に立つ
「東京消防庁公式アプリ」

７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６月２３日㈬までに、狛江市シルバー人材センター
☎（３４８８）６７３５へ。

無料アプリ「東京消防庁公式アプリ」をダウンロードすると、消防
や救急の知りたい情報をいつでも・どこでも・手軽に入手することが
できます。チャ
ットボットやマ
ップ機能を中心

■７月のパソコン教室日程等

に、多くの機能

日程
５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪
６日㈫・13日㈫・20日㈫・27日㈫
７日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬
１日㈭・８日㈭
15日㈭・22日㈷
２日㈮・９日㈮
16日㈮・23日㈷
３日㈯・10日㈯・17日㈯・24日㈯
３日㈯・10日㈯
17日㈯・24日㈯
３日㈯・10日㈯・17日㈯・24日㈯
３日㈯・10日㈯・17日㈯・24日㈯
１日㈭・８日㈭・15日㈭・29日㈭

を備えていま
す。ぜひご活用
ください。
吻狛江消防署予
防課☎（３４８０）
０１１９

コース名
ワード実用
パソコンで水彩画
エクセル表作成とグラフ
iPhone & iPad入門1(※1)
iPhone & iPad入門2(※1)
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)
Excelちょこっとうえの関数
やさしいLINE入門(※1)
やさしいLINE実践(※1)
脳トレ講座(※2)
ピンポイント・ワード
ワード入門（西河原公民館）

西河原公民

岩戸地域セン

■相続・遺言等相談会

２２

日㈫

日㈬

１４

腹淵▽６月

館▽７月

１０

時～正午沸相続・

か ら、 の 時 代 へ。」

をキャッチフレーズ

に男女共同参画週間

が実施されます。

吻政策室市民協働推進担当

■里親制度説明会

日㈪午後２時～２時

２１

ター複午前

腹６月

分淵ひだまりセンター沸さまざ

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

ない子どもたちと一緒に生活を

まな事情により保護者と暮らせ

守）。

する里親制度の説明※詳細は、

受けします（予約不要・秘密厳

吻狛江の相続を考える行政書士

の会・古林☎０９０（３９３２） 二葉学園ホームページをご覧く

ださい。

分吻多摩児童相談所フォスタリ

４５

好評発売中
♪名作ミュージカル 劇団ポプ
●
ラ オズの魔法使い
腹６月２０日㈰午後２時開演（１
時開場）
チケット全席指定 一般２，０００円
小学生以下１，０００円
※３歳以上要チケット（３歳未満膝上鑑賞は無料）
♪いまでも心はひとつ 青春のアイドルヒットステージ８０’ｓ
●
腹７月４日㈰午後４時開演（３時開場）
出演早見優、松本伊代、香坂みゆき
チケット全席指定 ６，５００円
※未就学児はご遠慮ください。

イ
ホール

新型コロナウイルス感染症の影響により、無観客で収録した「出
張！なんでも鑑定団ｉｎ狛江」の放送日が決定しました。
腹６月２２日㈫午後８時５４分から（テレビ東京）
※急きょ放送日が変更になる場合があります。
吻狛江市なんでも鑑定団実行委員会事務局
（地域活性課地域振興係）

ヨ

「出張！なんでも
鑑定団ｉｎ狛江」の
テレビ放送日は
６月２２日㈫です

一般財団法人狛江市文化振興事業団☎
︵３４３０︶４１０６
︵火曜日休館︶

腹７月１７日㈯午前９時５０分～正午（雨天時は２４日㈯に延期）
覆午前９時３０分
淵狛江水辺の楽校入口
弗市内在住の小学生以上の方（低学年は保護者同伴）
払先着１５人
沸水生生物、昆虫の捕獲調査・観察、鳥類の観察
物川に入れる服装・靴（長ズボン・滑りにくい靴など。サンダル・
長靴不可）、帽子、タオル、飲み物、必要な方のみ着替えや履き
替え靴、網など
分吻６月１６日㈬から、環境政策課水と緑の係へ。

ング機関二葉学園☎

０４２（４４４）０

１９１へ。



☎（３４８８）４４１１

◎中央公民館



▽水の量

多摩川生きもの調査会を行います

１３４９

日㈮午後１時～４時淵

２５

■市民法務無料相談会

腹６月

防災センター４階会議室沸相

続・遺言・成年後見・お墓等に

ついて、行政書士が相談をお受

けします（要予約・秘密厳守）。

つば もと

■子どもの実験教室

分

３０

腹７月

時

分弗小学校

日㈯午前

時

１０

をはかろう

～

１・２年生▽エネルギーの仕組

３０

１０

分吻調布行政書士市民法務会・

日は「男女共同

日㈰午後

１８

１１

鍔本☎０４２（４４６）６７２

０へ。

日～

分

腹７月

分～４時

３０

２９

みを探ろう

２時
３０

■６月

参画週間」

誰もが性別にかかわりなく、

人（要予約）仏

弗小学校３年生～中

学校３年生

各回定先着

自然科学数理教室キッズアース

日㈰まで

講師物筆記用具、定規鮒５００

円（材料代）分６月

に、電子申請で申し込み

２７

１２

それぞれの個性と能力を発揮で

きる男女共同参

画社会を実現す

るために、令和

３年度は「女だ

から、男だから、

ではなく、私だ

内閣府
市ホームページ
ホームページ

２３

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

早見優

松本伊代

香坂みゆき

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）
、インターネット予約
※当日券の販売はありません。

https://ecorma-hall.jp

※広告枠に掲載する広告を募集しています。吻フレックス株式会社（広告代理店）☎042（528）3722

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

木村大作講演会＆
「散り椿」
上映会
狛江市名誉市民であり文化功労者でもある木村大作さんによる講演と国内外で高い評価を
得た映画「散り椿」
（平成３０年９月公開）の上映会を行います。
腹７月３１日㈯午後１時～４時（０時２０分開場）
淵エコルマホール
払３００人（事前申込制・多数抽選）
沸▽木村大作さん（映画監督・キャメラマン）による講演会
▽木村大作さん監督作品「散り椿」の上映（上映時間１１２分・主演：岡田准一、第４２回モ
ントリオール世界映画祭審査員特別賞受賞）
分吻７月９日㈮（消印有効）までに、電子申請または往復はがき（応募は１人１
回まで。往復はがきの場合は記入例参照。結果は７月１９日㈪までにメールまた
は返信はがきでお知らせ）で秘書広報室へ。

■往復はがき記入例
【往信用の裏面】

代表者の氏名

何も書かないで

返信

代表者の住所

63円
切手

ください

往信

【返信用の裏面】

１
―
５
―

狛江市役所
秘書広報室広報広聴担当

切手

8 5 8 5

狛江市和泉本町 １

2 0 1

63円

（往復はがき１枚につき２人まで）
「木村大作講演会＆散り椿上映会」

宛

申込希望者全員の
１．住所
２．氏名（ふりがな）
３．生年月日
４．電話番号（できるだけ携帯電
話番号をご記入ください）
※車いす席の希望者はその旨を
記載

避難情報が変更されました

吻安心安全課

©２０１８「散り椿」製作委員会

災害対策基本法の一部改正により、
避難情報が見直されました。

⑴警戒レベル３は、避難を促す対象を明確にするため、
「高齢者等避難」に名称を変更しています（高齢者等の「等」には障がい
のある人など避難に時間を要する人や避難支援者等も含まれます）
。
⑵避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊急）を「避難指示」に一本化しています。避難指
示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されます。
⑶災害が発生・切迫し、警戒レベル４での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保す
るよう促す情報を、警戒レベル５「緊急安全確保」として位置づけています。この発令を待ってはいけません。
警戒レベル
警戒レベル

５

避難情報

災害発生情報

４

避難指示（緊急）
避難勧告

３

避難準備・高齢者等
避難開始

２

大雨・洪水・高潮
注意報（気象庁）

１

早期注意情報
（気象庁）

４
３
２
１

24時間医療機関案内
☎（５２７２）０３０３

☎（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

東京版

救急受診ガイド

東京消防庁救急相談センター

＃ 7119


☎０４２（５２１）２３２３

携帯電話
から

災害の
おそれ高い

災害の
おそれあり

気象状況
悪化
今後気象
状況悪化
のおそれ

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

災害発生
または切迫

緊急安全確保

とるべき行動

命の危険
直ちに安全確保

警戒レベル４までに必ず避難！

変更後

変更前

５

避難情報

スマートフォン
から

避難指示

危険な場所から
全員避難

高齢者等避難

危険な場所から
高齢者等は避難

大雨・洪水・高潮
注意報（気象庁）

自らの避難行動
を確認

早期注意情報
（気象庁）

災害への心構え
を高める

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
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