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問い合わせ：健康課　TEL　５１－０７００ ／ FAX　５１－９２９７

１７３号 　令和４年８月19日発行

武蔵野市役所健康福祉部障害者福祉課

電話 60-1904　FAX 51-9239

『新しい生活様式』と熱中症予防

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため国が示した「新しい生活様式」では、

感染防止の３つの基本として「身体的距離（ソーシャル・ディスタンス）の確保」「手

洗い」そして「マスクの着用」が求められています。

以下のポイントに留意し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止」と「熱中症予防」を両立させましょう。

新型コロナウイルス感染症と熱中症予防

①適宜マスクを外しましょう

マスクをしていると熱がこもり体内温度が

上がります。マスクをしているとのどが渇き

にくくなります。マスクを着用したままきつ

めの運動や作業をしていると、体に負荷がか

かり危険です。また、表情も見えにくいため、

自分も周りも気がつかないまま知らぬ間に熱

中症が進行するおそれがあります。

マスクを着用しているときには、普段より

もこまめに水分や休憩をとり、屋外で周囲と

２メートル以上の距離がとれるとき、また距

離がとれなくても会話がほとんどない場合は、

マスクを外しましょう。

②暑さに体を慣らしながら夏を過ごしましょう

炎天下ではなく、涼しい時間帯に軽く汗ばむ

程度に体を動かし、少しずつ暑さに慣れておき

ましょう。

真夏日など本当に暑い日

には、エアコンや扇風機な

どを使用し、長時間暑さの

中に身を置かないようにし

ましょう。

③こまめに水分補給をしましょう

コーヒーや紅茶、アルコールなど利尿作用が

ある飲み物を摂りすぎるとかえって脱水を引き

起こし熱中症になりやすくする可能性がありま

す。カフェインの入っていないお茶や水を飲み

ましょう。

大量に汗をかいたと

きには忘れずに塩分も

補給しましょう（※高

血圧などで塩分制限の

あるかたはかかりつけ

医にご相談ください）。

④外出は計画的に行いましょう

外出時は天気予報、暑さ指数（ＷＢＧＴ）を

参考にし、無理をしないように心がけましょう。

長時間の外出にならないよう、計画を立て行

動しましょう。
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　引き続き受給資格があるかたには、12月に認定額を振り込みます。資格が消滅となったかたへは

消滅通知をお送りします。以前、受給対象外となったが再び受給資格を満たすことになったかたは、

改めて申請が必要となります。

【心身障害者福祉手当】

 ■ 対象… 身体障害者手帳１～４級、愛の手帳１～４度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の症状を有

するかた

 ■ 制限… 次のいずれかに該当するかたは対象外となります。

① 65歳以降に手帳を取得したかた

② 手帳取得が65歳未満のかたで、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかったかた

③ 前年（2021年）中の所得が基準額（下表）を超えているかた

④ 障害者支援（入所）施設に入所しているかた

⑤ 難病者福祉手当を受給しているかた

■所得制限基準について

＜所得制限基準表＞

扶養親族の数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人

基準額（円） 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000

※本人（本人が20歳未満のときは、主として生計を維持する扶養義務者のかた）の前年の所得

で判定します。医療費控除等、所得から控除できるものがあります。

【難病者福祉手当】

 ■ 対象… 国や都の難病等医療費助成（特定医療費受給者証等）を受けているかた

 ■ 制限… 次のいずれかに該当するかたは対象外となります。

①前年（2021年）中の所得が基準額を超えているかた

②心身障害者福祉手当を受給しているかた

 ■所得制限基準額…心身障害者福祉手当（上記）と同じ

心身障害者福祉・難病者福祉手当の更新について

問い合わせ： 障害者福祉課

TEL　６０－１９０４ ／ FAX　５１－９２３９

Eメール　SEC-SYOUGAI@city.musashino.lg.jp

令和４（2022）年度版の障害者福祉のしおり（冊子）は８月下旬頃の発行を予定しています。

このしおりは、障害のあるかたに制度やサービスについて紹介し、日常生活の手引き

として活用していただくものです。市ホームページにも掲載予定です。

【配布場所】障害者福祉課、障害者福祉センター、市政センター

※ご希望のかたには、音声デイジー版をお渡しできます（11月中旬以降配布予定）。

障害者福祉課へお問い合わせください。

令和４年度版 障害者福祉のしおり（冊子）を発行します

問い合わせ：障害者福祉課　TEL　６０－１９０４
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福祉タクシー利用券・ガソリン費助成の更新について

毎年９月１日に更新となります。現在、この助成を受給中で引き続き対象とな

るかたには、８月末日までに福祉タクシー利用券またはガソリン費助成請求書等

を郵送します（更新の手続きは必要ありません）。有効期限が過ぎたタクシー券

は障害者福祉課までご返却ください。

以前、受給対象外となったが再び受給資格を満たすことになったかたや、申請内容（タクシー

⇆ガソリン）の切り替えを希望する場合は、改めて申請が必要となります。

■対象… 身体障害者手帳１～４級、愛の手帳１～３度、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれ

かをお持ちのかた（精神障害者保健福祉手帳のかたは、タクシー利用券のみ対象）

■制限… 次のいずれかに該当するかたは対象外となります。

① 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているかた

 市が行う調査等で施設入所が判明した場合も、受給資格が消滅します。

② 障害者本人（20歳未満のかたは世帯主または医療保険被保険者）の前年（2021年）

中の所得が基準額（２ページ）を超えているかた

■所得制限基準額…心身障害者福祉手当（２ページ）と同じ

問い合わせ： 障害者福祉課

TEL　６０－１９０４ ／ FAX　５１－９２３９

Eメール　SEC-SYOUGAI@city.musashino.lg.jp

受給者証は毎年９月１日に更新となります。現在、受給者証をお持ちのかたで引き続き受給資

格があるかたには、８月末までに新しい受給者証を郵送します（更新の手続きは必要ありません）。

有効期限が過ぎた受給者証は障害者福祉課までご返却ください。

以前、受給対象外となったが再び受給資格を満たすことになったかたは、改めて申請が必要と

なります。

■対象… 公的医療保険に加入しているかたで、65歳までに身体障害者手帳１・２級（内部

障害者については３級まで）、愛の手帳１・２度、または精神障害者保健福祉手帳

１級を取得したかた

■制限… 次のいずれかに該当するかたは対象外となります。

① 障害者本人（20歳未満のかたは世帯主または医療保険被保険者）の前年（2021年）

中の所得が基準額を超えているかた

② 生活保護を受けているかた

③ 公費等により医療費が支給される施設に入所しているかた

④ 後期高齢者医療制度の被保険者で住民税が課税されているかた

■所得制限基準額…心身障害者福祉手当（２ページ）と同じ

心身障害者医療費助成制度◯障 の更新について
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相談窓口：生活福祉課

TEL　６０－１２５４ ／ FAX ５１－９２１４

Eメール　Sec-seifuku@city.musashino.lg.jp

問い合わせ：障害者福祉課

TEL　６０－１９０４ ／ FAX ５１－９２３９

Eメール　SEC-SYOUGAI@city.musashino.lg.jp

生活に困窮しているかたの相談窓口のご案内

障害者福祉センターの建て替えに向けた基本計画を

策定します

あなたに寄り添って相談支援を行います！

誰もがこのような状態になるおそれがあります。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

電話で相談することができます。生活保護の相談もできます。また、家計改善など継続的な相談

支援が必要な場合、市が事業を委託している武蔵野市福祉公社生活自立支援センターの相談支援員

による支援を行います。

【時間】月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）、午前８時30分から午後５時

昭和55（1980）年に開設後、開設から約42年が経過

した障害者福祉センターについては、建物の劣化状況調

査の結果を受け、令和３年５月に「武蔵野市障害者福祉

センターあり方検討委員会」を設置し、検討を重ねてき

ました。

同委員会から「建て替えが望ましい」との答申を受け、

障害者福祉センターの建て替えに向け基本計画を策定し

ます。

令和５年度から基本設計・実施設計を進め、令和８年

度の着工を予定しています。

手持金が少なくなり、

働きたいが働いたこと

がないので不安。

病気になり仕事がで

きなくなってしまっ

たが、預貯金も底を

つきそう。

借金の返済が多く、

整理したいがどうした

らよいかわからない。

子どもの高校進

学に向けて塾に

通わせたいがお

金がない。

求職活動をしてい

るけど、家賃を支

払うと生活費が足

りない。

障害者福祉センター
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市議会本会議、常任・特別委員会を傍聴される際に手話通訳または要約筆記を希望されるかたは、

傍聴希望日の14日前までに、「手話通訳者・要約筆記者派遣申込書」（市議会ホームページからダウ

ンロードできます）にご記入のうえ議会事務局の窓口に直接お申し込みいただくか、ファクスまたは

Ｅメールでお申し込みください。

なお、議会日程の変更や手話通訳者等の確保ができないこと等により実施できない場合もあります

ので、あらかじめご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、傍聴をご遠慮いただく場合があります。

市議会傍聴において

手話通訳・要約筆記が利用できます

問い合わせ： 武蔵野市議会事務局

TEL　６０－１８８２ ／ FAX　５５－７５５５

Eメール　OFC-GIKAI@city.musashino.lg.jp

HP　http://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/

武蔵野市立図書館では、通常の活字による読書が困難なかたや来館が困難なかたのために、ボラン

ティア団体「武蔵野市立図書館朗読奉仕の会（音訳）」と「六実会（点訳）」の協力を得て、各種サー

ビスを行っています。

■障害者サービスの種類

・録音図書（デイジー版・テープ版）の貸し出し

・デイジー再生機の貸し出し

・個人資料の音訳・点訳

・対面朗読サービス（お好みの図書等を対面で朗読します）

・図書、新聞、雑誌等（抜粋版）の郵送貸し出しサービス

・「朗読奉仕の会」の『声の会報』や都立図書館の新作情報の提供

・ マルチメディアデイジーの貸し出し（文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を

見ることができます。読み書きに困難があるお子さんのサポートになります）

・各種印刷物のテキスト化サービス

・自動読み上げ機の利用　　　　

ぜひ一度、ご利用ください。

ご利用には、図書館および障害者サービスの利用登録（市内在住）が必要です。

問い合わせ： 武蔵野市立中央図書館　障害者サービス担当

TEL　５１－５１４５ ／ FAX　５１－９３１７

Eメール　LB-CHUUOU@city.musashino.lg.jp

ご存じですか？　図書館の障害者サービス
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【放課後等デイサービス花咲kids 吉祥寺ルーム （吉祥寺本町２-20-12 MU KICHIJOJI ２階）】

小学生を中心に、言葉や計算、文章題などの基礎学力支援から、勉強を楽しく、自分で考える力や自ら学

ぶ力を育む探究学習の療育支援を個別で行なっています。吉祥寺駅から徒歩5分。

【ウィズ・ユー吉祥寺校（吉祥寺北町４－13－５）】

特色は自分で作ったプログラムで、目の前のロボットを動かし楽しく遊べる体感型のプログラミングツー

ルを導入しています。プログラミングを通して、ひらめきや応用力・論理的思考を育み、子供たちの創造力

を豊かにしていく支援を行います。

放課後等デイサービス事業所が開設されました

申し込み・問い合わせ　TEL：27-1987 ／ FAX：27-1988　HP：https://hanasakikids.com

申し込み・問い合わせ：TEL　５３－０８２０ ／ HP：https://www.with-ac.com/shisetu/kichijoji/

申 し 込 み

問い合わせ：

NPO法人ミュー　ミューのいえ

TEL　３８－８１５５　・　５５－５９６９　／　FAX　３８－８１５６

Eメール　mew.nishikubo@gmail.com

日本で最も自殺の少ない町の調査から見えてきた「生き心地の良さ」について、『生き心地の良い町－こ

の自殺率の低さには理由（わけ）がある』の著者である岡檀先生にお話ししていただきます。

【 日　 時 】９月17日（土）午後２時～午後４時

【 場　 所 】武蔵野市商工会館４階　市民会議室ゼロワンホール

【 講　 師 】岡　檀先生（おか　まゆみ／慶応大学大学院健康マネジメント研究科特任准教授）

【 対　 象 】武蔵野市に在住、在学、在勤のかた、または関心のあるかた

【 費　 用 】無料

【 主　 催 】武蔵野市

【申し込み】定員90名　事前に下記へお申し込みください。（Web配信も予定しています。）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、Web配信のみになる場合もあります。

第30回　市民こころの支援事業テーマ講座<自殺対策講座>

「生きづらさ」を取り除く極意とは！？

　　～日本で最も自殺の少ない町が気づかせてくれたこと～

問い合わせ：秘書広報課　　TEL　６０－１８０４

会話形式で「子ども・子育て」「イベント情報」「相談窓口」など

知りたい（欲しい）情報を簡単に調べられます。

【友だち登録方法】

二次元バーコードまたはLINEアプリのホーム画面から

「武蔵野市」または「@musashinocity」を検索。

【欲しい情報を受け取るための受信設定の方法】

メニューの「受信設定・アンケート」から、受け取りたい情報の区分や

年代、居住地などの属性情報を回答いただくと、欲しい情報が受け取れます。また、受け取りたい情報の「ご

み・リサイクル」を選択し、居住地を登録いただくと、お住まいの地域の翌日に収集するごみの情報を前

日の午後５時にお知らせします。

ＬＩＮＥで武蔵野市と友だちになろう
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成年後見について、地域でご活躍される武田社会福祉士にご講演をいただきます。

【 日　 時 】2022年９月13日(火)　10：00～12：00

【 会　 場 】武蔵野市役所　412会議室

【 費　 用 】無料

【 定　 員 】会場参加者（20名程度）とウェブ配信(後日Youtube配信、100名程度)

【申し込み】下記参照　<８月１日（月）～８月31日（水）まで>

講 座 内 容
講　師

日程

① バトンノートの紹介、意見交換 10月25日（火）10：00～12：00

②
「老いにそなえる」

稲岡司法書士
11月1５日（火）10：00～12：00

③
「親なき後の明日のために」

大門社会福祉士
12月13日（火）10：00～12：00

④

〇まとめと質疑応答

稲岡司法書士・大門社会福祉士

〇福祉公社との協働プログラム

１月1７日（火）　10：00～12：00

【 会　 場 】 武蔵野障害者総合センター　地下1階会議室

【 費　 用 】 無料

【 定　 員 】 定員20名（全４回連続で受講できる方優先）対面とZoom

【申し込み】下記参照　<９月１日（月）～９月30日（金）まで>

申し込みは①～⑥を明記のうえ、Eメール、ファクスまたはハガキで下記へ

①　「講演会」もしくは「親なき後講座」

②　住所

③　氏名

④　電話番号

⑤　メールアドレス（あれば）

⑥　参加方法について、講演会の場合は対面か配信、親なき後講座の場合は

対面かZoom　いずれかを明記

２０２２年度こだまネット講演会

「第三者後見人　障害のある人への後見等の

活動について」（武蔵野市委託事業）

こだまネット全４回連続親なき後講座（武蔵野市委託事業）

問い合わせ： NPO法人むさしの成年後見サポートセンターこだまネット

住所　〒１８０－００１３　東京都武蔵野市西久保２－６－５－206

TEL　080-4343-8722(平日10時～16時)　

FAX　050-5865-0663

Eメール　musashino.kodamanet@gmail.com

（申込フォーム）

（申込フォーム）
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■障害者手帳等をお持ちのかた

市内在住のかた 「プラチナカード」の作成・提示により無料

市外在住のかた 券売機で「ワンデーレッスン券」（410円）を購入してください。

■介助者

手帳をお持ちの参加者１名

に対し１名まで

無料

その他の介助者 券売機で「ワンデーレッスン券」を購入してください。

※市民カードをお持ちのかたは

・大人用カード…200円

・ゴールドカード（65歳以上のかた）…100円

ワンデースポーツ「障がい者のためのスポーツ広場」で
リフレッシュ！

障がいの種別に関係なく気軽にスポーツを楽しんでいただける「障がい者のためのスポーツ広場」

を開催しています。

“好きな時間に来て、自由に身体を動かし、好きな時間に帰る”ことができるので、学校や作業所

などが終わってからご家族やお友達、ガイドヘルパーのかたと一緒に、あるいは福祉作業所や放課

後等デイサービスなどの通所プログラムの中に取り入れるなど、さまざまにご活用いただけます。

お気軽にご利用ください。

※ 貸し出し可能な用具については、下記のお問い合わせ先へご確認ください。なお、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、用具の貸し出しを中止する場合がございます。

※ ご希望のかたには常駐スタッフが音楽に合わせた軽体操を一緒に行います。

【日　時】 令和４年８月29日、９月12日・26日、10月24日・31日、11月７日・21日、

12月５日・19日、令和５年１月30日、２月６日・20日、３月６日・20日（いずれも月

曜日）の午後２時～６時

【場　所】 武蔵野総合体育館　１階メインアリーナ半面

【対　象】 障がいのあるかたとその介助者、保護者、引率者など（一緒に参加していただきます）

【定　員】 25名程度

【持ち物】 運動できる服装、室内履き、タオル、マスク（可能な範囲で着用）、飲み物

【参加方法】事前申し込みは不要です。下記「プラチナカード」または「チケット」をお持ちのうえ、

メインアリーナにお越しください。

※受付で検温とチェック表の記入をしていただきます。

問い合わせ：（公財）武蔵野文化生涯学習事業団
TEL　５６－２２００　／　FAX　５１－５４９３
HＰ　https://www.musashino.or.jp/sports/
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プラチナカードについて

障がい者向けスポーツ教室

障がいのあるかたを対象としたスポーツ教室です。障がいの種別や目的によって、下記以外のプロ

グラムもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

教室名
ジュニア水泳

（要保護者同伴）
初心者水泳 リフレッシュ体操

内容
水慣れから泳ぎの基本までを、泳力や障がいの程度に応じ

たグループに分かれて練習します。

ストレッチやウォーキング

などを行います。

日時
10/16～11/20（日曜日）

９：30～10：30　全６回

9/20～11/8（火曜日）

19：30～20：30　全８回

10/16（日曜日）

10：00～11：30

場所 武蔵野温水プール 陸上競技場 軽体操ダンス室

対象
障がいのある小学生と保護者

（一緒にご参加いただきます）

障がいがあり、自力歩行が

可能な中学生以上のかた

（一人でプールに入れないか

たは介助者同伴）

障がいのある15歳以上のか

た（中学生を除く）

定員 ６組 15名 15名

費用

（税込）
2,400円 3,200円 400円

申込

インターネット（右記二次元バーコード）、所定の申込用紙（総合体育館で配布）、

ハガキ、ファクス（要受信確認）

※ハガキ、ファクスの場合は、「郵便番号、住所、参加者氏名（ふりがな）、

性別、年齢（生年月日）、勤務先・学校名（市外在住者のみ）、障がい名、

障害者手帳等級、介助者の有無（ジュニア水泳は除く）」を明記

申込期間 9/1～9/14（必着） 8/15～8/31（必着） 9/1～9/14（必着）

※ 上記以外の日程についてはお問い合わせ、またはHPでご確認ください。

問い合わせ：（公財）武蔵野文化生涯学習事業団

TEL　５６－２２００　／　FAX　５１－５４９３

HＰ　https://www.musashino.or.jp/sports/

武蔵野市に住民登録のある障害者手帳（身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳）

等をお持ちのかたに、総合体育館や温水プール等の個人使用料、駐車場料金、ワンデーレッスンの

参加料が無料になる「プラチナカード」を発行しています。

【発行場所】 武蔵野総合体育館１階窓口

【申請方法】 上記窓口にて障害者手帳等の原本をご提示いただ

き申請書に必要事項をご記入ください。

【発行手数料】無料 プラチナカード
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◆「つながり」は点字版、デイジー版（音声版）もお配りしています◆

◆つながり・こころのつながりの記事募集をしています◆

発行日や原稿の締切日などは下記までお問い合わせください。

武蔵野市役所　障害者福祉課　〒180-8777　武蔵野市緑町２－２－２８

TEL 60－1904 ／ FAX 51－9239

Eメール　SEC-SYOUGAI@city.musashino.lg.jp

障害者福祉センター　令和４年度後期講習会

受 講 者 募 集

講 習 会 名 期　間 曜　日 時　間 定員

1

コアトレーニング＆

ストレッチ

［障害者福祉センター］

10/８・22、11/12・26、 

12/10・24、1/14・28、 

2/25、3/11・25（全11回）

全土曜日 10時～11時 ６名

2

障害者のための初めての

ストレッチ教室

［総合体育館］

12/17（全１回） 全土曜日 10時～11時 12名

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況により日程が変更になる場合があります。

※市報むさしの８月１日号掲載の後期講習会『将棋教室』は募集が終わりました。

【対 　象】市内在住の18歳から74歳（令和４年４月１日現在）までの、障害者手帳を持ち一人で

受講できるかた（マットへの移動、立ち上がりが可能なかた）。複数受講可。

【 費　 用 】無料

【 送　 迎 】送迎なし　

【申し込み】①～⑦を明記のうえ、ハガキ、ファクスまたはEメールで障害者福祉センターへ。

①氏名（フリガナ） ②年齢 ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号 ⑤障害の種類と等級 ⑥講習会名

（第２希望まで記入可、希望順位を明記) ⑦手話通訳希望の有無

【締め切り】９月22日（木）必着。 

各講習会の開講日の１週間前までに受講可否の連絡をします。  

定員を超えた場合は抽選、ただし初参加希望のかた、第１希望のかたを優先とします。 

講習内容の参考としますので、申し込み方法欄①～⑦は記入漏れのないようにお願いし

ます。

問い合わせ：武蔵野市障害者福祉センター講習会担当

 〒180-0011　八幡町４－２８－１３

 TEL　５５－３８２５　／　FAX　５１－９９５１

 Eメール　cnt-syogaisya@fuku-musashino.or.jp


