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人口と世帯� 《平成28年6月1日現在、（　）は前月比》 むさしの-FM（78.2MHｚ）「マイシティむさしの」 ケーブルテレビ（11ch） 
月～金

日
土 ＊11月3日（木）・6日（日）～9日（水）は放送時間が変わります

毎 日

「むさしのシティニュース」
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人口と世帯� 《平成28年12月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万3982人（3人増）　世帯数 7万5270世帯（51減）
●男 6万9048人（23人減） ●女 7万4934人（26人増）

〈うち外国人住民数〉2835人（24人増）

 特集 市職員の給与および人事について ……❻・❼
未来をひらくはたちのつどい（成人式） … ❸
特別養護老人ホーム「とらいふ武蔵野」開設 … ❸
武蔵野吉祥七福神めぐり ……………… 10

市議会からのお知らせ
　現在、第4回定例会を開催中です（下記）。本会議の模様を市議会ホームペー
ジ（http://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/）で生中継しますのでご
覧ください。
　日程は変更することがあります。
ホームページで確認してください。
◎市議会だよりの分かりやすい紙面
作りのためのアンケートを実施：12月
26日（月）市役所ロビー、平成29年1月
17日（火）武蔵野プレイスギャラリー。
午前11時30分〜午後4時／問 議会事
務局☎60-1883

■期日・内容
　 開会時間（予定）：午前10時　☆は午後1
時。★は本会議終了後

期日 会議名
12/15(木) 建設委員会

12/16(金)
外環道路特別委員会
公共施設等総合管理計画策定
に関する特別委員会☆

12/20(火) 本会議（委員会審査報告など）議会広報委員会★
12/21(水) 議会運営委員会

　武蔵野市では、「セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム」を宣言し、市民１人１日当たりのご
み排出量を600ｇに減らすことを目標にごみの減量を進めています。市民の皆さんのご協力によりごみ量は
減っていますが、年末は大掃除などでごみが多くなる時期です。一人ひとりの取り組みによってさらなるご
みの減量が可能です。この機会に、普段のごみの分別や排出について振り返ってみませんか／問  ごみ総合対
策課☎60-1802

環境負荷の少ないまちづくりのために
ごみの減量にご協力ください

1人当たりのごみ量と総ごみ量
　市民1人が1日に排出するご
み量（平成27年度約654ｇ）は、
順調に減ってきていますが、多
摩地域の平均値（約598ｇ）と比
較するとまだまだ多い状況で
す。また、市の人口は今後もしば
らくは増加する見込みで、１人
当たりのごみ量が減っても、市
全体のごみ量は増えることが考えられます。日の出町にある最終処分場への負荷
を減らすためにも、より一層のご協力をお願いします。

　  食品をムダにしていませんか？
　食べ残しや賞味期限切れ、買いすぎた食品を、簡単に燃
やすごみとして捨てていませんか。このようなごみを「食
品ロス」といいます。
　ごみの組成分析調査で、昨年度は市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量（約654ｇ）
のうち、燃やすごみは約395ｇです。そのうち、食品関係の生ごみが約164ｇを占めて
おり、その半数近くの約73ｇは食べ残しや手つかずのまま捨てられた食品ごみです。
※食品関係の生ごみには、貝や鳥の骨などは含めず集計しています。

■リユース掲示板「むさしのエコボ」をご利用ください
　使わなくなった生活用品や家具を必要な人に
リユース（再利用）してもらいませんか。譲りた
い人と譲ってほしい人同士でやり取りができる
掲示板が、市役所、中央・吉祥寺図書館、市民会館
など市内の12カ所に設置されています。

■拠点回収と販売店の店頭回収をご利用ください
　紙パック（アルミ付きも可）は、市役所、各市政センター・
コミセンで専用の回収ボックスを設け回収しています。ま
た、食品トレイ・ペットボトル・牛乳パック・缶などは、販売
店の店先でも専用の回収ボックスで回収している場合があります。

 ■家庭でせん定した枝木・草葉を資源化しています
　昨年度は、家庭から出る枝葉の約236トンが資源化
されました。
収集:申込制／無料／週に１回、50束･袋まで（45リット
ルまでの透明・半透明の袋）／束は長さ・直径50センチ以内に束ね
て、1本の枝木の太さは７センチまで／戸建て住宅は４個以上、集合
住宅は11個以上から回収／袋にごみなどを混ぜないでください。

　　リサイクルできる紙を捨てていませんか？
　昨年度、「燃やすごみ」約395gのうち、資源としてリサイクルできるごみが約104g
（うち紙類は66g）含まれていました。

≪各家庭で取り組めること≫
◆買いすぎに注意する	 ◆無駄なく調理する
◆食品の消費・賞味期限の管理	 ◆食べ残しをしない
◆生ごみはコンポストなどでリサイクルへ

≪各家庭で取り組めること≫
分別しないで捨ててしまいがちな、ちらし・パンフレット、包
装紙や紙箱などは「雑紙（ざつがみ）」として資源（古紙）の日
に出す。

ごみ処理に約28億4200万円（1人当たり約1万9840円）の費用
がかかりました（平成27年度）

　ごみ処理には収集・運
搬、クリーンセンターの
運営などの中間処理費、
最終処分場の負担金など
多額の費用がかかってい
ます。ごみ量を減らすこ
とはごみ処理費用の節減
にもつながります。

総量 　　　1人1日当たりの排出量
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武蔵野市のごみ処理経費（平成27年度）

収集・運搬費
14億2200万円

減量・資源化対策費
8300万円

最終処分費
3億7700万円

クリーンセンターなどの
　　運営費用（中間処理費）
　　　 　9億6000万円

分別がわかる「武蔵野市ごみアプリ」をご活用ください
　お住まいの地域のごみ収集日や分別方
法が手元で気軽に確認できるほか、環境イ
ベントなどの情報を発信しています。「ご
み分別辞典」や有料ごみ処理袋・粗大ごみ
シール券取扱店の地図表示、ごみの日通知
など、便利な機能をご利用いただくことが
できます。
　二次元バーコードまたは、「武蔵野市ご
みアプリ」で検索してダウンロードしてご
利用ください。

ごみを減らすために…身近なところからできること

android 版 iphone 版
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■ 「市報むさしの」は、全戸配布のほか、市の施設、JR3駅な
どに置いてあります。視覚障害の方のために、音声版「声
の市報」も作成しています／問 秘書広報課☎60-1804

市政センター

▽吉祥寺 〒180-000₄ 吉祥寺本町1-10-7商工会館2階 ☎22-1821

▽中央 〒180-000₆ 中町1-2-8 ☎56-3800

▽武蔵境 〒180-0022 境2-10-27 ☎53-2200

「もったいない　まだ使えるよ　すてないで!!」　平井美咲さん（井之頭小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
男女共同参画推
進委員会

12月19日（月）
午後7時

男女共同参画
推進センター
会議室

5名程度（先着順）／平成
27年度第三次男女共同参
画計画進捗状況について

当日、直接会場へ
男女共同参画推進セ
ンター☎38-4825

自 治 基 本 条 例
（仮称）に関する
懇談会

12月19日（月）
午後7時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／条
例の前文などについて

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

第四期新クリー
ンセンター施設・
周辺整備協議会

12月20日（火）
午後7時〜9時

市役所
811会議室

20 名（先 着 順）／ 新ク
リーンセンター・施設・周
辺整備の課題整理ほか

当日、直接会場へ
クリーンセンター
☎54-1221

障害者福祉サー
ビスあり方検討
有識者会議

12月22日（木）
午後6時30分

市役所
412会議室

10名程度（申込順）／障
害者福祉サービスのあ
り方について

前日までに
障害者福祉課
☎60-1904へ

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

お知らせ

クリーンセンター☎54-1221、粗大ごみ受付センター☎60-1844
ごみ総合対策課☎60-1802（〒180-0012緑町3-1-5）

ごみとリサイクル

　　　　施　設
12月 1月

備　考23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
祝 土 日 月 火 水 木 金 土 祝 振

休 火 水 木 金

市
役
所

市役所☎51-5131 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種戸籍届出は休み中も宿直で受け付け
市政センター（吉祥寺☎22-1821、中央☎56-3800、武蔵境☎53-2200） ○ ○ ○ ○ ○ ○
中央市政センターの夜間窓口 ○ ○ 午後8時まで
中央市政センターの休日開庁 ○ 年始は1/8（日）から／第2・4日曜　午前9時〜午後4時

自
動
交
付
機

市役所宿直室前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 午前8時30分〜午後9時
＊市民スペースは午前9時から
＊イトーヨーカドーは午前10時から

商工会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
かたらいの道市民スペース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
イトーヨーカドー武蔵境店東館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文
化・教
育

市民文化会館☎54-8822※改修工事中のため休館中 文化事業団仮事務室（市役所801会議室☎54-8822）は市役所と同じ
芸能劇場☎55-3500 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
公会堂☎46-5121 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12/28・1/4（水）：午後5時までスイングホール☎54-1313 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
吉祥寺美術館☎22-0385 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12/21（水）〜1/13（金）：展示室は休館、事務室・音楽室は開館
松露庵☎36-8350 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
吉祥寺シアター☎22-0911 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12/28・1/4（水）：午後5時まで
かたらいの道市民スペース☎50-0082 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
市民会館☎51-9144 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進センター☎37-3410 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
武蔵野ふるさと歴史館☎53-1811 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12月より土曜も開館
図
書
館

中央☎51-5145、吉祥寺☎20-1011 ○ ○ ○ ○ ○ ○
武蔵野プレイス☎30-1900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桜堤児童館☎53-2206 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0123吉祥寺☎20-3210 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0123はらっぱ☎56-3210 ○ ○ ○ ○ ○ ○

すくすく泉☎77-0213 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 〇
12/24（土）は子育てひろば、一時預かり事業のみ
1/4（水）・5（木）小規模保育事業のみ
＊一時預かり：12/28（水）は午後4時まで、1/6（金）は午前10時から

おもちゃのぐるりん☎37-2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育支援センター☎60-1899 ○ ○ ○ ○ ○ ○
国際交流協会☎36-4511 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ス
ポ
ー
ツ

体育協会☎55-4119 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/25（日）：午後5時まで

総合体育館☎56-2200／野外活動センター☎54-4540 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/28（水）：窓口・一般利用は午後9時30分まで、野外活動センター
は午後5時まで

テニスコート☆、陸上競技場★、中央公園スポーツ広場★、
緑町スポーツ広場★、温水プール◎、ストリートスポーツ広場◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/28（水）：☆午後4時45分まで、★午後5時まで、◎午後9時30分

まで、◆午後8時まで
野球場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/28（水）：午後4時45分まで

保
健・福
祉

保健センター☎51-0700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/23（祝）〜25（日）：相談業務は除く。問診票・受診票などは後日発送
障害者福祉センター☎55-3825 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
障害者総合センター☎54-7666 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ パールブーケ：年末は12/27（火）まで、年始は1/5（木）から
みどりのこども館（ハビット・ウィズ）☎54-5162 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市民社協☎23-0701、ボランティアセンター武蔵野☎23-1170 ○ ○ ○ ○ ○ ○
福祉公社☎23-1165 ○ ○ ○ ○ ○ ○
高齢者総合センター☎51-1975 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホームヘルプセンター武蔵野☎23-2611 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12/29（木）〜12/31（土）：午前9時〜午後4時
在宅介護・地域包括支援センター各施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 緊急時の電話相談は休み中も受け付け（※1）

◦ムーバス全線：通常通り運行します。◦テンミリオンハウス：各施設にお問い合わせください。◦各コミュニティセンター：10頁をご覧ください。
（※1）12/23（祝）・12/25（日）・12/29（木）〜1/3（火）ケアハウスは日直を配置（開館）／12/29（木）〜1/3（火）ゆとりえは日直を配置（開館）／高齢者総合センター・吉祥寺本町・日赤は携帯に転送／吉祥寺
ナーシングは特養に転送。

：開庁・開館 ：休み○

町（丁目）名 収集日
吉祥寺南町 10日・17日

■�歳末特別環境浄化推進パトロー
ルを行います
　12 月 20
日（火）午後
6時〜7時/
JR 吉 祥 寺
駅北口ロー
タリー／吉祥寺地区の安全・安心
のまちづくりをアピールするた
め、市長を先頭に市民や関係機関
とともに、環境浄化特別推進地区

■�歳末消防特別警戒
　12月26日（月）〜31日（土）／消
防団がポンプ車の巡回による火災
予防の特別警戒を実施／寝る前や
外出前には、火の元を点検して安
全を確かめましょう。タバコの投
げ捨てや、寝タバコはしない、させ
ない。家のまわりに本や新聞、ダン
ボールなどの燃えやすいものは置
かないようにしましょう。慌ただ
しい年末年始は特に、火の元に注
意しましょう／問 防災課☎60-
1820

年末年始の業務　市役所は12月29日（木）〜平成29年1月3日（火）まで休みます

を中心にパトロールを実施／参
加団体：武蔵野警察署、防犯協会、
母の会、開発公社、環境浄化推進
市民委員会、吉祥寺東部地区街づ
くり協議会、本町コミセン協議
会、吉祥寺活性化協議会、市民安
全パトロール隊、青少年問題協議
会、PTAなど／問 安全対策課☎
60-1916

■�通常収集は年末は12月30日（金）まで、年始は1月4日（水）から
　右記の地域の平成29年1月の第1週の燃やさな
いごみの収集は、第2週に振り替えて行います。
　このほかの地域は、通常通り収集します。詳しい日程は1月1日号の市
報をご覧ください／問 ごみ総合対策課

■�市民活動促進基本計画（改定）
　中間のまとめへの意見募集
　市民活動推進委員会での議論を
踏まえて取りまとめた「中間のま
とめ」について意見を募集します
／閲覧：市役所、各市政センター・
コミセン、武蔵野プレイス、市民社
協。市ホームページに掲載／意見
の提出：平成29年1月6日（金・必
着）までに郵送・ファクス・Eメー
ル（住所、氏名、連絡先を明記）で
〒180-8777市民活動推進課、FAX�
51-2000、npo@city.musashi�
no.lg.jpへ／問 同課☎60-1830
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申込要領 ● ほかに記入事項のある場合は、記事に明示します
●  特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人1
回（家族対象のものは1家族1回）の申し込みです

● 往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
●  申込先の市内施設の住所は、見出し部分や頁下の
欄外、最終頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8₇₇₇で届きます。住所不要）

● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

ハガキ・ファクス・
Ｅメールの記入例
①�行事名（コース）
②�住所
③�氏名（ふりがな）
④�電話番号

�むさしの防災・安全メール  台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・
環境などの安全情報ほか／配信不定期／利用方法：パソコンや携帯電話など
から登録ページにアクセス。http://mobile.city.musashino.lg.jp/index.
cgi?page=4／問�秘書広報課☎60-1804

ツイッターとフェイスブックで市政情報を発信しています
　ツイッター：https://twitter.com/musashino_hope
　フェイスブック：https：//www.facebook.com/musashinocity
問�秘書広報課☎60-1804

武蔵境駅

32-2
①

②

32-1

3号路線

三鷹市塚交差点連雀通り

かえで通り

南口

武蔵境通り

新武蔵境通り

【本格運行ルート】
【迂回ルート（廃止）】
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所在地 関前1-2-20 建物 鉄筋コンクリート造、地上3階建て

事業内容

種別 定員 開始（平成29年）
特別養護老人ホーム（全室個室） 70名 6月
ショートステイ 10名 8月
デイサービスセンター 一般20名、介護予防10名 5月

設置・運営 社会福祉法人とらいふ
入所選考 武蔵野市介護老人福祉施設入所指針に基づき選考
利用料金 開設準備室にお問い合わせください

第1土曜 午後1時〜・2時〜・3時〜
第3月曜 午後7時〜・8時〜・9時〜

ヒューマン
あい シンボル
マーク

個人住民税PR
キャラクター
ぜいきりん

東京都水道局
境浄水場 井ノ頭通り

久保公園
バス停

北口

武
蔵
野

　

警
察
署

桜橋

中央通り

三鷹駅
武蔵境駅 中央本線

都道
12

とらいふ武蔵野

■�地域医療構想（ビジョン）2016（案）
に関する意見の募集
　地域医療の課題と取り組むべき
事項を整理した地域医療構想につ
いて案を作成しましたので、意見
を募集します／配布：健康課、各市
政センター・図書館・コミセン。市
ホームページに掲載／意見の提
出：12月28日（消印有効）までに郵
送・ファクス・Eメール（住所、氏名、
連絡先を明記）または直接健康課
（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10）、
FAX51-9297、sec-kenkou@

■�固定資産（償却資産）の申告は
　平成29年1月31日までです
　償却資産申告実績のある方に平
成29年度申告書を12月上旬に発
送しました。1月31日までに申告を
してください。市内に事業用償却資
産を有している方で申告書が届か
ない場合は、資産税課へ連絡して
ください（申告書は各市政センター
でも配布）／問 同課☎60-1824

■�特別養護老人ホーム「とらいふ武蔵野」開設
　市内で7カ所目の特別養護老人ホームを平成
29年6月に開設します。地域型事業所内保育所、
災害時の防災拠点にもなる地域交流スペースな
ども併設しています。
◎特別養護老人ホームの募集：
申 12月28日（消印有効）までに申
込書（とらいふ特養開設準備室、
高齢者支援課で配布。http://
www.toraifu.com/から印刷可）
を郵送または直接同準備室☎38-
5221（月〜土曜午前9時〜午後5時）（〒180-0023境南町3-25-4ぐっどういる
境南内）へ。詳細は同準備室ホームページ参照／問 同課☎60-1940

■�男女共同参画推進センターで
　女性総合相談を開始
　平成29年1月から／相
談：1回50分。専門相談員
（女性）と相談室での面談
または電話。予約制＊市
役所での同相談も継続して実施。

申·問 同センター☎37-3410

■�平成29年度から個人住民税の
特別徴収を徹底します
　特別徴収とは、
事業主（給与支払
者）が従業員（納税
義務者）に代わり、
毎月従業員に支払
う給与から個人住
民税を差し引き、
納入していただく制度で、税額の
計算や年末調整をする手間がかか
りません。従業員が常時10人未満
の場合は、年12回の納期を年2回
にすることができる納期の特例制
度があります。事業主の方のご協
力をお願いします。詳細は東京都
ホームページ「特別徴収推進ス
テーション」をご覧ください／問  
市民税課☎60-1823

■�未来をひらくはたちのつどい（成人式）
　平成29年1月9日（祝）午前10時25分（開場10
時）〜午後0時20分／総合体育館メインアリー
ナ／平成8年4月2日〜9年4月1日に生まれ、市
に住民登録のある方（12月中旬に案内状を郵
送）／式典、スペシャルイベント（ゲストによる講演、特別記念品抽選会）、
手話通訳あり／新成人を中心とした成人式実行委員会が企画・運営／車
での来場不可／問 生涯学習スポーツ課☎60-1902

■�住宅用地の申告、未分筆道路の
非課税について
◎住宅用地（＊）は固定資産税の課

■�ムーバス2号路線・3号路線に関するお知らせ
◎2号路線「吉祥寺北西循環」：平成27年4月から実施していた夜間時間帯
の延長、運行間隔の変更の実証運行は、利用者・沿線住民アンケートなど
の結果を踏まえ、本格運行へ移行します。各停留所の時刻表の変更はあり
ません。
◎3号路線「境南東循環」：①平成24年8月②27年3月から実施していた実
証運行は、利用者・沿線住民アンケートなどの結果を踏まえ、次の通り運
行します。①32-1「花時計入口」、32-2「境南コミセン」を経由する迂回
ルートは、29年1
月15日（日）をもっ
て迂回運行を終
了（右図 ）。②
走行ルートの一
部変更は、本格
運行へ移行（右
図−）。各停留所
の時刻表は市
ホームページ参
照／問 交通対策
課☎60-1859

■�若者サポート事業
　毎週月・水曜（祝日は除く）／午
後5時30分〜8時／おおむね15〜
18歳で市内または近隣地域在住の
方／市内公共施設／人との関わり
や居場所を求めている若者を対象
に活動の場（スポーツ、調理、レク
レーションなど）の提供や個別相
談／問 児童青少年課☎60-1853、
文化学習協同ネットワーク☎
080-9455-0259、musapo@
npobunka.net

12月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　（株）アキュラホーム東京中央代表取
締役社長野村宏様：学習机天板120枚、
学校教育のため／問 管財課☎60-
1815
■�選挙人名簿登録者数（12月定時登録）
　12月2日現在の登録者数は、男5万
7773人、女6万4243人、計12万2016
人です。また、在外選挙人名簿の登録者
数は、男219人、女225人、計444人です
／問 選挙管理委員会事務局☎60-
1893
■�商工会館4月分申込
　市民会議室、会議所会議室：1月10日
（火）午前9時30分までに申込書提出
（午前9時開場）／商工会館5階会議室。
その後6階事務室で随時／問 商工会議
所☎22-3631
■�固定資産税・都市計画税納期の
　お知らせ
　第3期の納期限は12月28日（水）で
す。市税の口座振替登録にはキャッ

シュカードで申し込み可能なペイジー
口振をご利用ください／問 納税課☎
60-1827
■�介護保険料納期のお知らせ
　第5期の納期限は12月28日（水）で
す／年金引き落とし：12月の年金から
／口座振替：12月28日に引き落とし／
納付書払い：12月28日まで／問 高齢
者支援課☎60-1845
■�国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料納期のお知らせ
　第6期の納期限は12月28日（水）で
す。納期内納付にご協力ください／問  
保険課☎60-1836
■�シルバー人材センター
◎アパートなどの共用部日常清掃会員
募集／説明会：平成29年1月19日（木）
午前10時、同センター会議室／市内在
住60歳以上の健康で働く意欲のある
方。特にアパートなどの共用部日常清
掃の仕事を希望する方／申·問 前日ま
でに同センター☎55-1231へ。

税標準の特例により軽減措置が受
けられます。①②いずれかに該当
する方は平成29年2月1日までに
申告してください／①住宅用地以
外の土地を住宅用地に変更②住宅
用地の全部または一部をそれ以外
の用途に変更／＊住宅用地とは専
用住宅、共同住宅、併用住宅（住宅
の床面積割合が4分の1以上）など
の敷地として使用している土地。
市が新築家屋調査を行った物件は
申告不要。◎宅地などで公衆用道
路として拠出している部分（未分
筆道路）は、分筆によって非課税と
なります。やむを得ない理由で分
筆ができない場合は、本人の申請
（測量図の添付必須）に基づき市が
現地調査し、公衆用道路として認
定した場合非課税となります／申
請：29年2月28日まで／問 資産税
課☎60-1826

city.musashino.lg.jpへ／問 同課
☎51-0700
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【保育園】 ●南…吉祥寺南町3-6-15☎48-1501　 ●吉祥寺…吉祥寺北町5-11-51☎51-5206　 ●境…境4-11-3☎53-1783　 ●境南…境南町5-1-1☎32-2443　 ●東…吉祥寺東町
3-28-3☎21-2495　 ●北町… 吉祥寺北町1-23-17☎21-6681　 ●千川…八幡町1-4-13☎51-8478　 ●境南第2…境南町2-20-17☎32-8167　 ●桜堤…桜堤2-1-27☎52-4671

●武蔵野赤十字…中町3-25-7☎52-3298　 ●まちの保育園…吉祥寺本町3-27-13☎38-8260　 ●ありんこ…西久保1-11-10☎54-1356　 ●精華…西久保1-37-9☎54-3854　

●精華第二…西久保2-15-3☎38-7352　 ●西久保…西久保2-18-6☎51-5307　 ●ふじの実…緑町３-４-３☎55-2525　　【その他の施設】 ●境こども園…境4-11-6☎53-2312　

●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206　

子 育 て
施 設

募　集
特に記載のないものは平成29年3月31日まで（更新の可能性あり。最長5年）／PC  パソコン（ワード、
エクセル）操作のできる方／普免 要普通自動車免許／交 交通費あり（上限あり）／面接前日までに通
知（届かない場合要連絡）、提出書類の返却不可、結果は合否にかかわらず通知／ 市民雇用創出事業  採用・
更新時に市内に住民登録のある方。
所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

施
設
課

建築・設備
改修工事の
設計・監理
1名

建築･設備工事の設計
･監理の経験があり、
AUTOCADの操作が可
能な方／PC  ／普免

29年2月1日～／週5日（月～金曜）午前9
時～午後5時／月額28万700円／交

書類審査、
面接：
29年1月11日
（水）

申·問 1月6日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777施設課☎
60-1865へ

教
育
支
援
課

①教育相談
員
若干名

学校派遣・就学相談を含
む教育相談業務／臨床
心理士

29年4月1日～30年3月31日まで。更新の
可能性あり。最長5年／週4日（水曜および
月・火・木・金曜のうち3日）または週5日（月
～金曜）午前9時～午後5時／教育支援セ
ンター／週4日月額22万4600円、週5日月
額28万700円／交

一次:
書類、論文
二次:
面接29年1月
29日（日）
（一次試験合格
者に通知）

②適応指導
教 室（チ ャ
レンジルー
ム）指導員
若干名

不登校児童・生徒への学
習指導、集団活動支援／
臨床心理士または教員
免許を有する方

29年4月1日～30年3月31日まで。更新
の可能性あり。最長5年／週4日または週
5日（月～金曜）午前9時～午後4時／教育
支援センター／週4日月額19万2500円、
週5日月額24万600円／交

一次:
書類、論文
二次:
面接29年2月2
日（木）
（一次試験合格
者に通知）③帰国・外

国人教育相
談員
1名

帰国・外国人・国際結婚家庭の児童・
生徒の学校生活への適応支援／
（A）～（C）いずれかに該当（A）大学
で日本語教育科目を専攻または副
専攻（B）日本語教師養成講座420時
間修了（C）日本語教育能力検定合
格

29年4月1日～30年3月31日
まで。更新の可能性あり。最長
5年／週3日（水曜および月・
火・木・金曜のうち2日）午前10
時～午後5時／帰国・外国人教
育相談室／月額14万4400円
／交

申·問 1月11日（水・必着）までに論文（①「子ども、保護者、教員からの相談に応じるにあたり、教
育相談員として意識すべきこと」②「不登校児童・生徒が学校復帰していくための支援で大切だ
と思うこと」③「帰国生や外国籍の子どもおよび保護者に対する相談支援にかかわる上で大切
だと思うこと」。A4用紙800字以内）、市販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）、資格証の写し
を郵送または直接教育支援センター☎60-1899（〒180-0001吉祥寺北町4-11-37）へ

図
書
館

図書館昼夜
勤務／1名

図書の貸出・返
却、配架、カウ
ンター受付な
ど／PC  

29年3月1日～／月～日曜（金曜除く、祝日含む）週
4日交替勤務／平日午後1時～8時、土・日曜、祝日、
館内整理日など午前9時～午後5時15分の7時間
／中央図書館／日額9600円～1万2000円／交／
事前研修あり

書類審査、
面接：
29年1月20日
（金）

申·問 12月28日（水・必着）までに申込書（各図書館で配布、図書館ホームページから印刷可）、
市販の履歴書（写真貼付）、志望の動機（指定用紙に200字以内）、住所宛名を記載し、郵便料金表
にもとづく額面の切手を貼付した返信用封筒を郵送または直接午前9時30分～午後4時30分
に中央図書館☎51-5145（〒180-0001吉祥寺北町4-8-3）へ

子 ど も 講師の方などの敬称略

講 座・講 習 講師の方の敬称略

福
祉
公
社

理学療法士ま
たは作業療法
士／正規職員
／若干名

福祉用具・住宅改修業務ほ
か公社業務全般／理学療
法士または作業療法士実
務経験３年以上／PC

29年4月1日～／週5日午前8時
30分～午後5時15分／大卒経
験3年以上23万円～／交／詳細
は同公社ホームページ参照

SPI総合適性検査、
面接：
29年1月22日（日）

申·問 12月26日（月・必着）午後5時までに必ず募集要項（窓口で配布、ホームページに掲載）を
参照の上、提出書類を郵送または直接福祉公社☎23-1165（〒180-0001吉祥寺北町1-9-1）へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

文
化
事
業
団

一般事務
若干名

芸術文化事業の企画・運営・文
化施設の管理運営業務など／
芸術文化事業に関心のある方
／PC／管理業務および経理
事務の経験（なお可）／普免
（なお可）

29年4月1日～30年3月31
日（更新の可能性あり）／4
週8休（土・日曜、祝日勤務あ
り）／午前8時30分～午後
11時の7時間変則勤務／同
事業団管理施設／月額19万
2000円／交

一次試験（筆記）：
29年1月22日（日）
二次面接：
29年2月中旬

申·問 1月16日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接文化事業団☎54-
8822（〒180-8777市役所801会議室）へ。試験案内：市役所801会議室、芸能劇場、公会堂、スイ
ングホール、吉祥寺美術館、吉祥寺シアターで配布（http://www.musashino-culture.or.jp/
より印刷可）

第24回最優秀作品

■�食文化講座「チョコレートの誘
惑―その秘密を知る」

　平成29年1月24
日（火）午前10時
〜正午／武蔵野プ
レイスギャラリー
／高校生以上／
24名（市内在住・在勤・在学者優先
し超えた場合抽選）／カカオ、製
法、歴史の話から産地別の比較。
チョコレートの深い魅力を知る／
蕪木祐介（＝写真。チョコレート技
師）／1000円／託児：未就学児、5
名（別途2750円）／申·問 1月7日
（必着）までに往復ハガキ（3頁の申
込要領参照し、性別、生年月日、在
勤・在学は勤務先・学校名、託児希
望の有無も明記）または返信用ハ
ガキを持って直接同館生涯学習担
当☎30-1901へ。http：//www.
musashino.or.jp/から申込・当落
確認（1月14日〜24日）可。

■�日本建築学会賞受賞記念講演会
　平成29年1月
22日（日）午後2
時〜3時30分／
武蔵野プレイ
スフォーラム
／100名（超え
た場合抽選）／設計者が語る武蔵
野プレイス物語〜武蔵野プレイス
はいかに設計されたのか／比嘉武
彦（＝写真。一級建築士）／無料／
託児：未就学児、5名（2400円）／
申·問 1月9日（必着）までに往復ハ
ガキ（3頁の申込要領参照し、託児

■ プロに学ぶデザイン講座〜オリ
ジナルブックデザインを考えよう
　平成29年1月21日（土）午後3時
〜5時30分／武蔵野プレイスクラ
フトスタジオ／中学生〜20歳に
なった年の年度末までの方／8名
（超えた場合抽選）／北村直子（動
物園専属デザイナー）／無料／
申 1月14日までに申込書（同館ス
タジオ受付で配布、http://www.
musashino.or.jpから印刷可）を
直接同受付へ／問 同館青少年担
当☎30-1902

■�一票の重み・生活と政治はつな
がる�いま伝えたい若者と女性へ
　平成29年1月28日（土）午後1時
30分〜4時／商工会館市民会議室
／60名（申込順）／ＰＴＡから政治
の道へ。明治44年生まれ・故小池
順子の信念と行動をＤＶＤで紹介
／小池牧子（『まなこ』元編集長）／
無料／託児：5名（市内優先・多数の
場合抽選、1月14日までに申し込
み）／申·問 電話・ファクス・Eメー
ル（3頁の申込要領参照し、託児希
望は子の氏名、生年月日も明記）で 
男女共同参画推進センター☎37-
3410、FAX38-6239、danjo@
city.musashino.lg.jpへ。市ホー
ムページから申込可。

■桜まつりポスター用イラスト募集
　平成29年4月2日（日）開催予定の武蔵野
桜まつりのポスター用イラストを募集し
ます。桜、春、家族、祭りなどをイメージさ
せる楽しい作品を送ってください／市内
在住・在学の小・中学生。自作・未発表の作
品1人1点。B4程度の画用紙使用（横向き）、
裏面に住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
校名・学年を明記。作品は市が広報や印刷
物で自由に使用できるものとします（返却不可）／最優秀賞：図書カード1
万円分。ポスターに使用し、当日表彰。優秀賞：同5000円分。佳作：同3000
円分／全応募作品展示：3月下旬〜4月上旬、市役所ロビー（作品とともに
学校名・学年・氏名を紹介）／申·問 1月13日（必着）までに郵送または直接
〒180-8777桜まつり実行委員会事務局（生活経済課内）☎60-1832へ。

■市および関係団体の嘱託職員などの募集

■大野田公園プレーパーク〜公園で遊ぼう
　平成29年1月6日・7日・13日・20日・27日、2月3日・11日・17日・24日、3
月3日・10日・11日・31日の金・土曜／午前11時〜午後5時（片付け次第終
了）／雨天実施／大野田公園（吉祥寺北町4-11）／乳幼児〜小・中・高校生
／子どもたちが自由に遊ぶプレーパーク／駐車場なし／問 プレーパー
クむさしの☎26-9317（月・火曜を除く午前10時〜午後5時）、児童青少
年課☎60-1853

希望の有無も明記）またはハガキ
を持って直接同館生涯学習担当☎
30-1901へ。http：//www.mu�
sashino.or.jp/から申込・当落確
認（1月16日〜22日）可。

■�12月・1月は政治家の寄附禁止
PR強化期間
　「贈らない！求めない！受け取
らない！」明るい選挙の実現と選
挙の公正を図るため、政治家が選
挙区内の人や団体にお金や物を贈
ることは法律で禁止されていま
す。有権者が寄附を求めることも
禁止されています／問 選挙管理
委員会事務局☎60-1893

■�高齢者保養施設利用助成事業終了
　65歳以上の市民を対象に行って
きた、市が契約する保養施設を利
用する際の宿泊費助成事業は、平
成28年度をもって終了します（29
年3月31日宿泊分まで利用可）／
助成：一泊3000円・年度内2泊まで
／国民健康保険および後期高齢者
医療制度における保養施設利用助
成事業は、29年度も実施します／
問 高齢者支援課☎60-1846

■�「まなこ」98号ができました
　特 集 は「家 庭
内モラル・ハラ
スメント」です。
市役所、各市政
センター・図書
館・ コミセン・
駅、市内医療機
関、理美容院、大型店舗、金融機関、
浴場など約450カ所で配布／無料
／問 男女共同参画推進センター
☎38-4825

■�水道管の凍結にご注意を
　この時期、水道管が凍ったり破
裂したりすることがあります。露
出しているもの、北側の風あたり
の強いところにあるものは、備え
が必要です。発泡ポリスチレン系
保温チューブ（市販）などを巻きつ
けて保温しましょう／問 水道部
工務課☎52-0735
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●商工会館〒₁₈₀-₀₀₀₄吉祥寺本町1-10-7：観光機構（1階）／消費生活センター（3階）●市民社協・ボランティアセンター武蔵野／福祉公社〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町1-9-1●障害者総合セン
ター〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町4-11-16●福祉作業所〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町4-12-20●総合体育館〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町5-11-20：野外活動センター・市体育協会（3階）●シルバー人材セン
ター〒₁₈₀-₀₀₀₆中町3-5-16●高齢者総合センター〒₁₈₀-₀₀₁₂緑町2-4-1●みどりのこども館〒₁₈₀-₀₀₁₂緑町2-6-8●障害者福祉センター〒₁₈₀-₀₀₁₁八幡町4-28-13●国際交流協会〒₁₈₀-
₀₀₂₂境2-14-1スイング9階●市民会館／男女共同参画推進センター〒₁₈₀-₀₀₂₂境2-3-7●武蔵野プレイス〒₁₈₀-₀₀₂₃境南町2-3-18●武蔵野ふるさと歴史館〒₁₈₀-₀₀₂₂境5-15-5

市関連
施　設

子育て中の方が気軽に利用できる催しを行っています／特に表記の
ない事業は、市内在住の各年齢の未就園児と親／定員のあるものは申
込順／無料／申 市報発行日1日・15日各施設の開始時間から受け付
け。☎は事前に電話。◎印は事前に電話または直接各施設へ。 は各
ホームページなどから申し込み／問 詳細は主催者（各施設）にお問い
合わせください

子育て
支援事業

運営団体：子ども協会☎36-0671子育て支援施設
吉祥寺：0123吉祥寺	 吉祥寺東町2-29-12	･････････････････☎20-3210	 休館	日・月曜
はらっぱ：0123はらっぱ	 八幡町1-3-24	･･･････････････････････ ☎56-3210	 休館	金・土曜
いこっと：境こども園いこっと	 境4-11-6	･･･････････････････････････ ☎53-2312	 休館	日曜
ぐるりん：おもちゃのぐるりん	 緑町2丁目第3アパート1階	･･････････☎37-2016	 休館	日・月曜
市内在住の方／3歳児対象事業は平成28年4月2日以降に4歳になった子も対象／� 託児：生後5
カ月以上の希望者（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 ◎15日（木）から電話または直接各
施設へ＊いこっとは月〜金曜午前9時〜午後4時
事業名 日程・対象・内容 申 託児

0歳
ひろば

吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／平成29年1月10日（火）・20日
（金）／午前10時30分〜11時15分／0歳と親 − �

はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／1月10日（火）・30日（月）／午
前10時30分〜11時15分／0歳と親 − �

1歳
ひろば

吉祥寺：音で遊ぼう／1月11日（水）・21日（土）／午前10時30分〜11時15
分／1歳と親 − �

はらっぱ：子どもウオッチング／1月11日（水）午前10時30分〜11時15分
（＊時間厳守）／1歳と親 − �

2歳・3歳
ひろば
（講師による
講座）

吉祥寺：「とぅいんくるん」といっしょに音楽遊び／1月27日（金）／①午前
10時〜10時45分②午前11時〜11時45分（①②同内容）／2・3歳児と親／
各12組／菅野真理子（打楽器奏者）・東夏子（ピアニスト）

◎ �

2歳・3歳
ひろば

はらっぱ：作って遊ぼう／1月19日（木）／①午前10時〜10時45分②午前
11時〜11時45分（①②同内容）／2・3歳児と親／各15組 ◎ �

新春お楽しみ
会

はらっぱ：1月8日（日）午前11時〜11時40分／0〜3歳児と家族／出演：和
太鼓SOH・和太鼓境／演目：荒馬踊り・和太鼓演奏ほか／終了後、和太鼓を叩
く体験ができます

− −

先輩ママと
語ろう

はらっぱ：教えて先輩ママ〜子どもの生活習慣／1月23日（月）午前10時〜
11時30分／0〜3歳児の親／20名 ◎ �

おもちゃ
病院の日

ぐるりん：12月24日（土）午前10時〜正午／おもちゃドクターによるおも
ちゃの修理／1家族1点／事前預かりはなし − −

coco（0歳）
コース

 いこっと：親子遊びとおはなしタイム：1月10日（火）・27日（金）／午前10時
〜10時45分／0歳と親 − −

同時開催：プレママ・プレパパ対象「cocoコースの赤ちゃん・ママとの交流
会」／各5名 ◎ −

ico（1歳）
コース

いこっと：見合いこっとで靴下人形を作ろう／①1月11日②25日（水）（①
②同内容）／午前10時〜10時45分／1歳と親／各10組／持ち物：紳士物靴
下（片方）

◎ −

nico（2歳）
コース

いこっと：音楽ムーブメント／1月20日（金）①午前10時〜10時45分②午前
11時〜11時45分（①②同内容）／2・3歳と親／各12組／前田典子（クリエイ
ティブ音楽ムーブメントインストラクター）

◎ −

保育園 申 12月15日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

保育園であそぼう 保育園に通っていない未就学児の親子／無料／申 電話で各園へ（月〜金曜午
前10時〜午後4時）

保育園 事業名 日程 時間・費用 対象 申
千川 誕生会 12/22（木） 午前10時30分〜11時 0歳〜 −

境 2歳のひろば 12/22（木） 午前10時〜11時 2歳児（平成25年4
月〜26年3月生） ◎

境南 2歳のひろば 12/22（木） 午前10時〜11時 2歳 ◎

桜堤 どんど焼き・お正月
遊び

平成29年
1/6（金） 午前9時30分〜 2歳〜未就学児 ◎

プレママのひろ
ば・あかちゃんの
ひろば

＊プレママ：妊娠5カ月以上の健康な方、出産後の育児をイメージできるよう妊
婦同士、保育士や看護師と一緒に交流します
＊あかちゃん：0歳〜1歳3カ月児と親、あかちゃんと親同士で交流します。
ちょっとした疑問や悩みは保育士に相談できます

会場 日程 時間 プレママ	申 あかちゃん	申
北町保育園 12/21（水） 予約時にお伝えします − ◎
吉祥寺保育園 12/22（木） 午前10時〜11時 ◎ ◎
境南第2保育園 12/21（水） 午前10時〜11時 ◎ ◎

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

樫の実☎22-0788
吉祥寺東町4-7-2

親と子のおはなし会	 平成29年1月14日(土)午後1時30分〜
2時30分／年齢制限なし −

ピヨピヨランド 1月14日(土)午後1時30分〜2時30分
／2・3歳と保護者／30組

1月2日〜
「2歳児クラス」
より申し込み

武蔵野相愛
☎43-5260
吉祥寺南町2-31-4

ひまわりの会
（子育て勉強室と相談）

1月16日（月）午前9時30分〜11時／
保護者（乳幼児同伴可）／10名 −

たまごの会
(親子クラス)

1月11日・18日・25日（水）／午後1時30
分〜3時／来春入園年齢児と保護者／
20組／500円

☎

すみれ☎22-2701
吉祥寺本町
2-32-10

親子で楽しむ音楽会
“筑前琵琶を楽しもう”

1月14日(土)午前10時30分〜11時30
分／3〜6歳と保護者／20組(40名)／
子ども・保護者ともに上履き持参

☎
1月10日まで

聖泉☎53-3374
西久保3-13-5 園庭開放 1月18日(水)午後2時〜3時30分／雨

天は園舎開放／2・3歳と保護者／20組 −

けやき☎52-2186
西久保1-49-4 ミニ見にシアター 1月18日(水)午後1時〜2時／2・3歳と

保護者／20組／1人100円
☎

1月6日〜受け付け
栄光乃園
☎54-1200
境1-11-6

たんぽぽ組
1月18日(水)午後2時〜3時40分／2歳
以上と保護者／80組／詳細は電話、園
ホームページ参照

12月16日〜
20日に往復ハ
ガキで

聖徳☎31-3839
境南町2-11-8

親子で楽しむ知能遊び
（折り紙編）

1月28日(土)午後1時30分〜3時／2歳
以上と保護者／60組 ☎・

幼稚園 費用はおやつ・教材費／申·問 各園

スポーツ
◎親子野あそびクラブ〜氷の世界を楽しもう
平成29年2月4日（土）午前7時三鷹駅北口出発・午後7時30分解
散／松原湖（長野県小海町）／貸切バス使用（添乗員同行）／市内
在住・在学の小学生と保護者／45名（超えた場合抽選）／最少催
行15名／雪遊びと氷上ワカサギ釣り体験／むさしの自然史研
究会／大人5600円、子ども2900円／昼食持参／申·問 12月26
日（必着）までに、ハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加
者全員の生年月日、学校名・学年も明記。FAXは要受信確認。電
話申込不可）または直接同センターへ。ホームページから申込可
◎「自然の村直行バス運行」2泊3日で自然の村へ
平成29年2月24日（金）午後7時三鷹駅北口出発〜26日（日）午後
5時解散／自然の村（長野県川上村）宿泊／貸切バス使用（係員同
行）／市内在住・在勤・在学の方ほか／25名（申込順）／最少催行5
名／往復4000円（宿泊・食事・施設使用料別途）／25日スキー場
（小海リエックス・スキーバレー）に無料送迎あり／申·問 2カ月
〜2日前に自然の村の宿泊予約と合わせて同センターへ
＊旅行条件説明書はホームページまたはDo Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513号
一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

■ 野外活動センター☎54-4540、FAX51-9810、http://www.musashino.or.jp/

スポーツ関連のお知らせ
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（1月）
　火～金曜（4日～6日・24日～27日除く）：午前9時～午後1時／1時間（500円）以上
30分（250円）単位で受け付け／総合体育館和室研修室／10名（申込順）／体育施設
利用者、スポーツ教室参加者に限る／申·問 希望日の2週間～2日前午後4時までに直
接同館☎56-2200へ。
○体育施設の個人利用中止のお知らせ
　12月18日（日）／体育館：午前9時～午後6時15分、陸上競技場・温水プール・スト
リートスポーツ広場：午前9時～午後5時／東京都パラリンピック選手発掘プログラ
ム開催のため／問 総合体育館☎56-2200

小・中学校のICT教育
〜より効果的な授業を目指して

　小・中学校の授業の情報化が進
んでいます。ICT（Information 
and  Communication  Tech 
nology）教育と呼ばれ、学校教育
の場にICT機器を活用すること
で、教師と子どもたちとのコミュ
ニケーションが活発となり、子ど
もたち同士が学習内容を共有でき
るなど、授業をより効果的に進め
ることができます。また、ICT教育
は、子どもたちの主体的な学習活
動への参加や、学習意欲、思考力、
判断力などの向上につながること
が期待されており、教育効果が高
いと言われています。
　ICT機器とは、薄型ディスプレ
イやホワイトボードにコンピュー
タの情報を映し出し、タッチパネ
ルや専用のペンで操作する電子黒
板や、書類や立体物などをその場
でプロジェクタなどで映し出す書
画カメラ、パソコン、タブレット端
末、デジタルカメラなどです。今ま
で担当教師が、授業準備のため模
造紙に書いたり、拡大印刷したり
していたものを、スクリーンに映
し出せるようにしたことで、準備
時間の負担を減らして、子どもた
ちと向き合う時間が増えるなどの
メリットもあります。さらに、教科
書の内容を電子黒板やスクリーン
に映し出すデジタル教科書の導入
も進んでおり、書き込みができた
り、読み上げをしてくれたり、ま
た、関連する動画を見ることがで
き、子どもたちのより深い理解に
つながっています。
　ICTの活用例として、子どもた

ちによるパソコンを使った情報収
集が行われています。例えば、セカ
ンドスクールへ向けた事前学習に
インターネットを利用し、必要な
情報を収集し整理することで、子
どもたちが主体的に学習活動へ参
加し、情報活用能力が養われます。
理科の分野では、子どもたちが育
てているメダカやアサガオなど
を、画像や映像で記録しています。
そのような画像や映像をプロジェ
クタで投影することで、拡大して
細部を観察したり、動きを観察し
たりできます。体育の分野では、
マット運動をしている様子を撮影
し、動画で自分の動きを確認する
といった使い方もあります。自分
の姿勢を客観的に見ることがで
き、どこを直せば良いかというポ
イントが把握できるようになりま
す。
　市は平成28年度には小・中学校
の全学級および特別支援学級（固
定学級）などで電子黒板機能付き
のプロジェクタを導入しました。
事業規模は平成28年度で年間約5
千万円です。また、市は学校ICTサ
ポーターをICT機器を活用する授
業へ派遣し、活用の支援を行って
います。こういったICT機器をさ
らに活用し、子どもたちが楽しく
学習でき、効果的な授業が行われ
ていくことを期待しています。
（取材協力：指導課／執筆者：小町
友則）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
指導課☎60-1253へ
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毎月支給される
もの

給
与

勤務実績により
支給されるもの
一定の時期に
支給されるもの

例年支給
退職時支給

期末･勤勉手当
退職手当

特殊勤務手当
超過勤務手当など

通勤手当
管理職手当
単身赴任手当

地域手当
住居手当

給料
扶養手当

1年前の構成比

5年前の構成比

平成28年の
構成比

0 20 40 60 80 100（％）

1級・主事 2級・主任 3級・課長補佐、係長 4級・課長5級・部長

22.5％ 36.2％ 27.1％ 10.3％ 3.8％

23.1％ 35.7％ 27.3％ 10.4％ 3.5％

24.5％ 35.2％ 26.7％ 10.1％ 3.5％

　市の職員の給与や職員定数、人事運営は、市議会の議決により定められた
条例やそれに基づく規則などによって規定されています。また職員の給与
は、地方公務員法により、生計費、国やほかの地方公共団体の職員、民間企業
の従業員の給与などを考慮して定めることとされており、その比較を行っ
ている東京都人事委員会の勧告に基づき、改定を行っています。

市職員の給与および人事について

給与・定数管理など� ◎特に記載のない場合、平成28年4月1日現在

（3）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（4）給与制度の総合的見直しの実施状況

（1）一般行政職の級別職員数および給料表

総括1

一般行政職の級別職員数など3

職員の手当4

職員の平均給与月額、初任給など2

（1）人件費の状況（平成27年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（28年1月1日） 歳出額A 実質収支 人件費B 人件費率
B／A

（参考）
26年度の人件費率

143,262人 65,560,161千円 2,910,850千円 9,130,191千円 13.9％ 14.2％
（注）�人件費とは職員給与費のほか、共済費（社会保険料事業主負担分）や、市長、市議会議員などの特別職に支

給される報酬などを含みます。

①一般行政職
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）

武蔵野市 41.4歳 327,800円 467,010円 402,493円
東京都 41.6歳 316,682円 452,041円 398,107円

国 43.6歳 331,816円 ─ 410,984円
類似団体 42.5歳 324,351円 410,268円 366,141円

（2）職員の初任給
区分 武蔵野市 東京都 国

一般行政職 大学卒 181,200円 181,200円 総合職　　　　　181,200円
一般職　　　　　176,700円

高校卒 144,600円 144,600円 144,600円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額
区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 （注）�記載のない箇所

は当該階層職
員がいない、も
しくは3人以下。

一般行政職 大学卒 273,163円 372,360円 399,684円 ─
高校卒 ─ ─ 364,930円 ─

技能労務職 高校卒 ─ ─ ─ ─

（注）1.�「一般行政職」とは、地方公務員給与実態調査における区分のことで、税務、福祉業務など以外に従事す
る一般的な事務職員です。

� 2.「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。
� 3.�「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものです。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と
同じベース（＝超過勤務手当などを除いたもの）で算出しています。

� 4. �類似団体の数値は、平成26年度の数値を記載しています。

②技能労務職
区分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

武蔵野市 52.2歳 18人 351,400円 439,689円 417,750円
東京都 48.8歳 1,510人 292,729円 395,396円 364,033円

国 50.4歳 2,876人 287,447円 ─ 329,358円
類似団体 49.7歳 56人 327,399円 374,353円 355,622円

（1）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額

（2）昇給への勤務成績の反映状況
勤務成績の評定の
実施状況

地方公務員法および「武蔵野市職員の人事評価に関する規程」に基づき、毎年2
月1日を評価基準日として一般職の職員について実施

昇給への勤務成績
の反映状況 昇給対象者へ勤務成績の反映を実施している（平成22年7月1日より反映）

（3）地域手当
支給実績（27年度決算） 494,751千円
支給職員1人当たり平均支給年額（27年度決算） 589,188円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）
武蔵野市 16％ 836人 16％

（4）特殊勤務手当
支給実績（27年度決算） 78千円
支給職員1人当たり平均支給年額（27年度決算） 4,346円
職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 0.5％
手当の種類（手当数） 4

（2）職員給与費の状況（平成27年度普通会計決算）
職員数

A
給与費 1人当たり

給与費 B/A
（参考）東京都
1人当たり給与費給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

732人 2,910,574千円 1,146,562千円�1,284,214千円 5,341,350千円 7,297千円 7,510千円
（注）�1.職員手当には退職手当を含みません。�2.職員数は、平成27年4月1日現在の人数（事業団派遣職員お

よび公営企業等会計職員を除く）です。�3.給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれ
ており、職員数には当該職員を含みません。

24年 25年 26年 27年
武蔵野市 102.3 103.2 103.6 104.0
東京都 102.0 102.7 102.5 100.5

類似団体平均 99.1 98.7 98.7 98.9
全国平均 98.8 98.5 98.6 98.7

（注）1.�ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の
職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
俸給月額を100として計算した指数です。

（注）2.類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
（注）3.�平成24年および25年は、国家公務員の時限的（2年間）な給与改定・臨時特例法による給与減額措置が

無いとした場合の値です。
※�平成27年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している、②3年連続で上昇し
ている、③100を超えている理由および改善の見込み
本市は、平成26年10月に東京都給料表へ移行しましたが、移行の際の経過措置の影響により、数年間は高
めに推移するものの、経過措置の解消および退職と採用などにより、今後は都内各市と均衡していく見込
みです。

【概要】 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2%の引き下げおよび地域手当の
支給割合の見直しなどに取り組むとされています。

①�給料表の見直し
　�（給料表の改定実施時期）平成27年4月1日。（内容）東京都の見直し内容を踏まえ、平均1.7%引き下げを行いま
した。激変緩和のため、国と同様に3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しています。
②�地域手当の見直し
　�（支給割合）平成28年4月1日より、国基
準16%に対し、武蔵野市においても16%
を支給。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
管理職員へ人事評価結果の反映を実施している（平成22年6月期より反映）
管理職員の勤勉手当基礎額から扶養手当を除外（平成23年度以降）
一般職員へ人事評価結果の反映は実施していない（休職などの勤務実績のみ反映）

（1）期末手当・勤勉手当（平成27年度実績）
武蔵野市 東京都 国

1人当たり平均支給額 1,672千円 1,776千円 ―
支給割合 期末手当 2.60（1.45）月分 2.60（1.45）月分 2.60（1.45）月分

勤勉手当 1.70（0.80）月分 1.70（0.80）月分 1.60（0.80）月分
職制上の段階、職務の級な
どによる加算措置 職務加算5～20％ 職務段階別加算3～20％

管理職加算15～25％
役職加算5～20％
管理職加算10～25％

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（2）退職手当
武蔵野市 国 （注）�退職手当の１人当た

り平均支給額は、平
成27年度に退職し
た職員に支給された
平均額です。

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支
給
率

勤続20年 23.50月分 23.50月分 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 31.50月分 31.50月分 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 45.00月分 45.00月分 41.325月分 49.59月分
最高限度額 45.00月分 45.00月分 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2%～20%）

定年前早期退職特例措置
（2%～45%）

退職時特別昇給 4号給（公務上死傷病）
1人当たり平均支給額 9,681千円 21,034千円 ― ―

（5）超過勤務手当
27年度決算 26年度決算

支給実績 498,731千円 481,270千円
職員1人当たり
平均支給年額 681千円 637千円

（注）�職員1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、
「支給実績（平成27年度決算）」と同じ年度の4月1日現在
の総職員数（管理職員、教育職員など、制度上時間外勤務
手当の支給対象とはならない職員を除く）であり、再任用
短時間勤務職員を含みます。

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（27年度
決算）

左記職員に
対する支給

単価
動物死体取扱
手当 環境部職員 損傷の著しい動物の死体処理に

従事した場合 0円 1件当たり
400円

危険業務手当

総務部総務課、管財課、施設課、ク
リーンセンター、下水道課、緑のま
ち推進課、都市整備部の職員

建設現場そのほかの高さ10メー
トル以上の足場の不安定な箇所ま
たはこれに準ずる箇所において、
工事監督または検査を行う業務

0.2千円 日額230円施設課、建築指導課の職員 高さ10メートル以上のエレベー
ターの検査を行う業務

総務部総務課、施設課、下水道課、
緑のまち推進課、都市整備部の職
員

酸素欠乏のおそれのある箇所に
おいて、作業または工事監督を行
う業務

緊急出動手当 全職員
風水、火災、地震など非常時にお
ける緊急対策のため出勤し、当該
作業に従事した場合

57千円 1回当たり
1,500円

変死人取扱手
当 健康福祉部職員 変死人の死体処理に従事した場合 21千円 1体当たり

3,000円

区分 基準となる職務 職員数
（人）

構成比
（％）

1号給の
給料月額
（円）

最高号給の
給料月額
（円）

5級 部長の職務またはこれに相当する職務 25 3.8 494,000 494,000
4級 課長の職務またはこれに相当する職務 67 10.3 284,000 455,000

3級 係長もしくは主査または課長補佐の職務 177（1） 27.1
（2.7） 224,800 415,100

2級
・主任の職務
・�高度の知識または経験を必要とする業務
を行う職務

236（35） 36.2
（94.6） 198,500 362,500

1級 ・�定型的な業務または相当高度の知識もし
くは経験を必要とする業務を行う職務 147（1） 22.5

（2.7） 140,300 325,500
（注）�1　武蔵野市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
� 2　基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
� 3　(　）内は再任用短時間勤務職員数であり、職員数には含まれない数です。
� 4　2・3級の人数には再任用フルタイム勤務職員がそれぞれ4人、3人含まれます。
� 5　平成26年10月1日に、1・2級を統合し、7級制から6級制に改正しました。
� 6　平成27年4月1日に、3・4級を統合し、6級制から5級制に改正しました。
� 7　5年前の構成は1・2級および4・5級を統合し、5級制で表示しています。
� 8　構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100になりません。

（参考）
平成26年度 27年度 28年度

国基準による支給割合 15% 15.5% 16%
武蔵野市の支給割合 15% 15% 16%
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　分限処分は、公務能率の維持向上を図
るために行います。一方、懲戒処分は、職
員の服務義務違反に対する道義的責任を
追及して行う処分です。
（注）（　）内は対象となった職員数

（2）年齢別職員構成

研修と人事評価2

分限と懲戒処分5

職員の福祉と利益の保護3

職員数の状況6

特別職の報酬など5

職員の任免など1

服務6

（6）その他の手当

手当名
27年度決算

内容および支給単価 国の制度支給実績
支給職員
1人当たり平
均支給年額

扶養
手当

59,576
千円 219,031円

配偶者13,500円／欠配第1子13,500円／その他
6,000円
※�16歳から22歳の子に対する手当加算額4,000円

配偶者13,000円／欠配第1子11,000円／扶養
親族6,500円
※�16歳から22歳の子に対する手当加算額5,000
円

住居
手当

13,629�
千円 162,253円

世帯主またはこれに準ずる者で下記条件をすべて満た
す者に15,000円を支給
・当該年度末35歳未満の者
・�自ら居住するために住宅を借り受け、家賃などを負担
する者

賃貸住宅支給限度額27,000円

通勤
手当

89,792�
千円 119,563円 ①交通機関利用者：運賃相当額(鉄道利用について6カ月定期代金を一括支給)／②交通用具利用者は通勤

距離に応じて支給※1カ月あたりの限度額55,000円
管理職
手当

84,834�
千円

1,060,425
円
部長級102,800円／参事級93,500円／課長級84,000
円／副参事級75,100円

俸給表別、職務の級別、俸給の特別調整額の区分
別に定められた額を支給

休日勤務
手当 ─ ─ 1時間につき135/100を支給

※休日勤務手当の支給額は超過勤務手当に含まれています

単身赴任
手当 ─ ─

異動に伴う転居など、やむを得ない事情により配偶者と別居して単身で生活
し、二重生活を送る者に30,000円を支給（配偶者の住居との距離に応じた加
算額については当面支給なし）。※平成28年度から新設しました

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在、単位：人）
区分

部門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由27年 28年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 10 10 0
総務企画 225 225 0 増：一時的増員減：運転業務の委託化による
税務 62 63 1 増：一時的増員
民生 248 240 △�8 減：保育所運営の子ども協会への移管促進による
衛生 71 69 △�2 減：派遣の解消による
労働 1 1 0
農林水産 3 3 0
商工 9 8 △�1 減：プレミアム商品券への対応終了による
土木 118 120 2 増：空き家対策への対応による減：一時的増員の解消
小計 747 739 △�8【参考】人口1万人当たり職員数51.45人（類似団体の人口1万人当たりの職員数47.12人）
教育部門 106 108 2 増：オリンピック・パラリンピックへの対応による減：一時的増員の解消�
小計 853 847 △�6【参考】人口1万人当たり職員数58.97人（類似団体の人口1万人当たりの職員数63.75人）
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 23 22 △�1 減：水道施設設計監理業務の委託化による
下水道 14 15 1 増：一時的増員
その他 50 49 △�1 減：一時的増員の解消
小計 87 86 △�1
合計 940

［876］
933

［876］
△�7

［±0］【参考】人口1万人当たり職員数64.96人

（注）１�職員数は一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を有する休職、事業団への派遣職員などを含み、�
臨時または非常勤職員などを除きます。

　���２�[　　　]内は、条例定数の合計です。

（3）部門別職員数の推移（各年4月1日現在、単位：人）
区分

部門 平成24年 25年 26年 27年 28年

一般行政 職員数 753 742 751 747 739
増減 △�13 △�11 9 △�4 △�8

教育 職員数 119 120 109 106 108
増減 △�6 1 △�11 △�3 2

公営企業
等会計

職員数 91 89 85 87 86
増減 △�2 △�2 △�4 2 △�1

計 職員数 963 951 945 940 933
増減 △�21 △�12 △�6 △�5 △�7

●新規採用
職種 平成27年度

一般事務 14人
一般技術 3人
保健師 4人
計 21人

●休暇などの取得
年次有給休暇 平均取得日数 取得率

12.4日 33.0%
病気休暇取得者数 48人

●育児休業の利用
育児休業 部分休業

男 6人（6） 4人（2）
女 38人（13） 29人（10）

（注）（　）は27年度に新たに取得した者の内数

●昇任試験
昇任区分 受験者数 合格者数

課長職
一般
管理職
＊

A
一般事務 8人 2人
一般技術 4人 3人
その他技術 0人 0人

B 一般事務 0人 0人
一般技術 0人 0人

係長職
一般事務 0人 0人
一般技術 1人 1人
その他技術 0人 0人

主任職
一般事務 39人 19人
一般技術 9人 4人
その他技術 4人 0人

●研修
　人材育成基本方針に基づき、「職員研修計画」を毎年策定し、職
層別研修、専門研修、職場研修、自己啓発研修、派遣研修などを含
め、職員の能力と資質および意欲の向上を図るため計画的な人
材育成を進めています。

研修区分 受講者数
（延べ人数） 内容

市主催基本研修 211人 職員を育成するために職員研修計
画に掲げて市が独自に企画・実施す
る研修市主催特別研修 622人

派遣研修 341人 東京都市町村職員研修所などへの派遣研修

実務・自主研修 501人 業務上必要な知識の習得を図る研修および自己啓発支援

●福祉〈武蔵野市職員共済会〉
　地方公務員法第42条の規定に基づき職員共済会を設置し、職員の健康増進、そのほか厚生に関する
事業を行っています。これらの事業は職員の会費と市の交付金で運営しています。

職員共済会の運営状況 会費 交付金 公費率 会員数
9,925千円 9,925千円 50.0% 1,036人

●利益の保護
〈公務災害など〉
　公務や通勤途上の災害により、負傷または死亡
した場合には、一定の補償が行われます。

災害内容 件数
公務災害 3件
通勤災害 4件

〈定期健康診断〉
　職員の健康管理のため、毎年健康診断を実施
しています。

区分 定期健康診断
定期健康診断 819人
胃検診 38人

〈公平委員会〉
　職員の勤務条件に関する措置の要求や、職員に対する不利益
処分についての不服申立てを審査し、必要な措置を講ずるため
の委員会で、本市は東京都市公平委員会の共同設置団体です。

区分 出訴
件数

未処理
件数

処理
件数

措置要求 0件 0件 0件
不服申立て 0件 0件 0件

●人事評価
　年1回、職員の人事評価を行い、
効率的・効果的な行政運営と、職員
の能力開発・育成を図っています。
評価基準日は毎年2月1日です。
職区分 評価の要素

管理職 ①実績評価
②能力評価

一般職
①実績評価
②能力評価
③情意評価

降任区分 人数
なし −

市再任用・再雇用 3人
財政援助出資団体 9人

分限
休職 64件（22人）
降任 0件（0人）
免職 0件（0人）

懲戒
戒告 0件（0人）
減給 1件（1人）
停職 1件（1人）
免職 0件（0人）

●降任
　健康上の理由や家族の事情などにより、そ
の職責を果たすことが困難な場合、本人の希
望により降任させることがあります。

●職員の退職管理
　課長職以上で退職した者の再就職状況（在
職中の者）

●退職者数
事由 平成27年度

定年（定年年齢60歳） 23人
勧奨（早期退職制度によるもの） 3人
普通（自己都合などによるもの） 11人
計 37人

＊A：係長および課長補佐の職員
　B：一定年齢以上の課長補佐の職員

【参考】第6次職員定数適正化計画
　市では、平成7年度からの職員定数適正化計画で107人、平成12年度からの新職員定数適正化計画で145
人、平成16年度からの第3次職員定数適正化計画で101人、平成19年度からの第4次職員定数適正化計画
では100人および平成22年度からの第5次職員定数適正化計画では180人の職員の定数を削減してきまし
た。平成25年度から4カ年の第6次職員定数適正化計画では140人の職員の定数削減を目指します。

人事行政の運営状況

勤務時間その他の勤務条件4
種類 日数・期間 ●勤務時間の状況

　職員は原則として休
憩時間を除く1日7時間
45分（午前8時30分〜午
後5時15分）、週5日勤務
です。休日は原則として、
土・日曜、祝日、年末年始
（12月29日〜1月3日）で
す。土・日曜日や夜間など
に勤務する職場もありま
す。

●休暇・休業制度
　年次有給休暇に加え、
職員の負傷・疾病の療養
のための病気休暇、家族
などを介護するための介
護休暇（無給）、子の養育
のための育児休業（無給）
などがあります。

休
暇

年次有給休暇 20日（前年繰越分を含め最大40日）
病気休暇 必要最小限度（引き続く90日以内）

特
別
休
暇

公民権行使等休暇 必要と認められる期間
妊娠出産休暇 産前7週、産後9週
母子保健健診休暇 妊娠中および出産後の一定期間
妊婦通勤時間 60分
育児時間 90分
出産支援休暇 2日
子の看護のための休暇 5日（中学校就学前の子が2人以上の場合

は10日）
短期の介護休暇 5日（対象となる要介護者が2人以上の場

合は10日）
生理休暇 引き続く2日以内
慶弔休暇 結婚：5日、忌引：関係により1〜10日
災害休暇 必要と認められる期間
永年勤続休暇 20年勤続：3日、30年勤続：3日
骨髄液提供等休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 5日
夏季休暇 5日

介護休暇 14日以上180日以内

休
業
育児休業 3歳の誕生日の前日まで
部分休業 小学校就学の始期に達するまで
配偶者同行休業 3年を超えない範囲内

（単位：人）
区分 20歳未満 20歳〜

23歳
24歳〜

27歳
28歳〜

31歳
32歳〜

35歳
36歳〜

39歳
40歳〜

43歳
44歳〜

47歳
48歳〜

51歳
52歳〜

55歳
56歳〜

59歳 60歳以上 計
職員数
平成28年 0 26 82 104 89 86 88 138 118 101 92 9 933
職員数
5年前 0 32 91 97 88 98 150 109 124 97 97 1 984

区分 給料月額等

給
　
料
市　長
副市長
教育長

1,030,000円
865,000円
810,000円

（参考）東京都26市における最高/最低額
1,100,000円　／　853,000円
940,000円　／　737,000円
830,000円　／　691,000円

（参考）類似団体における最高/最低額
1,070,000円　／　465,500円
879,000円　／　481,000円

� −� 　� −
報
　
酬

議　長
副議長
議　員

670,000円
600,000円
550,000円

750,000円　／　498,000円
680,000円　／　450,000円
610,000円　／　424,000円

760,000円　／　432,000円
670,000円　／　390,000円
620,000円　／　355,000円

期
末
手
当

市　長
副市長
教育長

（27年度支給割合）
4.30月分

議　長
副議長
議　員

（27年度支給割合）
4.30月分

退
職
手
当

市　長
副市長
教育長

� （算定方式）� （1期の手当額）� （支給時期）
給料月額×勤続年数×400/100� 16,480,000円� 退職時
給料月額×勤続年数×300/100� 10,380,000円� 退職時
給料月額×勤続年数×270/100� ��6,561,000円� 退職時

（注）1�退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給率に基づき、1期（市長および副市長
は4年=48月、教育長は3年=36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

（注）2�現市長が退職する場合に支給する退職手当の支給率は130/100です。
（注）3�「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、平成27年4月1日より教育委員長と

教育長が一本化されたことに伴い、教育長は一般職から特別職に位置付けられました。

◎特に記載のない場合、平成28年4月1日現在
　（実績はすべて平成27年度）
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文
化
事
業

ガイド＆GUIDE
●各事業への申込方法　申し込
みの際は、必ず行事名、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記
してください。●市の主催事業
ではありませんので、申し込み
や問い合わせは各記事の主催者
へ。●講師の方などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■テンミリオンハウスくるみの木
◎アロマハンドトリートメント：
12月21日（水）。精油でひじから
指先まで優しくトリートメント。
平奈津子（AEAJ認定アロマイン
ストラクター）。700円（ハーブ
ティー付き）。◎メイクアップ講
座：12月23日（祝）。小林史佳（メ
イクアップアーティスト）。1000
円（美容ジュース付き）／【共通】
午後1時30分・2時・2時30分／各
1名（申込順）／申·問 くるみの木
☎38-7552（中町3-25-17）
■シルバー人材センター
◎ パ ソ コ ン 教 室 受 講 者 募 集

（ウィンドウズ7・8・10対応、ＰＣ
持込可）…①入門初級：平成29年
1月5日・11日・18日・19日・25日・
26日の水・木曜（全6回）午後1時
30分〜3時30分。6000円②エク
セル：1月13日・20日・27日の金
曜（全3回）午後1時30分〜3時30
分。3000円③インターネットの
活用：1月21日（土）午前10時〜正
午。1000円④パソコンの快適・安
全利用について：1月21日（土）午
後1時〜3時。1000円⑤パソコン
個別指導：1月5日・26日（木）。午
前10時〜正午。1600円／【共通】
同センター会議室。各5名、個別
指導は2名（申込順）。費用はテキ
スト・教材費ほか。12月19日から
料金を持って直接同センターへ。
◎パソコン訪問指導：1時間1819
円〜（電話受付）。◎補習教室生
徒募集：吉祥寺・中町・桜堤教室
で学校の教科書に沿った少人数

グループ編成。市内および近隣
地域の公・私立小学校3年生〜中
学生。1科目週1回。小学生：国語、
算数、英語、1科目3500円。中学
生：国語、数学、英語1科目4500
円。入会金2000円。定員あり／
申·問 同センター☎55-1231
■就業支援セミナー
①採用への近道：平成29年1月
11日・25日（水）。34歳以下②保
護者向けセミナー＆企業見学
会：セミナー1月14日（土）、見学
会1月27日（金）。新卒者などの保
護者③就活エクスプレス：1月16
日（月）〜20日（金）。30〜44歳非
正規雇用者④ミドル世代の就職
活動シリーズ：1月19日（木）。30
〜54歳⑤若者・中小企業交流会：
1月20日（金）。29歳以下（学生参
加可）⑥シニアの再就職対策講
座シリーズ：1月23日（月）。55歳
以上／東京しごとセンター多摩
（国分寺市南町3-22-10）／①②
④⑤⑥予約制・申込順、③資格要
件、選考あり（要問い合わせ）／
詳細はhttp：//www.tokyoshig
oto.jp/tama/参照／申·問 同セ
ンター☎042-329-4524
■�井の頭池かいぼり報告会
　〜未来へつなごう、湧水の池
平成29年1月28日（土）午後1時30
分〜4時30分／三鷹市公会堂光の
ホール（三鷹市野崎1-1-1）／350
名（申込順）／かいぼり以降の水草
や生きものの回復状況と湧水復活
に関する講演／無料／主催：井の
頭恩賜公園100年実行委員会／
申·問12月19日〜1月16日にhttp：
//www.inokashirapark100.
com/から（代表者の氏名、連絡先、
人数、在住の市区町村を明記）また
は電話、ファクスで生態工房☎・
FAX27-5634（午前10時〜午後7
時、土・日曜、祝日除く）へ。
■国際交流協会（MIA）
◎世界を知ろう：平成29年1月
28日（土）午後2時〜4時。25名
（申込順）。歴史、文化、日本での

生活など。トラン・トルン・フォン
（ベトナム出身留学生）。無料。
申 1月26日までに同協会へ。
http：//www.mia.gr.jp/から申
込可。◎ミャンマー語会話交流
教室〜はじめの一歩：1月28日〜
3月25日の土曜（2月11日を除く
全8回）午前10時〜正午。18才以
上でミャンマー語学習歴がない
方。20名（超えた場合市民、同協
会会員の順で抽選）。10名以上で
実施。会話入門と文化紹介。ダン
エン・オンマー・チョ（ミャンマー
出身同協会会員）。6000円（同協
会会員4000円）。申 1月20日（必
着）までに往復ハガキ（年齢・職
業・あればEメールアドレス、会
員は会員番号も明記）で同協会
へ／【共通】同協会会議室／問 同
協会☎36-4511
■�女性再就職サポートプログラ
ム（5日間コース）
平成29年2月16日（木）・17日
（金）・20日（月）・22日（水）・23日
（木）午前10時〜午後4時／商工
会館／女性／25名（選考あり）／
「私らしく働く！再就職スター
トアップコースin武蔵野」ビジ
ネスマナー、パソコンスキルを
学ぶ／無料／託児あり／主催：
武蔵野市、東京しごとセンター
多摩／申·問1月30日までに同
センター☎042-329-4524へ。

◆ スポーツ ◆

■こども空手道大会
12月24日（土）午前9時30分集
合／総合体育館メインアリーナ
／形・組手個人戦（幼児〜中学
生）の観戦、セミナー、合同練習
／稽古着・安全具持参／申 当日、
直接会場へ（個人戦の参加は申
込終了）／問 空手道連盟・町田☎
090-9848-8729、三谷☎090-
1107-0245
■ソシアルダンス教室
◎中級教室：平成29年1月6日〜3
月31日の金曜（1月27日除く全12

回）。午後6時55分〜8時40分。
5000円。◎初級教室：1月10日〜
3月28日の火曜（1月24日・3月21
日除く全10回）。午後6時55分〜8
時30分。4000円／【共通】総合体
育館ダンス室／申·問 12月25日
までにハガキまたは所定の申込
用紙（同館で配布）を同館または
電話・Eメールでソシアルダンス
連合会・島森☎080-6555-2144、
t-shima2000@nifty.comへ。
■卓球新年初打ち会
平成29年1月14日（土）午前10
時／総合体育館サブアリーナ／
卓球ができる方／申 当日、直接
会場へ／問 卓球連盟・小川☎
22-4811
■少年野球教室
平成29年1月15日（日）午前9時
〜午後1時（8時40分集合、雨天
時は正午まで）／軟式野球場（雨
天時は総合体育館サブアリーナ
〈要室内靴〉）／市内在住・在学の
小学4・5年生／投手、野手に分か
れてピッチング、バッティング
の指導（都ジュニア育成地域推
進事業）／無料／申 12月25日ま
でに電話または直接体育協会☎
55-4119へ／問 軟式野球連盟事
務局☎080-5089-4190
■むさしのまち歩きツアー
平成29年1月15日（日）午前9時
50分JR吉祥寺駅2階中央改札前
集合／30名（申込順）／吉祥寺ま
ち歩きコース徒歩約4㎞、2時間
／500円／申·問 観光機構☎23-
5900
■�武蔵野4時間インターナショ
ナル・リレーマラソン2017

平成29年3月18日（土）午前9時
30分〜／陸上競技場（雨天実施）
／種目：リレーの部、個人の部、親
子ペアなど／料金：2000〜3500
円（種目による）／申 1月10日まで
にEメールまたは申込書を郵送。
詳細はhttp://musashino-4hr.
com/参照／問 大会事務局☎03-
3863-7210

◆ お知らせ ◆

■保健師アルバイト募集
特定保健指導業務／保健師資格
／特定保健指導の実務経験のあ
る方、パソコン（ワード、エクセ
ル）操作のできる方／平成29年
２月１日〜30年１月31日まで。
更新の可能性あり／月数回、１
回３時間程度／時給1970円／
交通費あり（上限あり）／書類審
査のうえ面接※面接日時は後日
通知／申·問 １月10日（火・必着）
までに市販の履歴書（写真貼付、
面接可能曜日・時間を記載）を郵
送または直接健康づくり事業団
☎51-2828（〒180-0001吉祥寺北
町4-8-10保健センター2階）へ。
■�北多摩南部地域保健医療協議
会の委員募集
地域の保健医療サービスのあり
方などを検討する委員を募集。武
蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛
江市在住の20歳以上の方（都職
員および該当する市職員は除く）
／3名／任期2年／申·問 平成29
年2月10日（消印有効）までに、郵
送で作文（テーマ「これからの地
域の保健医療サービスについて、
私が提案したいこと」1200字以
内。年齢、性別、職業も明記）を多
摩府中保健所企画調整課☎042-
362-2334（〒183-0022府中市宮
西町1-26-1）へ。
■精神障害者ホームヘルパー
　現任研修のお知らせ
平成29年2月26日（日）午前10
時〜午後5時／ライフサポート
MEW（中町3-4-9ディアハイム
武蔵野1階）／市内の精神障害者
の居宅介護実務経験がある方・
市内事業所所属のホームヘル
パー／20名（超えた場合抽選）／
精神障害者支援の基礎知識／講
師：精神科医、訪問看護師、精神
障害当事者など／無料／申·問  
2月10日までにライフサポート
MEW☎36-3830へ。

チケット予約専用電話☎54-2011
ホームページ�www.musashino-culture.or.jp

＊小学生以上に限る
＊予約チケットの取り消し・変更はできません

公演名 発売日
「隅田川馬石」「ダニエル・オッテンザマー」「新井孝弘×U-zhaan」「ダニ
エル・フリードマン」 12月16日（金）

＊ 午前10時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。発売日翌日
（休館日を除く）以降：市民文化会館仮事務室（市役所801会議室）、芸能劇場、公会堂、ス
イングホール、吉祥寺シアター、各市政センターの窓口でも購入可

＊ アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イン
ターネットでは不可）。年会費1000円

公会堂…………………吉祥寺南町1-6-22 …………… ☎46-5121
吉祥寺美術館…………吉祥寺本町1-8-16F&Fビル7階 … ☎22-0385
吉祥寺シアター………吉祥寺本町1-33-22 …………… ☎22-0911
かたらいの道 市民スペース …中町1-11-16武蔵野タワーズ1階 … ☎50-0082

芸能劇場…………中町1-15-10 …☎55-3500
市民文化会館（休館中）中町3-9-11 …☎54-8822
スイングホール…境2-14-1 ……☎54-1313
松露庵……………桜堤1-4-22 …☎36-8350

事務局（市役所801会議室☎54-8822）
◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

＊ 市民文化会館は改修工事のため休館しています。事務室は、市役所801会議室。抽選終了後の施
設予約のみ受け付け。電話番号は変更ありません。

施設の
使用申込

＊ 受付開始時間に必ず来所。希望日が重なった場合、協議、抽選または調整のうえ抽
選／市民文化会館（大・小ホール・展示室）、美術館、シアター以外の空き室は、翌日

（休館日除く）から相互施設と各市政センターで随時受け付けます
施設名 室名 使用期間 受付開始時間・場所

市民文化会館

大ホール、小ホール 30年2月・3月 2/2（木） 午前10時 芸能劇場
小ホール

大ホールは29年4月20日・小ホールは29年5月18日のリニューアルオープン以降
の貸し出しとなります
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 29年7月 1/6（金） 午後2時 芸能劇場

小ホール
芸能劇場 小劇場、小ホール 29年7月・8月 1/5（木） 午前10時 小ホール

公会堂
ホール、会議室、和室 29年7月 1/4（水） 午前9時30分 2階会議室
29年2月1日〜28日は工事のため全館貸出不可。ただし2月1日の抽選会は行いま
す。3月1日〜13日はホールの貸出不可。ただし、窓口は通常通り営業（休館日除く）

スイング
ホール

スイングホール、レイン
ボーサロン、スカイルーム

29年7月
1/5（木） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 1/10（火） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 1/4（水） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 29年7月・8月 1/5（木） 午後2時 会議室
吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
上演

5日以上使用 劇場 30年6月・7月 調整中
詳細は1/15号 中2階

事務室
5日未満使用 劇場 30年2月・3月★

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

29年7月★ 1/4（水） 午前11時
舞台芸術以外で使用 29年4月★ 午後2時

★は優先分（自主事業・貸館）のため劇場の空きなし
＊ 市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホールおよびスイングホール（イベントホール）は毎月

第1木曜〜翌週火曜、シアター劇場は奇数月24日〜同月末、非営利の市内アマチュア芸術文化団体
の優先期間です。受付開始時に対象団体の申し込みのない場合は一般の申し込みを受け付けます

吉祥寺美術館展示室

隅田川馬石独演会
「お富与三郎」通し口演最終回
　平成29年2月20日（月）午後7時
開演／芸能劇場／全席指定2250
円、友  2000円
ダニエル・オッテンザマー
クラリネット・リサイタル
　3月20日（祝）午後3時開演／ス
イングホール／ピアノ：村田千佳
／プーランク：クラリネット・ソナ
タ、ベルディ（バッシ編）：リゴレッ
ト幻想曲ほか／全席指定4000円、
友  3600円

新井孝弘×U-zhaan
〜白熱のインド音楽
　4月8日（土）午後3時開演／スイ
ングホール／出演：新井孝弘（サン
トゥール）、U-zhaan（タブラ）／
全席指定2500円、友  2250円
ダニエル・フリードマン
ジャズ・トリオ
　4月15日（土）午後3時開演／スイ
ングホール／出演：ダニエル・フ
リードマン（ドラムス）、ニア・フェル
ダー（ギター）、タル・マシアハ（ベー
ス）／全席指定3200円、友  2800円

吉祥寺美術館市民ギャラリー平成29年度利用案内の配布
　同館企画展示室を7月・11月・3月に市民
ギャラリーとして利用できます（有料）／1
日料金：A室1万円、B室1万円、AB室2万円
／貸出期間など詳細は利用案内（同館、芸能
劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺シア
ター、かたらいの道市民スペース、市役所、
各市政センターで配布）を参照／申·問 29年1月5日までに同館へ。
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保健センター〒180-0001吉祥寺北町4-8-10　　健康課（1階）☎51-0700
　健康づくり事業団（2階）☎51-2828／健康づくり支援センター（1階）☎51-0793

特に表記のない限り、場所は保健センター、対象は市内に住民登録のある
方、無料。ハガキなどでの申し込みは3頁の申込要領参照

健　康

来月の予防接種
市内の指定医療機関で予防接種を受ける方は、接種前に冊子「予防接種と子どもの健
康」を読み、必ず予診票と母子健康手帳を持って、お子さんに同伴してください。転入
などで予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って直接健康課へ／問 同課

ＢＣＧは保健センターで集団接種も実施しています
1月12日（木）午前9時30分～11時（時間厳守）
1月26日（木）午後2時～3時30分（時間厳守）

官公署だより
■都都市計画審議会
　平成29年2月3日（金）午後1時30分／
都庁会議室／15名（超えた場合抽選）／
個人のプライバシーに関わる案件など
一部非公開となる場合あり／申·問 1月
13日（消印有効）までに往復ハガキ（1
人1通。3頁の申込要領参照）で〒163-
8001都都市整備局都市計画課03-
5388-3225へ。

■税務署から確定申告のお知らせ
　申告書作成会場を平成29年2月13日
（月）から開設します（駐車場は2月1日
〜3月15日の期間利用不可）／国税庁
ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で申告書が作成できます。詳細は
http://www.nta.go.jp参照／問 武蔵
野税務署☎53-1311

母子保健

ⒸSNAPPER FILMS OY

■�おいしく元気アップ教室
　平成29年1月18日、2月1日・15
日、3月1日・8日／各水曜（全5回）
／午前10時〜正午／スイングレ
インボーサロン／65歳以上の方
／20名（申込順）／栄養バランス
の良い食生活を送るための教室。
管理栄養士による講義、健康運動
指導士による体操、試食あり／筆
記用具、飲み物持参／申·問 電話
または直接健康課へ。

■�こんにちは赤ちゃん訪問
　生後4カ月ご
ろまでの赤ちゃ
ん全員を助産
師・保健師が家
庭訪問し、赤ちゃ
んの健康チェックや育児の相談を
行っています／赤ちゃんが生まれ
たら母子健康手帳に挟んであるお
誕生連絡票を早めに投函しましょ
う。お誕生連絡票のない方は健康
課までご連絡ください／問 同課�

■�離乳食はじめて教室
　（4〜6カ月ごろの離乳食）
　平成29年1月24日（火）午前10時
15分〜11時30分／28年7月〜9月
生まれの第一子と親／25組（申込
順）／離乳食（1回食）の話（簡単な
試食あり）、生活リズムの話／母子
健康手帳を持参／申·問 1月17日
までに電話または直接健康課へ。

■�かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　平成29年1月
31日（火）午前10
時15分〜11時30
分／28年2月〜4
月生まれの第一
子と親／36組（申込順）／離乳食
（3回食）の話（簡単な試食あり）、
歯のお手入れの話／母子健康手

■�乳幼児健康診査
　3〜4カ月児、6・9カ月児、1歳6
カ月児、3歳児の健康診査は対象
者に個別通知をしています／転入
の方には通知が届きませんのでお
問い合わせください／問 健康課 

■歯つらつ健康教室
　平成29年1月24
日・31日、2月14日・
28日、3月14日・28
日／各火曜（全6回）
／午前10時〜11時
30分（1月24日は9時30分から）／
スイングレインボーサロン／65歳
以上の方／20名（申込順）／口腔内
診査、噛み合わせの力の測定、歯み
がき指導、歯つらつ体操など／タオ
ル、筆記用具、飲み物、歯ブラシ持参
／申·問 電話または直接健康課へ。

休日の医療機関� 12/15（木）〜31（土）
初期救急（入院を要しない急病）  ○印＝午前9時〜午後5時　◎印＝午前9時〜午後10時
※症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。

日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

18日(日)
○高橋医院 内科・小児科 中町2-13-25 52-3149
○吉祥寺メディカルクリニック 内科 吉祥寺本町2-13-4 23-2820
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

23日(祝)
○古谷クリニック 内科・小児科 緑町1-6-27 55-7778
○松井クリニック 内科 吉祥寺東町2-17-27 20-1001
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2‐1‐33 52-3212

25日(日)
○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町4-7-9 22-8937
○武蔵境病院付属あんずクリニック 内科 境南町4-1-15 50-9770
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

29日(木)
○時計台メディカルクリニック 内科 吉祥寺本町3-10-14 20-1151
○甲賀クリニック 内科・小児科 境南町3-12-2 30-7707
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

30日(金)
○おいかわこどもクリニック 小児科 吉祥寺北町2-2-17 20-3715
○桜堤ファミリークリニック 内科・小児科（乳児不可）桜堤2-8-55-118 53-1111
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2‐1‐33 52-3212

31日(土)
○東医院 内科 西久保2-32-10 51-6201
○中じまクリニック 内科・小児科（乳児不可）吉祥寺本町1-11-19 21-6251
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

調剤薬局 日曜午前9時〜午後5時　市薬剤師会武蔵野管理センター
武蔵野管理センター薬局 中町3-7-1武蔵野コーポラス105 ☎55-6710

二次救急・三次救急（二次救急では対応できない救命・救急）
武蔵野赤十字病院 境南町1-26-1 ☎32-3111
＊�同病院では、初診時に紹介状と予約が必要。まずはかかりつけ医へ。休日・夜間に緊急性の低い方
が外来受診した場合、時間外選定療養費(8640円)の負担あり(15歳未満は5400円)／問�同病院

二次救急（入院を要する救急）平日夜間、休日24時間  ＊小児科は武蔵野赤十字病院で対応
吉祥寺南病院 内科・外科 吉祥寺南町3-14-4 ☎45-2161
武蔵野陽和会病院 内科・外科 緑町2-1-33 ☎52-3212
森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 ☎22-5161

東京都医療機関案内「ひまわり」
☎03-5272-0303（自動応答）
FAX03-5285-8080（聴覚障害者向け）
☎03-5285-8181（外国語）� 毎日9-20
�HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
18日（日）林歯科医院 中町1-13-1�駅前田辺ビル5階 ☎54-3011
23日（祝）グリーンパレス歯科医院 境2-13-7�グリーンパレス1階 ☎52-0181
25日（日）日高歯科医院 吉祥寺本町1-9-8�ナカヤビル3階 ☎21-4118
29日（木）水村歯科医院 吉祥寺本町1-33-23 ☎22-2631
30日（金）いづみ歯科クリニック 境南町3-8-7�アーク境南町1階 ☎39-1230
31日（土）宮原歯科医院 吉祥寺本町1-35-7�第6モトハシコーポ ☎23-2108

東京消防庁救急相談センター
電話相談�＃ 7 1 1 9 ��または☎042-521-2323

東京版救急受診ガイド

東京都小児救急相談　�月～金18-23／土日祝年末年始9-23
＃ 8 0 0 0 �または☎03-5285-8898

■�もうすぐパパ・ママのための
　こうのとり学級（土曜日クラス）
　平成29年1月21日（土）午前9時

健康づくり事業団
◎人間ドック（予約状況はhttp：//www.musashino-health.or.jpに掲載）
実施日：火・木曜／午前中に検査、午後に医師による結果説明。健康相談可／オ
プション検査（別途料金）：胸部ＣＴ、乳房超音波、腫瘍マーカー検査など／市
内住民登録の方：2万1000円、その他：4万2600円／申·問�同事業団
健康づくり支援センター
◎「健康づくり活動情報誌」掲載団体募集
　市民向けの健康づくり活動団体を健康づくり活動情報誌（平成29年4月発行予定）と健
康づくり事業団ホームページに掲載／対象：①20歳以上で健康づくり活動（運動・スポー
ツ、栄養・食生活）を行っている団体②宗教・政治活動を伴わない非営利団体③新規会員を
募集している団体④団体の所在または活動場所が市内⑤月1回以上で半年以上の継続活
動実績⑥活動調査票を年1回提出／申·問�1月31日（必着）までに活動調査票（市役所、総合
体育館、健康づくり支援センター、各市政センター・図書館・コミセンなどで配布、健康づく
り事業団ホームページから印刷可）を同センターへ

図 書 館

●中央図書館………吉祥寺北町4-8-3☎51-5145

●吉祥寺図書館…吉祥寺本町1-21-13☎20-1011

●武蔵野プレイス……境南町2-3-18☎30-1900

http://www.library.musashino.
tokyo.jp/
モバイル（携帯電話）版は末尾に�m/�を

■土曜の午後の映画会
　12月24日（土）午後2時30分（開場
2時15分）／中央図書館視聴覚ホー
ル／中学生以上／70名（先着順）／
「霧の波止場」（1938年、フランス、
93分、モノクロ、字幕版、監督：マル
セル・カルネ、出演：ジャン・ギャバ
ン、ミシェル・モルガンほか）／無料
／申 当日、直接会場へ／問 同館

■シネマプレイス〜夜の映画会
　12月22日（木）
午後8時（開場7時
45分）／武蔵野プ
レイスフォーラム
／中学生以上／100名（先着順）／
「サンタクロースになった少年」
（2007年、フィンランド作品、80
分、カラー、日本語字幕版、監督・製
作：ユハ・ヴオリヨキ、出演：ハヌ・
ペッカ・ビョルクマンほか）／無料

30分〜正午／初妊婦（受講時に妊
娠16〜31週の方）と夫／32組（申
込順）／赤ちゃんの生活、産後の体
と心の変化、もく浴実習・妊婦体験
ジャケット／母子健康手帳、バス
タオル、筆記用具持参／申·問 1月
13日までに電話または直接健康
課へ。

／申 当日、直接会場へ／問 同館

帳、歯ブラシ（お持ちの方のみ）／
申·問 1月24日までに電話または
直接健康課へ。
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対象：市民または市民サークルによる市内での活動・催し。同一人・サークルの掲載は6カ
月に1回／掲載基準：申込書裏面および市ホームページに掲載。必ずご確認ください／申
し込み：所定の申込用紙（秘書広報課、各市政センターで配布、市ホームページから印刷
可）を郵送・ファクスまたは直接窓口へ。電子申請も可／申·問 秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009　掲載申込締切　平成29年2/1号…12月27日、2/15号…1月18日

掲
載
希
望
の
方
へ

  おいでください　 市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料
催しもの（団体名） 日時・場所 会費／ 申·問 備考

武蔵野市の「小中一貫校」
を考えようPartⅡ（武蔵
野の教育を語る会）

12月23日（祝）午後1時45分
〜4時30分／西久保コミセ
ン大会議室

服部33-8546 講師：山本由美
（和光大学教授）

初笑いむさしの新春寄
席（武蔵野落語同好会）

平成29年1月6日（金）午後1
時開演／スイングホール

1000円
飯島51-5115

素人落語の定期公
演／新真打の林家
たけ平も出演

映画「シロウオ」武蔵野
上映会（同実行委員会）

平成29年1月9日（祝）①午
後2時〜②6時30分〜／ス
イングホール

前売券1000円
当日1500円
佐藤51-7602

前売券は氏名・住所・
電話・枚数明記でFA 
X042-381-7770へ

問い合わせは各コミセン（頁下欄外を参照）へ
● 申  事前に電話または窓口へ（市報発行日1日・15日から受け付け）
　特に表記のないものは、会場は各コミセン、申込順、無料、当日直接会場へ

月
事業案内12
コミュニティセンター

市民伝言板市民伝言板

市民の市内での活動の情報交換や仲間づくりをお手伝いするため
のコーナーです。講師の方などの敬称略。掲載内容の責任は主催
者にあります。詳細は、各催しの問の方にお問い合わせください。

◦吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ･･･････ ☎21-4141
◦本宿（吉祥寺東町3-25-2） ･･･････････ ☎22-0763

◦吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ･････ ☎43-6372
◦御殿山（御殿山1-5-11） ･････････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

◦けやき（吉祥寺北町5-6-19） ･････････ ☎54-8719
◦中央（中町3-5-17）･･････････････････ ☎53-3934
◦中町集会所（中町1-28-5） ･･･････････ ☎53-2251
◦西久保（西久保1-23-7） ･････････････ ☎54-8990
◦緑町（緑町3-1-17）･･････････････････ ☎53-6954
◦八幡町（八幡町3-3-16） ･････････････ ☎54-0169

◦中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ････ ☎56-0055
◦関前（関前2-26-10） ････････････････ ☎51-0206
◦関前分館（関前3-16-6） ･････････････ ☎51-0206
◦西部（境5-6-20） ････････････････････ ☎56-2888
◦境南（境南町3-22-9） ････････････････ ☎32-8565
◦桜堤（桜堤3-3-11） ･･････････････････ ☎53-5311

コミセンの連絡先
◎電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

市民が市内で活動しているサークルなど
入 は入会金。特に表記のないものは無料

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／ 申·問 備考
吉祥寺剣道会（剣道
で心と身体を鍛え
る）

月・金／午後6時〜／三小体
育館／年中さんから大人ま
で／初心者、親子歓迎

月2000円
寺山48-1541

入 1000円／ス
ポーツ保険など
要若干

ダンスサークル
ラ・ナチュール
（初級・中級コース）

毎月第1・3金曜／午後2時〜
4時／吉祥寺美術館音楽室
（7F）

1回1000円
針原
090-6658-4716

要ダンスシュー
ズ

仲間あつまれ

地区名 開催場所 日時（点火予定）【予備日】 受入日時・受入場所

第一地区 第一小 平成29年
1/10（火）

午後0時30分〜2時30分（0
時45分） 10日午前9時30分〜正午／一小

第二地区 第二小 1/14（土）午前10時30分〜11時30分（10時30分）
11日〜13日午前8時5分〜8時30分／
二小下駄箱

第三地区 第三小 1/9（祝） 午前9時〜正午（10時） 9日午前9時30分〜10時30分／三小正
門

第四地区 第四小 1/10（火） 
午後0時30分〜2時30分（0
時45分） 10日午前9時〜正午／四小西門内
【1/11（水）】午後2時30分〜

第五地区 西久保
公園 1/9（祝） 午前11時〜正午（11時10分）8日午前10時〜午後8時／西久保コミセン。9日午前10時〜／西久保公園

大野田地区 大野田小 1/14（土）  午前10時〜正午（10時15分）14日午前9時45分〜11時／大野田小

境南地区 境南小 1/9（祝） 
午前9時〜11時30分（10時） 7日〜8日／境南小：午前8時10分〜8時

30分、午後3時〜5時。境南コミセン：開
館時間内【1/15（日）】

千川地区 千川小 1/14（土）午前10時〜11時（10時）  14日午前9時〜10時／千川小スカイラ
イト【1/15（日）】

井之頭地区 井之頭小 1/10（火）午前11時30分〜午後2時30分（11時50分） 10日午前8時〜10時／井之頭小正門

関前南地区 関前南小 1/10（火）午後1時30分〜3時30分（1時40分）
10日午前8時15分〜午後1時／関前南
小南門前

桜野地区 桜野小 1/14（土）午前11時50分〜午後1時（正午）
7日〜10日午前9時30分〜午後9時／西
部コミセン。7日〜11日午前9時〜午後6
時／桜堤コミセン／各休館日を除く

担当：市民活動推進課

吉　東 22日（木）■コミュニティのつどい「武蔵野市の下水と下水道施設」　午後7時／市下水道課長

吉　北 17日（土）■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／絵本のテーマ：クリスマス、紙芝居・パネルシアター、工作：リースかざり

けやき
17日（土）■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒーとスイーツでティータイム

24日（土）■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ聞かせ、折り紙で遊ぼう

中　央 24日（土）■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小・中・高生（親子可）／卓球台2台あり。自由に遊べます／ラケット持参可

西久保 1/14日（土）
〜15日（日）

■多摩湖往復ナイトハイク　五中学区域に在住の中学生／厳寒の
中、西久保コミセン〜多摩湖間26㎞を体験／共催：関前コミセン、
五中PTA、青少協第五地区・関前南地区

八幡町 28日（水）
■お正月の生け花講習会　午前10時〜午後0時30分／10名／花
器、剣山を使わずお正月用の花を生けます（そのまま持ち帰り可）
／2500円（材料費）／申 材料費を添えて窓口へ

境　南 26日（月）■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう　午前10時30分〜11時30分／0歳〜未就学児と保護者／わらべうたの会「げっくりかっくり」

■コミセン年末年始休館日
吉祥寺東 12/28（水）〜29/1/4（水）
吉祥寺南町・御殿山・けやき・中央・中町集会所・
西久保・西部 12/28（水）〜1/5（木）

本宿・本町・吉祥寺西・吉祥寺西分館・吉祥寺北・
八幡町・桜堤・中央公園北ホール 12/29（木）〜1/5（木）

境南 12/29（木）〜1/6（金）
緑町 工事のため3/14（火）まで休館中
関前・関前分館 工事のため2/28（火）まで休館中

■地域の伝承行事「どんど焼き」
　お正月のお飾りや書き初めを燃やし、無病息災を祈る伝統行事です。青
少協地区委員会やコミュニティ協議会などが各地区で個性豊かな「どん
ど焼き」を実施します／申 燃やす物を持って直接、各受入場所へ。不燃物
は必ず取り除いてください／天候などにより中止になる場合は、お飾り
などの受け入れも中止になります／問 児童青少年課☎60-1853

12月21日
（水）

弁天湯（吉祥寺本町2-27-13）
よろづ湯（吉祥寺本町1-18-9）
三谷湯（西久保2-27-15）
境南浴場（境南町3-11-8）

平成29
年1月

2日（月）三谷湯、境南浴場よろづ湯
3日（火）弁天湯

「あそぼうよ」
吉祥寺西コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

　「あそぼうよ」は、遊び場の少ない吉祥寺本町地
域に子どもたちが安心して遊べる場を提供しよう
と、平成7年に始めた事業です。以来、井之頭・第一
小をはじめ地域の温かい応援をいただきながらス
タッフ一同情熱を注いで活動を続け、今では地域
の児童館として定着しています。早いもので20年
が過ぎ、来年3月には子どもと一緒に「手作り料理でお祝い」の計画を考
えています。
　活動日は毎月第2土曜日（4月・8月は休み）で、お餅つき・工作・ソーメン
流し・手巻きずしなどを行っています。毎年12月に行っているクリスマ
ス会では、人形劇の鑑賞後に登場するサンタさんに興奮して立ち上がっ
てしまう子どもたちもいて、活動日のプレイルームは活気であふれてい
ます。これからも子どもたちのニーズを探り、創意を引き出しながら一緒
に遊んでいこうと企画しています。

サンタさん登場（昨年のク
リスマス会より）

■市内の銭湯に入ろう
◎ゆず湯：460 円
（小学生以下無料）
／問 生活経済課☎
60-1832

◎新春朝風呂：午前9時～午後2時
までに入浴を終了／市内在住で60
歳以上の方は無料／各浴場先着
100名に干支せっけん進呈／問 高
齢者支援課☎60-1846

■ 武蔵野吉祥七福神めぐり
　平成29
年1月1日
（祝）～7
日（土）／
午前9時
30分～午
後4時30分／井の頭弁財天、杵築大
社、延命寺、大法禅寺、武蔵野八幡
宮、安養寺の七福神をめぐるコース
／期間中特別バスの運行：吉祥寺
駅北口前発、午前10時～午後1時の
30分間隔／ベジ福神キャラクター
クリアファイルがもらえる子ども向
けスタンプラリーを実施／参拝無
料／ご朱印用色紙セット2000円を
各寺社、吉祥寺駅前本部で販売／
商工会議所ほか市内各所で七福神
パンフレット配布中／問 同会議所
☎22-3631（12月29日～1月3日を
除く平日）

■市民交響楽団準団員定期演奏会

　12月23日（祝）午後3時（開場2時
30分）／第一中体育館（中町3-9-5）
／指揮：上原宏、特別演奏：むさ
しっこ！バンド／曲目：パイレー
ツ・オブ・カリビアン（バデルト）、
たなばた（酒井格）、クラウン・イン

ペリアル（ウォルトン）ほか／無料
（スリッパ持参、十分な防寒対策
を）／共催：市教育委員会／問 同
楽団・太田☎080-2244-0955

■ ふるさと歴史館「むさしの紙芝
居一座がやってくる」
　12 月
25日（日）
午後 1時
30分、2時
30 分（各
回 3話ず
つ）／武蔵野の年末年始行事を題
材にした作品や「玉川上水のはじ
まり」の口演／無料／問 同館☎
53-1811
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