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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

毎 日
「むさしのシティニュース」
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人口と世帯� 《平成30年12月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万6302人（64人増）　世帯数 7万6758世帯（4減）
●男 7万70人（9人増） ●女 7万6232人（55人増）

［うち外国人住民数］3225人（6人減）
＊�12月22日（土）・28日（金）・29日（土）は、一部放送時
間が変更となります。

歳末特別警戒を実施します
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 特集 市職員の給与および人事について …❻・❼
市立小・中学校の学区域が一部変更となります … ❷
年末年始の業務 ………………………… ❸
地域の伝承行事「どんど焼き」 ………… 10

市内の被害状況

件数
41件
被害額

約6000万円
（平成30年1月〜11月）

歳末特別環境浄化推進パトロール
日時：12月26日（水）午後6時～7時
場所：吉祥寺駅北口駅前広場
　吉祥寺駅周辺の安全・安心のまちづ
くりをアピールするため、市民や警察
などの関係機関と共に、環境浄化特別
推進地区を中心にパトロールを実施し
ます。

歳末消防特別警戒
日付：12月26日（水）～31日（月）
　消防団がポンプ車で巡回する火災予防の特別警戒を実施します。
◦寝る前や外出前には、火の元を点検して安全を確かめる。
◦たばこの投げ捨てや、寝たばこはしない、させない。
◦�家の周りに本や新聞、段ボールなどの燃えやすいものは置かないよう
にする。
◦慌ただしい年末年始は特に、火の元に注意する。

問�防災課☎60-1820

　相手に警告メッセージ
を伝えた後に自動録音。
　市役所、警察署で無償
貸し出し中。数に限りあ
り。（対象：市内在住で65
歳以上の方）

　電話機本体に着信拒否
などのいろいろな防犯機
能が備わっています。
　電気店、家電量販店な
どで販売されています。

特殊詐欺とは？…「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」「融資保証金詐欺」などの総称

　在宅中も留守番電話に
設定しましょう。「留守番
モード」で相手の声、電話
番号、内容を確認してか
ら受話できます。

自動通話録音機 迷惑防止機能付電話機 留守番電話設定

　11月30日時点で市内の特殊詐欺被害件数は41件で、昨年1年間の32件をすでに大きく上回っています。実際に被害に遭った「オレオレ詐欺」
「還付金詐欺」の電話の99％が自宅の固定電話にかかっており、犯人と電話で話すと巧みな話術にだまされてしまいます。被害を防ぐためには、家
族でよく話し合っておくことや、さまざまな対策をして犯人からの電話に出ないことが重要です／問 安全対策課☎60-1916

特殊詐欺あなたも
狙われています

対策家族が協力して することが被害防止につながります

91.8％が
被害に遭った方の

（警視庁アンケート結果）

問�安全対策課☎60-1916

「私は大丈夫！」
と思っていました
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MUSASHINO CITY2 平成30年12月15日号 No.2106

■�「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1-1-7 QuOLa2階  ☎53-2200

「3R　大人になってもわすれない」　森田祐希さん（第五小4年）

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
新クリーンセ
ンター施設・周
辺整備協議会

12月19日（水）
午後7時〜9時

市役所
412会議室

20名（先着順）／エコ
プラザ（仮称）、協議会
報告書まとめ案ほか

当日、直接会場へ
クリーンセン
ター☎54-1221

武蔵野市民科
カリキュラム
作成委員会

12月26日（水）
午後3時〜4時45分

市役所
教育委員会室

10名程度（先着順）／
モデルカリキュラム
のまとめ

当日、直接会場へ
指導課
☎60-1898

教育委員会定
例会

平成31年1月9日
（水）午前10時

市役所
教育委員会室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894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

1/8（火）吉祥寺南町 1/9（水）御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、吉祥寺北町、中町

12/31（月）吉祥寺東町、吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺本町、吉祥寺北町、中町

境2丁目22番

第二小学区
第六中学区

桜野小学区
第二中学区

アジア大学通り

公団通り

花
の
通
学
路

変更学区域

変更学区域 適用開始時期
境2丁目22番の区域を桜野小学区・第
二中学区から第二小学区・第六中学区
に変更

平成32（2020）年4月1日以降の新入学生・転入学
生から適用する。
＊�31（2019）年4月1日時点における居住者は、桜野
小・第二中に入学可

■�認可外保育施設入所児童の保護
者に保育助成金を支給

　平成30年9月〜12月分／対象：
東京都認証保育所・市グループ保
育室を利用している保護者で①〜
④すべてに該当する方①就労、疾
病などの理由により保育が必要②
助成を受ける月の初日に保護者が
市内に居住し利用契約を締結③
160時間以上の月極利用契約か年
間契約を締結（一時保育は対象外）
④保育料を滞りなく納付／月額上
限5万円（所得制限あり。詳細は市
ホームページ参照）／申·問 31年1

■年末年始のごみ収集
　通常収集は年末は12月28日（金）まで、年始は1月4日（金）から。
●燃やすごみの年末特別収集

　このほかの収集は通常どおり行います。必ず午前9時までにお出しください。

●燃やさないごみの年始一部振替収集
　下記地域は年始第1週分が第2週に振り替えになります。

■�市立小・中学校の学区域が一部変更となります
　市教育委員会では、市立小・中
学校の児童・生徒数が増加傾向に
あることから、適切な学習指導環
境を確保するため、学区編成審議
会での審議を踏まえ、学区域の変
更を決定しました／問 教育支援
課☎60-1900

■�冬休み子どもワークショップウィーク
　12月26日（水）・27日（木）／午前10時〜午後5時／クリーンセンター／
未就学児は保護者同伴／廃材工作、クリーンセンター見学ツアー、クイズ
ラリー／一部有料／あれば工作に使用する廃材を持参／詳細はhttp://
mues-ebara.com/参照／問 （株）むさしのEサービス☎38-5516

■�gomi_pit�BAR＋大人の工場見学�参加者募集
　①平成31年1月18日（金）午後7時〜9時（6時〜7時は出入自由）、②19
日（土）2時〜4時／クリーンセンター／20歳以上／各20名（超えた場合
抽選）／ごみについて考えるポップアップバー。市クラフトビールなど販
売。ジャズ演奏ほか／飲食費実費／申 1月15日までにファクス・Eメール
（3頁の申込要領参照し、氏名、性別、年齢、同行者数も明記）で（株）ネクス
トローカルgomi_pit�BAR係FAX27-1396、event@next-local.co.jp
へ／問 クリーンセンター

■�固定資産（償却資産）の申告は
　平成31年1月31日までです
　税務署とは別に市への申告が必
要です。償却資産申告実績のある
方に12月上旬に31年度申告書（一
部の方は案内ハガキ）を発送しまし
た。市内に事業用償却資産を有す
る方で申告書もハガキも届かない
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 資産税課☎60-1824

　持続可能なごみ処理事業を進めるため、環境負荷低減と事業効率化が
求められています。28年1月から「ごみ収集の在り方等検討委員会」を設
置し、議論を重ねてきました。このたび、検討内容についての最終報告書
が完成し、市長答申が行われました。これを受け、市としては早期の見直
しを行うこととしました。ご理解とご協力をお願いします／問 ごみ総合
対策課

　　　　変わるもの
◦燃やさないごみ（月2回）
◦ペットボトル、びん、缶（週1回）
◦危険・有害ごみ＊（週1回）

変わらないもの
◦燃やすごみ（週2回）　　◦プラスチック製容器包装＊（週1回）
◦古紙・古着（週1回）
＊は品目名変更（31年3月までは有害ごみ、その他プラスチック製容器包装）
　併せて、収集地区割が変更となります。新しい地区割り・収集日など詳細
は、市ホームページ参照。また、市報2月15日号に掲載予定。

収集頻度が
隔週 になります

平成31年4月から、

ごみ収集の頻度と収集日が変わります

策定趣旨 　 男女平等推進審議会において検討を進めている男
女平等推進施策の今後の方向性を示す計画

閲 覧 　 概要版配布：男女平等推進センター、市政資料コー
ナー、各市政センター・図書館・コミセン。全文閲
覧：男女平等推進センター、各図書館。市ホームページに掲載。

市民意見交換会 　 12月20日（木）午後6時30分〜8時／武蔵野プレイススペースC
／託児：6カ月〜未就学児、2名（超えた場合抽選、12月17日まで
にEメール［子の氏名・生年月日も明記］または電話で男女平等
推進センターへ）／申 当日、直接会場へ。

意見提出 　 12月28日（金・必着）までに郵送・ファクス・Eメール（氏名、住
所、電話番号を明記）で男女平等推進センターFAX38-6239、
danjo@city.musashino.lg.jpへ。

策定趣旨 　 国の自殺対策大綱や東京都の計画および地域の実
情を踏まえ、自殺対策を総合的に推進するため

閲 覧 　 配布：健康課、市政資料コーナー、各市政センター・
図書館・コミセン。市ホームページに掲載

意見提出 　 12月26日（水・必着）までに郵送・ファクス・Eメール（氏名、住
所、電話番号を明記）で健康課FAX51-9297、sec-kenkou@
city.musashino.lg.jpへ。

策定趣旨 　 図書館を取り巻く環境変化に伴う諸問題に対応
し、今後の施策を着実に実施するため

閲 覧 　 各図書館・市政センター・コミセン、市政資料コー
ナー。図書館ホームページに掲載

意見提出 　 12月31日（月・必着）までに郵送・ファクス・Eメール（氏名、住
所、電話番号を明記）で中央図書館FAX51-9317、lb-chuuou�
@city.musashino.lg.jpへ。

パブリック
コメント

皆さんの意見をお寄せください
意見は原則公開します。

■第四次男女平等推進計画（案）中間のまとめ
問�男女平等推進センター☎37-3410

■自殺総合対策計画中間のまとめ� 問�健康課☎51-0700

■図書館基本計画中間のまとめ� 問�中央図書館☎51-5145

月7日（必着）までに子ども育成課
☎60-1854へ。
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申込要領 ●��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

記事に「申込要領参照」
とある場合の記入事項
① 行事名（コース）
② 住所
③ 氏名（ふりがな）
④ 電話番号
⑤ そのほかの必要事項
　 （記事に明示）

●商工会館〒₁₈₀-₀₀₀₄吉祥寺本町1-10-7：観光機構（1階）／吉祥寺まちづくり事務所（2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／男女平等推進センター〒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

　施　設
12月

12
／
29（
土
）〜
１
／
３（
木
）　
休
み

1月
備　考27 28 4 5 6

木 金 金 土 日

市
役
所

市役所 ○ ○ ○ 各種戸籍届出は休み中も宿直で受付
市政センター ○ ○ ○

中央市政センターの夜間窓口 午後8時まで。年末は12/26（水）ま
で、年始は1/7（月）から

中央市政センターの休日開庁
第2・4日曜、午前9時〜午後4時。年末
は12/23（祝）まで、年始は1/13（日）
から

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、
　12/28、1/4（金）は午後5時まで
＊�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 ○ ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（金）：午前9時〜午後5時
芸能劇場 ○ ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（金）：午前10時〜午後5時
公会堂 ○ ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（金）：午前9時〜午後5時スイングホール ○ ○ ○ ○ ○

吉祥寺美術館 ○ ○ ○ ○ ○
12/28、1/4（金）：午後5時まで
12/19（水）〜1/11（金）：展示室は休
館、事務室・音楽室は開館

松露庵 ○ ○ ○ ○ ○
12/28、1/4（金）：午前9時〜午後5
時吉祥寺シアター ○ ○ ○ ○ ○

かたらいの道市民スペース ○ ○ ○ ○ ○
市民会館 ○ ○ ○ ○
男女平等推進センター�ヒューマンあい ○ ○ ○ ○
ふるさと歴史館 ○ ○ ○
図
書
館
中央 ○ ○ ○
吉祥寺、武蔵野プレイス ○ ○ ○ ○

桜堤児童館 ○ ○ ○ ○
0123吉祥寺 ○ ○ ○ ○
0123はらっぱ ○ ○

すくすく泉 ○ ○ ○
1/4（金）：小規模保育事業のみ
＊一時預かり：12/28（金）は午後4時
まで　＊親子ひろば：1/8（火）から

おもちゃのぐるりん ○ ○ ○ ○
ファミリー・サポート・センター ○ ○ ○
教育支援センター ○ ○ ○
国際交流協会 ○ ○ ○ ○

ス
ポ
ー
ツ

体育協会 ○ ○ ○ 12/26（水）午後6時まで

総合体育館／野外活動センター ○ ○ ○ ○ ○
12/28（金）：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☆、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◆、（陸
上競技場は3月末まで休場）

○ ○ ○ ○ ○
12/28（金）：☆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（金）：午後4時45分まで

保
健・福
祉

保健センター ○ ○ ○
障害者福祉センター ○ ○ ○ ○

障害者総合センター ○ ○ ○ パールブーケ：年末は12/27（木）ま
で、年始は1/7（月）から

みどりのこども館（ハビット・ウィズ） ○ ○ ○

市民社協、ボランティアセンター武蔵野 ○ ○ ○ ○ 1/5（土）：ボランティアセンター武
蔵野のみ開館

福祉公社 ○ ○ ○
高齢者総合センター ○ ○ ○ ○

ホームヘルプセンター武蔵野 ○ ○ ○ ○ 12/29（土）〜31（月）：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付　

（＊1）
�ムーバス年末年始の運行：12月30日（日）〜31年1月3日（木）／ムーバス全路線が年末年始ダイヤ
に変更となります。時刻表は、市ホームページに掲載または各停留所に掲示します／問 交通対策
課☎60-1859
（＊1）�12/29〜1/3　ゆとりえ・ケアハウスは日直が対応（夜間はゆとりえへ転送）／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。
◦テンミリオンハウス：各施設にお問い合わせください。◦各コミセン：10頁をご覧ください。

：開庁・開館
：休み

○

年末年始の業務　市役所は
12月29日（土）〜平成31年1月3日（木）まで休みます

募　集
特に記載のないものは平成32（2020）年3月31日まで（試用期間なし。再度任用の可能性あり）／
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

■嘱託職員などの募集

教
育
支
援
課

教育相談員
若干名
嘱託職員

教育相談業務（学校
派遣・就学相談を含
む）／臨床心理士

31年4月1日〜／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：書類審査、論文
二次：面接
31年1月26日（土）
（一次試験合格者に通知）

スクール
ソーシャル
ワーカー
若干名
嘱託職員

主に不登校児童・生徒の
抱える諸問題への対応／
社会福祉士または精神保
健福祉士もしくはスクー
ルソーシャルワーカーと
しての勤務経験のある方

31年4月1日〜／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／週
4日：月額22万4600円、週5
日：月額28万700円／交

一次：書類審査、論文
二次：面接
31年1月27日（日）
（一次試験合格者に通知）

適応指導教室
（チャレンジ
ルーム）指導員
若干名
嘱託職員

不登校児童・生徒
への学習指導、集
団活動支援／教員
免許を有する方ま
たは臨床心理士

31年4月1日〜／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：書類審査、論文
二次：面接
31年2月7日（木）
（一次試験合格者に通知）

申·問�31年1月9日（水・必着）までに論文（A4用紙800字以内、テーマは市ホームページ参照）、
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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
若干名
嘱託職員

子どもと家庭の総合相談、児童虐待・
養育困難家庭への支援／保健師、助産
師、社会福祉士、保育士、臨床心理士な
どの資格保有または相談業務の経験
のある方／自転車での移動／PC

31年4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（職務経
験を重視）、面接：
31 年 1 月 23 日
（水）か25日（金）
のいずれか別途
通知

申·問�31年1月7日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または
直接〒180-8777子ども家庭支援センター☎60-1850へ。面接の実施有無などは1月15日（火）ま
でに通知（届かない場合要連絡）、結果は2月上旬までに通知

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
野

看護師
2名
正規職員

障害者支援施設に
おける利用者への
看護業務など

31年3月1日〜／月〜日曜のうち週5日／午前
7時〜午後3時45分（早番）と12時45分〜9時
30分（遅番）の交替勤務（夜勤は無し）／わくら
す武蔵野（吉祥寺北町5丁目）／基本給など法
人規程に準ずる（経験加算・各種手当あり）

面接試験は
随時

申·問�指定の履歴書（障害者総合センターで配付。同法人ホームページから印刷および郵送請
求可［82円切手貼付の封筒同封］）を郵送または直接障害者総合センター採用担当☎54-7666
（〒180-0001吉祥寺北町4-11-16）へ

福
祉
公
社

デイサービス
センター運転
手
若干名
パートタイム

デイサービスセンター送迎車両の
運転業務、車椅子介助、昇降操作、
利用者の安全確保。送迎業務の合
間はデイサービスセンター事業補
助、施設管理、事務補助など／普免

31年4月1日〜／午前8時
30分〜午後5時15分。週休
2日制／時給990円〜／運
転手当／交／詳細は同公社
ホームページ参照

随時、面接試験
および実技試
験を実施

社会福祉士
若干名
正規職員

権利擁護センター、地域包括
支援センターもしくはデイ
サービスセンター相談業務
／自転車での移動／PC

31年4月1日〜／午前8時30分〜
午後5時15分。週休2日制／月額
21万4700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：
31年1月27日
（日）

申·問�31年1月15日（火・必着）までに募集要項（同公社ホームページに掲載）を参照のうえ、提出書
類を郵送または直接福祉公社総務課☎23-1165（〒180-0001吉祥寺北町1-9-1）へ

子
ど
も
協
会

地域子ども館
（あそべえ・学
童クラブ）
各館若干名
アルバイト

子どもの見守り、
遊具・備品の管
理、学童クラブに
おける育成補助、
障害児対応、雑務
など

応相談〜／月〜土曜のシフト勤務。午後1時
〜6時のうち（土曜および小学校の長期休業
日は午前8時〜午後6時のうち）2時間以上、
午後7時まで勤務の可能性あり／第五・境
南・本宿・井之頭・桜野小内／時給1090円／
交

書類選考、
面接：各館から
随時日時を連絡

申·問�12月25日（火・必着）までに、市販の履歴書（「地域子ども館アルバイト希望」および希望
館を第3希望まで明記）を郵送で子ども協会事務局事業課☎36-0673（〒180-0013西久保1-6-
27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ

図
書
館

中央図書館
昼勤務
1名
嘱託職員

図書の貸出・返却、
配架、カウンター、
受付など／PC

31年4月1日〜／月〜日曜（金曜除く、祝日含む）の
うち週4日（シフト制）／午前9時〜午後5時15分の
うち7時間／中央図書館／日額9600円／交／事前
研修あり

書類審査、
面接：
31年 2月�
1日（金）

中央図書館
昼夜勤務
1名
嘱託職員

31年4月1日〜／月〜日曜（金曜除く、祝日含む）の
うち週4日（シフト制）／平日午後1時〜8時のうち
6時間15分、土・日曜、祝日、館内整理日など午前9
時〜午後5時15分のうち7時間／中央図書館／日
額9600円〜1万2000円／交／事前研修あり

申·問�12月26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）、郵便料金表に基づく額面の切
手を貼付した返信用封筒（住所宛名を記載）を郵送または直接中央図書館☎51-5145（〒180-
0001吉祥寺北町4-8-3、午前9時30分〜午後4時30分）へ

■ 「文化振興基本方針」を
　策定しました
　芸術文化の振興により、さらに
まちの魅力を高めていくため、今
後10年程度で取り組むべき中期
的な方向性を示す方針／配布・閲
覧：市民活動推進課、市立文化施
設、各図書館・コミセン・市政セン
ター。市ホームページに掲載／問  
市民活動推進課☎60-1831

■ 防災ボランティア訓練への
　参加者募集
　平成31年1月19日（土）午前9時
（集合）〜11時15分／雨天実施／
市民文化会館／災害時に、ボラン
ティアの活動拠点となる「災害ボ
ランティアセンター」の立ち上げ訓
練を実施します。災害ボランティ
ア役としてご協力いただける方を
募集します／申·問 12月27日まで
にEメールまたは電話で市民社協
☎23-0701、shimin@shakyou.
or.jpへ。

■ 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、北側の風当たり
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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習

�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

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

健康福祉総合計画〜個々の福祉計画
を総合的に俯瞰して見えてきたこと

　福祉に関して、地域福祉・高齢者
福祉・障害者福祉・健康推進／食育
推進といった4つの分野でそれぞ
れ定められた法令があり、個々に
計画が立てられていましたが、そ
れら個別計画に共通する横断的な
課題や連携すべき課題を総合的に
捉え、重点的な取組みを定めたも
のが、健康福祉総合計画です。
　市では平成30（2018）年度から
35（2023）年度の第3期健康福祉
総合計画を定めました。健康福祉
総合計画を策定するにあたって、
個別計画の基本目標から抽出し
た、「誰もがいきいきと安心して住
み続けられる支え合いのまち」を
総合目標とし、重点的取組みとし
て、以下の5つを定めました。
1.�まちぐるみの支え合いを実現す
るための取組み
2.�生命と健康を守る地域医療充実
への取組みと連携の強化
3.�安心して暮らしつづけるための
相談・支援体制の充実
4.�人材の確保と育成に向けた取組み
5.�新しい介護・福祉サービスの整備
　そして、個別計画の施策を上記
5つの重点的取組みに照らし合わ
せて、総合計画として、横断的かつ
共通に実施すべき施策を定めまし
た。
　この総合計画を推進する上で、
介護職員・看護職員を対象にした、
市に求めることのアンケート結果
を参考にしました。アンケート結果
では、「人材確保のための施策の推

進」を望んだ人が突出して多く、介
護人材の確保は喫緊の課題である
ことが浮き彫りになりました。介護
の分野だけでなく、福祉全体に人手
不足を補う必要があることから、市
は地域包括ケア人材育成センター
の設置を決めました。地域包括ケ
ア人材育成センターは、福祉人材
の発掘・養成、質の向上、相談受付・
情報提供、事業所支援までを一体
的に行う、総合的な人材確保・養成
機関という位置付けで、12月1日に
オープンしました。
　また、福祉の個々の分野で行わ
れている相談支援体制の充実と
ネットワークの強化の施策を計画
しています。これは、利用者に分か
りやすい相談窓口の在り方につい
て検討し、複合的・分野横断的な課
題を解決するため、最初に相談を
受けた機関が、保健・医療・福祉・教
育などさまざまな関係機関と連携
し、必要な支援につなげるという
構想です。
　福祉の施策は細分化されていま
したが、利用者の視点に立ち、連携
し、総合的に推進する必要があり
ます。この総合計画が機能し、「誰
もがいきいきと安心して住み続け
られる支え合いのまち」が実現さ
れることが望まれています。
（取材協力：地域支援課／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
地域支援課☎60-1941

リ
ス
ク

リ
タ
ー
ン

第26回最優秀作品

■�視覚に障害のある方の「スマートスピーカー教室」
　平成31年1月19日（土）午後1時〜3時／障害者福祉センター／市内在
住の視覚に障害のある18〜74歳（30年4月1日現在）で障害者手帳をお持
ちの方（送迎なし）／12名（超えた場合抽選）／音声認識によりいろいろ
な操作ができるスマートスピーカーの初期設定や使い方など／伊藤有紀
子・伊藤一真（NTTクラルティ）／無料／主催：武蔵野市／申·問�1月7日
（必着）までにハガキ・ファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、年齢、
FAX番号、障害の等級も明記）で障害者福祉センター☎55-3825、
FAX51-9951、cnt-syogaisya@fuku-musashino.or.jpへ。

■�消費生活講座「人生100年時代
の人生設計と資産運用」
　平成31年1月
24日（木）午前10
時〜11時30分／
商工会館市民会
議室／市内在住・
在勤・在学の方／
60名（超えた場合抽選）／資産形
成の必要性、主な金融商品（NISA、
イデコなど）、投資詐欺に遭わない
ための準備など／森内茂樹（日本
証券業協会）／無料／託児：1歳〜
未就学児、8名／申·問�1月4日（必
着）までに往復ハガキ（3頁の申込
要領参照し、年齢、性別、在勤・在学
者は勤務先・学校名、託児希望は子
の氏名［ふりがな］・性別・生年月日
も明記）で郵送または返信用ハガ
キを持って直接消費
生活センター☎21-
2972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31年4月7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（作品と共に学校名・学年・氏名を紹介）／
申·問�1月15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。

■�森の市民講座「森林作業体験と焼き芋作り体験」
　平成31年1月19日（土）午前10時30分JR二俣尾
駅改札集合・午後4時ごろ解散／二俣尾・武蔵野市
民の森自然体験館（青梅市二俣尾4‐1115）／市内
在住・在勤・在学の小学生以上（小学生は保護者同
伴）／25名（超えた場合抽選）／東京の森の現状
の話、森づくりのための森林作業体験、焼き芋作り／汚れてもよい長
袖・長ズボン、履き慣れた靴で。帽子、首に巻くもの、軍手、昼食を持参／
協力：エンジョイ・フォレスト女性林研／申·問 �12月28日（必着）までに
往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、在勤・在学者は勤務先・学校名、小学
生は年齢・保護者氏名も明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-
1863へ。

■�男性のための料理講習会「だしを学ぶ」
　平成31年1月9日（水）・12日（土）・16日（水）（全3回）／午
前10時30分〜午後1時30分／市民会館料理室／市内在住の
60歳以上の男性／15名（初参加者優先し超えた場合抽選）
／市協力栄養士（高齢者食事学研究会）／1800円（3回分材
料費）／申·問�12月25日までに高齢者支援課☎60-1846へ。

■�食文化講座「魅惑のスパイス〜暮
らしに役立つ10種のスパイス」
　平成31年1月20日
（日）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）／スパイスの歴史・使い方・
薬効などを知り、10種類のスパイ
スを味わいながら日常に生かす知
恵を学ぶ／香取薫（＝写真、イン
ド・スパイス料理研究家）／1000
円／託児：3カ月〜未就学児、5名
（3000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
者は勤務先・学校名、託児希望の有
無も明記）で郵送または返信用ハ
ガキを持って直接武蔵野プレイス
生涯学習担当☎30-1901へ。http:�
//www.musashino.or.jp/から申
込・当落確認（1月12日〜20日）可。

12月のお知らせ
■選挙人名簿登録者数（12月定時登録）
　12月3日現在の登録者数は、男5万
8309人、女6万5060人、計12万3369
人です。また、在外選挙人名簿の登録
者数は、男224人、女228人、計452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：平成31
年1月8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（金）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
口座振替をご利用ください／問�納税
課☎60-1827
■�介護保険料納期のお知らせ
　平成30年度第5期の納期限は12月
28日（金）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（金）で
す。納期内納付にご協力ください／
問�保険課☎60-1836

市公式ホームページにバナー広告を掲載しませんか？
　バナー広告を掲載してくださる事業者を募集しています。
　詳細は市ホームページ参照／申·問�〒180-8777秘書広
報課☎60-1804、FAX55-9009へ。
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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

保育園
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 12月17日から電

話で各園へ（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 事業名 日程 時間・費用 対象

南 誕生会 12/25（火）午後4時～4時30分 未就学児の親子
西久保 冬まつり 12/21（金）午前10時～11時 1歳児～

精華第二
保育所体験
おたのしみ会
（クリスマス）

12/21（金）午前10時～10時30分 2歳児～未就学児の親
子

ニチイキッズ
武蔵野やはた

離乳食講座
（後期） 12/27（木）午前10時～11時30分 0歳児の親子・妊婦

境 2歳のひろば
（リズム運動）12/21（金）午前10時～11時

2歳児（平成27年4月～
28年3月生）

境南 誕生会 12/21（金）午前9時45分 0歳児～
境南すみれ 誕生会 12/25（火）午後3時15分～3時45分 0歳児～
※吉祥寺保育園の12月に予定されていました事業は床工事のため中止となりました。

運営団体：子ども協会☎36-0673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、祝日
はらっぱ：0123はらっぱ	 八幡町1-3-24 	･･････････････････ ☎56-3210	休館：金・土曜、祝日
いこっと：境こども園いこっと	 境4-11-6	･･････････････････････ ☎53-2312		休館：日曜、祝日
ぐるりん：おもちゃのぐるりん	 緑町2丁目第3アパート8号棟1階	･･ ☎37-2016		休館：日・月曜、祝日
市内在住の方／3歳児対象事業は平成30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（土）午前9時から（はらっぱ
は16日［日］）電話または直接各施設へ＊ぐるりんは火～土曜午前10時～午後4時＊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31年1月10日
（木）・30日（水）／午前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／1月10日(木)・30
日（水）／午前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

0歳ひろば
～	お父さんとあ・
そ・ぼ

はらっぱ：1月20日(日)午前10時30分～11時15分／0歳と父
親／15組 ◎

1歳ひろば
吉祥寺：トランポリンで遊ぼう／1月11日（金）午前10時30分
～11時15分／1歳と親

不
要�

はらっぱ：身近な素材で遊ぼう～新聞紙／1月21日(月)午前10
時30分～11時15分／1歳と親

不
要�

1歳ひろば
～	講師を迎えての
講座

吉祥寺：親子で楽しむ1歳のおはなし音楽会／1月31日（木）／
①午前10時～10時40分②10時50分～11時30分／1歳と親／
各12組／音編みユニットりりあん

◎�

2歳3歳ひろば
吉祥寺：親子でクッキング～パンケーキを作ろう／1月23日
（水）午前10時～11時／2～3歳児と親／15組／エプロン、三角
巾、皿、フォーク、トッピング、飲み物を持参

◎�

2歳3歳ひろば
～	講師を迎えての
講座

はらっぱ：お家をあそびアトリエにしよう～気軽に楽しむ、あそ
びとアート／1月24日（木）午前10時～11時30分／2～3歳児
の親／30名（託児が30名に達し次第締切）／鈴木康人（アート
とデザインで遊ぶmiino kiito代表）／汚れても良い服装で、切
り抜き用広告、雑誌、はさみを持参

◎�

0123×地域
～	地域と協働する
子育て支援

はらっぱ：ほめないしからないで～勇気づけるアドラー心理学
の子育て／1月29日（火）午前10時～11時30分／0～3歳児の
親／20名／清野雅子・岡山恵実（日本アドラー心理学会認定カ
ウンセラー）

◎�

0123
子育て談話室

はらっぱ：発想の転換～イライラした時の対処法／2月5日・26
日（火）／午前10時～11時30分／0～3歳児の親（両日とも出
席）／15名／井戸ゆかり（東京都市大学教授）

◎�

手作りおもちゃの
会

ぐるりん：サークルリングウェーブをつくろう／1月15日（火）
～19日（土）／午前10時30分～午後3時30分（受付）／ワイヤー
に通した花はじきが音を鳴らして回るおもちゃ作り

不
要

ぐるりん
ワークショップ

ぐるりん：はじめての囲碁 ふれあい囲碁を楽しもう／1月12日
（土）／①午後1時30分～2時15分②2時30分～3時15分／市内
在住の年少～未就学児と家族／各10組／ふれあい囲碁の体験
／福園光有（ふれあい囲碁ネットワーク）／見学可、当日枠あり

◎

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとお話しタイム／1月15日・29日（火）／午
前10時～10時45分（集合9時50分）／0歳と親

不
要

同時開催：プレママ・プレパパと赤ちゃんのひろば／cocoコー
スの赤ちゃん・ママとの交流会／プレママ・プレパパ／各5名 ◎

ico（1歳）コース
いこっと：音楽ムーブメント／1月21日（月）／①午前10時～
10時45分②11時～11時45分（①②同内容）／1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）

◎

nico（2歳）
コース

いこっと：米粉粘土で遊ぼう／1月9日（水）・18日（金）（両日同
内容）／午前10時～10時45分／2・３歳と親／各10組 ◎

救急法講習
いこっと：「心肺蘇生法と誤飲等の対処法」／1月22日（火）午前
10時～11時（集合9時50分）／0～1歳3カ月未満の子と親／8
組（申込順）／境こども園看護師／託児なし（同室可）／動きやす
い服装

◎

【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…
吉祥寺本町3-27-13☎38-8260●ありんこ…西久保1-11-10☎54-1356●精華第一…中町2-31-8☎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●ニチイキッズ武蔵野やはた…八幡町1-2-25☎60-2015●キッズガーデン武蔵野関前…関前3-4-11アビタシオン武蔵野1階ほか☎38-6825（38-6867）●武蔵境コスモ…境1-20-5☎
55-8686●グローバルキッズ武蔵境…境南町4-2-19☎51-2242●マミー吉祥寺東…吉祥寺東町3-1-2☎27-5541●うぃず吉祥寺第一…吉祥寺本町2-35-12☎27-1565●うぃず吉祥寺第二…吉祥寺本町
2-23-4☎27-5468●ひまわり…境4-7-12☎56-8732●境南すみれ…境南町1-21-6☎30-9581　【そのほかの施設】●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

子 ど も 講師の方などの敬称略

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

樫の実
吉祥寺東町4-7-2
☎22-0788

ピヨピヨ
ランド

平成31年1月12日（土）午後1時30分
～2時30分／2・3歳未就園児と保護
者／30組／詳細は園ホームページ参
照

園
12月29日～

親と子の
おはなし会

1月12日（土）午後1時30分～2時30
分／年齢制限なし 不要

武蔵野相愛			
吉祥寺南町2-31-4	
☎43-5260

たまごの会
(親子クラス）

1月9日・16日・23日・30日（水）／午
後1時30分～3時／2歳以上の未就園
児と保護者／20組／500円／詳細は
園ホームページ参照

☎

すみれ			
吉祥寺本町
2-32-10	
☎22-2701

親子で楽しむ
音楽会「箏が奏
でる和の世界」

1月26日（土）午前10時30分～11時
30分／3歳以上と保護者／30組／古
典「五段砧」から「きらきら星」まで／
黒川真理／子・保護者とも上履きを持
参

☎
1月23日まで

けやき		
西久保1-49-4	
☎52-2186

ミニ見に
シアター

1月16日（水）午後1時～2時／2・3歳
児と保護者／20組／100円（参加費）

☎
1月7日
午前10時～

栄光乃園			
境1-11-6	
☎54-1200

たんぽぽ組
1月16日(水)午後2時～3時30分／2
歳以上と保護者／80組／詳細は電話
または園ホームページ参照

12月16日～
20日に
往復ハガキ

聖徳			
境南町2-11-8	
☎31-3839

親子で楽しむ
知能あそび（折
り紙編）

1月30日(水)午後1時30分～3時／2・
3歳児と保護者／60組／上履きを持
参／詳細は園ホームページ参照

園

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／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31年2月2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）
／市内在住・在学の小学生と保護者／45名／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
◎宝登山（ほどさん）登山～ロウバイを楽しむお花見ハイキング
2月3日（日）午前8時三鷹駅北口出発・午後5時解散／埼玉県秩父市／市内在住・在勤・在
学の中学生以上の方／40名／最少催行13名／初級者向け／累積標高約462ｍ、歩行約
5.4km・2時間30分／下山時ロープウェイ使用／市山岳連盟／5000円
【共通】雨天実施／貸切バス使用（添乗員または係員同行）／定員を超えた場合抽選／昼食
を持参／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、在勤・在学者は勤務先・学校名・学年も明記。FAXは要受信確認。電話申込不
可）または直接野外活動センターへ。ホームページから申込可
◎「自然の村直行バス運行」1泊2日で自然の村へ
2月23日（土）午前7時三鷹駅北口出発～24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）／23日シャトレーゼスキーリゾート
八ヶ岳経由自然の村、24日自然の村午後0時30分発三鷹駅へ／申·問 2カ月～2日前に自然
の村の宿泊予約と合わせて直接野外活動センターへ
＊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）
　月〜金曜（1日〜7日・9日・14日・15日・21日〜25日を除く）：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／体育施設
利用者、スポーツ教室参加者に限る／10名（申込順）／申·問 希望日の2週間〜2日前
午後4時までに直接総合体育館☎56-2200へ。

■市民体育祭　馬術
　12月29日（土）午前9時／成蹊大学馬場（吉祥寺北町3-3-1）
／市内在住・在勤・在学の高校生以上の方／馬場馬術競技、小
障害飛越競技ほか／3000円（保険料・馬借料）／詳細はhttp：//
musashino-taikyo.jp/参照／申·問 12月22日（必着）までにハ
ガキ（3頁の申込要領参照し、年齢、性別も明記）で体育協会☎55-4119へ。

■障害のある方のボルダリング（クライミングウオール）体験教室
　平成31年1月22日・29日、2月5日／各火曜（全3回）／午前10時〜午後0
時45分／武蔵野プレイス／市内在住の15〜74歳で障害者手帳をお持ち
の階段昇降ができ身体を支えられる方（送迎なし）／8名（初参加者優先し
超えた場合抽選）／小さな突起物をつかんで人工壁を移動するスポーツ／
モンキーマジック／無料／動きやすい服装、底が薄い紐付き運動靴で、タ
オル、飲み物を持参／主催：武蔵野市／申·問 1月7日（必着）までにハガキ・
ファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、年齢、FAX番号、障害の種別・等
級、過去参加有無、手話通訳・要約筆記が必要な方はその旨も明記）で障害
者福祉センター☎55-3825、FAX51-9951、cnt-syogaisya@fuku-mu 
sashino.or.jp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30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

21.6% 37.8% 26.6% 10.5% 3.5%

21.4% 38.1% 26.7% 10.0% 3.8％

25.3% 33.5% 27.0% 10.6% 3.6%

　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は、平成30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29年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（30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）
28年度の人件費率

144,902人 63,809,604千円 2,861,157千円 8,887,148千円 13.9％ 13.1％
（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（国ベース）

武蔵野市 41.4歳 324,400円 439,211円 398,651円
東京都 41.5歳 314,490円 444,592円 395,638円

国 43.5歳 329,845円 ─ 410,940円
類似団体 42.3歳 320,883円 408,493円 371,942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 182,700円 182,700円 総合職　　　　　183,700円
一般職　　　　　179,200円

高校卒 144,600円 144,600円 147,100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 278,638円 365,462円 394,806円 443,283円
高校卒 ─ ─ 355,475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（A）」
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29年4月1日時点の数値
を記載しています。　5.民間データは賃金構造基本統計調査（26〜28年平均）を使用しています。　6.自
動車運転手は該当職員が少数のため、個人情報保護の観点から非公表とします。

②技能労務職

区分
公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均
給料月額

平均給与
月額（A）

平均給与月額
（国ベース）

対応する
民間の類似職種 平均年齢 平均給与月額

（Ｂ） Ａ/Ｂ
武蔵野市 53.7歳 17人 345,900円 435,459円 411,118円 ─ ─ ─ ─

うち学校給食員 53.0歳 5人 356,400円 487,420円 433,420円 調理士 40.6歳 301,300円 1.62
うち自動車

運転手 ─ 2人 ─ ─ ─ 自家用乗用
自動車運転者 59.1歳 278,800円 ─

東京都 49.7歳 1,418人 292,009円 391,826円 361,938円 ─ ─ ─ ─
国 50.7歳 2,553人 286,817円 ─ 328,637円 ─ ─ ─ ─

類似団体 50.3歳 48人 333,058円 388,944円 372,786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）昇給への人事評価の活用状況
平成29年4月2日から30年4月
1日までにおける運用 管理職員 一般職員
イ　人事評価を活用している ○ ○
活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分
上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○
上位、標準の区分
標準、下位の区分
標準の区分のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）
29年度中における運用 管理職員 一般職員
イ　人事評価を活用している ○
活用している成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率
上位、標準、下位の成績率 ○ ○
上位、標準の成績率
標準、下位の成績率
標準の成績率のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない ○
活用予定時期 未定

（3）地域手当
支給実績（29年度決算） 522,105千円
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算） 641,520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% 839人 16%

（4）特殊勤務手当
支給実績（29年度決算） 111千円
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算） 2,997円
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 0.76％
手当の種類（手当数） 4

（2）職員給与費の状況（平成29年度普通会計決算）
職員数

A
給与費 （参考）

1人当たり
給与費 B/A

（参考）
東京都1人

当たり給与費

（参考）
類似団体1人
当たり給与費給料 職員手当 期末・

勤勉手当 計B
741人 2,862,623千円 1,142,386千円 1,329,900千円 5,334,909千円 7,200千円 7,526千円 6,397千円

（注）�1.職員手当には退職手当を含みません。　2.職員数は、29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。　4.類似団体1人当たり給与費は、28年4月時点で総務省が算
定したものです。

平成26年 27年 28年 29年
武蔵野市 103.6 104.0 103.6 103.2
東京都 102.5 100.5 101.6 101.6

類似団体平均 99.6 99.5 99.6 99.7
全国平均 98.6 98.7 99.1 99.1

（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。
※�29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場合、②3年連続で上昇し
ている場合、③100を超えている場合について、その理由および改善の見込み
本市は、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（30年3月31日まで）の経過措
置（現給保障）を実施しました。

②�地域手当の見直し：（支給割合）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

（1）期末手当・勤勉手当（平成29年度実績）
武蔵野市 東京都 国

1人当たり平均支給額 1,749千円 1,836千円 ―
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 1.90（0.90）月分 1.90（0.90）月分 1.80（0.85）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29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 23.00月分 23.00月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 30.50月分 30.50月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 43.00月分 43.00月分 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 43.00月分 43.00月分 47.709月分 47.709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 4,961千円 24,805千円 ― ―

（5）超過勤務手当
29年度決算 28年度決算

支給実績 478,899千円 485,909千円
職員1人当たり
平均支給年額 644千円 662千円

（注）�職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、
支給実績と同じ年度の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
（29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、財務部管財課、施
設課、環境部クリーンセンター、
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

2千円 日額230円財務部施設課、都市整備部建築
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、財務部施設課、環
境部下水道課、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 101千円 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 9千円 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 23 3.5 494,000 494,000
4級 課長の職務 70 10.5 284,000 455,000
3級 係長もしくは主査または課長補佐の職務 177（1）26.6（3.7） 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
252
（25）

37.8
（92.6） 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
144
（1）

21.6
（3.7） 140,300 324,300

（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・4級の人数には再任用フルタイム勤務職員がそれぞれ3人、5人、1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級制に改正されました。　6.27年4月1日に、3・4級を統合
し、6級制から5級制に改正されました。　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）
26年度 27年度 28年度 29年度

国基準による支給割合 15% 15.5% 16% 16%
武蔵野市の支給割合 15% 15% 16% 16%
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この特集に関するお問い合わせは、人事課☎60-1810へ

　分限処分は、公務能率の維持向上を図
るために行います。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

＊1.�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

＊2.�係長職については、係長職昇任資格認定研修受講者および修
了者の数を記載

（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

特別職の報酬などの状況5

職員の任免など1

服務と休暇・休業など6

（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29年 30年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 10 10 0
総務企画 220 222 2 増：長期計画策定、自治基本条例制定に向けた対応
税務 59 58 △�1 減：一時的増員の解消
民生 242 237 △�5 減：臨時福祉給付金対応の終了

衛生 72 77 5 増：�エネルギー地産地消最適化対応、スマートシティ推進への対応
労働 1 1 0
農林水産 3 3 0
商工 7 8 1 増：コンテンツ産業への対応
土木 118 121 3 増：一時的増員

小計 732 737 5【参考】人口1万人当たり職員数50.66人（類似団体の人口1万人当たりの職員数44.68人）

教育部門 111 108 △�3 増：給食施設整備への対応減：図書館指定管理化に伴う見直し

小計 843 845 2【参考】人口1万人あたり職員数58.08人（類似団体の人口1万人当たりの職員数59.18人）
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 23 20 △�3 減：一時的増員の解消
下水道 16 17 1 増：ストックマネジメント計画への対応
その他 52 54 2 増：一時的増員
小計 91 91 0

合計 934
［876］

936
［876］

2
［±0］【参考】人口1万人あたり職員数64.33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。　（注）2.［　　　］内は、条例定数の合計です。

●新規採用
職種 平成29年度

一般事務 24人
一般技術 1人
保健師 1人
計 26人

●年次有給休暇などの取得
年次有給休暇 平均取得日数 取得率

13.4日 35.6%
病気休暇取得者数 43人

●育児休業の利用
育児休業 部分休業 配偶者同行休業

男 11人（11） 5人（2） 0人（0）
女 48人（21） 34人（15） 0人（0）

＊（　）は平成29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
＊1

A
一般事務 13人 8人
一般技術 2人 1人
その他技術 0人 0人

B 一般事務 1人 0人
一般技術 0人 0人

係長職
＊2

一般事務 13人 12人
一般技術 7人 7人
その他技術 1人 1人

主任職
一般事務 28人 16人
一般技術 5人 4人
その他技術 0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） 備考

市主催基本研修 216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 789人

派遣研修 339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 600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
9,408千円 9,408千円 50.0％ 968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 5件
通勤災害 2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。※（　）内は再任用職員

区分 人数
定期健康診断 868人（47人）
胃検診 38人（0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審査請求などを審査し、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
審査請求 0件 0件 0件
苦情処理 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
係長職→主任職 1人

再就職先 人数
市再任用・再雇用 8人
財政援助出資団体 2人
そのほか 4人
再就職しない 1人

分限
休職 61件（23人）
降任 0件（0人）
免職 0件（0人）

懲戒
戒告 0件（0人）
減給 0件（0人）
停職 0件（0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
　29年度に課長職以上で退職した者の再
就職状況（対象者15名）

●退職者数
事由 平成29年度

定年（定年年齢60歳） 18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） 9人
計 30人

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 1日につき60分以内
育児時間 1日につき90分以内
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
介護時間 取得開始から3年以内

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30年 0 29 74 98 97 93 83 111 116 101 118 16 936
職員数5年前 0 27 91 93 86 89 130 128 100 113 93 0 950

区分 給料月額等

給
　
料

市　長
副市長
監査委員
教育長

1,030,000円
865,000円
700,000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
700,000円　／　680,000円
830,000円　／　691,000円

（参考）類似団体における最高/最低額
1,030,000円　／　432,000円
880,000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　／　505,000円
680,000円　／　450,000円
610,000円　／　430,000円

760,000円　／　450,000円
670,000円　／　400,000円
620,000円　／　377,000円

期
末
手
当

市　長
副市長
監査委員
教育長

（29年度支給割合）
4.50月分

議　長
副議長
議　員

（29年度支給割合）
4.50月分

退
職
手
当

市　長
副市長
監査委員
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� 7,560,000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、副市長および
監査委員は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。　2.類似団体
の金額は、平成29年4月1日現在のものです。

◎ 特に記載のない場合、平成30年4月1日現在
（実績はすべて29年度）

（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26年 27年 28年 29年 30年

一般行政 職員数 751 747 739 732 737
増減 9 △�4 △�8 △�7 5

教育 職員数 109 106 108 111 108
増減 △�11 △�3 2 3 △�3

公営企業等
会計

職員数 85 87 86 91 91
増減 △�4 2 △�1 5 0

計 職員数 945 940 933 934 936
増減 △�6 △�5 △�7 1 2

【参考】第7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、12年度からの新職員定数適正化計画で145
人、16年度からの第3次職員定数適正化計画で101人、19年度からの第4次職員定数適正化計画では100
人、22年度からの第5次職員定数適正化計画では180人、25年度からの第6次職員定数適正化計画では
116人の職員の定数を削減してきました。29年度から4カ年の第7次職員定数適正化計画では86人の職
員の定数削減を目指します。

（6）その他の手当
手当名

29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 52,488千円 195,851円
配偶者、父母など　6,000円
（課長級は3,000円）
子　�9,000円
（16〜22歳は13,000円）

配偶者、父母など
6,500円
子　10,000円
※�16〜22歳の子に対す
る加算額�5,000円

住居手当 14,439千円 180,484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 91,429千円 133,864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 86,096千円 1,025,166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

単身赴任
手当 360千円 360,000円

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（距離に応じた加
算額については当面支給なし）※距離区分に応じた加算額は国と異
なる。

（注）・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。
　　・単身赴任手当は、平成28年度から新設しました。
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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。●申し込みや問
い合わせは直接各記事の申・問
へ。市内施設の住所は頁下の欄
外や最終頁を参照。●講師の方
などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■介護者教室だんだん畑
　「おなか元気教室」
12月20日(木)午後1時30分〜3時
／吉祥寺ナーシングホーム在宅
介護・地域包括支援センター（吉
祥寺北町2-9-2）／20名（申込順）
／腸内環境を整える／土屋真奈
美（武蔵野ヤクルト販売係長）／
申·問 同センター☎20-0847
■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）／市民文化会館大ホール
／サウンドオブミュージック、
ファイナルファンタジー、たなば
た、宝島／無料／全席自由／問 同
楽団・太田☎080-2244-0955
■成蹊大学特別講座
　「World Sports」
12月24日（振休）午前10時45分
〜午後0時15分／同大学9号館
102教室（吉祥寺北町3-3-1）／
100名／オリンピックにおける
報道の歴史と変遷、東京大会に
向けたメディアの動向、オリン
ピック報道の中立性など／藤原
庸介（日本オリンピック委員会

理事）／無料／申 当日、直接会場
へ／問同大学庶務運営課☎37-
3531、kikaku@jim.seikei.ac.jp
■老いじたく講座
12月25日（火）午後1時30分〜3
時／市民会館／20名（申込順）／
老いじたくの基礎知識／無料／
申·問 福祉公社☎23-1165
■地域防災セミナー開催中
平成31年1月19日、2月16日、3
月16日（土）／午前9時30分〜
午後0時30分、1時30分〜4時
30分／市役所811会議室／各
100名（申込順）／災害時に役立
つ講話や演習（各回別内容）／
300円（資料代、市内在住・在学
者は無料）／主催：日本赤十字
看護大学地域連携・フロンティ
アセンター武蔵野地域防災活
動ネットワーク（COSMOS）、
共催：市民防災協会／申 ファク
ス で 参 加 申 込 書 を 同 大 学
FAX03-3409-0589へ／問 同
大学☎03-3409-0595、同協会
☎60-1926
■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初めてのパソコン：平
成31年1月9日（水）・10日（木）。
午後1時30分〜3時30分。2000
円②ワード入門：1月16日（水）・
17日（木）。午後1時30分〜3時30
分。2000円③エクセル入門：1月
23日（水）・24日（木）。午後1時30
分〜3時30分。2000円④ イン
ターネット入門：1月11日（金）午
後1時30分〜3時30分。1000円

⑤ワード活用：1月18日・25日
（金）。午後1時30分〜3時30分。
2000円⑥エクセル活用：1月18
日・25日（金）。午前10時〜正午。
2000円⑦お好みコース「グーグ
ルで地図を検索」：1月23日（水）
午前10時〜正午。1000円⑧パソ
コン個別指導：1月10日・17日・
24日（木）。午前10時〜正午。1月
21日（月）午後1時30分〜3時30
分。各1600円【共通】同センター
講習室。各5名（個別指導は各3
名）（申込順）。費用はテキスト・
教材費ほか／申·問 12月17日か
ら料金を持って直接同センター
☎55-1231へ。
■就業支援セミナー
　女性対象「就職面接会」in国分寺
平成31年1月23日（水）午後1時
〜4時（受付0時30分〜3時）／東
京しごとセンター多摩（国分寺
市南町3-22-10）／入退場自由
／履歴書を持参／託児あり（要
問い合わせ）／詳細はhttp://
www.tokyoshigoto.jp/tama/
参照／申 当日、直接会場へ／問
同センター☎042-329-4524

◆ スポーツ ◆

■ソシアルダンス教室
◎中級教室：平成31年1月4日〜
3月29日の金曜（1月25日、2月
15日、3月8日・15日除く全9
回）。午後6時55分〜8時40分。
5000円◎初級教室：1月8日〜3
月26日の火曜（1月15日・22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、所定の申込用紙
（同館で配布）に記入の上、同館
受付または電話・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。
■剣道教室
◎ジュニア土曜：平成31年1月5
日〜2月2日の毎週土曜（全5
回）。午前9時〜10時。市内在住・
在学の小学生。2500円（保険料
含む）◎一般：1月5日〜3月30日
の土曜（3月16日を除く、全12
回）。午前10時〜11時45分。中学
生以上。大人5000円、中・高生
2500円（保険料含む）／【共通】
総合体育館／未経験者歓迎／防
具貸出あり／申·問 ハガキで剣
道連盟・海貝☎080-5197-4972
（〒180-0022境4-4-4）へ。
■ダブルスチーム卓球大会
平成31年1月13日（日）午前9時
／総合体育館サブアリーナ／市
内在住・在勤・在学者編成チーム
／男女別、3ダブルス団体戦、各3
名以上／東京都シニアスポーツ
振興事業／無料／申 申込用紙
（卓球連盟理事・体育協会で配
布）を持参で代表者会議（1月5日
午後3時30分、総合体育館和室
研修室）へ／問卓球連盟・井谷☎
50-2486
■むさしのまち歩きツアー
平成31年1月13日（日）午前9時
50分／JR吉祥寺駅改札前集合
／30名（申込順）／井の頭公園と
吉祥寺散策コース徒歩約4km、2

時間／500円／申·問 観光機構
☎23-5900
■混合ダブルスバドミントン大会
平成31年1月19日（土）午前9時
30分／総合体育館サブアリーナ
／市内在住・在勤・在学の高校生
以上、市バドミントン連盟登録
者／1部（男子が市民大会1部の
組）・2部／1ペア2500円（当日徴
収）／申·問 1月6日（必着）まで
にハガキ・ファクス（種目、所属
［学校名、登録クラブ名］も明記）
で同連盟・沼尻☎・FAX55-2675
（〒180-0011吉祥寺北町3-5-15）
へ。要項・申込書は体育協会ホー
ムページ（バドミントン連盟）か
らダウンロード可。
■フェスタインディアカ
　むさしの2019
平成31年2月17日（日）午前9時
〜午後5時／総合体育館メイン
アリーナ／中学生以上／1チー
ム2000円／申·問 12月31日ま
でにインディアカ連盟・依田☎
55-2201へ。

◆ お知らせ ◆

■新しい認証保育所が開設します
平成31年4月1日（予定）／キッ
ズいながき保育園吉祥寺（吉祥
寺南町5-3中央線高架下）／0〜
5歳／40名／説明会：1月19日
（土）午後2時〜3時30分／31年
4月入園を検討中の方／50名（申
込順）／詳細はhttps：//kids-
inagaki.com/参照／申·問 （株）
三祐産業☎21-3800（午前10時
〜午後6時）

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
「ジャン＝ジャック・カントロフ」「スティーヴン・ワールツ」「ヴァン・カ
イック弦楽四重奏団」 12月20日（木）

＊ 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、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……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（市民文化会館内☎54-8822）
◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団 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 2020年2月・3月 2/1（金） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2019年7月 1/4（金） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2019年7月・8月 1/5（土） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2019年7月

1/9（水） 午前9時30分 2階会議室
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 1/5（土） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 1/10（木） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 1/4（金） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2019年7月・8月 1/5（土） 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 2020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 2020年2月・3月
舞台芸術の上演以外使用 劇場・

けいこ場
2019年7月◆ 1/4（金） 午前11時

舞台芸術以外で使用 2019年4月◆ 1/4（金） 午後2時
◆は優先分（自主事業・貸館）のため劇場は空きなし。
＊ 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。

図 書 館 文中の敬称略

●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/
携帯電話版は末尾に m/ を

ジャン＝ジャック・カントロフ　バイオリン・リサイタル
　平成31年2月26日（火）午後7時開演／市民文化会館小
ホール／フォーレ：バイオリン・ソナタ第2番、ラヴェル：バイ
オリン・ソナタ／全席指定3000円、◯友  2700円

スティーヴン・ワールツ　
バイオリン・リサイタル
　4月11日（木）午
後7時開演／市民
文化会館小ホール
／メンデルスゾーン：バイオリン・
ソナタ、バルトーク：無伴奏バイオ
リン・ソナタ／全席指定2000円、
◯友  1800円、25歳以下1000円（要
証明・枚数限定・友の会割引なし）

結城座「江戸写し絵」体験ワークショップ in武蔵野プレイス
　12月23日（祝）午前10時30分〜正午／「江戸写し絵」の解説・実演・体
験／◎体験コーナー：午前10時より整理券配布、28名（先着順）／無料／
＊平成31年1月12日〜14日の結城座「宮沢賢治の写し絵劇場〜注文の
多い料理店」事前関連イベント／申 当日、直接会場へ／問 文化事業団事
務局

ヴァン・カイック弦楽四重奏団
　4 月 18 日
（木）午後7時
開演／市民文
化会館小ホー
ル／ドビュッシー：弦楽四重奏曲、
モーツァルト：弦楽四重奏曲第15
番／全席指定2500円、◯友  2250円、
25歳以下1000円（要証明・枚数限
定・友の会割引なし）

■土曜の午後の映画会
　12月22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）／「シャレード」（1963年、アメリカ、113
分、カラー、字幕版、監督：スタンリー・ドーネン、出演：オードリー・ヘップ
バーン）／無料／申 当日、直接会場へ／問 中央図書館

吉祥寺美術館・市民ギャラリー平成31年度 利用申込受付
　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）／一日料金：A室1万円、B室1万円、AB室2万円（市外の方は料金
が異なります）／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 31年1月4日までに直接吉祥寺美術
館へ。
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健
康

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

武蔵野市Sports for All情報 Monthly News
　月に一回、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などに関す
る情報、市の関連イベントなどをお知らせします／問 企画調整課オリン
ピック・パラリンピック担当☎60-1970

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。
　�なお、午前9時〜午後5時までの間に1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

16日（日）
○境・藤田クリニック 内科・小児科 境1-7-5 37-9588
○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町3-8-9 23-6555
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

23日（祝）
○おぎわらこどもクリニック 小児科 中町3-3-2 60-5177
○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
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

24日（振休）
○境橋クリニック 内科・小児科 関前5-21-5 53-5984
○むらくにクリニック 内科 吉祥寺南町1-5-12 76-8036
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

29日（土）
○いるかこどもクリニック 小児科・内科 桜堤2-7-27 52-1650
○松井健診クリニック吉祥寺プレイス 内科 吉祥寺東町1-19-23 22-2270
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

30日（日）
○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
○かみやま内科クリニック 内科 境1-9-9 60-3188
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

31日（月）
○良寛こどもファミリークリニック 小児科・内科 中町2-4-5-1階 27-8621
○リリーローズメロディチャイルドクリニック 小児科 境1-1-7 56-8810
◎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
16日（日）しらかば歯科 境1-5-3�ブルースカイ武蔵野1階 ☎38-7657
23日（祝）秋本スマイル歯科 境南町2-10-5�マイシャトームサシノ1階 ☎32-3255
24日（振休）油川歯科医院 西久保2-20-7�パレス武蔵野5ビル ☎53-1556
29日（土）あしだて歯科医院 境南町2-9-13�グリーンサンハイツ1階 ☎32-8222
30日（日）桜堤あみの歯科 桜堤1-8-3 ☎37-0777
31日（月）有田歯科医院 吉祥寺本町2-20-3 ☎20-2224

休日の医療機関 12/15（土）～12/31（月）

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

官公署だより
■多摩川改修100年パネルリレー
　12月21日（金）〜28日（金）／市役所
ロビー／国直轄の多摩川改修事業に着
手した大正7年から100年の節目を迎
えます。治水、利水、環境に関する歴史
や役割について展示／問 多摩川流域協
議会事務局（国土交通省関東地方整備
局京浜河川事務所内）☎ 045-503-
4008
■登記所備付地図作成作業について
　平成31年2月〜32（2020）年3月／東
京法務局では、現地と一致する精度の
高い地図を作成することになりまし
た。作業実施地区の土地所有者の皆さ
んには、本作業において必要となる土
地の境界確認のための立会いにご理解
とご協力をお願いします／作業実施地
区：境南町2丁目の一部／所有者説明
会：1月下旬に開催予定（詳細が決定次
第、土地所有者の皆さんに案内書を送
付します）／詳細は東京法務局ホーム
ペ ー ジ http：//houmukyoku.moj.go. 
jp/tokyo/参照／問 東京法務局不動産
登記部門地図整備室☎03-5213-1414
（直通）

■東京都都市計画審議会
　平成31年2月6日（水）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16日（消印有効）までに往復
ハガキ（3頁の申込要領参照し、1人1
通）で〒163-8001東京都都市整備局都
市計画課☎03-5388-3225へ。
■ 税務署からの確定申告に関するお知

らせ
◎医療費控除：平成29年分の確定申告
から、医療費控除は領収書の提出に代え
て「医療費控除の明細書」の添付が必要
となりました。◎IDPW方式によるe-Tax
で確定申告：国税庁ホームページ内の
「確定申告書等作成コーナー」で、パソコ
ンやスマートフォン（31年1月〜）から作
成した所得税の確定申告書は、ID（利用
者識別番号）とパスワードがあれば、ご
自宅などからe-Taxで送信（提出）できま
す。IDとパスワードは、税務署で即日発
行可。運転免許証などの本人確認書類を
持参。詳細はhttp：//www.nta.go.jp参
照／問 武蔵野税務署☎53-1311

母子保健
■ 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 31 年 1 月 19 日
（土）午前9時30分〜正午
／初妊婦（受講時に妊娠
16〜31週の方）とパート
ナー／40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
を持参／申·問 1月11日までに電
話または直接健康課へ。

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　平成31年1月16日（水）午後1時30分／30年度40・45・50・55・60・65・
70・75歳になる方／10名（申込順）／過去に検査を受けた方、ピロリ菌除
菌治療を受けた方、外科的胃切除を受けた方、腎不全や透析治療中の方、
胃の痛みや胸やけなど胃腸の調子の悪い方、現在食道、胃、十二指腸など
の病気で治療中の方は不可／市国保・後期高齢者医療制度の加入者は健
診時に実施／500円（生活保護受給者免除）／申·問1月7日（必着）までに
ハガキ・封書（「胃がんハイリスク検査希望」、生年月日も明記。電話申し込
み不可）または直接健康づくり事業団へ。

■歯つらつ健康教室
　平成31年1月30日、2月6日・20
日、3月6日・13日・27日／各水曜
（全6回）／午前10時〜11時30分
（初回は9時30分から）／スイング
レインボーサロン／65歳以上で
市内在住の方／20名（申込順）／
口腔内診査、噛み合わせの力の測
定、歯磨き指導、口の体操など／タ
オル・筆記用具・飲み物を持参／
申·問電話または直接健康課へ。

■1歳児の世界を知ろう
　平成31年1月22日（火）
午前10時15分〜11時15
分（受付10時）／市内在
住の1歳〜1歳6カ月未満の子と親
／15組（申込順）／1歳児のあんな
こと、こんなこと。手遊びを交えな
がら子どもとの関わり方のヒント
や、これからの育児の見通しの話
／心理士・幼稚園教諭／託児なし
／申·問1月10日までに電話また
は直接健康課へ。

健康づくり事業団
◎人間ドック（定期的な健康管理のチェックを）
実施日：火・木曜／午前に検査、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、頚動脈超音波、甲状腺ホルモン検査、乳房検
査セット（乳房X線＋乳房超音波）など／市内住民登録の方：2万1000円、その
ほか：4万2600円／申·問 健康づくり事業団（予約状況は事業団のホームページでご覧に
なれます。）
健康づくり支援センター
◎筋肉革命〜時短トレーニングで結果を出す
平成31年1月26日(土)午前10時〜11時30分(受付9時45分)／50歳代までの健康づくり
はつらつメンバー(当日登録可)／30名(申込順)／ハードな運動20秒と休憩10秒を繰り返
し、短時間で筋力・体力アップの効果を狙うトレーニング／健康づくり人材バンク／託児：
4カ月〜未就学児、9名(申込順)／室内用運動靴・動きやすい服装で、水分補給飲料・タオル
を持参／申·問 電話または直接健康づくり支援センターへ

■ もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　平成31年1月18日（金）午前10時
15分〜11時30分／30年4月〜6月
生まれの第一子と親／36組（申込
順）／離乳食（2回食）の話（簡単な
試食あり）、歯の手入れの話／母子
健康手帳を持参／申·問 1月11日
までに電話または直接健康課へ。

母子保健
■かみかみ教室（9〜11カ月ごろの離乳食）
平成31年1月24日（木）午前10時15分〜11時30分／30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）、歯の手入れの話／母子健康手
帳・歯ブラシ（お持ちの方のみ）を持参／申·問�1月17日までに電話または直接健康課へ。
■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
■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�健康課
■子どもの予防接種
市内の指定医療機関で予防接種を受けるときは、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�健康課
■母子健康手帳の交付・妊婦面接
妊娠された方へ母子健康手帳や妊婦健康診査受診票などを交付します。専任の保健師など
が面接し、妊娠中の疑問や不安にお応えします。妊娠がわかったら保健センターに届け出
てください。子育て中も地域で安心して生活していただけるよう、妊娠期から一人ひとり
に寄り添い、地域とつなぐサポートをします。転入された妊婦もお越しください／問 健康
課マタニティ安心コール☎51-0703
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◦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：2月1日（金）から開館
◦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：12月19日（水）から休館 ･･･････ ☎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。

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　2/1号…12月25日、2/15号…1月15日

掲
載
希
望
の
方
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［休館日を除く］）
　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 文中の敬称略

  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
アヴェマリアとクリ
スマスカロル

12月19日（水）午後2時／吉
祥寺美術館音楽室

石瀬
080-4627-5458

ソプラノ独唱とピア
ノ伴奏による。当日、
直接会場へ。

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
コーラスグループ
「ドリーム」／中高
年の混声合唱

毎月第1日曜／午後2時〜4
時／市民会館／慰問コン
サート年数回実施

年3000円
加藤（午後7時〜9時）
070-4227-9623

合唱曲や童謡、歌謡曲
など、幅広く楽しく歌
います。

シニアの軟式野球
チーム「西東京ク
ラブ」

毎週月・木曜／午前9時〜正
午／武蔵野中央公園

月1000円　
花村
090-3913-1883

スコアラーも募集してい
ます。

仲間あつまれ

吉　東 20日（木） ■コミュニティのつどい「平成最後の歳末にあたり…」　午後7時〜
9時／茶菓付き

吉　北
16日（日）〜 ■パソコン教室　毎週日曜（12月23日〜平成31年1月6日は休み）／

基礎編：午前10時、応用編：午後1時／1回200円、午前午後通し300円
25日（火）〜 ■歌広場　第2木曜・第4火曜／午後1時30分〜3時／軽い口の運動

をして歌いましょう

けやき

15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
イングリッシュティー、スイーツでティータイム

20日（木） ■けやきこもれびひろば　午前10時〜11時30分／0歳〜未就学児
と家族／おもちゃや手遊びで遊びましょう

22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　町
集会所 1月27日（日）

■「親子で作ろう　プラバン」　午前10時〜正午、午後1時〜3時／親
子／各8組／世界に一つのオリジナル作品ウキウキするよ／申 1月7
日午前10時から

西久保 1月19日（土）
〜20日（日）

■多摩湖往復ナイトハイク　第五中区域在住の中学生／厳寒の中、西
久保コミセン〜多摩湖往復26キロを体験／100円（保険代）／共催：
第五中PTA、青少協第五学区、関前南地区、関前コミセン／行動隊も募
集／申 窓口へ

緑　町

21日（金） ■グリーンカフェ　午後1時30分〜4時／50円（お菓子付き）

1月12日（土）■生活習慣病予防料理講習会「乳製品を活用した体が温まる食事」　
10名

1月14日（祝）■新春住民のつどい　午後2時〜4時／立食パーティー、抽選会ほか
／1000円／申 会費を添えて窓口へ

八幡町 21日（金） ■寄せ植え講習会　午後1時〜3時／10名／1500円／申 19日まで
に参加費を添えて窓口へ

関　前 22日（土） ■小さな音楽会クリスマスガラコンサート　午後2時／白瀨美枝子、
小林まゆみ、木並和彦（ピアノ伴奏）／共催：関前福祉の会

西　部 1月8日（火） ■生活習慣病予防料理講習会「手作りピザでバランス食を」　10名

境　南 1月14日（祝）■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」

担当：市民活動推進課

■生活習慣病予防料理講習会 午前10時30分／市内在住で50歳以上／指導：市協力栄養士／600
円（キャンセルの場合、実費負担の可能性あり）／エプロン、三角巾を
持参／定員に満たない場合、中止にすることがあります

　10月20日（土）・21日（日）に「地域ふれあいまつり」
を開催しました。20日は、天気にも恵まれテニスコートを利用した「子ど
も遊び」が大好評。輪投げ、シャボン玉、サッカーボール遊び、段ボール遊
び、ミニ四駆、紙飛行機など、子どもたちが大空の下で思い切り体を動か
し、楽しそうに笑って過ごしている姿を見て感動しました。子ども達も
「室内での輪投げと違い、思い切り投げられる」と嬉しそうでした。
　室内では、ペッパー君がお出迎え、おしゃべりも出来て好評でした。

緑町コミュニティ協議会コミュニティ・
レポート 地域ふれあいまつり

地区名 開催場所 日時 （  ）は点火予定時刻　【予備日】 受入日時・受入場所

第一地区 第一小 平成31年
1/8（火）

午後0時30分〜2時30分
（午後0時45分） 8日午前9時30分〜11時／第一小校庭

第二地区 第二小 1/19（土）午前10時25分〜11時30分（午前10時30分）
15日〜17日午前8時10分〜8時30分／
第二小北側下駄箱

第三地区 第三小 1/14（祝）午前9時〜正午（午前10時）
14日午前9時30分〜10時30分／第三
小正門

第四地区 第四小 1/8（火）
午後0時30分〜2時30分
（午後0時45分） 8日午前9時〜正午／第四小西門内
【1月9日（水）】午後2時45分〜

第五地区 西久保
公園 1/14（祝）午前11時〜午後0時30分（午前11時10分） 14日午前10時〜11時／西久保公園

大野田地区 大野田小 1/12（土）午前10時〜正午（午前10時15分） 12日午前9時45分〜11時／大野田小

境南地区 境南小 1/14（祝）
午前9時〜11時30分
（午前9時30分）

8日〜13日①午前9時30分〜午後5時／
境南小②午前9時30分〜午後8時30分
／境南コミセン【1/20（日）】

千川地区 千川小 1/12（土）午前10時〜正午（午前10時15分）
11日午前8時30分〜午後5時、12日午
前9時〜10時／千川小スカイライト

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

関前南地区 関前南小 1/8（火）午後1時30分〜3時30分（午後1時40分）
8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 1/19（土）午前11時50分〜午後1時（正午）
7日〜16日①午前9時30分〜午後9時／
西部コミセン②午前9時〜午後5時
／桜堤コミセン（休館日を除く）

吉祥寺東
12月28日（金）〜
平成31年1月4日
（金）

西久保 12月28日（金）〜
1月5日（土）

本宿・吉南・吉西・吉西分
館・吉北・けやき・中町集
会所・緑町・八幡町・関前・
関前分館・西部・境南・桜
堤・北ホール

12月29日（土）〜
1月5日（土）

本町 12月29日（土）〜
1月6日（日）

御殿山 工事のため1月31日（木）まで休館中
中央 工事のため12月19日（水）から休館

12
月

21日
(金) よろづ湯（吉祥寺本町1-18-9）

22日
(土)

弁天湯（吉祥寺本町2-27-13）
境南浴場（境南町3-11-8）

平成31年
1月

2日（水）弁天湯・境南浴場
3日（木）よろづ湯

■コミセン年末年始休館日

■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。お守り、破魔矢、お札などおはらいが必要な
ものは不可／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

■武蔵野吉祥七福神めぐり
　平成31年1月1日（祝）〜7日
（月）／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
寺の六社寺、七福神を巡るコース
／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ス

■武蔵野プレイス鉄道探検隊〜駅と鉄道のひみつをみつけよう
　◎JR武蔵境駅バックヤードツアー…平成31年1月26
日（土）①午前コース：午前10時〜午後1時のうち1時間
②午後コース：1時〜4時のうち1時間。同館ギャラリー・
JR武蔵境駅。小学生。各18名（超えた場合抽選。時間指
定不可）。普段見ることのできない駅の裏側を駅員さんの案内で探検／
申 1月7日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、希望コース①
②、生年月日、学年、保護者氏名も明記）で郵送または返信用ハガキを持っ
て直接武蔵野プレイス生涯学習担当へ。http：//www.musashino.
or.jp/から申込・当落確認（1月15日〜26日）可。◎展示：午前10時〜午後5
時。同館ギャラリー。鉄道模型ジオラマ展示、鉄道クイズなど／申 当日、直
接会場へ／【共通】無料／問 武蔵野プレイス生涯学習担当☎30-1901

■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名に干支せっけんをプレゼント
／問 高齢者支援課☎60-1846

■ 文化財講座 「まゆだまづくり教室」
　平成31年1月14日（祝）午前10時〜11時30分、午
後1時30分〜3時／市民会館料理室／市内在住・在
学の小学1〜3年生と保護者／各15組（超えた場合
抽選）／まゆだまづくり、石臼挽き体験／無料／
申·問 12月27日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申
込要領参照し、学校・学年、希望時間も明記）で郵送または返
信用ハガキを持って直接ふるさと歴史館☎53-1811へ。専
用フォームから申込可。

タンプラリーを実施／参拝無料／
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 商工会議所☎22-
3631（12/29〜1/3を除く平日）、
七福神めぐり本部☎090-2539-
0454（1/1〜1/7）

まゆだま飾りを作る受講者

専用フォーム


	30_1215_01
	30_1215_02
	30_1215_03
	30_1215_04
	30_1215_05
	30_1215_0607
	30_1215_08
	30_1215_09
	30_1215_10

