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の該当にならない方々への事業継
続 支 援 給 付 金 を 支 給 し て い ま す︒
また︑皆さまの家計に与える影響
を緩和するため︑プレミアム付商
品券を発行いたしました︒さらに︑
皆さまからお預かりしている都市
計画税の税率を令和３年度のみ
０・ パーセントとし︑負担を軽
減いたします︒今後も新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響について
は︑状況を見ながら︑柔軟に対応
してまいります︒
本年も︑町民︑事業者の皆さま
に︑引き続き新型コロナウイルス
の感染拡大防止にご協力いただき
ながら︑皆さまの健康と安全を守
ることを最優先とし︑感染拡大防
止と町内経済活動の両立に全力で
取り組んでまいります︒
さて︑新春を迎えるにあたり︑未
来に希 望があふれるお話をしたい
と思います︒多 くの皆 さまから意
見 等をいただいた﹁ 第５次 瑞 穂町
長期総合計画﹂が 月の町議会で
可決されました︒この計画は︑令和
３年度から 年間のまちづくりの
方向性を示す町の最上位計画です︒
計画期間内でめざす将来都市像
は︑
﹁すみたいまち つながるまち
あ た ら し い ま ち 〜〝 そ う ぞ う 〟し
よう みらいにずっとほこれるみ
ずほ〜﹂です︒
町民の悲願であった多摩都市モ
ノレールの箱根ケ崎方面延伸に向
けての事業が動き出し︑さらに先
の時代にめざす瑞穂の姿を胸にい

瑞穂町長
だ き〝 そ う ぞ う︵ 創 造︑ 想 像 ︶〟
しながら︑持続可能な地域社会を
作り上げる計画といたしました︒
この第５次長期総合計画の初年
度にあたり︑新たな長期総合計画
と︑現在編成中の新年度予算案に
基づき︑その一端をご紹介します︒
誰もが健康ですこやかに暮らせるまち

年齢や障がいの有無などにかか
わらず︑誰もがそれぞれの健康維
持・増進や身体の機能を維持する
ため︑相談や専門家等の助言を受
けられる体制づくりと健康づくり
に自発的に取り組める環境を整え︑
健康な生活習慣の定着や各種疾病
予防を推進いたします︒
子どもたちがのびのびと育つまち
中長期的な視点で学校施設の大
規模改修などの整備を計画的にす
すめるとともに︑児童・生徒への
学習支援ツールとして︑タブレッ
ト型パソコンを一人一台体制とな
るよう整備し︑ＩＣＴ化を推進い
たします︒
豊かなこころを育むまち
﹁自分の居場所と感じられる図
書館﹂をコンセプトに︑安全安心
かつ使いやすい建物となるよう図
書館改修工事をすすめます︒工事
期間中は︑臨時図書室をスカイホ
ール内に開設いたします︒
つながりと活力にあふれるまち
町の地域資源︑観光資源等の情

瑞穂町議会議長

杉浦 裕之
報 が 多 く の 人 々 に 行 き 渡 る よ う︑
現在作成中の町公式キャラクター
を活用し︑さまざまな情報発信ツ
ールを使用しながら発信力の強化
につとめてまいります︒
環境にやさしい安全・安心なまち
いつ起こるかわからない災害に
備えるために︑新庁舎を防災拠点
とした災害予防・災害応急対策・
災害復旧などの訓練を実施し︑危
機管理の強化につとめてまいりま
す︒また︑災害時における災害現
場をリアルタイムで確認するため︑
ウェアラブルカメラを導入いたし
ます︒
便利で快適に暮らせるまち
多摩都市モノレールの箱根ケ崎
方面延伸について︑東京都が延伸
に向けた基本設計に着手いたしま
した︒町としても︑多摩都市モノ
レールの延伸を見据え︑都市計画
マスタープランで︑新青梅街道や
既成市街地を含めた整備の方向性
を明確にした︑利便性の高い快適
に住み続けられるまちづくりをす
すめてまいります︒また︑新たな
公共交通として﹁コミュニティバ
ス﹂の実証実験運行に取り組んで
まいります︒
町民の皆さまと議 会のより一層
のご理解とご協力を賜りますよう
お願いし︑年頭の挨拶といたします︒

古宮 郁夫
ながるまち あたらしいまち﹄の
実現に向けて︑取り組んでいきま
す︒
議会力の強化
議会では︑昨年の９月議会で瑞
穂町議会基本条例を可決し︑４月
から施行します︒この条例は︑議
会および議員の活動原則などを明
らかにし︑町民および町長等と議
会の関係を定め︑町民の負託に全
力で応えていくよう定めたもので
す︒議会での議論を活発にし︑開
かれた議会を推進して︑真に町民
の負託に応えられるよう議員一同
努めてまいります︒
町議会として︑明るい未来の実
現のため︑議会機能の発揮に務め︑
さまざまな課題に全力を挙げて取
り組んでまいります︒今後も皆さ
まのご指導ご鞭撻をお願い申し上
げ︑年頭のあいさつといたします︒

2
令和３年１月号

新しい未来︑新しいまちづくりに向けて

あけましておめでとうございます︒
皆さまには新しい年を迎えられ︑
健やかにお過ごしのことと拝察い
たします︒新たな一年が皆さまに
とりまして幸多き年となりますよ
う心よりお祈り申し上げます︒
昨年は︑国内で新型コロナウイ
ルスの感染が確認され︑３月下旬
以降︑感染が急速に拡大しました︒
４月には︑新型インフルエンザ
等対策特別措置法に基づく﹁緊急
事態宣言﹂が発出され︑町におい
ても︑学校をはじめ公共施設で感
染 拡 大 防 止 に 対 応 す る と と も に︑
町民︑事業者の皆さまにご理解ご
協力を求め︑町内の感染拡大防止
につとめてまいりました︒感染拡
大による経済への影響も甚大であ
り︑製造業のみならずサービス業
にも影響が広がると同時に︑雇用
情勢も悪化し事業者が懸命に雇用
を守っている状況が続いています︒
この状況を受け町は︑新型コロ
ナウイルス感染症の影響で職を失
われた高齢者・ひとり親・障がい
者等・学生世帯を支援する緊急支
援給付金や中小企業者や農業者の
皆さまに対し︑国の持続化給付金

た︒新庁舎は一足早く 月末に竣
工し︑最高水準の免震構造を持つ
防災機能を備えた︑安心の砦とな
りました︒今後 年１００年と機
能を発揮し︑町民に親しまれる施
設となるよう願っています︒
コミュニティバスの実証実験運行

未来への投資

本設計に着手しました︒大きく前
進した事業を早期に実現するため︑
昨年 月に﹃モノレールを呼ぼう
瑞穂の会﹄が設立され︑町民一丸
となった活動へと宣言が行われま
した︒
議会としても︑町と共に早期事
業化実現に向けて︑国や東京都︑
関係機関などへの要望活動に取り
組んでいきます︒

困難を乗り越え 力強く前進
コロナ禍により︑社会生活が一
変してしまいました︒新年を迎え︑
新しい日常の中で社会が活性化し︑
幸多き年となりますようお祈り申
し上げます︒
安全・安心への布石
昨年は︑新型コロナウイルスの
感染が瞬く間に世界規模で拡大し︑
人々の生活を不安にさせる年とな
りました︒そのような中で︑町が
危機管理官を任用し構築した危機
管理体制は設置数年でありながら︑
感染症の分野でも力を発揮し心強
い存在となりました︒
昨年末には﹁はやぶさ２﹂の偉
業が︑日本の宇宙探索の技術力を
世界に知らしめました︒町の新庁
舎建設事業は︑はやぶさ２の打ち
上げの年に庁内検討委員会が設置
されています︒６年の歳月を経て︑
はやぶさ２はカプセルを見事に着
地させ︑新たな任務に旅立ちまし
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地域公共交通会議は︑昨年より
町内の公共交通環境を見直し︑町
民の皆さまの需要にあった輸送サ
ービスを検討していました︒協議
の結果︑コミュニティバスの実証
実験運行が 月から開始される予
定です︒
地域の皆さまが豊かに暮らすた
めに︑地域の公共交通はとても重
要です︒通院・通勤・通学・買物・
観光といろいろな場面を想定した
上で︑まずは地域の声が反映され
て︑そこに住む人たちが愛着をも
って利用できるかが︑成否の要に
なると考えています︒
議会は︑瑞穂町に最もふさわし
い地域公共交通になるよう注視し︑
行動していきます︒
モノレール延伸へ

コロナ禍の影響で︑町税などの
歳入は減少が確実な状況であり︑
歳出の抑制が求められます︒ただ
し︑新型コロナウイルス感染症対
策の経済的支援策などは必要に応
じ︑打ち出さなければなりません︒
そんな状況にも未来への計画的投
資は怠ることなく︑２つの重要な
計画が４月からスタートします︒
まず︑町の最上位計画である第
５次瑞穂町長期総合計画は︑町の
年後の姿を描く計画で︑昨年の
月議会で可決しました︒次に︑
議会の議決対象ではありませんが︑
瑞穂町の 年間におよぶ土地利用︑
公共施設の整備などを地区別に定
めたまちづくりの将来ビジョンで
ある瑞穂町都市計画マスタープラ
ンです︒
議会としてもこれらの計画につ
ねに目を向け﹃すみたいまち つ
12 10
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多摩都市モノレールの箱根ケ崎
方面への延伸について︑東京都は
導入空間となる新青梅街道の用地
取得を着実に進め︑令和２年度よ
り事業に向けて現況調査および基
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年頭の
令和3年

青梅税務署からのお知らせ

確定申告はお早めに
0428（22）3185（自動音声に従って「2」を選択してください）

問合せ 青梅税務署

令和２年分

申告書作成会場
税 目

２月16日㈫〜３月15日㈪

贈与税

２月１日㈪〜３月15日㈪ 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、当日、会場で配布するほか、LINEアプリ
で事前に入手することが可能です。
１月４日㈪〜３月31日㈬
※詳しくは青梅税務署へお問い合わせください。

個人事業者の消費税と地方消費税

※還付申告は、
２月15日㈪以前でも提出できます。

感染症対策へのお願いについて

受付時間 午前８時 30 分〜午後４時（提出は午後５時まで）
相談時間 午前９時〜午後５時

各申告相談会場に来場される際は、マスクの着用・検温
の実施にご協力をお願いします。37.5度以上の発熱が認
められる場合などは、入場をお断りさせていただきます。

※２月１日㈪から３月15日㈪までは、身体障がい者用車両
を除き、青梅税務署の駐車場はご利用できません。河辺
駅北口のイオンスタイル河辺の駐車場か公共交通機関を
ご利用ください。

※申告書作成会場は大変混雑します。申告内容によっては
作成に相当の時間を要しますので、時間に余裕を持って
お越しください。なお、混雑状況により、早めに受付を
締め切る場合がありますので、ご了承ください。

【休日の申告・受付】
２月21日㈰と２月28日㈰に限り、立川税務署（立川市緑町４−２）で申告書の作成・提出ができます。
※電話による相談、国税の領収と納税証明書の発行は行っていません。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

【町・都民税の申告受付】※所得税や復興特別所得税の確定申告も受け付けます。
場 所
元狭山コミュニティセンター
長岡コミュニティセンター
武蔵野コミュニティセンター
庁舎１階 ホール
２月16日㈫
〜３月15日㈪ ※土・日曜日、祝日を除く

時 間
受付番号の配布時間：午前8時30分〜（午後3時終了）
※ただし、確定申告書の相談作成などに係る一日あたりの人数が56
人に達し次第受付を終了します。
※町・都民税の申告は、郵送での申告をお願いします。
※詳しくは「広報みずほ」2月号でお知らせします。
557―7519
問合せ 税務課

町内申告会場での確定申告書の相談作成は一日56人までと人数制限をさせていただきます。

※前回（令和元年分）の確定申告書を町内の申告相談会場などで提出された方については、令和２年分の確定申告書などの
用紙は送付されませんので、ご注意ください。

【医療費控除の手続き】
今回の確定申告から、医療費控除については「領収書で
の提出ができません」。このため「医療費控除の明細書
（※）」の添付が必要です。なお、医療費の領収書は「自
宅で５年間保存」する必要があります。

【確定申告はインターネットで】

※「医療費控除の明細書」について
医療を受けた方の氏名や病院・薬局などの支払先を取
りまとめ、表として作成したものです。明細書の様式
は、青梅税務署、税務課、各コミュニティセンターにあ
ります。なお、国税庁ホームページからも
【社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入について】
ダウンロードできます。
所得税などの申告書には、平成29年分の確定申告から提
※事前に作成した「医療費控除の明細書」を
出の都度、マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書
申告書へ添付し申告してください。
類の提示または写しの添付が必要です。
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146 ㎡

13.1ｍ

13.1ｍ

11.7ｍ

7.8m

道路 6m

道路 6m

④

●抽選日
③ 32 街区 7 画地
至 青梅

③

道路 6m

⑤

青梅街道

②

9.9m
11.8m

91 ㎡ 11.7ｍ

11.1m

118 ㎡ 11.8m

分譲内容
9.9m

①46 街区 2 画地【地積 99 ㎡】
用途地域
建ぺい率
防火地域
高度地区

工業地域
60％ 容積率
準防火地域
指定なし

200％

②28 街区３-２画地【地積 96 ㎡】
用途地域 第一種低層住居専用地域
建ぺい率 50％ 容積率 100％
防火地域 準防火地域
※誘導容積の認定手続きが必要です。
高度地区 第一種高度地区（高さの限度 10ｍ）

③32 街区 7 画地【地積 118 ㎡】
用途地域 準工業地域
建ぺい率 60％ 容積率 200％
防火地域 準防火地域
高度地区 第二種高度地区
特別工業地区 第二種特別工業地区

② 28 街区 3-2 画地

①

道路 6m
5.5m
17.6ｍ

17.2ｍ

96 ㎡
① 46 街区 2 画地
道路

5.5m

10m

10.0m
15.5ｍ

99 ㎡

9.4ｍ

7.9m

④33 街区 12-1 画地【地積 146 ㎡】
用途地域 準工業地域
建ぺい率 60％ 容積率 200％
防火地域 準防火地域
高度地区 第二種高度地区
特別工業地区 第二種特別工業地区
東福
生

所得税などの申告は「e-Tax（国税電子申告・納税シス
テム）」をご利用ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
で、初期登録を含む一連の操作で確定申告書を作成し、印
刷して「書面」で提出することができます。なお、マイナ
ンバーカードを利用した申告や、税務署で本人
確認のあとに発行される「ＩＤとパスワード」
を利用し、自宅のパソコン、スマートフォンや
タブレット端末で電子申告ができます。

7.8m

抽選参加申込受付
期 間 1月25日㈪〜2月２４日㈬（土・日曜日、祝日を除く）
場 所 都市計画課 区画整理係
※直接、都市計画課へ提出してください。
※郵送または電話などによる申込みは受け付けません。

日 時 3月5日㈮ 午前９時から
場 所 町民会館第2会議室
※詳しくは、
「保留地分譲のご案内」を
ご覧ください。

⑤ 33 街区 8 画地

11.1m

箱根ケ崎駅

〔お願い〕
町内の申告会場では、確定申告書の提出のみの受付およびB申告（主に「営業や事業」などに伴う収入のある方が使
用する申告書）の受付は行っていません。
このため、ご自身で作成した確定申告書は、税務署に直接お持ちいただくか、郵送などで提出してください。

④ 33 街区 12-1 画地

のぼり旗

日 程
２月５日㈮
２月９日㈫
２月12日㈮

「保留地分譲のご案内」
の配布
期 間 1月18日㈪〜2月１７日㈬（土・日曜日、祝日を除く）
場 所 都市計画課 区画整理係
武蔵野・長岡・元狭山各コミュニティセンター
※各コミュニティセンターは休館日
（祝日、第2水曜日）
を
除く。

のぼり旗

庁舎１階
ホール

申告書の作成に必要な書類、印鑑、マイナンバーカードか
通知カード、運転免許証などの本人確認書類、前年分
の確定申告書の控えなどをお持ちください。
※譲渡所得など複雑な内容は税務署で相談ください。
※混雑状況で早めに受付を終了する場合があります。
※税理士の無料申告相談は小規模納税者が対象です。

●申込案内・参加申込受付期間

のぼり旗

税 理 士による無 ２月３日㈬
料申告相談
午前９時00分〜10時30分ごろ
午後１時〜３時ごろ

備 考

①740万5,200円 ②992万6,400円 ③1,340万4,800円 ④1,741万500円 ⑤1,085万1,750円

のぼり旗

青梅税務署職員 ２月１日㈪・２日㈫
などによる出 張 午前９時30分〜11時ごろ
相談
午後１時〜３時ごろ

場 所

分譲価格

のぼり旗

日 時

557―7662

金子

【役場への確定申告出張相談】

問合せ 都市計画課

区画整理保留地分譲 販売

申告書の提出・納税期限（土・日曜日、祝日を除く）

所得税と復興特別所得税

内 容

箱根ケ崎駅西口

⑤33 街区 8 画地【地積 91 ㎡】
用途地域 準工業地域
建ぺい率 60％ 容積率 200％
防火地域 準防火地域
高度地区 第二種高度地区
特別工業地区 第二種特別工業地区

現地にある、「区画整理保留地 販売中」
と書かれたのぼり旗が目印です。

※①、②、③、④、
⑤ともに箱根ケ崎駅西地区地区計画が定められ
ています。また、建築物などの高さ制限があります。
広報みずほ

令和３年１月号
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みずほ伝言板

みずほ伝言板

皆さまのご意見を募集します
次の3つの計画について、素案を取りまとめました。この案に対する皆さまのご意見をお寄せください。頂い
た意見は、計画策定の参考とさせていただきます。

▼▼▼▼

公表場所
庁舎１階情報公開コーナー
都市計画課、産業課
武蔵野、元狭山、長岡の各コミュニティセンター
町ホームページ
※各施設の休館日などは、閲覧できません。

提出方法

氏名（団体、企業の場合はその名称、担当
者の氏名）住所、電話番号を明記の上、各
提出先へ持参、郵送、ファクス、電子メー
ルのいずれかで提出してください。様式は
自由です。
※頂いたご意見に対して個別に回答はしません。また、
電話・窓口での口頭による意見提出はできません。

瑞穂町都市計画マスタープラン（素案）
公表・意見募集期間
1月8日㈮〜25日㈪
※郵送の場合、同日必着

提出先
〒190―1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
都市整備部 都市計画課 計画係
556―3401
toshikei@town.mizuho.tokyo.jp
問合せ 都市計画課
557―0599

新型コロナウイルス感染リスクが高まる「5つの場面」
この5つの感染リスクが高まる場面が生活の中に潜んでいないか、
ぜひご確認ください。
場面1 飲酒を伴う懇親会など
飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下します。また、聴
覚が鈍くなり、大きな声になりやすいです。
場面2 大人数や長時間におよぶ飲食
長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間
の食事に比べて、感染リスクが高まります。
場面3 マスクなしでの会話
マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感
染のリスクが高まります。
場面4 狭い空間での共同生活
狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、
感染リスクが高まります。
場面5 居場所の切り替わり
仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩み
や環境の変化により、感染リスクが高まることがあります。
問合せ

保健センター

パートナー

557―5072

PARTNER
―瑞穂町男女共同参画社会推進事業講演会―

オンラインで学ぶポジティブ心理学

瑞穂町下水道プラン（素案）
公表・意見募集期間
1月8日㈮〜25日㈪
※郵送の場合、同日必着

提出先
〒190―1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
都市整備部 都市計画課 下水道係
556―3401
gesui@town.mizuho.tokyo.jp
問合せ 都市計画課
557―7681

〜幸せに生きるヒント〜

オンラインシステム「Zoom」を利用した、リモー
トによる講演会です。
様々なことが起こった2020
年。ものごとのとらえ方は人
によって異なります。幸せか
どうか感じるのは自分の心次
第。毎日を幸せに生きるヒン
トを学んでみませんか。

日 時 1月24日㈰ 午後1時30分から
対 象 どなたでも（要申込み）
定 員 30人
講 師 石川 任さん（交流分析協会インストラクター）
※オンラインでの参加ができない場合は、庁舎1階ホール
で参加できます。
※申込受付後、ＵＲＬとパスワードをお知らせします。
問合せ 企画課
557―7469

瑞穂町農業振興計画（素案）
公表・意見募集期間
1月21日㈭〜2月4日㈭
※郵送の場合、同日必着
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広報みずほ

令和３年１月号

提出先
〒190―1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
都市整備部 産業課 農政係
556―3401
sangyo@town.mizuho.tokyo.jp
問合せ 産業課
557―7630

瑞穂町商工業振興推進協議会委員を募集します
町では、商工業の振興、推進に関する施策について
協議するため、商工業振興推進協議会を設置します。
工業振興計画および産業振興ビジョンの改定や、商工
業の振興について、皆さまからのご意見をいただきた
く委員を募集します。町の産業振興に関心のある方は
ぜひ、ご応募ください。
任
期 2年間
募集人数 1人
報
酬 会議出席に応じて支払います。
応募資格 町内在住の18歳以上の方
※現在、町の他の審議会などの委員に委嘱されていない方
応募方法 作文（次のテーマで400字以内）と、住所、
氏名、年齢、電話番号を明記し、郵送、
ファクス、電子メール、または直接提出し
てください。
※提出いただいた作文はお返ししません。

テ ー マ 瑞穂町のこれからの産業振興について思うこと
募集期間 1月25日㈪まで（必着）
応 募 先 〒190−1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335
都市整備部 産業課 商工係
sangyo@town.mizuho.tokyo.jp
556―3401
問 合 せ 産業課
557―7633

広報みずほ
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新庁舎 太陽光発電状況
11月の太陽光発電量をお知らせします。
発電量 5246.8kwh 二酸化炭素削減量 2681.9kg-Co2 問合せ 管財課

選挙啓発ポスターコンクール入選

応募方法

町内の児童・生徒から明るい選挙啓発ポスターコン
クールに226点の作品が寄せられ、次の小学生30人、
中学生2人が町入選となりました。（敬称略、順不同）

町指定の申込書にご記入の上、総務課職員係へ提出してください。登録は随時受付けますが、
1月15日㈮までに登録をしていただいた方から優先的に選考します。
※申込書と各職種の仕事内容、勤務条件などについては、総務課と各コミュニティセンターで配布するほか、町
ホームページからもダウンロードできます。
557―7492
登録期間 4月1日〜令和4年3月31日
問 合 せ 総務課
職 種
仕事の内容
報酬（時給）
一般事務員
事務補助、パソコンを使った作業、窓口対応、電話受付、
1,020 円
（欠員、育休代替など） 各種関係機関への出張など
町長選挙・都議会議員選挙・衆議院議員選挙などの選挙
選挙準備事務
1,020 円
準備・片付け、事務補助
町長選挙・都議会議員選挙・衆議院議員選挙などの選挙 期日前：1,020 円
選挙事務
事務（期日前、当日）
当日：1,200 円
一般事務員
住民票・戸籍謄本などの発行事務、マイナンバーカード受
1,020 円
（住民係）
付・交付業務補助など
環境パトロール車による町内巡視、ポイ捨てゴミなどの不
環境監視員
1,320 円
法投棄物の回収、放置自転車の警告、回収など
リサイクルプラザ
粗大ごみの収集運搬及び計量業務など
1,100 円
作業員
一般事務員
（子育て支援係）
一般事務員
（介護支援係）
介護認定調査員
助産師
保健師
母子保健
コーディネーター
教育相談員
教育支援補助員
特別指導学級介助員
学習サポーター
図書館事務員

暮らしの情報

事務補助、パソコンを使った作業、窓口対応など

1,020 円

要介護認定事務及び保険給付事務の補助的事務など

1,020 円

介護保険制度における訪問調査、介護認定審査会準備、
1,450 円
その他介護保険制度に関する業務
乳児・産婦の家庭訪問、3〜4か月児健診（予診・産婦
2,300 円
の相談）、両親学級など
乳幼児健診、健康・育児相談、乳児・産婦の家庭訪問、
2,300 円
成人の保健指導など
妊産婦の相談、育児などについての相談、子育て支援
1,830 円
サービスの調整、医療機関との連絡調整など
※変更の場合有
2,100 円
児童・生徒、保護者などからの相談や不登校対応など
※変更の場合有
通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒
1,020 円
の支援及び補助
特別支援学級に在籍する児童・生徒の介助
1,020 円
児童の学力向上に向けた支援、学習補助、特別な支援
1,020 円
が必要な児童へのサポート
図書の貸出、返却、整理、回送、おはなしの会運営、
1,030 円
企画展示及びリクエストなどに関することなど

住民係
557―7548
環境係
557―0544
ごみ対策係
557―5364
子育て支援係
557―7624
介護支援係
557―0594

保健係
557―5098

教職員係
557―7058
指導係
557―6694
図書係
557―5614

557―7633
問合せ 消費生活相談窓口
（毎週火・金曜日 午前9時〜午後4時）
※正午から午後1時までを除く。

名
大貴
ハナ
彩帆
海晴
美結
香凛
一嘉
美琴
美玖
咲葵
雫夏
優真
愛唯
理央
司

学校・学年
一小5年
一小5年
一小5年
一小5年
一小5年
一小5年
一小5年
一小5年
二小6年
二小6年
三小5年
三小5年
三小6年
三小6年
三小6年

氏 名
古川 壱也
古川 輝也
相川 莉乃
大山 奏音
小金澤優菜
佐々木 蓮
島袋 優太
瀬戸源大郎
千葉 はな
鳴瀬 唯吏
野村 愛海
原
遼太
加藤 瑠佳
鈴木 琉音
西澤 佑奈

学校・学年
三小6年
三小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
四小6年
五小6年
五小6年
五小6年

中学生の部
氏 名
加藤 紫苑
小林 佑也

学校・学年
瑞中1年
瑞中2年

問合せ
総務課
557―0531

みずほ小・中学生議会を開催します
令和2年度みずほ小・中学生議会を開催します。
日 時 1月24日㈰ 午前10時開会（午前9時30分受付開始）
場 所 町議会議場（庁舎4階）
内 容 小・中学生が考える未来の町の姿を目指すた
めの小・中学生議員からの提案や質問に町
長・教育長や職員が答えます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴は関
係者のみとさせていただきます。
557―7468
問合せ 企画課

防災行政無線屋外拡声子局の新設

瑞穂町海外留学奨学生
令和2年度第2期募集開始
瑞穂町海外留学奨学資金等支給制度は、積極的に海
外の高等学校や大学などで、学芸や技能を修得しよう
とする青少年に対して、奨学資金と渡航費用の一部を
支給する制度です。
※語学留学は対象外です。
募集人員 若干名
留 学 先 各国における高等学校及び大学など
※入学手続きは各自で行っていただきます。
支給内容
奨学資金 授業料またはこれに準ずる費用
渡航費用 留学先への往復航空運賃
応募資格
中学３年生以上30歳未満であること
町内に引き続き2年以上居住していること
同種の奨学資金などを他から支給されないこと
1学年以上留学すること
連帯保証人がいること
留学終了後に町事業に協力できること など
申請手続 役場の他、町内公共施設に設置してある募
集案内を参照の上、必要書類を添えて申請
書を提出してください。なお、募集案内は町
ホームページからもダウンロードできます。
※詳しくはお問い合わせください。
受付期間 1月29日㈮まで
選
考 海外留学奨学生選考委員会で、書類審査な
どによって選考されます。
557―7469
問合せ 企画課

消防団出初式
日 時 1月10日㈰ 午後1時30分〜
場 所 庁舎北側駐車場（雨天の場合は町民会館）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典規模
を縮小し、観覧席は設けていません。
557―7610
問合せ 地域課

マイナンバーカード
申請用の写真を無料で撮影

防災行政無線デジタル化整備工事により、下師岡公
園と殿山下緑地に屋外拡声子局（スピーカーなど）を
新設しました。
あわせて、当該地周辺に設置していた古い屋外拡声
子局は、撤去しました。

防災行政無線の電話音声応答サービス

▲

令和３年１月号

助言
外貨建て生命保険は、保険会社だけではなく銀行など
の金融機関でも販売しています。 外貨建て生命保険は、
契約者が支払った保険料を、保険会社が外貨で運用する
商品であり、為替リスクなどにより元本割れすることの
ある商品です。中途解約すると高額の手数料がかかるこ
とがあります。契約するときは、何の商品を勧誘されて
いるのかを書類などでよく確認しましょう。また、すぐ
には契約せず、家族や周囲の人に相談するなど落ち着い
て検討しましょう。契約した際は、送られてくる保険証
券などの書類は必ず内容を確認しましょう。不安に思っ
たら、早めに消費生活相談窓口にご相談ください。

氏
加藤
河野
髙水
中島
浜辺
松尾
宮崎
吉岡
清水
中村
遠藤
大塚
梅本
小林
田辺

海外で学びたい方を応援しています

▲

広報みずほ

総務係
557―0614

外貨建て保険にご注意を

相談事例
銀行の定期預金が満期になった。銀行の職員が自宅に
来て「預金を運用しないか」と言われた。一人暮らしで
高齢者なので、預金は将来施設へ入居するための費用に
しようと思っていた。そこで、運用には興味がないと断
ったが、「心配ない」と繰り返し勧誘され、一時払い額
1000万円の生命保険を契約した。その後、届いた保険
証券を見ると、満期まで20年の外貨建て生命保険で、
短期で解約する場合は高額な手
数料が掛かることが分かった。
保険金をもらうころには100歳
近くなってしまう。だからと言
って、今からやめると高額の手
数料を取られ、元本割れする。
契約時に保険期間や元本割れの
リスクの説明はなかった。
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問合せ先
職員係
557―7492

小学生の部

557―6155
災害情報などの重要な情報をお知らせする防災行政
無線について、放送した内容（定時チャイム以外）を、
電話で聞くことができます。
問合せ

地域課

557―7610

みずほ伝言板

▼▼

令和3年度 会計年度任用職員（パート）登録者募集

557―7486

▼▼▼▼▼▼

防災とボランティア週間〜1月17日は防災とボランティアの日です〜 身近な防災対策について見直し、消防署や町内会・自治会など
で行われる防火防災訓練に積極的に参加して、地域の防災行動力を高めましょう。 問合せ 福生消防署 552―0119

マイナンバーカードの申請に必要な顔写真
を無料で撮影し、申請のお手伝いをします。
日 程
平 日 午前9時〜午後4時30分
（午前11時30分から午後1時までを除く）
日曜日 1月24日・2月28日・3月28日
午前9時〜正午
※通常の窓口業務（住民票の写しの発行な
ど）は行いません。
場 所 住民課
持ち物 マイナンバー通知カード、本人確認のできる
書類（運転免許証、パスポートなど）
557―7548
問合せ 住民課

広報みずほ
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フレッシュランド西多摩からのお知らせ 新春来館者プレゼント 年頭の来館者に「開運干支根付」をプレゼント（入館者対象・数量
限定）※浴場施設は1月2日㈯の正午から、体育館・集会施設は1月5日㈫から営業します。 お正月作品展示 切り絵、折り紙のお正月
570―2626
作品を展示します。期間 1月2日㈯〜5日㈫ 問合せ フレッシュランド西多摩

災害時要援護者支援名簿
の登録にご協力を

557―7608

文化財防火デーに
伴い神社仏閣の火災
に対する消防活動技
術を磨き、文化財な
どに対する防火意識
を高めるために行わ
れます。
皆さんも文化財防
火デーを中心に、消
防用設備や防災設備
などの点検・整備、放火防止対策の充実、防災訓練を
行い、文化財を火災から守りましょう。
日 時 1月24日㈰ 午後1時30分〜
場 所 元狭山神社
557―7610
問合せ 地域課

▼

地域課

6月と7月に連続で部品遺失などの事故が発生したこ
とを踏まえ、事故の再発防止と基地周辺地域への影
響を及ぼさないこと
基地所属軍人の酒気帯び運転による交通事故が繰り
返し発生したことを踏まえ、その防止策の強化と徹底
CV-22オスプレイのホバリングを極力行わないこと
航空機の市街地上空での低空飛行及び旋回飛行の中止
夜間・早朝の飛行制限徹底及び制限時間拡大
住宅防音工事対象住宅の拡大
要望書の内容は町ホームページをご覧く
ださい。
557―7476
問合せ 秘書広報課

長岡コミセンまつりの中止
3月上旬に予定していた第８回長岡コミセンまつり
は、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりま
した。
568―0030
問合せ 地域課

費
用
無料

557―7610

庄司 圭介さん︵学習療法セ

地域課

ブロック塀の点検

師

問合せ

講

１月 ５ 日 ㈫ か ら 高 齢 者 福 祉 課 へ

令和３年１月号

ンター︶
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1月27日㈬ 午前10時30分〜

申込み 1月20日㈬までにボランティアセン
ターみずほへ 557―0036
※通信料は、個人負担です。Wi-Fi接続でのご
利用をお勧めします。

都と横田基地周辺の5市1町で組織する「横田基地に
関する東京都と周辺市町連絡協議会」では、12月22日
に横田基地へ、23日には防衛省と北関東防衛局へ、要
望活動を行いました。
今回は、皆さまのご要望も踏まえながら、主に以下の
項目を強く申し入れました。

文化財防火デーに伴う消防演習
災害が発生したとき︑自分自身で適

日 時

内 容 保健センターの職員による耳寄りなお話
※手遊び、絵本の読み聞かせも行います。
対 象 乳幼児と保護者
費 用 無料
共 催 生涯学習推進団体「ほっとカフェ」

（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業
による宝くじ助成を受け、町では地区会館の備品（机、
椅子）を購入しました。コミュニティ助成事業は、コ
ミュニティ活動の促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的としています。

1月26日は文化財防火デー

５５７︱７６２３

新型コロナウイルスの影響を受け中止してい
た「わくわくしゃべりば」が、オンラインでつい
に復活します。
オンラインシステム「Zoom」を使って、
みんなとおしゃべりしませんか。
実際に集まることができなくてもスマート
フォン、パソコンなどがあれば誰でも参加でき
ます。

横田基地に関する要望活動

問合せ

切な行動を取ることが困難な方を守る

高齢者福祉センター寿楽

５５６︱１１２０

成年後見制度を学びましょう

認知症などで判断することが難しく

なった時に︑本 人に代わり財 産 管理や

住民提案型協働事業 ほっと・カフェの
「わくわくしゃべりば」

ため︑災害時要援護者支援名簿を作成

しています︒

対象の方には︑郵送にて調査票を配

布しますので︑同封の返信用封筒によ

りご返送ください︒

象

※ 調査内容は︑目的以外には使用しません︒

対

歳以上

契 約 行 為な どを行ってくれる︑成 年 後

見制度を学 び︑老い支度やもしもの時

に活用できるようにしませんか︒

日㈬

分〜３時

権利擁護センターでの支援内容も含

時

高齢者福祉センター寿楽

め︑わかりやすくお伝えします︒

日

所

町内在住で

オンラインで

地区会館の備品を購入しました

▼

高齢者のみの世帯・障がい者世帯の方へ

下水道使用料 助成事業

下水道使用料基本料相当額を助成し

ます︒年に２回︑所定の金融機関に振

象

▼今年度新たに世帯員全員が

になる高齢者世帯

までの認定を受けている方

▼在宅で生活している要介護３から５

75

り込みます︒

対
世帯全員の住民税が非課税で︑次の

歳以上の高齢者のみの世帯

いずれかに該当する世帯

▼

▼身体障害者手帳１級または２級の交

▼前回の調査票の返信がない方

高齢者福祉課

場

象

２月

対

員

無料

午後１時

定

用

権利擁護センターみずほ職員

歳以上の方

費

師

人︵申込順︶

講

１月
日㈫から電話または

申込み
直接寿楽へ

60

30

10

付を受けている方がいる世帯

問合せ
５５７︱７６２３

認知症予防講座

﹃脳いきいき生活のすすめ﹄

認知症は日ごろの習慣で予防できる

ことが分かっています︒ご自宅だけで

なく︑仲間と取り組める﹁簡単な読み

書き・計算﹂などの予防について詳し

日㈫

くお話します︒実際にお試し体験もで

１月

12

20

▼東京都愛の手帳１度または２度の交

付を受けている方がいる世帯

▼精神障害者保健福祉手帳１級の交付

を受けている方がいる世帯

手続きに必要なもの

▼印鑑

▼障害者手帳など ︵障がい者世帯の方のみ︶

▼直近の水道・下水道料金の領収書ま

たは﹁ご使用料など︑口座振替済の

お知らせ﹂

▼預金通帳など助成金の振込先が分か

時
15

きます︒

日
45

分

武蔵野コミュニティセンター

分〜３時

所
午後１時

場

おおむね

26

るもの

問合せ

５５７︱７６２３

象
歳以上の方

対

員
人︵申込順︶

定

65

▼高齢者世帯について

高齢者福祉課

５５７︱０５７４

▼障がい者世帯について

福祉課
20

75

▼▼▼▼

福祉・子育て

平成30年に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省は建築物の既設の塀
の安全点検についてホームページで公開し、ブロック塀の点検のチェックポイントを示しています。
敷地内にブロック塀などを所有されている方は、点検チェックポイントを活用して、自宅のブロック塀の点検を
しましょう。

ブロック塀について、次の項目を点検し、ひとつでも不適
合があれば危険なので改善しましょう。
まず外観で1〜5をチェックし、ひとつでも不適合がある場
合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。
□１ 塀は高すぎないか
▶塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。
□２ 塀の厚さは十分か
▶塀の厚さは10cm以上か（塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下
の場合は15cm以上）。
□３ 控え壁はあるか（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
▶塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した
控え壁があるか。
□４ 基礎があるか
▶コンクリートの基礎があるか。
組積造（れんが造、石造、鉄筋のない
□５ 塀は健全か
ブロック造）の塀の場合
▶塀に傾き、ひび割れはないか。
□１ 塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。
＜専門家に相談しましょう＞
□２ 塀の厚さは十分か。
□６ 塀に鉄筋は入っているか
□３ 塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの
▶塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間
1.5倍以上突出した控え壁があるか。
隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎
□４ 基礎があるか。
の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされてい
□５ 塀に傾き、ひび割れはないか。
るか。
＜専門家に相談しましょう＞
▶基礎の根入れ深さは30cm以上か（塀の高さが1.2ｍ
□６ 基礎の根入れ深さは20cm以上か。
超の場合）。
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福祉・子育て

午前 9 時〜午後 5 時

▼ ▼

18歳未満の子どもと家庭に関する相談を随時お受けしています。お気軽にご相談ください。
保護者、児童本人のほか、親族、地域の方、妊婦の方からの相談もお受けしています。

★親子ふれあい・あそび

★おはなし

日 時
内 容

日 時 14日㈭ 午前10時30分〜11時
内 容 絵本の読み聞かせ・紙芝居など

8日㈮ 午前10時30分〜11時
手遊び・リズムあそびなど

はじまるよ

※いずれも事前の予約が必要です。電話または直接ひばり窓口へお申し込みください。

乳幼児ショートステイをご利用ください
保護者の方が仕事・病気・入院・看護・冠婚葬祭・育児不安・心身のリ
フレッシュなどの理由で一時的にお子さんの養育ができないときに、次の
施設でお預かりします。
対

象

施設名

「障害者福祉計画・第 6 期障害福祉計画・第 2 期障害児福祉計画（素案）
」の意見について
提出先 〒190−1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
福祉部 福祉課 障がい者支援係
sg@town.mizuho.tokyo.jp
556―3401
問合せ 福祉課
557―0574

町内在住の乳幼児（生後57日目から小学校就学前まで）

利 用 料 ▶11時間未満…3,000円

▶11時間以上…4,000円

▶宿泊…4,000円

東京恵明学園（青梅市友田町2 714 1）
※生活保護受給世帯、前年度分の市町村民税が非課税の世帯は、申請により利用料から2,000
円を減額します。なお、児童扶養手当を受給している場合で、婚姻によらないひとり親のと
きは、寡婦（寡夫）控除のみなし適用を行い、市町村民税額を算定します。
※宿泊の場合のお迎えは、翌朝午前８時までにお願いします。延長する場合は別途料金がかか
ります。
※保育施設への送迎ができない場合は、事前にファミリー・サポート・センターにご相談ください。

申込み

子ども家庭支援センターひばり

568―0051

ファミリー・サポート・センターの会員になりませんか
ファミリー・サポート・センターは子どもを預かってほしい、保育園や習い事などの送迎を頼みたいな
ど、子育てのお手伝いをしてほしい方（依頼会員）と、お手伝いをしてくださる方（提供会員）からなる
会員組織です。会員登録についてなど、詳しくはお問い合わせください。

依頼会員に登録

まずは会員登録
ファミリー・サポート・センター
で会員の登録を行ってください

子育てのお手伝いが必要になったとき

子育てのお手伝いを
したい方は

提供会員に登録

子育てのお手伝い
まかせて！

「保育園、学童保育の送迎をお願いしたい」
「塾の送迎をしてほしい」
お願い！
「一時的に預かってほしい」など

報酬支払い
１時間あたり 700 円〜900 円

依頼

依頼

瑞穂町子ども・子育て会議委員募集のお知らせ
子育てを取り巻く社会状況の変化と町の現状を踏
まえ、子育て世帯のニーズ、子育て支援施策への取
組の成果、今後の子育て推進のための施策などを盛
り込んだ「第2期子ども・子育て支援事業計画」がス
タートしました。
皆さまの声を反映させながら、施策のより良い実
施に向け、会議にご参加いただける町民委員を募集
します。
募集人数 2人
応募要件 次のすべてに該当する方
瑞穂町に住所を有する、令和3年4月1日時点で20
歳以上の方
年3回程度、平日夜間に開催される瑞穂町子ども・
子育て会議に出席できる方
現在、町の審議会など委員に委嘱されていない方
任
期 令和3年4月1日から2年間
▼

ファミリー・サポート・センター

「第 8 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」の意見について
提出先 〒190−1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係
kaigo@town.mizuho.tokyo.jp
556―3401
問合せ 高齢者福祉課
557―7623

▼

子育てのお手伝いを
してほしい方は

問合せ

13

ファミリー・サポート・センター

広報みずほ
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557―4138

▼

568―0051

次の2つの計画について、素案を取りまとめましたので、この案に対する皆さまのご意見をお寄せください。
頂いたご意見は、計画策定の参考とさせていただきます。
公表する計画書 ・障害者福祉計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画（素案）
・第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）
計画期間 令和3年度〜令和5年度
対
象 町内在住の方、町内に事務所などを有する個人または、法人、その他の団体
公表場所
庁舎1階情報公開コーナー
福祉課、高齢者福祉課
武蔵野、元狭山、長岡の各コミュニティセンター
町ホームページ
※各施設の休館日などは、閲覧できません。
公表・意見募集期間
1月13日㈬〜26日㈫
※郵送の場合、同日必着
提出方法 氏名（団体、企業の場合はその名称、担当者の氏名）、住所、電話番号を明記の上、各提出先へ持参、
郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出してください。様式は自由です。
※お寄せいただいたご意見への個別の回答はしません。また、電話・窓口での口頭による意見提出はできません。

報
酬
応募方法

会議出席1回につき4,000円
次の書類を郵送または、直接子育て応援
課に提出してください。
瑞穂町子ども・子育て会議委員応募用紙
瑞穂町子ども・子育て会議委員応募原稿用紙
テ ー マ 「あなたが考える子育て支援に大切なこ
とは何か」（400字程度）
※用紙はホームページから印刷するか、子育て応援
課で配布します。なお、応募書類は返却しません。
応募期間 1月25日㈪〜2月5日㈮
午前8時30分〜午後5時
（土・日曜日を除く）
提 出 先 〒190−1292
瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
問 合 せ 子育て応援課
557―7624
▼▼

開館時間

ひばりのイベント
情報は町ＨＰで

皆さまのご意見をお寄せください

▼

月

石畑1972

1

毎週日曜日、
1日㈷〜2日㈯、11日㈷

休館日

▼

߰ƞƷҘ߷љǣțǧÀƧƥƿ
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●あすなろ児童館 特別企画
子育て支援事業「親子フラワーアレンジメント教室」
お子さんといっしょにかわいいフラワーアレンジメントを作りましょう。
日 時 29日㈮ 午前10時30分〜11時10分
場 所 あすなろ児童館 対 象 2歳以上の幼児と保護者
定 員 10組（申込順） 費 用 150円
講 師 川島 未奈さん（フラワーアレンジメント講師）
持ち物 はさみ、お手ふきタオル
申込み 5日㈫ 午前9時30分〜26日㈫ 午後4時30分

●移動児童館
スラックライン教室
親子での参加も大歓迎！楽しみながら、体幹やバランス感覚を養おう。
日 時 30日㈯ 午後2時〜3時30分 場 所 二小 体育館
対 象 3歳以上の児童 定 員 20人（申込順）
講 師 Azcan（我妻 吉信さん）スラックラインプロライダー
持ち物 上履き、タオル、飲み物 ※動きやすい服装
申込み 8日㈮ 午前9時30分〜28日㈭ 午後4時30分

スポーツ教室「スラックライン体験タイム」
上達するほど楽しくなるよ初めての人もぜひ参加してね。
日 時 18日㈪ 午後3時〜4時30分
場 所 元狭山コミュニティセンター
対 象 3歳以上の児童 定 員 10人（申込順）
持ち物 上履き、タオル、飲み物 ※動きやすい服装
申込み 8日㈮ 午前9時30分〜16日㈯ 午後4時30分
※三小学区のお子さんを優先します（優先期間：12日㈫まで）
。

手芸教室「手織りコースターをつくろう」

すくすくクラブ会員募集

1 月 January
ちびなろくん

日 時

石畑1837
557―7766
休 館 日 毎週日曜日、
1日㈷〜2日㈯、
11日㈷
開館時間 午前9時30分〜
午後5時

現在、仕上げ工事中ですが、あすな
ろ児童館の新しい空調設備は使えるよ
うになっています。ぜひ、あすなろ児
童館をご利用ください。
※この工事は、防衛省の「防衛施設周
辺対策事業」による補助金を活用し
施工しています。

工作教室「アイロンビーズでアクセサリーをつくろう」

※「お正月あそびをしよう」と「縄跳び王者決
定戦」は申込みが必要です。
申込みは4日㈪午前9時30分から

あすなろ児童館で人気がある遊具で遊べるよ。
期 間 4日㈪〜7日㈭ 時 間 午前10時30分〜午後4時30分
場 所 武蔵野コミュニティセンター（むさしのピカピカ児童館）
元狭山コミュニティセンター（もとさやまキラキラ児童館）
長岡コミュニティセンター（ながおかワクワク児童館）
対 象 18歳未満の児童 ※申込みは必要ありません。

0歳の乳児と保護者対象事業 時 間 午前10時30分〜11時10分
12日㈫ ぴよぴよ☆むさしの（武蔵野コミュニティセンター）
22日㈮ ぴよぴよ☆もとさやま（元狭山コミュニティセンター）
28日㈭ ぴよぴよ☆ながおか（長岡コミュニティセンター）

1歳以上の幼児と保護者対象事業 時 間 午前10時30分〜11時10分
19日㈫ ワンツーチャチャチャ！もとさやま（元狭山コミュニティセンター）
25日㈪ あつまれ！むさしのぴょんちゃん（武蔵野コミュニティセンター）
27日㈬ ニコニコスマイルながおか（長岡コミュニティセンター）
15
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●乳幼児と保護者対象事業（申込不要）
場 所 あすなろ児童館
１２日㈫ 仲良しフリーデー 乳幼児
１３日㈬ あつまれ！ぴよぴよ ６か月〜１１か月
１４日㈭ あつまれ！ヨチヨチ １歳
１８日㈪ 親子であそぼう ２歳以上
20日㈬ おひさまひろば ０か月〜８か月
21日㈭ ゴーゴー体操 １歳半以上
幼児と保護者のスラックライン体
験タイム
２７日㈬ あつまれ！ぴよぴよ ６か月〜１
１か月
２８日㈭ あつまれ！ヨチヨチ １歳
※幼児事業終了後「仲良しフリータイム」を実
施しています。子育てで悩んでいることなど、
お気軽にご相談ください。

あすなろ児童館の楽し
いイベント情報が盛り
だくさん！
QRコード⇒HPへ

●乳幼児（未就学児）には保護者が同伴し
てください。
●申込みは電話または直接児童館へ
●おひとりで複数人分の申込みはご遠慮く
ださい。ご家庭ごとにお願いします。
●各会場の駐車場には限りがあります。徒
歩または自転車でお越しくださるようご
協力をお願いします。

説明会
申込み
問合せ

1月18日㈪、1月21日㈭
午前11時30分〜11時45分
1月18日㈪ 午前9時30分〜
2月8日㈪ 午後4時30分
あすなろ児童館
557―7766

※持ち物、実施内容など詳しくは各園に
お問い合わせください。
※徒歩または自転車でお越しください。

名

称

内

容

保育園のお友だちと「お店屋さんごっこ」をしよ
う／園庭で遊ぼう

日

対 象 入園前の乳幼児とその保護者
問合せ 子育て応援課

程

時

間

557−8658

場所・問合せ

19日㈫
午前10時〜11時

鬼のお面を作って「豆まき」をしよう／園庭で遊ぼう 2月2日㈫
みんなの広場

1月のイベントカレンダー
●3歳以上の児童対象事業
場 所 あすなろ児童館
４日㈪〜30日㈯
（応募期間）
デザインコンテスト
「手袋」
６日㈬ お正月あそびをしよう
７日㈭ 縄跳び王者決定戦
１３日㈬ スラックライン体験タイム
２１日㈭ スラックライン体験タイム

期間限定！冬休み移動児童館

金曜日（月3回程度）
午前10時30分〜11時10分
対 象 2歳以上（令和3年4月2日現在）と保護者
定 員 20組（申込順）
費 用 年会費1,500円
※途中退会の場合、返金はありません。

新しい空調設備が使えるように
なりました

プレゼントにもおすすめだよ。
日 時 20日㈬ 午後3時〜4時30分
場 所 武蔵野コミュニティセンター 対 象 小学生以上の児童
定 員 10人（申込順）
申込み 5日㈫ 午前9時30分〜19日㈫ 午後4時30分
※二小・四小学区のお子さんを優先します（優先期間：7日㈭まで）。
カラフルなビーズを使って、オリジナルの作品をつくろう。
日 時 27日㈬ 午後3時〜4時30分
場 所 長岡コミュニティセンター 対 象 小学生以上の児童
定 員 10人（申込順）
申込み 15日㈮ 午前9時30分〜26日㈫ 午後4時30分
※二小・四小学区のお子さんを優先します（優先期間：18日㈪まで）。

あすなろ児童館で実施する会員制のクラブです。音楽遊び、運動遊び、クッキング、
工作など親子で楽しく遊びます。

親子保育所体験（費用500円、申込み 参加希望日 月〜金曜日
随時
の1週間前まで）

午前９時〜正午

プレママ・プレパパ体験（先着2組、申込み 参加 月〜金曜日
随時
希望日の１週間前まで）

午前９時〜11時

園庭・2階テラス開放

毎週金曜日

午前11時〜正午

園庭開放
（要予約）

毎週木曜日
午前10時〜11時

むさしのひろば
子育て相談／園見学（要予約）
みんなで体操してみよう！
（Ｚｏｏｍ配信）
ふれあいクラブ ※ID、パスワードは保育園にお問い合わせください。
プレママ☆ルーム
園庭開放
（保育園の遊具で遊べます）
ワイワイひろば

園庭であそぼう（第1木曜日は身体測定をします）
※雨天中止
つくってあそぼう（要予約）

随時

なかよしクラブ

午前１０時〜１0時30分

27日㈬

午前１０時〜１1時30分

毎週木曜日

午前10時〜11時

狭山保育園
557−2876

午前１０時〜１１時

長岡保育園
556−0916

20日㈬
毎週水曜日

東松原保育園
557−0140

Ｚｏｏｍで一緒におはなし会 絵本やわらべ歌を楽
12日㈫
しもう※ ID、パスワードはお問い合わせください。

午前１０時〜１0時20分

Ｚｏｏｍでオニのお面を作ってオニをやっつけよう
（先着10組、申込み 25日㈪まで）

2月1日㈪

午前１０時〜１0時30分

毎週火曜日

午前10時〜正午

21日㈭

午前９時30分〜10時30分

南平保育園
557−3875

9日㈯

午前10時〜11時30分

如意輪幼稚園
557−4183

18日㈪

午前11時〜11時30分

福正寺松濤幼稚園
557−6811

木の実ひろば

子育て相談

みずほひろば

たこ揚げしよう(対象 1〜2歳）

だるまさん大集合♪
ぴよりんくらぶ ころころだるまさん♪にらめっこしましょ、あっ
ぷっぷ !!
まつぼっくり

むさしの保育園
554−1284

20日㈬

ニコニコひろば
おともだちとあそぼう／健康アドバイス（要予約）

石畑保育園
557−2780

運動あそび／絵本の読み聞かせ（対象 2歳〜）
（先着4組、要予約）

みずほひじり保育園
556−2652

瑞穂のぞみこども園
557−0382

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる場合がありますので参加される場合は、事前に各園へお問
い合わせください。
広報みずほ 令和３年１月号
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表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます。
※借用した写真は除きます。 申込み 秘書広報課
557―7497

12/1 瑞穂農芸高校

11/14 農ウオーク

〜畜産科学科酪農類型3年生の授業〜

生徒の皆さんが、一生懸命牛のお世話をしていま
した。畜産科学科では、動物に接する機会が多く、
関連産業や進学に対応した高い専門性を学んでいま
す。動物と共に暮らす3年間で生命に学び、豊かな
心を育てることを大切にしているそうです。

12/8 図書除菌機導入

長岡コミュニティセンター図書室に図書除菌機を
設置しました。本の除菌だけでなく、ほこりの除去、
消臭効果もあります。開館中は誰でも自由に使うこ
とができます。

12/5 青少年の主張意見発表会
瑞穂町の次の世代を担う青少年たちが、意見発表を行いました。各部門の受賞者は、まっすぐ前を見て、
自分自身の声でしっかりと伝えたいことを発表していました。コロナ禍の中であっても、素晴らしい意見発
表会となりました。※審査結果は、20ページをご覧ください。

農業委員会の主催で、シクラメンスポーツ公園を
スタートし、農家の方に農業の話を聞いたり、収穫
体験や牧場見学をしたり、長岡地区を約2.5㎞歩きま
した。

12/2 おひさまキッチン

民生委員・児童委員や寿クラブ連合会などのメン
バーによるボランティア団体が主体となり、西多摩
農業協同組合、第一小学校などの協力を得て「おひ
さまキッチン」を開催しました。
多くの世代の方が交流する場として、「生涯学習
センター」にて子どもたちに朝食を提供しました。

12/6 林野火災消防演習

消防団による林野火災消防演習が実施されました。
遠距離送水訓練、放水訓練、チェーンソー取扱い訓
練など、林野火災を想定して実践的な訓練が行われ
ました。

12/14・15 あすなろ児童館 楽しい幼児クリスマス会

38 耕心館のイルミネーション
耕心館では、毎年冬に庭園でイルミネーショ
ンを楽しむことができます。江戸時代末期に築
造された母屋の和風建築とともに、華やかな光
の装飾をセットでご覧いただけます。
今年は新型コロナウイルス対策として、昨年
好評だったフォトスポット（写真が撮りやすい
場所）は設けませんが、その分、例年より実施
期間を延長し、1月末まで鑑賞できます。開館
時間は午後9時までなので、お仕事や学校、お
買いものなどの帰り道にふらっと立ち寄ってい
ただくこともできます。
冬の澄んだ空気と共に、和と洋、どちらの雰
囲気も楽しめる耕心館に足を運んでみませんか。
17
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長岡コミュニティセンターで行いました。
サンタさんにプレゼントをもらったり、職員の劇な
どを鑑賞したりして、親子で楽しみました。
広報みずほ
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年金

町へ

●寄附金額：10万円 ............ 匿名
●足踏式消毒液スタンド11基 .....

不用品交換

※無料での交換となります。交渉は
当事者間でお願いします。

ゆずります
・ランニングマシン
・マッサージチェア

口座振替は︑現金納付よりも
方︑またはクレジットカードの

クレジットカードをご希望の
車税︑国民健康保険税︑介護保

定資産税・都市計画税︑軽自動
建物の状況により課税をします︒

日としていますので︑そのときの

固定資産税は︑１月１日を基準

割引額が大きい６カ月前納・１
有効期限を迎える方は︑最寄り

壁またはこれらと同様なものが

に定着して建てられ︑屋根と周

めてください︒
とができ︑外界から遮断された

あり︑独立して風雨をしのぐこ

務課で納付ができます︒

産業課

消費生活講座

２月５日㈮
分〜３時

さい︒

容

問合せ

内

象 西多摩地域在住・在勤・

筆記用具

師 石崎 公子さん

無料

人︵申込順︶

在学の方

対
員

日

時

1月

日㈰
午前9時〜

分

エコパーク芝生広場

︵雨天実施︶
場

環境課

℃を目安に

暖房便座は︑使わない時はフ

・パソコンデスク
・額縁

ゆずってください
・大人用自転車（ギア付）
・網戸

人または個人で︑事業用資産
︵構築物︑機械および装置︑工
具︑備品など︶を所有している
方に申告書を郵送しました︒申
告書が届いていない方︑令和２
年１月２日以降に新たに事業を
始められた方は︑税務課までご
連絡ください︒
また︑eＬＴＡＸ︵エルタッ
クス︶を利用したインターネッ
トによる電子申告も可能です︒
詳しくは︑eＬＴＡＸのホーム

税務課

２月１日㈪

ページをご覧ください︒
申告期限
問 合 せ

５５７︱７５２８

タを閉めましょう︒
換える時は︑省エネタイプの

▼電化製品などを買う時や買い
製品を選びましょう︒
▼食品ロスを減らすために︑必要
な分 だけ買 うようにし︑各 家
庭でごみの減量と資源 化に取
り組みましょう︒詳しくは︑町
ホームペー ジをご覧
環境課

ください︒
問合せ

557︱０５４４

やめようごみの
ポイ捨て
一部の心無い人による︑ごみ
のポイ捨てが一向に減りません︒
不法投棄は捨てる人の良心︑マ
ナーの問題です︒
将来の世代にきれいな環境を
残していく上でも︑ごみの捨て方
への正しい認識を持って︑美しい
環境課

まちづくりにご協力ください︒
問合せ

557︱0544

18
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557―7633

町内で事務所︑工場︑店舗︑

償却資産申告書の提出
をお願いします

・鏡台（ドレッサー）

貸家などの事業を行っている法

・ランドセル 黒・赤

浄水の設定温度は控えめにし︑

▼暖房便座や温水洗浄便座の洗

ましょう︒

フィルターはこまめに掃除し

▼エ ア コ ン な ど の 暖 房 器 具 の

ドを上手に利用しましょう︒

調節し︑カーテンやブライン

▼室内の暖房は︑

について 〜身近なこと
から始めましょう〜

地球温暖化防止の取組

557︱0544

問合せ

所

時

飼い主のいないネコの
里親会を実施します

０４２８︵２２︶１１１１

青梅市市民安全課へ

申込み １月５日㈫から電話で

持ち物

講

参加費

定

終活についてのお話

５５７︱７５２８

税務課

詳しくは︑お問い合わせくだ

一定の空間があるものです︒

税務課
５５７︱７５２９

東京都後期高齢者医療

0570︵086︶519

広域連合お問合せセンター

問合せ

郵送するものではありません︒

※すべての被保険者の皆さんに

容などのご確認をお願いします︒

問合せ

ご利用ください︒

※納付には︑便利な口座振替を

うお願いします︒

※納付の際は︑釣り銭のないよ

※毎週木曜日は午後８時まで税

まだ納めていない方は︑至急納

納期を過ぎた町・都民税︑固

年前納・２年前納や︑月々５０

０４２８︵３０︶３４１０

青梅年金事務所

問合せ

課税対象となる建物は︑土地

付書または年金手帳︑通帳︑金

融機関届出印を持参のうえ︑ご

希望の金融機関または最寄りの

年金事務所へお申し出ください︒

問合せ
青梅年金事務所

お知らせ
私道の舗装工事などに
補助金を交付します
瑞穂町 中小企業者・農業
者等事業継続支援給付金
の申請期限について

時

午後１時

所 青梅市役所２階 会議室

20

０４２８︵３０︶３４１０

新型コロナウイルスの
影響による固定資産
税・都市計画税の軽減
措置 に つ い て
対象の中小事業者などに対し

て︑令和３年度課税の１年分に
が対象になります︒

次の条件をすべて満たす私道

屋に係る固定資産税・都市計画
▼幅員が４ｍ 以上

限り︑償却資産および事業用家

税の課税標準額を︑前年同期の
▼起点と終点が公道に接し︑延

続化給付金の対象とならなかっ

町では︑国が実施している持

▼利用戸数が５戸以上で公共性

日

終活の基本講座です︒

向けて知っておくと安心できる

誰もが迎える人生の終わりに

準備しておくと安心できる心得

気楽に向き合う終活準備

西多摩地域市町村共催

557︱7630

▼農業者

557︱7633

▼中小企業者など

問合せ

ホームページをご覧ください︒

日㈮までです︒詳しくは︑町

給しています︒申請期限は１月

援するため︑独自で給付金を支

た中小企業者︑農業者などを支

れているなど

が高く︑一般の交通に利用さ

長が ｍ 以上

売り上げの減少率により２分の

１またはゼロとします︒詳しく

２月１日㈪
︻対象工事と補助の額︼
▼砂利敷工事
原材料を支給
分の８以内

▼舗装工事・排水工事
建設課

補助基準額の
問合せ

５５７︱７６４１

後期高齢者医療制度の被保険者

医療費等通知書を郵送
します
医療費等通知書を1月下旬に
お送りします︒
通知書には︑診療年月︑医療
機関などの名称︑医療費︵
割︶︑医療費︵自己負担相当
額︶などを記載しています︒

場

30

10

お手元に届きましたら︑受診内

17

は︑町ホームページを

申告期限
税務課

ご覧ください︒

問 合 せ
５５７︱７５２８

税理士による相続税の
無料 相 談 会
税の専門家である税理士が︑相

続税のご相談に個別に応じます︒
日㈬
分

１

日㈫

分です︒

１月４日㈪〜
税務課

５５７︱７５１９

29

口座振替をご希望の方は︑納

険料︑後期高齢者医療保険料を

絡ください︒

たり︑取り壊した場合にはご連

るために︑建物を新築・増築し

固定資産税の適正な課税をす

建物の新築︑増築︑取
り壊しについて

●クリスマスツリー1本........ 匿名

の年金事務所へお問い合わせく

有限会社信弘金属工業 松本 和弘様

円割引となる早割制度が用意さ

町税などの納め忘れは
ありませんか

ご寄付

ださい︒

利な納付方法になります︒

年前納が利用でき︑ますます便

クレジットカード納付でも２

国民年金保険料はクレ
ジットカードでも納付
できます

◎町・都民税...................... 第4期
◎国民健康保険税 ........... 第7期
◎介護保険料 .................. 第7期
◎後期高齢者医療保険料 .... 第7期
10

11
20

※相談内容は︑秘密厳守します︒
１月
庁舎３階 会議室３

時
所

町内在住・在勤の方

日

場
象

分〜４時

対

６人︵申込順︶

申込み

※土・日曜日︑祝日を除く︒

申込期間

※相談時間は︑一人

員

午後１時

13

定

30

問合せ 産業課

557―7529
問合せ 税務課

税

納期限は、2月1日㈪です。
※バーコードがついている納付
書は、コンビニエンスストアで
納付できます。
10

今月の納期

れています︒

国民年金保険料は口座
振替 が お 得 で す

●寄附金額：50万円............ 匿名
30

30
−

12

30

令和３年１月号
広報みずほ

19

1月10日は「110番の日」 「事件事故たすけて そのとき 110番 悩み・心配＃9110」こんなときは、すぐ110番
▶事件、事故に遭った、目撃した ▶不審者を見た、不審者に声を掛けられた ▶特殊詐欺と思われる怪しい電話があった
551―0110 地域課
557―7610
問合せ 福生警察署
住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう 住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知し
なくなります。設置10年を目安に本体を交換しましょう。新しい住宅用火災警報器に交換したら、設置年月を記入し、定期的に点検し
557―7610 福生消防署
552―0119
て作動確認をしましょう。問合せ 地域課

https://www.eltax.lta.go.jp/

町 立小・中 学 校入 学予 定
者保護者会

４月に入学するお子さんのた

12

総合人材リスト

町には︑さまざまな分野で知

識・経験をお持ちの方々に﹁瑞

穂町総合人材リスト﹂に登録し

てもらい︑住民の皆さんが利用

できる制度があります︒ぜひご

社会教育課

活用ください︒

問合せ

教育委員会
からのお知らせ
https://www.town.mizuho.tokyo.
jp/kyoikuiinkai/index.html

1月

スカイホール
557―7070

毎週火曜日、4日㈪、13日㈬
※スカイホール施設使用の受付は
行っています。

休館日

完全休館日…1日㈷〜3日㈰、30日㈯
※施設使用や申請などの受付も
できませんのでご注意ください。

施設使用申請
3月分のリハーサル室・会議室、8月分
の大・小ホール使用の申込みは、1月6日
㈬から受け付けます。

住民提案型協働事業

みずほ笑ホール寄席

2月7日㈰

午後2時 開演

プロの落語家による落語をお

時

楽しみください︒

日

スカイホール大ホール

分 開場︶

所
︵午後1時

場

三遊亭 王楽

150人︵申込順︶

演

員

1000円

出

定

用

林家 たけ平

費

催 生涯学習推進団体

﹁みずほ熟年塾﹂

みずほ熟年塾事務局

共

申込み
︵関谷︶

557︱1639

30

めの保護者会を開催します︒

詳しい日程は広報みずほ 月

号にて掲載していますのでそち

らをご覧ください︒

問合せ 学校教育課

５５７︱６６９５

生涯学習まちづくり
出前講座

５５７︱６６８３

就 学 援 助 費 制 度の新 入 学用
品費の入学前支給について

気軽に学習の機会を提供し︑

皆さんと協働して生涯学習によ

就学に関して学用品などの支

払いが困難なご家庭に対し︑就

るまちづくりを推進する講座で

たい講座を選び申し込むと︑ボ

ランティア講師や町の職員が講

ウオーキングマップ「歩かっしぇーMIZUHO」を活用
して町内をウオーキングします。
日
時 2月14日㈰午前8時30分受付、9時スタート、
正午頃ゴール予定
集合場所 箱根ケ崎駅西口
コ ー ス 箱根ケ崎駅西口〜エコパーク〜国道16号〜第
四小学校〜松原西公園〜松原中央公園（体
験・休憩）〜国道16号〜さくら公園〜新青梅
街道〜松原稲荷神社〜箱根ケ崎駅西口
条
件 手指の消毒、マスク着用、検温、チェックシ
ートの記入
内
容 歩き方の基本
ノルディックウオーキング体験
健康器具の体験
対
象 町内在住・在勤・在学の方
定
員 40人（申込順） 参 加 費 無料
持 ち 物 マスク・飲み物・タオルなど
申 込 み 社会教育課
557―7071

学援助費として新入学用品費の

日㈮まで

座を開設します︒

町営第２庭球場の工事の
お知らせ

ほ

す︒メニュー表の中から学習し

１月
29

入学前支給の申請を受け付けて

います︒

受付期間

問 合 せ 学校教育課

社会教育課

日㈫

ヘルスウオーキング
ず

問合せ

日㈫・

町営第２庭球場Ｄコートの人

スポーツ推進委員協議会・健康づくり推進委員会共催事業
み

５５７︱６６９５

１月
26

５５７︱６６８３

時

工芝張替工事を︑２月1日から

午後２時から

長岡コミュニティセンター

３月末日までの間に実施する予

定です︒工事期間中はＤコート

が使用中止となります︒

使用の再開については︑町の

ホームページと体育施設等予約

システムでご案内します︒

ご迷惑をおかけしますが︑ご

社会教育課

協力のほどよろしくお願いしま

す︒

問合せ

町内在住・在勤・在学の方

人︵要予約︶

健康エクササイズ

日

所

象

１日

１００円︵トレーニン

12

第２回ボッチャ大会

パラリンピック正式種目であ

るニュースポーツ︑ボッチャの

場

対

員

用
グルーム使用料︶

20

大会を開催します︒

３人の 試 合 形 式で 行いま す ︒

定

日㈯午後０時

チーム分けについては︑主催者側

１月

費

時
※マスクの持参と検温をしてき

社会教育課

５５７︱７０７１

てください︒

申込み

で割り振りさせていただきます︒

日
分受付 午後１時開始

所
スカイホール小ホール

場

用︑検温︑チェックシ

町内在住・在勤・在学の方

令和３年１月号

ートの記入

広報みずほ

５５７︱７０７１

21

件 手指の消毒︑マスク着

象

人︵申込順︶

町では、町民のだれもが、生涯のいつでも、自由
に学習する機会を選択して学ぶことができ、その成
果を適切に生かすことのできる「生涯学習社会」の
実現をめざして、第2次瑞穂町生涯学習推進計画の
策定を進めています。計画期間は、令和3年度から
10年間です。
閲覧・意見募集期間
1月13日㈬〜27日㈬
※郵送の場合、同日必着
閲覧場所
▶庁舎1階情報公開コーナー
▶武蔵野、元狭山、長岡の各コミュニティセンター
▶スカイホール
※各施設の休館日などは、閲覧できません。
▶町ホームページ
提出方法
住所、氏名（団体、企業の場合はその名称、担当
者の氏名）、電話番号を明記の上、スカイホール２
階事務室へ持参、郵送、ファクス、電子メールのい
ずれかで提出してください。様式は自由です。
※頂いたご意見に対して個別に回答はしません。
※電話・窓口での口頭による意見提出はできません。
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
提出先
〒190−1221 瑞穂町大字箱根ケ崎2475番地
瑞穂町教育委員会 教育部 社会教育課
syakai-kyoiku@town.mizuho.tokyo.jp
問合せ 社会教育課
557―6695
557―2693

23

30

羽 村・瑞 穂 地区 学 校 給 食
センター給食用物資 納入
業 者指 名 参 加 登録 業 者 申
請を受け付けます

羽村・瑞穂地区学校給食セン

ターでは︑令和３・４年度の給

日㈪

食用物資納入業者登録申請の受

日㈪〜

付を行います︒

受付日時

１月

分

「第 2 次 瑞 穂 町 生 涯 学 習 推 進 計 画
（案）」意見募集

条

対

員

無料

定

費

マスク︑飲み物︑タオル

用

持ち物

１月
日㈬までに社会

申込み
教育課へ

５５７︱７０７１

１月９日㈯

午前８時〜午後４時

配布場所

45

けんこう

時

みずほエコパーク

午前８時集合︵雨天中止︶

羽村・瑞穂地区学校給食センター

︵土・日曜日を除く︶

問合せ

羽村・瑞穂地区学校給食センター

５５４︱２０８４

25

森林健幸ウオーキング

日

集合場所

※事前の申し込みは不要です︒

※マスクの持参と検温をしてき

てください︒

社会教育課

※次回は２月６日㈯です︒

問 合 せ
５５７︱７０７１

18

20

20

第36回青少年の主張意見発表会入賞者
12月5日に行われた意見発表会で、次の方々が受賞されました。応募総数842点の中から42人が入選しました。
その内16人が意見発表を行いました（敬称略、順不同）。
各部門の最優秀賞

各部門の優秀賞（敬称略、順不同）

【中学生の部】 【高校・一般の部】
【小学生の部】
『すべての人が幸 『言葉の課題』 『「瑞穂町の未来の
姿」を目指して』
せに生きる権利を
持っている』

小学生の部
青木 みなみ（二小 6 年） 齋藤 早和子（一小 6 年）
石川

美月（二小 6 年） 白石

太陽（四小 6 年）

大澤

詩織（五小 6 年） 西村

陽莉（四小 6 年）

川杉

颯太（二小 6 年）
高校・一般の部

中学生の部

小林 理央さん
（三小6年）

髙野 愛彩さん
（瑞中2年）

瀧瀬 妃菜さん
（農芸高校3年）

池戸

美尋（二中 2 年） 佐久間

小泉

瑛蓮（瑞中 1 年） 村山

文哉（町職員）

小島 アルジャン（瑞中 3 年） 横川

朋美（町職員）

長坂

南（瑞中教諭）

奏和（瑞中 2 年）

広報みずほ

令和３年１月号

20

毎週月曜日…全地域図書室

1
月
https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

場

年末年始（12月28日㈪から1月4日㈪まで）
…全地域図書室

詳しくは
図書館HPへ

おはなしの会

読書会

所

日

程

元狭山ふるさと思い出館図書館

16日㈯

長岡コミュニティセンター和室

14日㈭
28日㈭

武蔵野コミュニティセンター和室

20日㈬

殿ケ谷図書室（殿ケ谷会館内）

27日㈬

時

もまつり」を開催します
ど
こ
い
あ
れ
「ふ

13日㈬…

休 長岡・武蔵野コミュニティセンター
館 図書室
日

「ふれあいこどもまつり」は、日本児童・青少年演劇劇団協同組合（児演協）が主催する事業で、
舞台を楽しみ、参加し、体験するイベントです。

▶公演、ワークショップなど
場

間

所

日

長岡コミュニティセンター学習室

程

9日㈯

時

間

問合せ・チケット購入

午後2時

日本児童・青少年演劇劇団協同組合（児演協）
03（5909）3064（平日午前10時〜午後5時、年始を除く）

公演

午後3時30分

※チケットの購入が必要です。

ワークショップ

ワークショップ

『かえるくん・かえるくん』 『翔け イマジネーションの翼』『絵本が読める人形を作ろう』

臨時図書室の開設について
瑞穂町図書館改修工事により、令和4年3月まで瑞穂町図書館が休館になるため、2月2日㈫からスカイホー
ル2階に臨時図書室を開設します。
開館日や開館時間、貸出サービスの内容などは瑞穂町図書館と同じですが、閲覧席がありませんので長時間
の滞在はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いします。

瑞穂町図書館講座「アンネのバラのお手入れ講座」
平和のシンボル「アンネのバラ」の管理をしている長谷川 正明さんを講師に迎え、実際にアンネのバラ
を使った、剪定方法や肥料の与え方などを体験します。また、図書館にある関連資料の紹介の他、バラの育
て方や管理に興味がある方は質問や相談もできます。ぜひご参加ください。
日

時

集合場所

2月16日㈫ 午後1時30分〜3時

お子さまたちも安心してご覧になれ
るように、静かなピアノ曲にのせて
お話が進みます。
日 時 3月14日㈰
午前11時15分〜午後0時15分
場 所 スカイホール 小ホール
定 員 100人
対 象 1歳〜大人

飛んで遊んで踊ってミュージカ
ル体験をしてみよう。
日 時 3月14日㈰
午後1時〜3時
場 所 スカイホール 大ホール
定 員 20人
対 象 小学生〜大人
※見学はありません。

スカイホール 2階会議室（講座は場所を移動して行います。）

美しい紙袋を主材料に作った人形
が、歩いたりしゃべったり絵本を
読んだりします。
日 時 3月14日㈰
午後2時30分〜4時
場 所 スカイホール 小ホール
定 員 10人
対 象 5歳〜大人
※見学はありません。

※悪天候の場合、中止となる場合があります。

▶アウトリーチ（附属公演） 申込み

※屋外で行いますので汚れてもよい暖かい服装でお越しください。
定

員

申 込 み

10人

持ち物

タオル

費 用

スカイホールへお申し込みください。

557―7070

無料
原則無料

電話またはメール
557―5614

toshokan＠town.mizuho.tokyo.jp

※メールの場合は件名を「図書館講座申込み」とし、本文に参加者のお名前と電話

「コマ・けん玉・お手玉の
伝承遊びパフォーマンス」

番号を明記してください。
日 時

町内で活動している団体・サークルの情報提供ができる場です。掲載内容について、詳しくは
直接お問い合わせください。

会員募集

水泳教室

団体名

ワイワイスマイルクラブ

費 用

入会金1,000円

日 時

毎週火曜日 午前9時〜11時

持ち物

水着、ゴーグル、

場 所

羽村市スイミングセンター

対 象

18歳以上（初心者歓迎）

23

1月24日㈰
午前10時30分〜11時10分
場 所 武蔵野コミュニティセンター ホール
対 象 幼児〜大人
※定員20人（申込順）

広報みずほ

令和３年１月号

月会費3,000円

スイムキャップ、タオル
問合せ

市野

080（5048）9442

1月24日㈰〜3月7日㈰にかけて、コミュニティセンター・児童館・耕心館・けやき館に、芸術家たち
がやってきます！
伝承あそびにパントマイム、サーカスにバルーンショー、コンサートなど、地域で子どもたちと楽しい
時間、ふれあいの場をつくります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。

広報みずほ
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開館時間 午前10時〜午後9時
駒形富士山 317−1
568−1505 568−1506
http://www.koshinkan.jp/

★ 耕心館サロンコンサート ★

瑞穂町郷土資料館

入館料無料

18日㈪、令和３年１月１日㈷
〜１月３日㈰
※新年は１月４日㈪から開館します。

詳しくは耕心館HPへ

開館時間 午前10時〜午後9時
駒形富士山 316−5
568−0634
568−0639
https://www.mizuhokyodo.jp

休 館日
18日㈪
詳しくはけやき館HPへ

今年度のサロンコンサートは、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、場所をスカイホールへ移し開催します。

ピアノで綴る 愛と哀しみの歌
ショパンの手紙とともに vol.３
日 時
場 所
出演者
曲 目

休館日

チケット
発売中！

２月１１日㈷ 午後２時 開演
スカイホール 大ホール
五木田 綾（ピアノ）、見澤 淑恵(朗読)
ショパン／幻想即興曲、
ワルツ第６番「小犬のワルツ」
ポロネーズ第７番「幻想ポロネーズ」ほか

五木田 綾

見澤 淑恵

オーボエとピアノで巡る 世界音楽紀行
日 時
場 所
出演者
曲 目

２月２７日㈯ 午後２時 開演
スカイホール 大ホール
辻 功（オーボエ）、大竹 淳子（ピアノ）
クライスラー／愛の喜び、愛の悲しみ
ショパン／ノクターン、マズルカより
シューマン／３つのロマンスより ほか

入場料 ２，
０００円

チケット
発売中！

特別展 「造形作家 友永詔三の世界」開催中
期

1月31日㈰まで

第141回 温故知新の会
辻 功

大竹 淳子

※未就学児の入場はご遠慮ください。

★ 耕心館ノクターン ★
オリンピック特別企画「世界の音楽を耕心館で」
二胡によるアフタヌーン・コンサート チケット

日 時 ２月２０日㈯ 午後２時 開演

間

スポーツ講演会 「瑞穂町の剣道」
日

時

定

員

講

師

1月24日㈰ 午後1時30分〜3時
100人 ＊状況により定員数を制限します
鳥海 勝男さん
（瑞穂町剣道連盟会長）

第142回 温故知新の会

1月4日予約開始

郷土の食文化「打ち入れうどん」

発売中！

日

時

場 所 耕心館２階 多目的大広間

定

員

出演者 シェンリン
（沈琳）
（二胡）、進藤 陽悟(ピアノ)

費

用

入場料 ２，
０００円

持ち物

定 員 ３５人

曲 目 蘇州夜曲 バラ色の人生 涙そうそう 春よ、来い ほか

予約受付中

シェンリン（沈琳）

令和3年3月まで、
「サロンコンサート」に無料でご招待します
▼▼

対象者 町内在住の小・中学生、高校生、瑞穂農芸高校在校生
持ち物 次のいずれかをスカイホール受付でご提示ください。
学校で配布されたチラシ
住所・年齢がわかるもの（学生証や健康保険証など）
※小学生は必ず保護者同伴でご来場ください（保護者は入場料が必要となります）。
※新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で開催します。
申込み 電話、
ファクスまたは直接耕心館へ。 スカイホールでも販売しています。
※曲目は変更になる場合がございます。

進藤 陽悟

講

師

2月6日㈯、
13日㈯ 午前10時30分〜午後1時
（予定）
各回8人（小学生以上）
300円
エプロン・三角巾・マスク・タオル
川鍋 悦子さん
（文化財保護審議会委員）

持ち物
定

員

講

師

第69回 親子折り紙教室
日 時 1月16日㈯ 午前10時15分〜11時45分
講 師 池田さん、當間さん、和田さん
第7回 古民家で楽しむ紙芝居
日 時 1月16日㈯ 午前11時50分〜正午
『お伊勢山の古狐』他1話
瑞穂中学校美術部制作
講座「初めての人向け古文書を読み解く」予約受付中
時

探鳥会」

定

員

2月7日㈰ 午前9時30分〜11時（集合9時）
双眼鏡（必須）、鳥の図鑑（お持ちの方）
10人 集合場所 郷土資料館けやき館
名執 修二さん
（日本野鳥の会奥多摩支部会員）

講

師

鳥の観察会「瑞穂の野鳥
時

第138回 囲炉裏端で語る昔話
「浅間さまとドッコイショ」
日 時 1月24日㈰ 午前10時15分〜11時30分
語り部 関谷 忠さん

日

第143回 温故知新の会

日

企画展「ヨコタ・オフベースエリア−米軍ハウスの物語」
期 間 1月11日㈷〜2月7日㈰

1月4日予約開始

1月16日㈯、23日㈯、30日㈯
午後1時30分〜3時
20人 費 用 100円
瑞穂古文書を読む会

新春スペシャル二人会 1月4日予約開始

『けやき館の落語会』
※第140回 温故知新の会 郷土歴史講演会「箱根ケ崎に振武
軍来たる」（1月11日㈷開催）、親子で人形劇を楽しも
う「スーホの白い馬」（1月10日㈰開催）は満員となり
ました。

日

時

出

演

＊状況により定員数を制限します
1月17日㈰
午後1時30分〜3時（終了予定）
古今亭 始、金原亭 乃ゝ香 定 員 100人

※費用の記載のないものはすべて無料です。
※けやき館は、防衛省から「特定防衛施設周辺整備調整交付金」
を受けて、管理運営の一部に充てています。
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月 ＣＡＬＥＮＤＡＲ
● J a n u a r y
● 睦 月
行事・イベント・相談

日 程

（相談時間は受付時間）

休日…休日診療
準夜…休日準夜診療
歯科…休日歯科応急診療

※医療機関が変更になる場合もあります。確認の上、受診してください。

けんこう

場所の指定がない場合は保健センター
（時間は受付時間）

1

金

休日 高沢病院
556―2311
553―3001
準夜 福生市 熊川病院
579―1500
歯科 羽村市 おざわ歯科クリニック

2

土

休日 高水医院
557―0028
553―3001
準夜 福生市 熊川病院
554―8887
歯科 羽村市 加藤歯科クリニック

3

日

休日 準夜 菜の花クリニック
557―7995
513―7808
歯科 羽村市 もとえデンタルクリニック

4

月

5

火

健康・育児・栄養・歯科相談 午前9:30〜11:00

6

水

お誕生教室
（R1年12月、R2年1月生）午前

7

木

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

1月は 7日・14日・21日・28日です

3歳児健診
（H29年6月生）午後

リサイクルプラザ日曜日の粗大ごみ受入日
557―7612（当日電話申込み）
午前9:00〜午後4:30

消費生活相談窓口
時間ࠉ午前9時〜午後4時 ※正午から午後1時までを除く

予約制

予約制

準夜 福生市 ひかりクリニック
530―0221
554―0066
歯科 羽村市 平三歯科医院
休日 栗原医院
557―0100
556―5280
準夜 丸野医院
554―5902
歯科 羽村市 本田歯科医院

東京都医療機関案内サービス
（ひまわり）
０３
（５２７２）
０３０３

18

月

心の相談 午後1:45〜4:00 ふれあいセンター
▶予約（3人）は、12日㈫〜15日㈮午前8:30〜社協へ
557―0165

19

火

東部高齢者支援センター 出張相談会
午前10:00〜11:30 シルバーまちかど
557―3852
問合せ 東部高齢者支援センター

健康・育児・栄養・歯科相談 午前9:30〜11:00

20

水

シルバー人材センター入会説明会 午後1:30〜
557―4566
問合せ シルバー人材センター

1歳6か月児健診（R1年5・6月生）

21

木

身の上・行政相談 午前9:30〜11:30
法律相談（要予約） 午前9:00〜11:40 瑞穂町民会館
557―0501
▶予約（8人）は20日㈬午前8:30〜総務課へ

22

金

23

土

24

日

25

月

火

27

水

28

木

29

金

30

土

31

日

予約制

3歳児健診（H29年12月生） 午後 予約制

健康・育児・栄養相談 午前9:30〜11:00

子供の健康相談室
（小児救急相談）
相談日時 月〜金曜日
（午後6時〜翌朝8時）
土・日曜日、祝日、年末年始
（午前8時〜翌朝8時）

０３
（５２８５）
８８９８または＃８０００
準夜 羽村市平日夜間急患センター
555―9999
555―9872
歯科 羽村市 森谷歯科医院

03（5320）4592（24時間毎日対応）
かかりつけ医がいない場合、休日夜間などでか
かりつけ医が休診のとき、症状や患者との接触歴

「薬物乱用防止ポスター・
標語」東京都選考入賞
東京都が実施した令和2年度薬物
乱用防止ポスター・標語の東京都選
考で8,668作品の応募があった中か
ら、次の方が入選しました。
優良賞 降矢 来夢さん（瑞中3年）
※QRコードのリンク先から作品を
ご覧になれます。

などの聞き取りを行います。
▶感染したかもしれないと不安な方
新型コロナコールセンター

0570―550571
（午前9時〜午後10時（毎日対応））

子宮頸がん検診受付中

無料

日
場
内
対

時 １月５日㈫〜２月27日㈯ ※下記医療機関の診療時間内
所 ▶高水医院▶大聖病院（福生市）▶羽村ひまわりクリニック（羽村市）
容 問診、細胞診
象 20歳以上の女性で、前年度
（平成31年4月〜令和2年3月）
町の検診を受診していない方
申込み 保健センターへ電話または窓口でお申し込みください
（電話での申込みは2月12日㈮まで）。
※子宮頸がん検診のクーポン券をお持ちの方は、保健センターへ
の申込みは不要です。
※前年度、受診したかどうか不明な場合は、保健センターへお問
い合わせください。

特定健診・若年の健診を受けた方へ

無料

健診結果個別相談会
特定健康診査、若年の健康診査の受診結果につ
いて、保健師・管理栄養士がご相談に応じます（予
約制）。
対 象 ・若年の健康診査受診者
・瑞穂町特定健康診査受診者
・40歳から74歳までの国民健康保険加入
者で、事業主健診、人間ドックなどの受
診者
※特定保健指導の対象になる方はこの相談会を利
用できません。特定保健指導を利用してください。
※特定保健指導対象者には個別にご案内を郵送します。
日 程 1月18日㈪午前・午後、1月28日㈭午前・午
後、2月19日㈮午後、2月24日㈬午前
場 所 保健センター
申込み 電話で保健センターへ

乳がん・子宮頸がん検診（個別検診）
日 時

3月31日㈬まで
一部無料
（土・日曜日、祝日を除く）
午前8時30分〜
（受付は午前8時15分〜8時25分）
場 所 公立福生病院
内 容 ・乳がん検診 問診、マンモグラフィ
・子宮頸がん検診 問診、細胞診
対 象 町内在住の女性で、前年度(平成31年4月
〜令和2年3月)町の検診を受診していない
次の年齢の方
・乳がん検診…40歳以上
・子宮頸がん検診…20歳以上
費 用 乳がん検診は1,600円、子宮頸がん検診は
無料
※無料クーポン券または生活保護・児童扶養手当受
給証明書の提出で無料になります。
申込み 電話で保健センターへ

2日㈫…健康・育児・栄養・歯科相談 午前9:30〜11:00
3日㈬…お誕生教室（R2年2・3月生）午前 予約制
3歳児健診（H29年7月生）午後 予約制

〜3日

広報みずほ

準夜 福生市 ひかりクリニック
530―0221
555―8219
歯科 羽村市 皆川総合歯科クリニック

元狭山コミュニティセンター
午前8:30〜社協へ

教育委員会定例会 午前9:00〜 町民会館第2会議室
557―6682
問合せ 学校教育課

２月 1 日
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午後

マイナンバーカードの申請に必要な顔写真を無料で撮影し、
申請のお手伝いをします。ぜひ、ご利用ください。

ふれあいセンター
午前8:30〜社協へ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が心配なとき
▶発熱などの症状が出た方
東京都発熱相談センター

ゆりかごステーションにご相談を

日

26

557―5072

妊産婦の死因で最も多いのは
自殺と言われています︒産前・
産後は女性ホルモンのバランス
が大きく変わる時期で︑心の不
調 に 大 き く 関 係 し ま す︒ ま た︑
育児に不安を抱え誰にも相談で
き ずに悩んだり︑不 必要に自分
を責めたりして︑不眠 が続くな
ど様々な症状 が出ることがあり
ます︒一人で抱え込まず︑家族や
相談機関などに相談しましょう︒
町では子育て世代包括支援セ
ンター﹁ゆりかごステーショ
ン﹂を保健センター内に設置し
ています︒妊娠期から子育て期
のご家庭に︑妊娠・子育て中の
不安やイライラ︑涙もろさなど
気持ちのこと︑お金の不安︑母
乳のトラブルなどの相談に応じ
ます︒また︑心の不調が起こり
やすい産前・産後にプレ・プチ
ママひろばや産後ケアなどの
サービスを提供しています︒コ
ロナ禍で一部事業内容を変更し
ていますが︑少しでも安心して
出産していただくため︑産後の
悩みを一人で抱え込まないため
にも︑ぜひ︑ゆりかごステー
ションへご相談ください︒

17

身近な法律相談 午前9:30〜11:30
▶予約（4人）は、18日㈪〜22日㈮
557―0165
成年後見利用相談 午後1:30〜3:30
▶予約（3人）は、18日㈪〜22日㈮
557―0165

石畑 1970

受け付けます

東 京 消 防 庁 救 急 相 談センター
５２１ー２３２３ または ＃７１１９

準夜 福生市 熊川病院
553―3001
551―8686
歯科 羽村市 ますだ歯科医院

日 時 1月24日㈰ 午前９時〜正午
場 所 住民課

保健センター

健康・育児・栄養相談 午前9:30〜11:00
3〜4か月児健診
（R2年9月生）午後 予約制

医療機関案内
西部高齢者支援センター 出張相談会 午後1:30〜3:00
武蔵野コミュニティセンター
557―0609
問合せ 西部高齢者支援センター

みんなのけんこう

午前 9:00 〜午後 5:00
午後 5:00 〜 10:00
午前 9:00 〜午後 5:00

令和３年１月号
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click!
今月の表紙
今年の主役【牛】
都立瑞穂農芸高校畜産科学科3年
生の生徒と乳牛とのツーショット。
青空の下、凛々しく立つツーショ
ット姿に、ギュウっと心をわしづ
かみにされてしまいました。
生徒たちは、授業で牛について
自分の課題研究として学ぶほか、
朝方と夕方に当番で一生懸命世話
をしています（関連17ページ）。
瑞穂農芸高校では、全ての動物
が生徒たちの愛情をたっぷり受け
育っています。
これからも、自分たちの夢に向
かって頑張ってください。

広報みずほ1月
号に掲載している
情報は、令和２年
12月21日時点の
ものです。
今後、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のため、中
止となる場合や、日程・内容が変更と
なる場合があります。
最新情報は、町ホー
ムページなどでお知ら
せしますので、ご確認
ください。

瑞穂町公式キャラクター誕生へ向けて「第1回ワークショップ開催」
令和2年度、瑞穂町に公式キャラクターが誕生します。
みずほ小・中学生議会で、小学校児童から「大好きな瑞穂町を有名にするためにゆるキャラを作
ってほしい」という提案が2年連続で出されました。子どもたちのアイディアを大切に育て、まち
づくりに活かし、郷土愛を醸成するため、町制施行80周年を機に町の公式キャラクターを制作する
ことになりました。
8月から9月に行った公募では、633作品が寄せられ、現在選定を進めているところです。
また、キャラクターを使って、どのように町を盛り上げていくことができるか住民の皆さんと一
緒に話し合い、考えるワークショップを進めています。
第1回のワークショップは12月12日に開催され、第1部で、みずほふるさと検定合格者の村上豊
子さん、荻野富子さんが講師となり、クイズ形式で町の魅力を伝えていただきました。
第2部では、瑞穂の魅力を再認識した上で、参加者がグループで「瑞穂町にいてほしいキャラク
ター」について話し合い、たくさんのアイディアが出されました。
第2回のワークショップは1月16日㈯に予定しています。ぜひご参加ください。詳しくは、お問
い合わせください。
問合せ 企画課
557―7469

▲第1部の様子

人口と世帯 12月１日現在
（ ）
は前月比
人口 32,595人
（40人増） 男 16,553人
（33人増）
発行／瑞穂町
編集／秘書広報課
毎月1回1日発行
042
（557）
0501
（代表）
042
（556）
3401
（代表）

▲第2部の様子

女 16,042人
（7人増） 世帯 14,981世帯
（37世帯増）
〒190 1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/

