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人口と世帯� 《令和2年3月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万6960人（5人増）　世帯数 7万7281世帯（32減）
●男 7万405人（7人減） ●女 7万6555人（12人増）

［うち外国人住民数］3396人（18人増）
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対策のポイント ～手洗い・咳エチケット・消毒～

①石けんをつけ、手のひらをよくこする。

②手の甲を伸ばすようにこする。
指先・爪の間を念入りにこする。

③指の間を洗う。指先と手のひらをねじり洗いする。

④手首も忘れずに洗う。手洗い後十分に水で流す。

消毒
ドアノブ等の手指がよく触れる場所は、消毒剤を浸したペーパータオル
等によるふき取り消毒を行いましょう。消毒剤は次亜塩素酸ナトリウム
（製品に表示されているとおり希釈したもの）や消毒用エタノール等が
有効です。

手洗い後は、ペーパータオルや清潔なタオルでよくふきとって乾かしましょう。手ふき用タ
オルは共有せず、ペーパータオル等を使い毎回タオルを交換するか、個人用タオルを利用し
ましょう。

咳エチケット
咳をするときは口や鼻をティッシュで覆う等の咳エチケットを守り、周
りの人への感染を予防するため、マスクを着用し、人が多く集まる場所
は避けましょう。

手洗い
流水と石鹸による手洗いを頻回に行いましょう。特に外出した後や咳を
した後、口や鼻、目等に触る前には手洗いを徹底しましょう。

令和2年3月18日現在中�止

新型コロナウイルス感染症対策本部の様子

武蔵野市長

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市では、1月
31日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、
関係機関とも連携し、感染症の発症・拡大防止に取り組ん
でいます。
　これまで、市立全小・中学校の臨時休業や、公共施設の臨
時休館、市主催イベントの中止・延期を決定してきました。
市民の皆さまには、大変ご不便をおかけしておりますが、
感染症の発症・拡大防止のため、不要不急の外出をできる

だけ控えていただくとともに、手洗いや咳エチケットなど一人ひとりがで
きる感染予防対策の実施について引き続きのご協力をお願いいたします。
　市では、今後も、国、都、医療機関、関係団体と連携して、情報を共有しなが
ら、迅速かつ正確な情報発信と感染症の発症・拡大防止の取り組みに力を尽
くしてまいります。

●【感染が疑われたら】
　37.5℃以上の発熱が連続して4日以上続いている方（持病のある方は連続
して2日程度）、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方のいずれ
かに該当する場合には、必ず下記の「新型コロナ受診相談窓口」にお問い合わ
せください。
●�新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）
　　☎042-362-2334（東京都多摩府中保健所：平日午前9時〜午後5時）
　　�☎03-5320-4592（都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター：
平日午後5時〜翌日午前9時、土・日曜、祝日は終日）

◦�新型コロナウイルス感染症対策本部について／問�安全対策課☎60-1916、
健康課☎51-0700
◦�掲載の日程については、令和2年3月6日時点のものです。今後、中止となる
場合や、日程・内容が変更となる場合があります。中止や変更の情報は、各主
催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで最新の情報を確認して
ください。

新型コロナウイルス
感染症に関するお知らせ

施政方針、令和2年度予算案は6頁へ

　市では、世界保健機関（WHO）が緊急事態宣言を発表した1月31日に、新型コロナウイルス
感染症対策本部を設置しました。市民の皆さんには、手洗い・咳エチケット・消毒による感染予
防の徹底、不要不急な人混みへの外出を控えるなどのご対応に努めていただき、市や公の機関
などが発表する信頼できる情報により、冷静な対応を取られるようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に伴うイベントなどの中止・延期に
ついて
http：//www.city.musashino.lg.jp/koho/1026538.html

各施設の休業・休館などの情報について
(文化施設・コミュニティセンターなど)
http：//www.city.musashino.lg.jp/koho/1026646.html

●令和元年度市立小・中学校の卒業式などについて
　市立小・中学校は3月3日（火）から全校で臨時休業していますが、卒業式は、
卒業生および保護者に参列者を限定した上で実施します。修了式は、感染防止
に十分配慮した方法で実施します／問�指導課☎60-1898
●武蔵野桜まつり中止のお知らせ
　4月5日（日）に実施を予定していた武蔵野桜まつりは、地域住民や来場者
などの健康や安全を考慮し、開催を中止します／問�桜まつり実行委員会事
務局（生活経済課内）☎60-1832
●�令和2年度(令和元年分)個人住民税の申告受付を4月16日（木）まで延長し
ます
　3月16日（月）までは市役所802会議室、3月17日（火）からは市民税課で受け
付けます。郵送での提出も可能です。なお、所得税の確定申告書は税務署へご
提出ください／問�市民税課☎60-1823

【国・東京都の相談窓口】
●厚生労働省電話相談窓口
　　☎0120-565653（午前9時〜午後9時）
●東京都新型コロナコールセンター
　　☎0570-550571（午前9時〜午後9時）
●東京都多摩府中保健所ホームページ
　　�https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/

tamafuchu/index.html
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会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
文化施設の在
り方検討委員
会

4月1日（水）
午後7時

市役所
111会議室

10名（先着順）／本市の
文化施設についてほか

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1831

教育委員会定
例会

4月8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

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

ごみとリサイクル

回収場所／各営業時間中
Patisserie A.K Labo（中町3-28-11）
Sunmoon Flower Essence Cafe

（吉祥寺本町1-13-6）
イトーヨーカドー武蔵境店

（境南町2-2-20）

　家電製品などの電池や充電池は必ず取り
外してください。電池の取り外せない小型
家電は、本体のみ（部品や付属品は除く）危
険・有害ごみでお出しください／問 ごみ総
合対策課

＊配布：市役所案内、ごみ総合対策課、各市政センター・コミセン

有害ごみ袋（＊）か「危険・有害ごみ」と書いた透明または
半透明の袋に入れて必ず分別して指定の収集日に出して
ください

■�「第五次子どもプラン武蔵野」が
できました
　子どもに関わる施策を総合的に

■�学校施設整備基本計画を策定
　市立小・中学校施設の現状と課
題を整理し、今後の整備の基本的
事項を定める学校施設整備基本計
画を策定しました／配布：3月24
日（火）から教育企画課、各市政セ
ンター・コミセン・図書館、市民会
館、市政資料コーナー。市ホーム
ページに掲載／問 教育企画課☎
60-1972

■�「児童発達支援センターみどり
のこども館」の開設
　みどりのこども館で実施してい
る「地域療育相談室ハビット」と
「こども発達支援室ウィズ」は、4
月1日から児童福祉法に基づく市
内初の「児童発達支援センター」に
なり、「相談部ハビット」と「通園部
ウィズ」として一体化します。同セ
ンターは、障害児の通園事業や相
談事業など、地域の中核的な療育
支援施設として位置づけられてい
ます。市は、引き続き指定管理者の
（社福）武蔵野と連携・協力しなが
ら地域に根付いた施設を目指して
いきます／問 障害者福祉課☎60-
1904

■�ごみ分別案内所を開設
　3月25日（水）〜31日（火）／午前9時〜午後4時（25日は10時から）／市
役所ロビー／分別方法の案内・展示、ごみ収集開始手続きの案内、ごみ減
量の取り組み紹介など／問 ごみ総合対策課

■令和2年度版ごみカレンダーを配布しました
　「ごみと資源の収集カレンダー（通称：ごみ
カレンダー）」を全戸配布しました／お住ま
いの地区の4月〜令和3年3月の1年分のごみ
出しの曜日を記載／配布：市役所案内、ごみ
総合対策課、各市政センター／問 ごみ総合
対策課

■�狂犬病予防集合注射の実施を
　6月に延期します
　例年4月1日〜14
日で実施していた集
合注射について、新
型コロナウィルス感
染症の拡大に伴い、6月1日（月）〜
14日（日）（予定）に延期します。な
お、4月以降に各動物病院で個別
に注射をする際の費用などについ
ては、各病院に問い合わせてくだ
さい／◎犬の散歩はルールを守っ
て：犬をリードできちんとつなぎ、
もし散歩中にオシッコをしたらす
ぐに水で流し、ふんをしたら家ま
で持ち帰ることが飼い主の責任で
す。気持ちよく暮らせるよう、ルー
ルを守りましょう／問 環境政策
課☎60-1842

■新型コロナウイルス感染症の影響に関する
　中小企業・小規模事業者の相談・支援
　同感染症の影響で経営悪化、またはその恐れがある中小企業・小規
模事業者の相談窓口や融資などについての情報を市ホームページに
掲載しています／問 生活経済課☎60-1832
〇セーフティネット保証：同感染症の影響で売上高などが一定程度
減少したなど所定の要件を満たすと、融資のための信用保証協会一
般保証とは別枠の保証を受けることができます。
〇東京都新型コロナウイルス感染症対応緊急融資制度：都
が信用保証料の全額を補助します。

■�4月1日から、三鷹駅北口に閉鎖
型喫煙所を設置します
　受動喫煙防止の推進とまちの美
化のため、閉鎖型喫煙所を設置し
ます／場所：三鷹駅前北口駐車場
内／利用可能時間：月〜土曜（祝
日、年末年始を除く）午前7時〜午
後7時／詳細は市ホームページ参
照／問 ごみ総合対策課☎60-
1802

とりまとめた「第五次子どもプラ
ン武蔵野（令和2年度〜6年度）」を
策定しました。子どもが希望を持
ち健やかに過ごし、子育て家庭が
安心して地域で子育てを行うこと
のできる「子ども・子育てを応援す
るまち」の実現を目指します／配
布：子ども政策課・市政資料コー
ナー、各図書館。市ホームページに
掲載／詳細は市報4月1日号に掲
載予定／問 子ども政策課☎60-
1851、sec-kodomo�
seisaku@city.musa�
shino.lg.jp

■�午後10時〜午前8時30分の出
生届、死亡届について
　4月1日から、午後10時〜午前8
時30分に当直室に両届出を行っ
た場合には「出生届出済証明」、「火
葬許可証」の即時交付を行いませ
ん。「出生届出済証明」は、住民登録
のある住所に後日郵送します。「火
葬許可証」は午前8時30分以降に
交付しますので、取りに来てくだ
さい／問 市民課☎60-1840

■�防災情報マップ・浸水ハザード
マップ全戸配布のお知らせ
　配布：3月19日以降順次／防災
情報マップを更新するととも
に、水防法の改正により「浸水ハ
ザードマップ（旧：浸水予想区域
図）」の改定を行いました。市の
浸水ハザードマップは、東京都
が改定した浸水予想区域図を基
に作成しています／問 防災課☎
60-1821

■�消防団第4分団詰所改築工事が
終了しました
　移転先から戻り、吉祥寺北町
1-19-1で稼働開始しています／
問 防災課☎60-1820

■�中央市政センターで
　臨時の休日窓口を開設
　3月29日、4月5日（日）／午前9
時〜午後4時／住民異動届（転入・
転出・転居）、住民票の写し、印鑑証
明書、戸籍（現在・除籍・改製原・附
票）などの証明書の発行、印鑑登
録・廃止、戸籍届出など。＊市税な
どの納付など、一部取り扱いでき
ない業務があります。3・4月は大
変な混雑が予想されますので、時
間に余裕を持ってお越しください
／問 中央市政センター☎56-
3800

■�賞味期限切れ・使用済み食用油
の回収窓口の変更について

　環境政策課での廃食用
油回収を終了します。以下
の回収場所やごみ総合対
策課が2カ月に1回実施し
ている廃油回収を利用し
てください。詳細は市ホームペー
ジ参照／問 環境政策課☎60-
1841

■�中町自転車保管場所の閉鎖について
　5月31日（日）をもって閉鎖しま
す／4月1日（水）から吉祥寺駅、三
鷹駅北口周辺で撤去した放置自転
車は、関前自転車保管場所（関前
4-14）へ移送されます／問 交通対
策課☎60-1860
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区分 職種 試験方式 資格要件 採用
予定者数

上級

一般事務
一般方式

平成2年4月2日〜11年4月1日生まれ 30名程度
WEB試験方式

一般事務
［障害者採用］ 教養試験

昭和55年4月2日〜平成11年4月1日生まれ／
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている方／児童相談所な
どにより知的障害者であると判定された方／
通常の勤務時間（原則1日7時間45分、週38時
間45分）に対応できる方

若干名一般技術（土木）

専門試験

昭和59年4月2日〜平成13年4月1日生まれ

一般技術（建築） 昭和59年4月2日〜平成13年4月1日生まれ

一般技術（電気） 昭和59年4月2日〜平成13年4月1日生まれ

保健師
昭和55年4月2日〜平成11年4月1日生まれ／保
健師資格を有する者（令和3年4月までに取得予
定を含む）

講習
プログラム

リーダー講義 リーダーの役割や子どもとの接し方について学ぶ
救急法 救急時の対応や心肺蘇生法などを学ぶ
デイキャンプ講習 「薪割り」「野外炊事」「テント張り」などの野外実習

体験
プログラム

「ジャンボリー」
サブリーダー むさしのジャンボリーにサブリーダーとして参加

保育体験 保育園で手伝いをしながら、子どもと触れ合う
各種ボランティア 市や団体主催のイベントでのボランティア

そのほか、各種行事に参加（別途通知）

3月のお知らせ
■�選挙人名簿登録者数（3月定時登録）
　3月2日現在の登録者数は、男5万
8485人、女6万5208人、計12万3693人
です。また、在外選挙人名簿の登録者数
は、男206人、女219人、計425人です／
問 選挙管理委員会事務局☎60-1893

■�商工会館　7月分申込
　市民会議室、会議所会議室：4月7日
（火）／午前9時30分までに申込書提出
（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

対象
①20歳以上の市内または近隣市区在住の方②秘密を守り責任を持って仕事が
できる方③健康で体力に自信のある方④警察・選挙事務に直接従事していない
方⑤暴力団員そのほかの反社会的勢力に該当しない方

人数 約700名
身分 非常勤の国家公務員（調査員証を交付）

職務内容
8月中旬〜10月下旬
①説明会出席②担当調査区巡回と要図の作成③調査票の配布と世帯一覧作成④
回答確認リーフレットの配布と調査票の回収⑤調査票などの整理と市への提出

報酬 2調査区（150世帯前後）担当の場合：約7万円（調査区によって異なる）

申
Eメールまたは直接総務課sec-soumu@city.musashino.lg.jp
へ。市ホームページから申込可。＊4月中に市役所で面接および必
要書類記入。結果は5月中旬以降に連絡。

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

指
導
課

市立小学校
理科授業
パートナー
若干名

小学校高学年の理科指導において、T2と
して教員と共に指導。教材・教具の準備・片
付け・理科室の整備／小学校全科教員免許
を有し理科教育に関する知識や経験のあ
る方、または中学校理科または高等学校理
科の教員免許を有する方

5月1日〜／週2・3日予
定／市立小学校／時給
2000円／交／社保・雇
保・共済会の加入なし

書類審査、
面接（日程は
応相談）／書
類審査通過
者のみ連絡

申·問 市販の履歴書（写真貼付）・教員免許の写しを郵送または直接〒180-8777指導課☎60-
1897へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

開
発
公
社

一般事務全般
若干名
契約職員

総務・会計事務およ
び所有施設の管理運
営に関わる事務全般
の補助／短大卒業以
上の方

6月1日〜令和3年3月31日（更新または
正職員への登用の可能性あり）／午前8
時30分〜午後5時15分（週休2日制）／
月額25万円／詳細は同公社ホームペー
ジ参照／交

書類審査、
面接（複数回）／
書類審査通過者
のみ連絡（4月
中旬）

申·問 3月31日（火）までに履歴書（写真貼付、Eメールアドレスを明記）を郵送で開発公社☎22-
0381（〒180-0004吉祥寺本町1-13-11メアリヒト吉祥寺ビル7階）へ

■市の会計年度任用職員の募集
会計年度任用職員とは…身分は非常勤一般職の地方公務員。地方公務員法などの改正に伴い、令和
2年4月から新たに創設され、現在の嘱託職員や臨時職員の制度が会計年度任用職員制度に移行す
る／特に記載のないものは4月1日〜令和3年3月31日（条件付採用期間あり・勤務成績が良好な場
合に限り、選考のうえ再度任用される場合あり）、社会保険・雇用保険・共済会（互助会）加入あり／
期 期末手当あり／交 交通費あり（上限あり）／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／提出書類の返却不可、結果は合否に関わらず通知／地方公務員法第16条
に規定する欠格条項に該当する方は受験できません

特に記載のないものは4月1日〜令和3年3月31日（試用期間なし。再度任用の可能性あり）、社会保
険・雇用保険加入あり／期 期末手当あり／交 交通費あり（上限あり）／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／提出書類の返却不可、結果は合否に関わらず通知

■関係団体の嘱託職員などの募集

■�中学生・高校生リーダー養成講座　参加者募集
　4月〜令和3年3月／市内在住・在学の中学・
高校生／下記ボランティア活動や「むさしの
ジャンボリー」のサブリーダー希望者は一定
の講習会が必修／ボランティア活動を通じ
て、自分の可能性にチャレンジ／講習会修了
者は来年度以降も中学生・高校生リーダーと
してプログラムに参加可能／申·問5月13日
までに児童青少年課☎60-1853へ。

◎中学・高校生がボランティア活動をできる場を募集中：現在約360名の
中学生・高校生リーダーが知識や経験を生かしてボランティアとして活
動中です。地域のお祭りやイベントなどに協力できる機会、活躍の場を募
集しています／問 児童青少年課☎60-1853

■�令和3年度採用市職員募集
　試験案内：3月15日（日）から市ホームページに掲載。市
役所案内・人事課、各市政センター・図書館、市民文化会
館、総合体育館、市民会館、スイングホール、吉祥寺シア
ター、武蔵野プレイスで順次配布。各施設へは開館日・時間を確認の上お越し
ください／申込期間：4月2日（木）午前9時〜16日（木）午後5時／活字文によ
る出題および口述試験に対応できる方で以下の条件を満たす方
／受験資格、申込方法、試験方式、試験日などの詳細は市ホーム
ページ、試験案内に掲載／問 人事課☎60-1810

◎職員採用PR動画・パンフレットを作成しました
　市の魅力や、市職員として働くことの魅力を伝えるため、職員
採用PR動画、パンフレットを作成しました。市役所の仕事内容や
職員の働き方を紹介しています。

■�ハバロフスク自然交流使節団に参加する中学・高校生を募集
　8月11日（火）〜18日（火）／ロシア・ハバロ
フスク市／市内在住・在学の中学・高校生／
20名／ホームステイ2泊、キャンプ、川遊び、
星空観察など。事前研修：4回（6〜8月）。報告
書編集会議：8月30日（日）午前。報告会：8月
31日（月）夜／10万4500円（予定）／申·問 4
月1日〜27日午後5時（必着）までに申込書（説明会会場、市内公共施設で
4月1日から配布、市ホームページから印刷可）を郵送または直接〒180-
8777児童青少年課☎60-1853へ。
◎青少年海外交流事業説明会：4月17日（金）午後7時〜8時／市役所811
会議室／事業の説明会、個別質問／申 当日、直接会場へ／問 児童青少年
課☎60-1853

■�令和2年国勢調査の調査員を募集します
　10月1日を調査期日として、全国一斉に実施
する国勢調査の調査員を募集します。国勢調査
は、すべての人と世帯を対象に5年に1度実施す
る重要な統計調査で、調査の結果は、福祉、生活環境整備、災害対策などさ
まざまな施策の計画策定などに利用されます／問 総務課☎60-1808

■�非核都市宣言平和事業実行委員（大学生）を募集
　4月〜令和3年3月／市内在住・在学の大学生（4月に入学予定者含む）／
若干名／会議：月1回程度（平日夜間）／実施事業：憲法月間記念行事・夏
季平和事業・平和の日事業の運営など／委員会1回につき交通費として
1000円支給／申·問 3月27日（必着）までにハガキ・Eメール（申込要領参
照し、年齢、志望動機、希望する活動も明記）または直接〒180-8777市民活
動推進課☎60-1829、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。



スポーツ

多くの市民が使いやすくなる
駐輪場利用体系の見直し

　平成30年度東京都調査では、駅
周辺への自転車乗入台数は、東京
都内約600の鉄道駅の中で三鷹駅
が最も多く、吉祥寺駅が2位、武蔵
境駅が9位となっています。一方
で、平成3年度の総務庁調査では、
吉祥寺駅周辺の放置自転車台数が
約4000台あり全国ワースト1位
になるなど、駐輪場整備を含む放
置自転車対策は市の最重要課題の
1つでした。
　市は駐輪場の整備を順次進め、
武蔵境、三鷹、吉祥寺の各駅周辺の
民間の駐輪場を含む自転車の収
容台数と、放置自転車を含む停留
台数を比較すると、収容台数の方
が多い状況までに改善してきまし
た。しかし、曜日や時間帯、天候、ま
た自分が停めたい場所に空きがあ
るかといった面で見ると、まだ課
題があるといえます。例えば、駐輪
場利用は定期利用と一時利用に分
けて利用区分が決まっています
が、定期利用では、通勤通学に駐輪
場を利用したいが、希望者が多い
ため、使えない待機者がいる状況
であり、一時利用では、駅周辺に
買い物に来たが、時間帯や天候に
よっては、満車で駐輪できないと
いったことが起きています。
　市は自転車の収容台数を増やす
ため、さまざまな取り組みを行っ
ています。公共の土地は限られて
おり、用地取得が望めない場合に
は、既存の駐輪場の立体化を行う
など有効活用を進めています。駅
周辺で行われる一定以上の民間の

開発の場合は、
駐輪場を設ける
ように条例で定
めており、また、
民営駐輪場を設置する際には補助
金を出す制度もあります。また、民
間の土地に市の駐輪場を設けてい
る場合は、土地の活用は民間の意
思に委ねられているので、駐輪場
として使えなくなるケースもあ
り、できるだけ恒久的な用地を確
保していく方針としています。一
方で、駐輪場利用の利便性を高く
するために、市内3駅周辺の一時
利用できる公共の駐輪場の利用状
況の情報を、スマートフォンやタ
ブレット、パソコンから確認でき
るシステムも利用できるように
なっています。
　現在、平日の利用率が9割を超
え、休日が約8割の一時利用と、平
日でも7割、休日になると4割を切
る定期利用の台数バランスを再考
するなど、駐輪場利用体系の見直
しを行っており、本年4月から新
たな自転車等総合計画がスタート
します。昔に比べて、放置自転車が
少なくなり、駅周辺がスッキリし
て安全になってきました。駐輪場
に関しても、より多くの人が利用
しやすい運用が望まれています。
（取材協力：交通対策課／執筆者：
小町友則）
問 ○記事で紹介した内容につい
ては交 通 対 策 課 ☎ 60-1860○
CIMコラム全般については市政
資料コーナー☎60-1809

体 総合体育館
申 当日会場で申し込み

ソシアルダンス 4/12（日）午後1時／体 ダンス室／スタンダー
ド、ラテン 10円

申 直接体育協会で申し込み

水泳 5/17（日）午前9時30分／温水プール／小学生以上／申 3/17〜4/16 10円

バドミントン
男子複・女子単 4/12（日）午前9時／体 メインアリーナ／中学

生以上／申 3/17〜28 10円
女子複・男子単 4/18（土）

バレーボール

9人制男女 5/9（土）
午前9時／体 メイン・サブアリーナ／
高校生以上／主将会議：4/16（木）午
後7時体 大会議室／申 3/17〜4/14

180円
6人制男女・混合

4/26（日）ソフトバレーボー
ル混合・レディー
ス

100円

卓球 5/3（祝） 午前9時／体 メインアリーナ／小学
生以上／申 4/2〜14 10円

弓道 中学生以上 4/19（日）午前9時30分／体 弓道場／的前経験
者／申 3/15〜4/3 10円

ふなつり 16歳以上 4/19（日）
午前5時45分市役所発〜6時三鷹駅北
口発〜6時10分吉祥寺駅南口発／茨
城県稲敷上之島新川周辺／40名（申
込順）／初心者歓迎／申 4/4〜10

1500
円

申 ハガキ（3頁の申込要領参照し、テニス・シングルスは種目も明記）で申し込み

テニス・
シングルス

男女A
5/31（日）

午前9時／庭球場／16歳以上／予備
日：6/7・14（日）／ドロー配布5/9〜
16に体育協会へ／種目A：昨年大会A
クラスでベスト8以上か自己推薦およ
びBクラスでベスト4以上、B：それ以
外／申 3/28〜4/18（消印有効）

1人
1日
10円

ベテラン男子
（60歳以上）
男女B 5/17（日）
男女B勝ち残り 5/24（日）

教室名 日程 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費
はじめてのインラ
インスケート 4/11〜5/16 土 午前10時

〜11時30分 5 未経験者 20名 3560円
出張開催スポーツ
教室ジュニアHIP
HOPダンス

5/7〜6/25 木 午後5時〜6時 8 初心者・初級者 30名 3260円

ジュニア剣道①
5/13〜7/8 水

午後3時30分
〜4時30分

各9
初心者

各
30名

3120円

ジュニア剣道② 午後4時45分
〜6時 経験者 3570円

ジュニア器械運動 午後4時〜5時 初心者・初級者 5150円

　東京2020大会期間中は、世界中・日本中から延べ1000万人以上の
人々が東京を訪れ、競技前後の時間帯に鉄道や道路の混雑が予想さ
れます。大会期間中の交通混雑に備え、今から計画的な準備をお願い
します。

大会期間中の交通対策

ご協力をお願いしたいこと

お問い合わせ

大会期間中は以下のような交通対策が実施されます。ご理解とご協力をお願
いします。
●進入禁止エリア（会場周辺）や大会関係車両専用レーンなどの設置
●高速道路における交通量の調整（交通状況に応じた入口閉鎖など）

●生活用品の買い置き　●大会期間を外した宅配（早めのお中元など）
●時差出勤　●テレワーク　●計画的な休暇の取得
●混雑するルート・時間の回避

東京都オリンピック・パラリンピック準備局輸送課☎03-5320-7732
大会期間中の交通対策について：東京2020組織委員会☎0570-09-2020

2020TDM混雑緩和のためのご協力を特にお願いしたい期間
7月20日（月）〜8月10日（祝）　8月25日（火）〜9月6日（日）

東京2020大会期間中の交通混雑緩和にご協力をお願いします

■市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／詳細はhttp://musashino-taikyo.jp/参照
／問 体育協会☎55-4119 

■障害者スポーツ教室「ポールエクササイズ」
　4月18日（土）午前10時〜11時30分／陸上競技場（雨天時、総合体育館
軽体操ダンス室）／障害者手帳を持つ15歳以上の方（妊婦、中学生を除
く）／15名（超えた場合抽選）／300円／申·問 3月31日（必着）までにハ
ガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、年齢、生年月日、障害名・等級、介
助者の有無［必要な場合は同伴］も明記。FAXは要受信確認）または所定
の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館☎56-2200、FAX51-
5493へ。https://www.musashino.or.jp/から申込可。

■東京2020オリンピック聖火リレー　市聖火リレーボランティア募集
　7月17日（金）夕方4時間程度、6月に事前説明会あり／市内聖火リレー
ルート、セレブレーション会場（陸上競技場）（予定）／市内在住・在勤・在
学または市内で活動する団体に所属している高校生以上の方／200名程
度（超えた場合抽選）／市内を走行する聖火リレーの運営にご協力いただ
くボランティアを募集します／申込用紙：市役所案内・企画調整課オリン
ピック・パラリンピック担当、各市政センター・図書館、総合体育館で順次
配布（各施設へは開館日・時間を確認の上お越しください）。市ホームペー
ジから印刷可／詳細は市ホームページ参照／申·問 3月15日午前9時〜4
月15日午後5時（必着）に申込用紙を郵送・ファクス・Eメール
または直接〒180-8777企画調整課オリンピック・パラリン
ピック担当☎60-1970、FAX51-5638、seika@city.musas
hino.lg.jpへ。

■小学生向けスポーツ教室
　1人1教室（重複申込は落選）／総合体育館（出張開催ス
ポーツ教室は第二小［境4-2-15］）／定員を超えた場合抽選
／申·問 3月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込
要領参照し、子の氏名、生年月日、在学者は学校名・学年も明
記。FAXは要受信確認）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合
体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。https://www.musashino.or.jp/
から申込可。



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（4月）
　月曜（6日・13日を除く）・火・水曜（1日・15日・29日を除く）・木曜：午前9時〜午後1時
／1時間（660円）以上30分（330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。
○陸上競技場芝生スタンドの無料開放
　桜の開花時期における陸上競技場芝生スタンドの無料開放の実施状況の詳細は
https://www.musashino.or.jp/参照／問 総合体育館☎56-2200

◎「自然の村直行バス運行」1泊2日で自然の村へ
5月30日（土）午前8時三鷹駅北口出発〜31日（日）午後5時解散／貸切バス使用（係員同行）
／自然の村（長野県川上村）宿泊／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）／30日清里、31日川上村山菜まつり会
場へ／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、https://www.musashino.or.jp/

子 ど も
■認可外保育施設入所児童の保護者に保育助成金を支給
　東京都認証保育所を利用している保護者に保育助成金
（令和2年1月〜3月分）を支給／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③160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／交付額：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 3月31日（必着）までに子ども育成課
☎60-1854へ。

■新小学1年生は◯乳医療証を◯子医療証に切り替えます
　小学校入学に伴い、◯乳乳幼児医療証を交付していた児童
に4月から有効の◯子義務教育就学児医療証を3月13日（金）
に発送しました（手続き不要）。医療証の負担者番号・受給
者番号が変更となるため、4月からは◯子医療証を医療機関
などに提示してください（◯乳医療証の有効期限は3月末。要返却）／生活
保護を受給している場合は医療扶助が優先のため◯子医療証は使えませ
ん。必ずご連絡ください／問子ども家庭支援センター☎60-1852

■令和元年度市外の私立幼稚園の無償化の請求について
　①②に該当する方は、請求書（様式あり）の提出が必要です／市外の私
立幼稚園に通園し①令和元年10月以降の無償化の費用について償還払
い（保護者が保育料を園に1度納付し、市から無償化分を返金）を選択し
ている幼稚園の保護者②2号認定を受け預かり保育を利用している方／
市内の幼稚園に通園している市民、1号認定のみ受けており市外の代理
受領（園が保護者の代わりに無償化分を受領）を選択している幼稚園に通
園している方は提出不要／詳細は市ホームページ参照／＊2号認定を申
請していて結果通知が届いていない方は至急子ども育成課まで連絡して
ください／支払いは5月中旬を予定／申·問 3月19日（消印有効）までに
請求書（各園、子ども育成課で配布。市ホームページから印刷可）を子ども
育成課☎60-1854へ。

■友好都市ロシア・ハバロフスク市青少年絵画コンクール作品募集
　市内在住・在学・在園の5〜15歳の方／作品形式：A3
判（縦・横いずれも可、額縁なし）、画材自由、切り絵・は
り絵も可／作品テーマ「私の街」／応募作品は児童青少
年課からハバロフスク市へ送付／申·問 4月20日まで
に、作品（裏面右下にローマ字表記で作品名、氏名、年齢、学校名・園名、国
名、都市名を明記）を郵送または直接〒180-8777児童青少年課☎60-
1853へ。

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歳児対象事業は令和2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（日）（吉祥寺は17日［火］）午前9
時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／4月10日（金）・30
日（木）／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／4月20日（月）午
前10時30分〜11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば
吉祥寺：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月1日（水）・11日
（土）・21日（火）／午前10時30分〜11時15分／1歳と親
はらっぱ：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月1日（水）・21日
（火）／午前10時30分〜11時15分／1歳と親

不
要�

2歳3歳ひろば
吉祥寺：紙粘土で遊ぼう／4月16日（木）午前10時〜10時45
分／2〜3歳児と親／15組／汚れてもよい服装
はらっぱ：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月16日(木)午前
10時〜11時／2〜3歳児と親／15組

◎�

手作りおもちゃの会
ぐるりん：ビー玉で歩く!カメさんをつくろう／4月14日（火）
〜18日（土）／受付午前10時30分〜午後3時30分／ビー玉
と輪ゴムの仕掛けで動くおもちゃ作り

不
要

coco（0歳）コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／4月14日・21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・プレパパとあかちゃんのひろば／coco
コースのあかちゃん・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：見合いこっとでこどもの日の飾りを作ろう！／4
月15日・22日（水）(両日同内容）／午前10時〜10時45分／1
歳と親／各10組

◎

nico（2歳）コース いこっと：親子でこどもの日の飾りを作ろう／4月17日（金）
午前10時〜10時45分／2・3歳と親／12組 ◎

幼稚園・連絡先 事業 日程・対象 申

武蔵野相愛幼稚園
吉祥寺南町2-31-4
☎43-5260

たまごの会
（春）

4月15日（水）午後1時30分〜2時30分／2
歳以上の未就園児と保護者／20組／無料

☎
4月6日〜

たまごの会
（親子クラス）

4月22日（水）午後1時30分〜3時／令和3
年度年少組入園対象児と保護者／10組／
500円（教材・おやつ代）

☎
4月16日〜

けやき幼稚園
西久保1-49-4
☎52-2186

春に遊ぼう
（親子遊びな
ど）

4月8日（水）午後1時〜2時／2・3歳児と保
護者／25組／上履きを持参／年間予定紹
介あり

☎

園庭開放 4月9日・23日・30日（木）／午後2時20分〜
3時20分／雨天中止／未就園児と保護者 不要

ミニ見に
シアター

4月22日（水）午後1時〜2時／2・3歳児と保
護者／20組／上履きを持参／1人100円 ☎

聖泉幼稚園
西久保3-13-5
☎53-3374

園庭開放 4月22日（水）午後2時〜3時／未就園児と
保護者／20名 不要

みやま幼稚園
緑町1-6-22
☎51-6029

あそびの会
（園庭開放）

4月15日（水）午後1時30分（受付）〜3時／
平成29年4月2日〜30年4月1日生まれの
未就園児と親／50組／上履きを持参 ☎

3月16日〜てくてくひろ
ば（あそびの
広場開放）

4月24日（金）午前10時〜11時／平成30年
4月2日〜31年4月1日生まれの未就園児と
親／10組（申込順）

幼稚園 上履きを持参とあるものは親子とも／申·問�各園

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学児と親／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

4500人突破

●スマートフォンやパソコンで利用できる
●市からのお知らせやイベント情報がEメールで届く
●保育施設・幼稚園・認定こども園などの情報が確認できる
●予防接種のスケジュールが管理できる　　など

問 子ども政策課☎60-1239



「むさしの エコ  re ゾート／MUSASHINO eco reSort」
  （呼称：むさしの  えこ  りぞーと）  に決定！

　多くの皆さんからのアイデアを募るため、学生や一般公募・無作為抽出された方など対象者を変えて、3回のネーミング
ワークショップを行いました。環境啓発施設をイメージする絵をグループで描き出し、それぞれの絵に合う施設の名称を複
数考え、ワークショップ参加者間で投票していただきました。その結果、最多得票の「reゾート」を採用し、地名の「むさし
の」、環境啓発をイメージする「エコ」を加えた「むさしの エコ reゾート」に決定しました／問 環境政策課環境啓発施設開設
準備担当☎54-1221

   名称の意味・由来

　「リゾート」は、「再び」「さらに」「新たに」を意味する「re」と、フランス語で
「出掛ける」という意味を持つ「sortir（ソルティール）」の略である「sort」を合
わせたもので、「何度も通う場所」のことです。
　ひとつの木が育って雑木林のような場となり、多くの人が何回も訪れ、集
まってくる温かいイメージや、危機的な環境を守る「最後の砦」というワーク
ショップ参加者からの提案が本施設のコンセプトに合致しました。

   施設の概要

　市役所北側の旧クリーンセンターをリノベーション
して整備しています。クリーンセンターと連携し、さま
ざまな環境のことを学び、体験できる施設を目指して
います。どなたでも利用できますので、開館後ぜひお越
しください。

環境啓発施設
（エコプラザ）
の名称が

決まりました 11月開館

施 政 方 針

市政運営の基本的考え

多様性を認め合う
支え合いのまちづくり

　一人ひとりの生き方や価値観の多様
化が進む中、自分と違う他者を知り、違
いに気付き認め合うことが、支え合いの
まちづくりにつながります。全ての市民
が、その年齢、性別、国籍、文化、障がいの
有無などにかかわらず、住み慣れた地域
で、本人の意思に基づいて安心して生活
が続けられるよう、保健、医療、福祉、教
育などの地域生活に関わるあらゆる組
織と人が連携した、継続的かつ体系的な
支援を行ってまいります。高齢者、子ど
も、障がい者をはじめ、全ての人が包摂
され、一人ひと
りの多様性が
認められる、支
え合いのまち
づくりを推進
します。

未来ある子どもたちが　希望を持ち
健やかに暮らせるまちづくり

　全ての子どもは、一人ひとりの個性

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年となりました。この
大会を契機として、多様性を認め合う共生社会を目指し、市政をさらに前進させて
まいります。
　新年度からの10年間の計画となる第六期長期計画を策定しました。これからも
「市民自治」を原則として、長期計画に基づく計画的な市政運営を行ってまいります。
　昨年はたび重なる台風により各地に甚大な被害がもたらされました。今後も地
球温暖化が進んだ場合、自然災害がさらに増加すると予測されます。一人ひとりが
環境問題を自らの問題として捉え、環境に配慮した行動を実践することが必要不

に応じた、健やかな成長が保障されな
ければなりません。子どもは基本的人
権を持つ存在であり、子どもの最善の
利益を第一に考えることを前提とし
て、家庭や学校や地域、あらゆる場面に
おいて、子どもの命を守り育まなけれ
ばなりません。未来にわたって子ども
の尊厳と権利が尊重され、行政や学校、
家庭や地域における各々の役割を明確
化するために、子どもの人権の条例化
について、現
状に鑑み、よ
り進んだ対応
を行ってまい
ります。

コミュニティを育む
市民自治のまちづくり

　より良いまちづくりには、一人ひと
りが思い、行動すること、他の人や地域
とつながり、共に行動すること、市と市
民とが情報を共有して、市政への市民
参加が保障され、協働で様々な公共的
課題に取り組んでいくことが重要で

す。時代の変化とともにコミュニティ
の形態は多様化していますが、市民自
治の基盤であるコミュニティの重要性
に変わりはありません。今後も地域の
実情に即した支援を継続し、コミュニ
ティのさらなる活性化を図り、市民自
治を発展させていきます。

このまちにつながる誰もが　住み・学び・
働き・楽しみ続けられるまちづくり

　武蔵野市には、人や企業、団体、自然
など、「宝物」といえる様々な資源があ
ります。市内では日々、特色ある活動
が様々な人たちの手によって継続し
て取り組まれており、魅力的なまちづ
くりが行われていることを実感しま
す。
　様々な市内の活動に光をあてて皆様
に知っていただくこと、市民同士がつ
ながり、新た
な価値を創造
するプラット
フォームとな
ることなど、
市の役割を果

たしてまいります。

限りある資源を生かした
持続可能なまちづくり

　昨年の各地の台風被害から、地震
だけではなく台風による停電や断
水、内水氾濫による浸水などの被害
がもたらされることを教訓としなけ
ればなりません。市民生活に大きな
影響を与えるインフラ整備を計画的
に行い、安全で安心な市民生活を提
供することが行政の大きな役割で
す。全ての資源は有限であるからこ
そ、様々な事業に優先順位を付けて、
計画的で持続可能な財政運営を維持
してまいります。

　新たな長期計画に掲げる「誰もが
安心して暮らし続けられる　魅力と
活力があふれるまち」を目指し、果敢
に挑戦する気概を持って、今この瞬
間を大切に、命を大切に、市民の皆様
と共に未来に向かって進んでまいり
ます。

テンミリオンハウス

あかちゃんのひろば

むさしのあったかまつり

　令和2年市議会第1回定例会が始まり、松下市長が新
年度の施政方針を表明しました。現在は、「誰もが安心
して暮らし続けられるまちへ　新たな時代へ挑む予
算」と位置付けた予算案の審議が行われています。施政

方針の概要とともに、新年度の予算案と主な事業について紹介します／問 企画調整課☎60-1801

安心して暮らし続けられる
魅力と活力があふれるまち
誰もが安心して暮らし続けられる
魅力と活力があふれるまちへ

可欠です。本年11月の開設を目指す環境啓発施設は、環境に関する学びや行動を
支える施設とし、持続可能な社会の発展を目指して、武蔵野市から全国、そして世
界に向けて発信してまいります。
　新型コロナウイルス感染症について、市では武蔵野市新型コロナウイルス感染
症対策本部を設置しました。国や都の情報を収集し、保健所や医師会、感染症指定
病院である武蔵野赤十字病院などと連携を取りながら、市として必要な対策を講
じます。
　本年は戦後75年の節目の年です。平和な世界を築いていくためには、過去と向
き合い、その歴史の中から学ぶ必要があります。戦争の悲惨さと平和の尊さを次世
代に伝えていくため、引き続き平和事業に取り組みます。



特
集

MUSASHINO CITY 7令和2年3月15日号No.2140

この特集に関するお問い合わせは、財政課☎60-1803へ

区　分 令和2年度 令和元年度 増減額
市 税 410億8910万円 410億5760万円 3150万円
国 庫 支 出 金 94億1889万円 90億9187万円 3億2702万円
都 支 出 金 81億9997万円 76億1544万円 5億8453万円
地方消費税交付金 33億8600万円 25億6400万円 8億2200万円
使用料及び手数料 15億4687万円 15億9800万円 △5113万円
繰 入 金 11億0436万円 26億6271万円 △15億5835万円
そ の 他 29億1781万円 33億7638万円 △4億5857万円

区　分 令和2年度 令和元年度 増減額
民 生 費 316億9821万円 308億4894万円 8億4927万円
総 務 費 98億4607万円 89億3415万円 9億1192万円
教 育 費 82億2197万円 84億1532万円 △1億9335万円
土 木 費 63億8162万円 69億6756万円 △5億8594万円
衛 生 費 60億2655万円 75億0275万円 △14億7620万円
消 防 費 23億6256万円 23億1827万円 4429万円
公 債 費 17億0917万円 16億7352万円 3565万円
そ の 他 14億1685万円 13億0549万円 1億1136万円

区　分 令和2年度 令和元年度 増減額
扶 助 費 183億6297万円 168億4380万円 15億1917万円
物 件 費 167億2077万円 165億6650万円 1億5427万円
人 件 費 105億4868万円 97億8130万円 7億6738万円
補 助 費 等 87億3434万円 74億8947万円 12億4487万円
投 資 的 経 費 56億7324万円 87億0645万円 △30億3321万円
繰 出 金 51億3542万円 61億6360万円 △10億2818万円
公 債 費 17億0917万円 16億7352万円 3565万円
そ の 他 7億7841万円 7億4136万円 3705万円

●会計別予算額●
会計名 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率

一 般 会 計 676億6300万円 679億6600万円 △3億0300万円 △0.4％
下 水 道 事 業 会 計 －  27億4984万円 △27億4984万円 皆減＊
国民健康保険事業会計 129億1787万円 130億1816万円 △1億0029万円 △0.8％
後期高齢者医療会計  38億5424万円  37億4842万円 1億0582万円 2.8％
介 護 保 険 事 業 会 計 119億8852万円 115億5556万円 4億3296万円 3.7％

●水道事業会計予算額● ●下水道事業会計予算額●
区　分 令和2年度 令和元年度 令和2年度 令和元年度

収 益 的 収 入 37億2955万円 37億0661万円 30億9807万円 ――
収 益 的 支 出 36億7551万円 36億6984万円 30億4804万円 ――
資 本 的 収 入 3億2559万円 7230万円 8億1711万円 ――
資 本 的 支 出 18億8526万円 10億0292万円 12億1094万円 ――

●一般会計　歳入●

●一般会計　歳出　〜目的別（予算を行政目的によって分類したもの）● ●一般会計　歳出　〜性質別（予算を経済的性質によって分類したもの）●

市税（60.7％）
個人市民税、
固定資産税など

国庫支出金（13.9％）
国からの負担金、補助金など

都支出金（12.1％）
都からの負担金、
補助金など

地方消費税交付金（5.0％）
地方消費税に係る都からの交付金

使用料及び手数料（2.3％）
ごみ処理手数料、道路占用料など

繰入金（1.6％）
基金の取崩しなど

歳入
676億6300万円

その他（4.4％）
市債（市の借金）、
繰越金など

民生費（46.8％）
高齢者、
児童の福祉など

衛生費（8.9％）
ごみ処理、環境政策、
病気予防など

教育費（12.2％）
学校、生涯学習、
スポーツ振興など

土木費（9.4％）
道路、公園の整備など

消防費（3.5％）
消防、防災など

公債費（2.5％）
市債（市の借金）の返済など

その他（2.1％）
議会費や商工費など

総務費（14.6％）
庁舎管理、文化振興など

歳出（目的別）
676億6300万円

物件費（24.7％）
物品費、光熱水費、
委託料など

投資的経費（8.4％）
道路や学校などの
施設整備など

人件費（15.6％）
職員給与、
議員報酬など

繰出金（7.6％）
特別会計などに繰出す
負担金

公債費（2.5％）
市債（市の借金）の返済など

その他（1.2％）
維持修繕、貸付金、積立金など

扶助費（27.1％）
福祉、医療給付費など

補助費等（12.9％）
市民や各種団体への
補助金など

歳出（性質別）
676億6300万円

区　分 令和2年度末残高見込 令和元年度末残高見込

一
般
会
計

財 政 調 整 基 金 61億 486万円 61億 480万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 143億3480万円 145億8231万円
学 校 施 設 整 備 基 金 128億1509万円 131億1458万円
吉祥寺まちづくり基金 46億2921万円 46億9091万円
公 園 緑 化 基 金 51億2495万円 52億2467万円
その他の特定目的基金 12億7226万円 13億8789万円

一 般 会 計 合 計 442億8117万円 451億 516万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 8億4904万円 9億1788万円
下 水 道 事 業 基 金 8億5625万円 8億3825万円
合 計 459億8646万円 468億6129万円

会計名・団体名 令和2年度末残高見込 令和元年度末残高見込
一 般 会 計 117億8148万円 132億3867万円
下 水 道 事 業 会 計 80億3268万円 81億0916万円
土 地 開 発 公 社 92億2244万円 54億5723万円
合 計 290億3660万円 268億 506万円

◦ 市税は、家屋の新増築などによる固定資産税・都市計画税の増、納税義務者数の増による個人市民税の
増などにより、増額を見込んでいます。

◦�国庫支出金は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育所等運営費負担金の増などにより、増額を見込んで
います。

◦�都支出金は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育所等運営費負担金や子育てのための施設等利用給付交
付金の増などにより、増額を見込んでいます。

◦�地方消費税交付金は、税率の引き上げおよび暦日要因により13カ月分の交付となるため、増額を見込
んでいます。

◦�繰入金は、基金を充当する事業の減により、減額を見込んでいます。
◦�その他は、市債の借入の減などにより、減額を見込んでいます。

＊ 水道事業および下水道事業は地方公営企業として位置付けられ、経理はその企業活動を正確
に把握する必要性があります。そのため、営業に関わる活動を損益取引（収益的収支）、営業活
動以外における資本の増減を資本取引（資本的収支）として明確に分けて予算化しています。

＊ 下水道事業会計は、地方公営企業法の一部適用を受け、令和2年4月1日から公営企業会計に
移行し、従来の現金主義、単式簿記から発生主義、複式簿記による管理に変更となります。

◦�民生費は、民間認可保育所運営委託の増、学童クラブ増築の増などにより、増額を見込
んでいます。
◦�総務費は、施設等利用給付（私立幼稚園）の増、国勢調査の増などにより、増額を見込ん

でいます。
◦�教育費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の減、総合体育館改修工事の減などに

より、減額を見込んでいます。
◦�土木費は、公園および区画道路の土地購入費の減などにより、減額を見込んでいます。
◦�衛生費は、武蔵野クリーンセンター建設事業の減、環境啓発施設整備の減、エネルギー

地産地消プロジェクト設備設置の減などにより、減額を見込んでいます。

○基金（市の貯金）の状況
　老朽化した施設の更新、公園や都市インフラの整備などの財源として活用するため、公共
施設整備基金や学校施設整備基金などを設け、積み立てをしています。

○借入金（市の借金）の状況
　道路や公園、学校など長年にわたり使用する施設の建設費や土地購入費の資金を借り入
れ、毎年公債費として返済をしています。多額な支出による財政負担を年度間で平準化する
ことと、将来の市民にも公平に費用を負担していただくという考えにより、借り入れを行っ
ています。

◦�扶助費は、施設等利用給付（私立幼稚園・認可外保育施設）の増、民間認可保育所運営委託の
増などにより、増額を見込んでいます。
◦�物件費は、図書館情報システム入替委託の増、学童クラブ事業運営委託の増などにより、増額

を見込んでいます。
◦�人件費は、会計年度任用職員（パートナー職員）への期末手当の支給開始による増などによ

り、増額を見込んでいます。
◦�補助費等は、公営企業会計化に伴う下水道事業会計負担金の増などにより、増額を見込んで

います。
◦�投資的経費は、武蔵野クリーンセンター建設事業の減、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事

業の減、エネルギー地産地消プロジェクト設備設置の減などにより、減額を見込んでいます。
◦�繰出金は、公営企業会計化に伴う下水道事業会計繰出金の減などにより、減額を見込んでい

ます。

一般会計予算総額676億6300万円
前年度比0.4％、3億300万円の減

一般会計のあらまし

予算の規模

誰もが安心して暮らし続けられるまちへ
新たな時代へ挑む予算

令和２年度予算案
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健康・福祉１

子ども・教育２

まちぐるみの支え合いを実現するための取組み
○ シニア支え合いポイント制度の推進 445万円
○ 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定 995万円
○ レモンキャブ事業 2857万円
　 テンミリオンハウス事業 1億1000万円
○ 地域活動支援センターの人員体制強化 6600万円
　 食育推進事業 201万円
○ 予防接種事業 5億1860万円
○ がん検診等事業の推進 2億 104万円
○ 若年層健康診査事業 1705万円
○ データヘルス計画に基づく保健事業の充実 950万円
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
　 在宅医療・介護連携推進事業 942万円
　 武蔵野赤十字病院新病棟建設等事業 7000万円

子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
　 子ども家庭支援センター事業 6118万円

児童手当・児童扶養手当等支給事業 22億3148万円
安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 
○ 私立幼稚園等園児保護者に対する助成事業 9億8040万円
　 私立幼稚園に対する補助及び給付事業 1億2173万円
　 一時預かり事業（幼稚園型）の充実 5798万円

子育て支援事業 4086万円
　 0123施設の管理運営 1億0805万円
　 すくすく施設事業 1733万円
　 保育施設における使用済み紙おむつの回収 2086万円
○ 保育の質向上の取組み 1302万円
○ 認可外保育施設入所児童保育助成事業 1億1844万円
　 企業主導型保育事業に対する支援 1341万円
○ 認証保育所の認可化移行 5億5831万円
　 多様な保育ニーズへの対応 72万円
○ 母子保健事業 2億5605万円
◎ 子どもの医療費助成の拡充に向けた検討 101万円
　 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 6億4387万円
○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 9億1174万円
　 児童館の管理運営 2302万円
子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実
○ 保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 4億7351万円

多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築
○ 平和・憲法啓発事業 742万円
○ 男女平等推進施策事業 2336万円

○ 多文化共生社会のさらなる進展に向けた国際交流協会の体
制強化 7450万円

災害への備えの拡充
◎ 震災復興に関する基本方針策定 360万円
　 雨水浸透施設等助成事業 3560万円
　 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 2億9086万円
　 民間住宅耐震化促進事業（耐震アドバイザー派遣・耐震化助成） 1億4971万円
○ 消火栓の計画的改修工事 6910万円
◎ 災害時物資供給マニュアルの策定 494万円
○ 災害対策用世帯住宅の借上げ 1253万円
○ 防災行政無線デジタル化 1億4124万円
○ 防災情報システム更新 8040万円
　 雨水貯留浸透施設設置事業 500万円
安全・安心なまちづくり
　 生活安全対策事業 1億3119万円
地域社会と市民活動の活性化
　 コミュニティ活動の推進 5億9085万円
○ 次期市民活動促進基本計画の策定 350万円

安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実

◎ 成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の運営
と地域連携ネットワークの構築 42万円

○ 金銭管理支援事業 990万円
○ 生活困窮者自立支援事業 4189万円
　 エンディング（終活）支援事業 35万円
○ 障害者計画・第6期障害福祉計画の策定 657万円
福祉人材の確保と育成に向けた取組み

地域包括ケア人材育成センター事業 2759万円
　 ケアリンピック武蔵野2020 302万円
新しい福祉サービスの整備
　 国有地活用による地域密着型特別養護老人ホーム等整備事業 2億8086万円
◎ 吉祥寺ナーシングホームの大規模修繕に係る基本計画策定 476万円
◎ 児童発達支援センターの開設 8973万円
○ 都有地活用（旧くぬぎ園跡）における障害者グループホーム整備事業 1800万円
○ 都有地活用（旧くぬぎ園跡）における介護老人保健施設整備事業 1億8022万円
◎ 桜堤ケアハウス内における放課後等デイサービス事業等の実施 6235万円

◎ 子ども・コミュニティ食堂運営費補助事業 72万円
子どもの「生きる力」を育む
　 市立自然の村の管理運営 5270万円
　 むさしのジャンボリー事業 2044万円
　 青少年活動育成事業 4834万円
　 セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億6066万円
○ 特別支援教育・不登校支援のICT環境整備 745万円
○ 特別支援教育の推進 1億1937万円
◎ 交流共同学習支援員の配置 275万円
○ 不登校対策の総合的推進 4438万円
教育環境の充実と学校施設の整備

新学校給食桜堤調理場（仮称）の建設事業 1億2109万円
○ 学校改築事業 7560万円
○ 教育の質の向上と教員の働き方改革の推進 7093万円
○ 小中学校のテント増設 1365万円

◎ クラウドファンディング活用促進事業 50万円
豊かで多様な文化の醸成

○ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向
けた武蔵野市実行委員会 5000万円

◎ 東京2020オリンピック聖火リレー・セレブレーション 2921万円
Sports for All事業の実施 550万円

　 友好都市アンテナショップ運営事業 597万円
　 文化施設のあり方の検討 457万円
○ 武蔵野アール・ブリュット2020の開催 400万円
　 海外・国内友好都市との交流事業 1930万円
○ ホストタウン事業の推進 809万円
◎ 児童生徒のオリンピック・パラリンピック観戦 858万円
多様な学びや運動・スポーツ活動の推進
　 ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスの管理運営 5億7745万円
◎ スポーツ振興計画改定に向けた市民意識調査 385万円
　 文化財保護普及事業 2533万円
　 武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 5840万円
◎ 体験しよう！パラ水泳 30万円

むさしのサイエンスフェスタの開催 321万円
○ 子ども読書活動推進計画の改定 294万円

３ 平和・文化・市民生活

●新学校給食桜堤調理場（仮称）完成イメージ

●シニア支え合いサポーター活動風景

主な事業と予算 第六期長期計画の分野・基本施策ごとに主要な事業と予算を掲載
します（一般会計・特別会計・公営企業会計を含む）。
◎は新規事業、○は拡充事業です。
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この特集に関するお問い合わせは、財政課☎60-1803へ

緑・環境４
刻々と変化する環境問題への対応
　 第五期環境基本計画の策定 300万円
◎ 環境啓発施設の開設 6075万円
　 3R環境講座 130万円
　 緑ボランティア団体事業助成 402万円
地球温暖化対策の推進
　 市庁舎照明等改修工事 6567万円
　 エネルギー地産地消プロジェクト 1557万円
　 効率的なエネルギー活用推進助成事業 2545万円
　 環境舗装事業 4440万円
○ 庁用車のクリーンエネルギー化の推進 3151万円

「緑」を基軸としたまちづくりの推進
○ 公園等建設事業 1億3836万円
　 保存樹林等の指定 1634万円
◎ 吉祥寺東町農業公園の開設・運営 606万円
　 仙川水辺環境整備事業 1231万円

省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築
　 集団回収事業 3540万円
　 剪定枝葉資源化事業 1339万円
　 小規模事業者に対する分別資源化調査指導事業 574万円
　 ごみ組成分析 426万円
　 レジ袋削減の推進 244万円
　 塵芥処理事業（収集委託料） 13億8934万円
様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保
○ 害虫等駆除対策事業、狂犬病予防・動物愛護等啓発事業 743万円
◎ 受動喫煙防止の推進 3701万円
　 放射線に関する対策 1828万円

都市基盤5

● 環境啓発施設として活用される旧クリーンセン
タープラットホーム

●景観道路整備事例（市道第293号線）

まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興
○ 認定農業者等経営改善支援補助事業 890万円
○ 農業振興基本計画中間見直し 299万円
◎ 都市農地保全支援プロジェクト 1230万円
　 商店街チャレンジ戦略支援事業 3985万円

○ 創業・事業承継支援 242万円
◎ コンテンツを活用した連携事業 110万円
　 武蔵野市ふるさと応援寄附の充実 1800万円
　 中小規模事業者等への補助事業 6488万円

行財政6 一般会計予算額 1人当たり� 46万0697円
1世帯当たり� 87万5183円

高齢者、
障害者福祉
などのために

12万2319円

子育て支援の
ために

10万2391円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万3798円

学校教育、
図書館、

スポーツ振興に

5万5981円

行政運営の
ために

4万4829円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万2173円

市債（市の借金）
の返済に

1万1637円

市民の健康を
守るために

1万9787円

消防、
防災対策に

1万6086円

市議会運営に

3248円

商業振興、
消費者保護の
ために

4482円

その他

1569円

コミュニティ、
文化、国際交流
のために

1万2397円

市民参加と連携・協働の推進
自治基本条例（仮称）の周知 184万円

効果的な広報・広聴の仕組みづくりとシティプロモーション
○ ソーシャルメディアの活用による情報発信の充実 257万円
○ 公式ホームページ管理システムの更改 852万円
　 市民と市長のふれあいトーク 72万円
公共施設等の再構築と市有地の有効活用
◎ 都市機能再構築のための検討 1000万円
◎ 福祉施設の大規模改修への対応検討 1000万円
○ 公共施設等総合管理計画の推進 1807万円
○ 吉祥寺東町市有地の利活用検討 436万円
　 公共施設保全整備 14億7029万円
社会の変化に対応していく行財政運営
◎ 第六次行財政改革基本方針の策定及び行政評価制度の再構築 737万円
◎ 指定管理者制度の効果的な運用の検討 619万円
◎ 令和2年国勢調査の実施 1億0127万円
　 庁内ネットワーク機器更改 5375万円
○ ＲＰＡの試行導入の拡大 498万円
○ 市税及び国民健康保険税の収納・徴収体制の強化 1239万円
多様な人材の確保・育成と組織の活性化
○ 障害者雇用の拡充 3599万円
○ 職員研修の充実 341万円

市民1人当たりの予算額 人口（令和2年1月1日現在） 　　14万6871人
人件費に係る予算額　 　　  7万1823円

個性あふれる魅力的な地域のまちづくり
　 都市計画マスタープランの改定 982万円
　 特定生産緑地の指定手続き 504万円
　 景観道路事業 5億3828万円
将来にわたり持続性ある都市基盤づくり
　 道路新設改良事業 3億4194万円
○ 道路通報システム改修 330万円
　 小型街路灯ＬＥＤ化事業 1億7529万円
　 橋りょう長寿命化事業 2860万円
◎ 下水道ストックマネジメントの推進 3億1712万円
◎ 長期包括方式導入の検討 1700万円
◎ 下水道事業に係る公営企業会計事務の運用 310万円
　 石神井川排水区雨水幹線整備事業 2億6978万円
　 配水管網整備推進事業 2億9454万円
　 浄水場・水源施設維持更新事業 2億0661万円

誰もが利用しやすい交通環境の整備
○ バリアフリー基本構想の改定 974万円
　 放置自転車対策業務 2億 9万円
○ 自転車のルール・マナー向上と自転車利用環境の整備 4114万円
　 ムーバス運行事業 1億1722万円
安全で快適な道路ネットワークの構築
◎ 都市計画道路の調査、検討 1018万円
◎ 交通量調査データ（市内主要交差点・生活道路）の整理、分析 590万円
　 区画道路整備事業 5594万円
　 狭あい道路拡幅整備事業 7752万円
安心して心地よく住み続けられる住環境づくり
　 第四次住宅マスタープランの策定 665万円
　 市営住宅長寿命化計画の改定 220万円
活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり
　 三鷹駅北口街づくりビジョンの推進 1414万円
　 都市計画道路3・3・14号線南口駅前広場事業 6200万円
○ NEXT-吉祥寺の改定 1191万円
　 都市計画道路（天文台通り）の整備促進 3億7803万円

「施政方針並びに基本的施策」と「武蔵野市予算の
概要」は市役所市政資料コーナー、各市政センター
で冊子を配布するとともに、市ホームページに掲
載しています。 予算の概要施政方針
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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 ◆

■�4月1日に介護老人保健施設「サ
ンセール武蔵野」を開設します
所在地：桜堤1-9-7／事業内容：介
護老人保健施設（100床）、短期入
所療養介護（空床利用）、通所リハ
ビリテーション（60名）、訪問看護
ステーション（30名）／設置・運
営：医療法人社団美誠会／問 同
開設準備室☎27-8212（平日、午
前9時〜午後5時）
■ さくらちゃんの介護教室
　「老いじたく講座」とサロン
3月27日（金）午後2時〜3時30分
／桜堤ケアハウス食堂（桜堤1-9-
9）／家族介護者、関心のある方
／20名程度（申込順）／ミニ講
座、介護者同士の懇談／福祉公
社職員／無料／申·問桜堤ケア
ハウス在宅介護・地域包括支援セ
ンター☎36-5133

■シルバー人材センター
　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3年〜中学3年生。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
■男の料理教室　入門講座
　プロから学ぶ、包丁の研ぎ方
4月11日（土）午前10時〜正午／
二葉栄養専門学校（吉祥寺本町
2-11-2）／おおむね60歳以上の
市内在住の男性／16名（申込順）
／料理に使用する道具説明や包
丁の研ぎ方を体験／同学校講師
／500円／可能であれば自宅の
包丁を持参／申·問 吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター
☎23-1213
■�国際交流協会（MIA）日本語学習
支援ボランティア活動説明会
4月18日（土）午前10時〜正午／
スイングスカイルーム／在住外
国人との日本語交流や生活支援・
国際交流ボランティアに興味の
ある18歳以上の方／60名（申込
順）／日本語学習支援ボランティ
アの概要説明および自主事業ボ

ランティア・多文化交流ボラン
ティアの活動概要説明、体験談、
質疑応答ほか／無料／申·問 4月
16日までに同協会☎36-4511へ。
https：//mia.gr.jp/から申込可。
■市指定無形民俗文化財
　「むさしのばやし」成人教室
5月9日〜10月17日の土曜（5月
23日、7月25日〜8月22日、9月12
日・19日を除く全16回予定）／午
後5時〜6時／第一中視聴覚室
（中町3-9-5）／市内在住で20〜
50歳の方／むさしのばやし保存
会／2000円（バチ・教本ほか実
費）／申·問 4月10日までにハガ
キ・ファクス（生年月日も明記）で
同会・小美濃☎ 22-2351、FAX 
22-1727（〒180-0004吉祥寺本町
3-6-12）へ。

◆ スポーツ ◆

■ソシアルダンス教室
◎中級教室（ワルツ）：4月3日〜6
月19日の金曜（5月15日を除く全
11回）。午後6時55分〜8時30分。
東京都シニアスポーツ振興事業。
5000円◎初級教室：4月7日〜6
月23日の火曜（4月28日、5月5日
を除く全10回）。午後3時30分〜5
時。4000円／【共通】総合体育館
／申·問 3月25日までにハガキま
たは所定の申込用紙を同館また

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。
■弓道教室
4月6日〜令和3年3月29日の毎週
月曜／午後6時45分／総合体育
館／射位に立てる方／1回200円
／申 当日、直接会場へ／問 弓道
連盟・長島☎51-3106
■ウオーキング
①やさしいウオーキング教室（春
季）：4月11日、5月9日、6月13日の
土曜（全3回）。午前9時30分井の
頭恩賜公園野外ステージ前集合・
午後0時30分解散。教室（１時間
30分）の後、近郊を約5km歩行。1
回400円（保険料・資料代）②シ
ティーウオーク下町のレトロな
街歩き：4月19日（日）午前9時日
暮里南公園（JR日暮里駅北口徒
歩10分）集合〜谷中霊園〜上野
恩賜公園〜湯島天満宮〜根津神
社〜谷中銀座〜午後0時45分JR
日暮里駅解散。10km、団体歩行。
500円（保険料・資料代）／【共通】
小雨実施／市ウオーキング協会
会員200円、中学生以下無料／
申 当日、直接会場へ／問 同協会・
堀口☎080-9523-0557
■むさしのまち歩きツアー
4月19日（日）午前9時40分JR武

蔵境駅中央改札口前集合／30名
（申込順）／街道とみず道散策
コース徒歩約4.5km、2時間15分
／500円／申·問 観光機構☎23-
5900

◆ お知らせ ◆

■�ボランティア・障害者団体など
の活動資金を応援します

◎活動資金助成：会則や規約があ
り、法人格のない団体。上限15万
円／申 4月6日〜5月22日に所定
の申請書（市民社協などで配布。
同社協ホームページから印刷可）
に必要書類を添えて直接同社協
へ。◎説明会：4月4日（土）午前10
時30分〜11時30分。武蔵野プレ
イス。個人参加可／申 4月3日ま
でにハガキ・ファクス・Eメール
(団体名、参加者氏名、電話番号も
明記 )で同社協FAX23-1180、
shimin@shakyou.or.jp へ ／
問 同社協☎23-0701

ガイド＆GUIDEに掲載
の情報については令和2
年3月6日時点のもので
す。イベントなどの開催
の可否については、各主
催者にお問い合わせくだ
さい。

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

◯25  ：25歳以下割引（要証明、枚数限定、友の会割引なし）

文 化 事 業 団 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
「松露寄席」「キャロル・ウェルスマン＆ニッキ・パロット」「アレクサンダー・
クリッヒェル」「カウナン」 3月21日（土）

＊ 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

松露寄席　神田阿久鯉　講談・独演会
　5月16日（土）午後2時開演／松露庵／全席自由（限定
35名・座布団席）1800円、◯友  1620円

キャロル・ウェルスマン＆ニッキ・パロット
ジャズ・ボーカルの午後
　5月30日（土）
午後3時開演／
スイングホール
／全席指定6000
円、◯友  5400円、◯25  1000円

カウナン　北欧民族音楽バンド
　6月26日（金）午後
7時開演／市民文化
会館小ホール／オリ
バー・テュール（ブ
ズーキ）、ボーリス・コラー（ニッケ
ルハルパ）、ヨーラン・ハルマルケ
ン（ハーディガーディ）、エイオン・
グローベン・ミーレン（ボーカル）
／全席指定3000円、◯友  2700円、◯25  

1000円

アレクサンダー・クリッヒェル
ピアノ・リサイタル
　6月1日（月）午
後7時開演／市
民文化会館小
ホール／ベー
トーベン：ピアノ・ソナタ第14番

武蔵野シティバレエ定期公演出演者オーディション
　4月19日（日）午後2時開始（受付1時）／市民文化会館大ホール／4月1
日現在、満15歳以上の女性。要バレエ経験。同会館での練習・公演に参加
できる方／公演：11月15日（日）①「白鳥の湖〜第2幕（振付：安田由貴
子）、②Who’sSwan（振付：中原麻里）、③ル・ノアール（Le Noire）〜白鳥
の湖（振付：佐藤宏）」3本立て／②の募集はありません／申·問 4月11日
（必着）までに郵送で専用用紙（同会館で配布）を文化事業団（同会館内）
へ。同事業団ホームページから申込可。

「月光」、ピアノ・ソナタ第23番「熱
情」／全席指定2000円、◯友  1800
円、◯25  1000円

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 2021年4月・5月 4/2（木） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2020年10月 4/2（木） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2020年11月・12月 5/1（金） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2020年10月

4/1（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 4/5（日） 午前9時 10 階スカ

イルーム
松露庵 茶室 4/10（金） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 4/1（水） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2020年11月・12月 5/1（金） 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 2021年8月・9月 4/1（水）
〜10（金） 午前9時

中2階
事務室

5日未満使用 2021年4月・5月 4/1（水） 午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2020年10月
けいこ場 2020年10月 4/1（水） 午前11時

舞台芸術以外で使用 劇場 2020年7月
けいこ場 2020年7月 4/1（水） 午後2時

＊ 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。

＊ 市報2月15日号に掲載した各施設の使用申込の受け付けは、新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い延期になっている場合があります。詳細は同事業団ホームページ参照。

You can read this City Report Musashino in 10 languages.

You can read this City Report Musashino  
and back issues in 10 languages (English,  
Chinese, Korean etc.) from the 2D barcode  
on the right.
　右記の二次元バーコードから、この市報むさし
のとバックナンバーを10言語（英語、中国語、韓国
語など）で読むことができます／問�秘書広報課☎
60-1804、交流事業課☎60-1806

中 止



休日の医療機関� 3/15（日）～31（火）
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

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

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
�HPhttps://www.himawari.metro.tokyo.jp/

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

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
毎週日曜 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
＊武蔵野管理センター薬局は3月末日で終了します
＊ 日曜・祝日の開局薬局については市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/参照

【新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたら】
　37.5℃以上の発熱が連続して4日以上続いている方（持病のある方は
連続して2日程度）、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
のいずれかに該当する場合には、必ず下記の「新型コロナ受診相談窓口」
にお問い合わせください。
●�新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）
　☎042-362-2334（東京都多摩府中保健所：平日午前9時〜午後5時）
　�☎03-5320-4592（都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談セン
ター：平日午後5時〜翌日午前9時、土・日曜、祝日は終日）

健康づくり事業団
◎人間ドック（生活習慣病予防、病気の早期発見のために）
実施日：火・木曜／午前に検査、午後に医師による結果説明。保健師・
管理栄養士による健康相談可／オプション検査（別途料金）：頚動脈
超音波、乳房検査セット（乳房X線＋乳房超音波）､ABC検査（胃がん
ハイリスク検査）など／市内住民登録の方：2万1000円、そのほか：
4万2600円申·問  半年先〜2週間前に健康づくり事業団へ（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
◎健康づくり推進員募集
地域に健康づくりを広めることを目的とした事業の企画・実施を健康づくり支援センター
と共に行う活動／市内在住の方／5名程度／4月1日〜令和3年3月31日（研修あり。年度
ごとに更新）／月10日（1日3時間）程度／月額2万7000円／申·問  3月23日（必着）までに
市販の履歴書（活動可能日・時間帯を明記）、志望理由（400字程度）を郵送または直接健康
づくり支援センターへ
◎健康体操教室
4月3日（金）〜令和3年3月30日（火）＊祝日、年末年始を除く、不定休あり／①ボディシェ
イプ：毎週月曜午後1時30分〜2時45分②チェアトレーニング：毎週火曜午前9時20分〜
10時20分③バランスコンディショニング：毎週火曜午前10時45分〜11時45分④脂肪燃
焼エクササイズ：毎週金曜午前10時〜11時15分／保健センター健康増進室／市内在住で
20歳以上の集団で運動可能な要支援・要介護認定を受けていない方／①③④各40名②30
名／【共通】先着順／無料／運動服・室内用運動靴・水分補給飲料・汗拭きタオルを持参／
申 当日、直接会場へ／問 健康づくり支援センター

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 ☎

15日（日）
○きくざとファミリークリニック 内科・小児科 中町1-23-3 アドリーム三鷹1階 56-3255
○メディカルクリニック武蔵境 内科 境南町2-8-19 小田急バス武蔵境ビル1階 39-5654
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

20日（祝）
○北町診療所 内科 吉祥寺北町1-1-3 22-8151
○武蔵境病院 内科・小児科（6歳以上）境1-18-6 51-0301
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

22日（日）
○かえで内科クリニック 内科 吉祥寺南町2-17-2 24-7065
○境・藤田クリニック 内科・小児科 境1-7-5 37-9588
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

29日（日）
○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町3-8-9 23-6555
○友利医院 内科・小児科 関前2-5-14 51-7365
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
15日（日）後藤歯科医院 吉祥寺東町2-17-1 吉祥寺マンション1階 ☎20-2961
20日（祝）こばやし歯科 吉祥寺本町2-35-11 元町スギビル201 ☎21-0026
22日（日）ハート・イン歯科クリニック 吉祥寺南町2-7-10 コンフォート吉祥寺1階 ☎24-8101
29日（日）コミヤマ歯科クリニック 中町1-6-4 三鷹山田ビル4階 ☎55-1678

■健康やわら体操
　4月11日・18日・25日、5月16日・23日・30日、6月6日・13日・20日・27日
の土曜（全10回）／午後1時〜3時／総合体育館柔道場／要介護認定を受
けていない65歳以上で、医師などから運動制限を受けていない方／20名
（初参加者優先し超えた場合抽選）／柔道整復師が教える体操／申·問  3
月31日までに電話または直接健康課へ。

■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「ゆりか
ごむさしの面接」をし、妊娠中の疑
問や不安にお応えします。妊娠が
分かったら保健センターに届け出
てください。なお、転入された妊婦
もお越しください。＊平成31年4
月以降に母子健康手帳が交付さ
れ、妊娠中に「ゆりかごむさしの面
接」を受けた方には、子ども・子育
て応援券（こども商品券）を配付し
ます／問�母子健康手帳交付・面接
について：健康課マタニティ安心
コール☎51-0703／問�子ども・子
育て応援券について：子ども政策
課☎60-1239

■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）
　4月18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  4
月10日までに電話または直接健
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��健康課

■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

■もぐもぐ教室（離乳中期）
　4月24日（金）午前10時15分〜
11時30分／令和元年8月〜10月
生まれの子と親（第1子優先）／36
組（申込順）／離乳食（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  4月17日まで
に電話または直接健康課へ。

■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

母子保健

■土曜の午後の映画会
　3月28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／90名（先着
順）／「足元の小宇宙」（2017年、日
本、54分、カラー、ディレクター：
水沼真澄、出演：甲斐信枝）／無料
／図書館カードを持参／申�当日、
直接会場へ／問�中央図書館

■�音訳ボランティア養成講座説明
会を令和3年度に延期します
　市立図書館朗読奉仕の会会員と
して視覚障害者などへの音訳や録
音図書製作をするボランティアの
養成講座を令和2年度に実施予定
でしたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大に伴い、令和3年度に延
期します。以後、隔年で実施予定で
す／問�中央図書館

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

中 止



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

MUSASHINO CITY12 令和2年3月15日号 No.2140

掲
載
の
情
報
は
令
和
2
年
3
月
6
日
時
点
の
も
の
で
す
。最
新
の
情
報
は
、各
主
催
者
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
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　5/1号…3月31日、5/15号…4月9日
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　当館も念願かなってエレベーターが設置さ
れることになり、昨年の6月下旬から休館して
います。「桜堤コミセンが休館だと集まる場所
がない」という地域の方々からの声が聞こえて
いました。
　約9カ月、待っていた春とともに桜堤コミセ
ンも4月から開館します。これからは2階への
移動が楽になります。階段を休み休み上がっていた高齢の方、荷物が多
かったママたち、改装され利用しやすくなった桜堤コミセンでお待ちし
ています。

桜堤コミュニティ協議会コミュニティ・
レポート リニューアルオープン

官公署だより
■東京都都市計画審議会
　5月19日（火）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 4月
21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。
■ 家内労働の「委託状況届」は4月30日
までに

　家内労働者へ仕事（内職など）を委託
している事業主の方は、毎年4月1日現
在の家内労働者数などについて、「委託
状況届」を労働基準監督署に提出する
ことが義務付けられています。4月30
日（木）までに忘れずに提出してくださ
い／問 東京労働局労働基準部賃金課

☎03-3512-1614、三鷹労働基準監督
署☎67-0651
■ 令和2年度の国民年金保険料
　130円引き上げられ1万6540円（3年
度1万6610円）となります。納付書は4
月上旬に送付。金融機関、郵便局などで
納付期限までに納めてください。2年
を過ぎると納められません。2年分の
現金前納額は38万3210円（1万4590
円割引）、1年分は19万4960円（3520
円割引）、6カ月分は9万8430円（810円
割引）。加入者には老齢基礎年金のほか
に障害基礎年金や遺族基礎年金が支給
されます。納めた保険料は全額社会保
険料控除の対象です。2年分の現金前
納は、納付書が同封されませんので武
蔵野年金事務所に問い合わせください
／問 同事務所☎56-1411

新型コロナウイルス感染症に伴うイベントなどの中止・延期に
ついて
http：//www.city.musashino.lg.jp/koho/1026538.html

各施設の休業・休館などの情報について
(文化施設・コミュニティセンターなど)
http：//www.city.musashino.lg.jp/koho/1026646.html

内装が一新されたロビー

  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
レインボー
カメラクラブ
写真展2020

3月27日（金）〜31日（火）
／午前10時〜午後6時／武
蔵野プレイスギャラリー

萩原53-1510 27日は正午から、31
日は午後3時まで

第24回武蔵野ジュ
ニアジャズアンサン
ブル定期演奏会

3月29日（日）午後2時（開
場1時30分）／公会堂

前木
090-2910-6169

小・中・高生ジャズビッ
グバンド演奏会

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
サンフラワー
（初心者英会話）

火曜／午後3時〜3時45分
／本町コミセン

月3000円
上原
080-1148-3907

体験500円／50
歳以上、おもてな
し英会話

オリーブの会
（ヨーガで健康な体を）

土曜（月3回）／午後3時〜4
時30分／第三小・小体育館

月1200円
栗原48-2964

年500円

武蔵野メンズクッキ
ング（男性だけの料
理教室）

毎月第1日曜／午前10時〜
午後2時／市民会館料理室

月1000円（材料費
別途）／鑑

かん
江
こう
080-

1092-4991

入 1200円
未経験の方大歓迎

仲間あつまれ

■ふるさと歴史館イベント「むさしの紙芝居一座がやってくる」（第6回）
　3月22日（日）午後1時30分（全6話）／同館市
民スペース／武蔵野に伝わる昔話の紙芝居口
演。開催中の学校教育連携展示や昔のくらしに
まつわる話など（予定）／プレゼントがもらえ
るスタンプカード最終回／無料／問 ふるさと
歴史館☎53-1811

吉　東

29日（日） ■私たちのまち企画「東町１丁目の緑を見て歩こう」　午前10時〜
11時／午前9時50分コミセン集合／終了後茶菓あり

募集
■囲碁基礎講座　4月〜令和3年3月末の第1・3水曜／午後1時30分
〜5時30分／級位者／20名（申込順）／初段を目標に弱点克服のた
めに基本を勉強／申 窓口へ

本　宿 4月4日（土）〜
6月22日（月）

■背骨コンディショニング教室　①月曜コース（第2・4）②土曜コー
ス（第1・3）／全6回／午前10時〜11時30分／各3000円／申 20日
〜31日窓口へ

御殿山 4月2日（木）■みんなでカフェ　午後2時〜4時／いれたてのコーヒーとお菓子で楽しいひとときを／100円

本　町 23日（月）
■わくわく体操でからだをほぐそう　午前10時30分〜11時30分／
15名（吉祥寺本町・吉祥寺東町の方優先し申込順）／桑島恵子／タオ
ル・水分補給飲料を持参

吉　西
21日（土） ■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分コミセン集合／歩道、植え込

みの清掃活動

28日（土） ■サロンでコーヒータイム「ホっとCaféシェ・モア」　午後2時〜4時
／いれたてのコーヒーをどうぞ／100円

けやき

19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

21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

28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 28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 4月4日（土）■生活習慣病予防料理講習会「バランスの取れた食事を心がけましょう」　10名（申込順）／申

境　南 23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」

桜　堤 お知らせ ■予約受付臨時窓口　26日（木）〜28日（土）／午前10時〜午後4時
／4月分のみ受け付け（電話不可）。5月分は開館後に受け付け

担当：市民活動推進課

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、無料、当日直接会場へ

月
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コミュニティセンター 文中の敬称略

■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（キャンセルの場合は実費負担）／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

◦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：4月4日（土）から開館 

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

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
　掲載の日程については、令和2年3月6日時点のものです。今後、中止と
なる場合や、日程・内容が変更となる場合があります。中止や変更の情報
は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで最新の情報を
確認してください。

中 止3 月 分 中 止

「季刊むさしの」春号を全戸配布します
　特集は「私たちの未来を話し合おう〜市民
が作る『むさしの エコ reゾート』」「令和2年
度予算案」です。3月20日以降順次全戸配布
し、市役所、各市政センター・図書館・コミセン
などの市内の公共施設などで無料配布／最
新号・バックナンバーは市ホームページ参照
／問 秘書広報課☎60-1804、配布について： 
リビングプロシード☎042-527-6791（3月
31日までの土・日曜、祝日除く午前10時〜午
後5時）
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