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人口と世帯
《令和2年5月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7872人（353人増）　世帯数7万8084世帯（308増）
●男7万758人（179人増）　●女7万7114人（174人増）　
〔うち外国人住民数3325人（3人増）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。
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新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言延長
大切な命と医療体制を守るために一人ひとりの行動による協力が必要です

５月４日に緊急事態措置の実施期間が５月 31日まで延長されました。これまで、市民の皆さま、事業者の皆さまには、
自粛の取り組みへのご協力をいただき、ありがとうございます。今後も引き続き、一人ひとりが命を守る行動、そして
医療体制を守る行動をとるよう、ご理解とご協力をお願いします。
▶問：安全対策課☎ 60-1916、健康課☎ 51-0700（掲載の情報は令和 2年 5月 11日時点のものです）

申請方法は、オンライン申請または郵送申請です。原則として、市の窓口・各市政センターでは受け付けていません。新型コロ
ナウイルス感染拡大の防止のため、来庁は控えていただくようご協力をお願いします。不明な点は、お問い合わせください。

特別定額給付金の申請が始まります
（1人当たり10万円給付）

申請方法
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申請方法

１ オンライン申請
（マイナンバーカード）

詳細
情報 給付金の対象者などについて

郵送申請
STEP１ 市から申請書を５月20日ごろ発送予定

※ 全世帯に発送するため、お手元に届くまでに２～３日か
かる場合があります。

※ 申請書は令和2年４月27日時点の住民票上の世帯主に送
付します。

発 

送

STEP２ 申請書に必須事項を記載し、必要書類のコピーを添
えて返信用封筒に入れ、返送してください。

返 

送

STEP３ 給 

付

給付対象者 令和 2年 4月 27日に本市の住民基本台帳（住民票）
に記載されている方

給付額 １人当たり 10万円

受給権者
(申請者 ) 給付対象者の属する世帯の住民票上の世帯主

申請先 〒180-8777 武蔵野市総合政策部企画調整課
特別定額給付金事業担当

申請期間 ５月下旬～８月下旬（予定）

 特集 新型コロナウイルス・経済的支援策……………… 8
 特集 公園・緑地リニューアル計画を改定……………… 3

特別定額給付金のよくある質問は2頁へ

申請に必要なもの
1受給権者（世帯主）のマイナンバーカード （顔写真入り）
　※オンライン申請は、住民票上の世帯主のみ行うことができます。
2  マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはパソコン
およびＩＣカードリーダ

3「マイナポータルAP」のインストール
4  マイナンバーカード受け取り時に設定した暗証番号
　（英数字 6～ 16桁）
　※ 暗証番号を 3回間違えると市役所での再設定手続きが必要と

なります。
5振込先口座（受給権者 [世帯主 ]名義）の確認書類

〇給付の流れは郵送と同様です。（５月 15日ごろから順次開始）
〇  マイナンバーカードは申請から取得までおおむね１カ月かかり
ますのでご注意ください。

▶申請方法について：総務省HP（https://kyufukin.
soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html）

郵送申請  □ チェックリスト
□申請書に必須事項を記載
　・ 受給権者（世帯主）の署名または記名押印、連絡先、

振込先の口座情報

□必要書類をコピー
　・受給権者（世帯主）の本人確認書類
　　 運転免許証、パスポート、在留カード、保険証などの

コピー
　・口座情報のわかる書類
　　キャッシュカード、通帳などのコピー

□「申請書」と「必要書類」を返信用封筒に入れ、返送
【お願い】 円滑な給付を行うため、返送する前に「申請書の

記載事項（連絡先も忘れずに）」・「必要書類」を、
もう一度確認してください。

5月 1日から申請開始

オンライン申請は、
5月1日から申請開始

※振込名義は「テイガクキユウフムサシノシカイケイカン
リシヤ」

市は申請書を確認し、５月下旬から順次給付予定です。

問い合わせ先

☎60-1974
５月15日から開始予定
午前８時30分～午後５時
（土・日曜、祝日を除く）

【武蔵野市特別定額給付金
 コールセンター】

【総務省特別定額給付金
 コールセンター】

　　☎0120-260020
午前９時～午後６時30分

フ リ ー
ダイヤル
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特別定額給付金　よくある質問
Ｑ１　申請はいつからできますか？
Ａ１　 オンライン申請（マイナンバーカード所持者のみ）は５月１日

から受付開始しています。郵送申請は、申請書（５月 20日ご
ろ発送予定）が届き次第申請できます。

Ｑ２　申請後、すぐに給付されますか？
Ａ２　 できるだけ早急に給付できるように事務を進めていきますが、

受付開始当初は、申請が混み合うことが予想されます。ご理解
のほどよろしくお願いします。

Ｑ３　外国籍の市民は給付対象者ですか？
Ａ３　 住民基本台帳（住民票）に記載されている外国籍の市民の方は

給付対象者となります。

Ｑ４　 令和 2年４月 27日（基準日）に生まれた子どもは給付対象者
となりますか？

Ａ４　 給付対象者となります。出生届が未届の方は、住民基本台帳（住
民票）に記載するために、出生届を提出してください。

Ｑ５　特別定額給付金は課税対象の所得にあたりますか？
Ａ５　課税対象にあたりません。

Ｑ６　 住民票は武蔵野市ですが、一時的に別の場所に滞在しています。
どのように申請すればよいでしょうか？

Ａ６　 郵便局で郵便物の転送手続きをお願いします。転送手続きが完
了せず、お手元に届かなかった場合は、特別定額給付金コール
センターまでご相談ください。

　子育て世帯への
　臨時特別給付金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、子育て世帯の生活を支援
する取り組みのひとつとして、「子育て世帯への臨時特別給付金」 （児童手当
１万円上乗せ）を支給します▶問：子ども家庭支援センター☎ 60-1852

申請方法

特別定額給付金の給付に伴い、「特殊詐欺被害」が急増しています。
市役所や東京都の職員を名乗り、「特別定額給付金の手続きのため、銀行口座
を登録してほしい。」「ＰＣＲ検査キットを郵送するので、お金を用意してほし
い。」などと言ってだます、新たな手口が報告されています。
　(1)携帯電話で話をしながら
　(2)コンビニやスーパーのATMを操作している
　(3)高齢者
上記のような方がいたら、詐欺の被害に遭っている可能性が高いです。
見かけたら、声かけをして警察に通報してください。
▶問：武蔵野警察署☎55-0110、警察相談専用電話☎#9110

「給付金詐欺」にご注意ください

Ｑ７　郵送申請にあたり、準備する書類はありますか？ 
Ａ７　 受給権者（世帯主）の本人確認書類（運転免許証、パスポー

ト、在留カード、保険証などのコピー）と振込先口座確認書類
（キャッシュカード、通帳などのコピー）

Ｑ８　 市役所の窓口で申請の手続きができますか？
Ａ８　 新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、原則としてオンラ

イン申請または郵送申請をお願いします。

Ｑ９　 受給権者（世帯主）以外の口座に振り込むことができますか？
Ａ９　 代理人申請が可能です。振込先の口座が同じ世帯の方や成年後

見人など、場合によって必要書類が異なります。詳しくは、特
別定額給付金コールセンターまでお問い合わせください。

総務省HPに特別定額給付金よくある質問が掲載されています。
　https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

【一般支給対象者】と【公務員支給対象者】とは申請方法が異なります。

 一般支給対象者の方（公務員以外） 

〇申請は不要
※５月下旬に対象となる方にお知らせを送付します。
※ 支給を希望しない場合は、６月上旬までに受給を拒否する旨の
届け出が必要です。

《支給までの流れ》

①給付金のご案内を送付します

②希望しない場合のみ、受給を
　拒否する旨の届出書を提出してください

③児童手当登録銀行口座へ
　振り込みます

武
蔵
野
市

子
育
て
世
帯

【支給時期】児童手当登録銀行口座に、6月末ごろに振り込み

 公務員支給対象者の方 

〇申請が必要
※令和２年３月31日時点（新高校１年生の場合は２月29日時点）
の住民票所在地へ申請してください。
【提出物】　申請書、振込口座の確認できる書類
　（申請期限：６月１日［月］～ 10月 30日［金］）
　※ 申請書は勤務先から配布されます。詳しくは勤務先へお問い合わせ

ください。

《支給までの流れ》

【支給時期】申請を受け付けた後、審査のうえ順次振り込み

武
蔵
野
市

子
育
て
世
帯

②記入した申請書を
　提出します

③証明済の申請書を
　交付します

④申請書・振込口座確認書類を提出してください

⑤申請書記入の銀行口座へ振り込みます

※①～③の流れは勤務先によって異なる場合があります。

勤務先
①申請書などご案内を
　送付します

【支給対象者】
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手
当（本則給付※）を受給している方です。
※本則給付：特例給付受給者を除いたもの。

【支給対象児童】
児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。
※ただし、３月分の児童手当の対象となっている児童であれば、
４月から新高校１年生となっている場合なども対象となります。

▶問：武蔵野市特別定額給付金コールセンター☎ 60-1974

【支給金額】
対象児童１人につき
１万円。（１回限り）
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、7頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●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

公園・緑地リニューアル計画を改定しました

改定のポイント

基本的な考え方と主な内容

　「公園・緑地リニューアル計画」
は、上位計画である「緑の基本計画」
に定められた基本的な考え方に基づ
き、それぞれの公園・緑地がもつ機
能や特性を地域間で補完し合うこと
で、体系的で効率的な公園事業を展
開するために定めた計画です。
　平成 31年３月に改定した「緑の
基本計画 2019」では、個別施策「公
園・緑地などの機能と維持管理の充
実」において「公園・緑地リニュー
アル計画」が位置付けられています。
　また、「公共施設等総合管理計画」
における類型別施設整備計画にあた
る計画としても位置付けられていま
す。

リニューアルを行うための基本的な考え方と、主なリニューアルの区分と
内容を以下のように定義します。

　「公園・緑地リニューアル計画」の策定から約 10年が経過し、この間の社会情勢や利用者ニーズの変化などに対応するため改定を行い
ました。
　計画の改定にあたっては、「緑の基本計画 2019」で示した「多様な主体や地域と連携し、公園緑地の柔軟な運用を図る視点」「緑の持つ多様
な機能を発揮するための広域的な連携の視点」、また、国、東京都が示している「公園を都市の貴重なオープンスペースとして有効活用すると
ともに、生物多様性や防災など公園のポテンシャルを最大限に発揮するための視点」を重視しました▶問：緑のまち推進課☎ 60-1864

基本的な考え方 リニューアルの主な区分 リニューアルの主な内容

改良により基本
機能と質を保つ

修　　繕
（施設などの修繕）

通常の維持管理で対応しきれない施設
の修繕、バリアフリー化、植栽の適正
化など

機能の向上を
図り有効に活用

部分改修
（機能の改善）

都市環境の改善、防災機能の強化、新
たな施設などの整備、緑景観の保全、 広
場の充実など

新たな魅力を
創出し利用を促進

全面改修
（機能の転換・新たな魅力創出）

現行の機能を改変し、市民ニーズや新
たな試みを積極的に取り入れる

①

②

③

①公園緑地のポテンシャルを活かす視点
◎ 公園緑地の機能の分担や連携を図り、特色ある機能を強化して魅力アッ
プを図る
◎ 地域のニーズに対応して、既存の資源（ストック）の有効活用を図る
◎ 緑と水のネットワークを活かし、街歩きや散策の立ち寄り場として周辺
施設との連携を図る

② 緑のマネジメントと多様な主体による新たな連携の視点
◎ 多様な主体や地域と連携した公園緑地の柔軟な利用を支援する仕組みの
整備を図る
◎ 都・近隣自治体などと広域的な連携を図ることで、防災・生物多様性・
環境配慮などの公園緑地の多様な機能を強化するとともに、グリーンイ
ンフラ＊の推進と都市環境の改善を図る

公園・緑地リニューアル計画とは

緑と水の魅力を輝かそう

＊グリーンインフラ： 自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある
都市づくりを進める取り組み

　ムーバス停留所における人の交錯を
改善するため、公園北側に新たに待ち
合いスペースと出入口を設けました。

さわやか公園（吉祥寺北町3-15）
　親水や自然とのふれあいの場として、
散策路や水面を望むことのできる展望
デッキなどの整備を行いました。

千川上水（緑町 3-2）

個別計画・個別事業
公園・緑地
リニューアル計画など

第六期長期計画

緑の基本計画 2019

公共施設等
総合管理計画

リニューアル
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、市立公園内の遊具は
使用を中止しています。

 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／
地域包括ケア人材育成センター
　　　　　　〒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
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
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5

吉祥寺市政センター
　〒180-0004 吉祥寺本町1-10-7商工会館2階
　☎ 22-1821
中央市政センター（緊急事態宣言発令期間は休館）
　〒180-0006 中町 1-2-8 ☎ 56-3800
武蔵境市政センター
　〒180-0022 境 1-1-7QuOLa2 階☎ 53-2200

市関連施設

名誉市民　長倉三郎氏　逝去
　本市の名誉市民である長倉三郎（ながくら・さ
ぶろう）氏が令和２年４月 16日、逝去されました。
99歳でした。
　長倉氏は、日本の分子化学研究の第一人者であり、物理化学の
中で「電荷移動理論」を提唱し、分子化学に新分野を開拓されま
した。また、「分子化合物の電子論的研究」などで大きな成果を
挙げられました。
　国際純正・応用化学連合会長、分子科学研究所所長、日本化学
会会長、岡崎国立共同研究機構機構長、日本学士院院長などを歴
任し、昭和 60年に文化功労者、平成２年に文化勲章、7年には
勲一等瑞宝章を受章されました。なお、本市においては、開学時
より 15年にわたり武蔵野地域自由大学学長を務められました。
　ここに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

春の褒章と叙勲
春の褒章と叙勲が行われ、市内で下記の方が受章されました（敬称略）。
おめでとうございます。
　　　　　　【藍 綬 褒 章】土

つち

屋
や

　陽
よう

子
こ

（統計調査功績）
　　　　　　【旭日小綬章】比

ひ さ

佐　守
もり

男
お

（弁護士功労）
　　　　　　【旭日双光章】是

これつね

常　　博
ひろし

（専門工事業振興功労）
　　　　　　【瑞宝重光章】榎

えのき

　　泰
やすくに

邦（外交功労）
　　　　　　【瑞宝中綬章】別

べ っ ぷ

府　祐
ゆうこう

弘（教育研究功労）
　　　　　　【瑞宝小綬章】岡

おかじま

島　　敏
さとし

（教育研究功労）
　　　　　　　　　　　　 中

なかにし

西　浩
こうぞう

三（郵政事業功労）
　　　　　　　　　　　　 間

ま

嶋
じま

　正
まさひで

秀（総務省行政事務功労）
　　　　　　　　　　　　 眞

ま す だ

壽田順
よしひろ

啓（経済産業行政事務功労）
　　　　　　【瑞宝双光章】肥

ひ だ

田　浩
こういち

一（教育功労）
　　　　　　　　　　　　【瑞宝双光章】山

やまざき

崎　次
じ

郎
ろう

（警察功労）
　　　　　　　　　　　　【瑞宝単光章】大

おおやま

山　邦
くに

夫
お

（警察功労）

叙　勲

危険業務従事者叙勲

褒　章
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掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 5月 11日時点のものです。

荒木大輔 障害者支援施設わくらす武蔵
野施設長

安藤直子 武蔵野千川福祉会八幡作業所
所長

岩本　操 武蔵野大学教授

植村由紀彦 地域生活支援センターびーと
施設長

大山智華 市民公募委員
久保田　聡 明日の風法律事務所弁護士

佐藤清佳 市民生児童委員協議会第二地
区会長

佐藤律々子 地域活動支援センターコット
施設長

長谷川　圭 ゆうあいセンター理事

福田暁子 地域自立支援協議会障害当事
者部会員

福本千晴 地域自立支援協議会障害当事
者部会員

藤原千秋
東京都多摩府中保健所保健対
策課地域保健第二担当課長代
理

三浦明雄 あすは Kids 管理者
森　新太郎 ミュー統括施設長　

横山美江 市民社会福祉協議会地域担当
係長

（50音順）

　 障害者計画・第６期障害福祉計
画策定委員会を設置します

市では、まちぐるみの支え合い（地
域包括ケアシステム）の推進に向
け、令和２年度において、障害者
計画・第６期障害福祉計画を策定
するため、同委員会を設置します。
▶問：障害者福祉課☎ 60-1904

安心、安全でおいしい
水の安定供給のために

　「武蔵野市の水はおいしい」という
声をよく聞きます。
　武蔵野市の水道水は、市内27カ所
の深井戸から汲み上げられた地下水
と、東京都が管理する東村山浄水場、
朝霞浄水場で作られた水を、市内2
カ所の浄水場で8対2の割合で混合
し、供給されています。取水井戸であ
る深井戸は深さが約250メートル
で、これは都庁第一庁舎の高さに相
当します。地下水にはミネラル分が
含まれており、雨水が35年から40年
かけてろ過されるため不純物が少な
く、水温は年間を通して17℃程度、
夏は冷たく冬は温かく感じられるの
が特徴です。
　深井戸から取水された地下水は、
第一浄水場（吉祥寺北町）と第二浄水
場（桜堤）に集められ、滅菌消毒、除鉄
などを行った後、場内の配水池に貯
水し、配水ポンプで市内に水を送っ
ています。昭和29年に市の水道事業
が給水を開始してからこれまで、通
水が停止したことは一度もありませ
ん。その背景には、安定供給のための
さまざまな対策があります。浄水場
内には監視操作装置を設置し、配水
池の貯水量、市内に配水する水量の
調整、水質の状態を職員が24時間体
制で監視しています。また、停電時で
も市内に配水できるよう非常用発電
装置が設置されており、配水池は日
常使用とともに、災害時に応急給水
ができるように貯水を行っていま
す。さらに安全対策として、浄水場や
取水井戸では赤外線センサー、監視
カメラなどによる常時監視や巡回点
検を行っています。

　このような水道事業も本年で66
年目を迎える中、各施設や設備の老
朽化が進み、その更新、改修は大きな
課題です。現在は、震災に備えるべく
配水管の耐震化を行っており、東日
本大震災の被災地でも全く被害がな
かったダクタイル鋳鉄耐震継手管へ
の取り替え工事を進めています。平
成30年度末の耐震化率は約47%で
す。水道は市民生活の最も重要なラ
イフラインのひとつ。昨今の給水収
益の減少、施設の維持・更新、自然災
害への対応など課題が顕在化する中
で、東京都の水道とつながることが、
安心、安全でおいしい水の安定的供
給を一層高められるため、都営水道
への一元化を目指した取り組みを
行っています。（取材協力：水道部工
務課／執筆者：矢後麻美）
▶問：記事で紹介した内容について
は水道部工務課☎52-0735、CIMコ
ラム全般については市政資料コー
ナー☎60-1809

360 度動画で武蔵野市浄水場見学
パソコンやスマートフォ
ンで、浄水場施設の様子
や浄水・給水の仕組みを
学ぶことができます。

　 住居確保給付金～離職者への
　家賃助成・就労支援
離職などで経済的に困窮し、住居
喪失の恐れのある方などに対して、
住居確保給付金を支給し、住居お
よび就労機会の確保に向けた支援。
３カ月を原則として、家賃相当額を
支給（上限額あり）。
▶対象：離職などの日から２年以
内または給与などを得る機会が本
人の責めに帰すべき理由などによ
らずに減少し、離職などと同程度
の状況にある方、かつ、経済的に
困窮し住居喪失またはその恐れが
ある方。年齢不問。そのほか収入
要件などあり。生活保護受給者は
対象外▶そのほか：令和２年４月
１日より年齢要件が撤廃され、４
月 20日より支給対象が拡大され
ました。支給期間中に、福祉公社
（自立相談支援機関）の面接など
の求職活動の義務あり▶問：生活
福祉課☎ 60-1254

　 「通知カード」の発行・記載事項
　変更ができなくなります
デジタル手続法の施行日（5 月
25 日ごろ予定）以降、マイナン
バー「通知カード」の発行・記載
事項変更ができなくなります。住
所などの変更があり、まだ記載事
項変更をしていない場合は早めに
手続きしてください。現在お持ち
の通知カードは記載事項に変更が
ない限り、番号確認書類として使
用できます。法施行日以降、出生
などで新たに個人番号が付番され
た方には「個人番号通知書」が送
付されます。同通知書は番号確認
書類として使用できません。マイ

ナンバーカードを申請するか、マ
イナンバー入りの住民票を請求し
てください▶問：市マイナンバー
専用☎ 0570-001-634、国フリ
ーダイヤル☎ 0120-95-0178

　 令和３～６年度使用中学校用教
科書採択に伴う見本本の展示

感想・意見は指定用紙で意見箱へ。
▶問：指導課☎ 60-1897

　カラスの威嚇・攻撃に注意

カラスは5～6月が
繁殖期で、大きな声
で鳴くなどして威嚇し
ます。ひなに近づくと
攻撃されることがありますので、注
意してください。巣やひなの近くを
通るときは、帽子をかぶるか、傘を
さすようにしましょう。カラスはむや
みに捕獲できませんが、攻撃への
対処が難しい場合はご相談ください
▶問：環境政策課☎ 60-1842

　善意の寄付ありがとうございました

（株）クラウドボックス代表取締役
徳永健様：吉祥寺かるた12 個。
学童クラブ児童が利用するため▶
問：管財課☎ 60-1815

場所 期間 時間

中
央
図
書
館

6月30日(火)
～

7月22日(水)
正午

午前9時30分～
午後8時
(土・日曜は午後5
時まで、金曜・7月
1日［水］は休館)

市
役
所
教

育
推
進
室

6月12日（金）
～

6月29日（月）
正午

午前8時30分～
午後5時15分
（平日のみ）

吉
祥
寺

図
書
館 6月26日（金）

～
7月16日（木）

午前9時30分～
午後8時
（水曜は休館）

武
蔵
野

プ
レ
イ
ス

午前9時30分～
午後10時
（水曜は休館）

表 1 に該当する方は、自宅など
から郵送で不在者投票ができます。
また、表 1・2の両方に該当する
方は、事前に指定した代理人が投
票の記載をする代理記載の制度が
あります。郵便などによる不在者
投票制度を利用するにはあらかじ
め選挙管理委員会が交付する郵便
等投票証明書が必要です。詳しく

は選挙管理委員会事務局へお問い
合わせください▶申込 · 問：事前
に「郵便等投票証明書交付申請書」
（市HPから印刷または同事務局ま
で連絡）を郵送（代理人などによ
る使達も可）で〒180-8777 選
挙管理委員会事務局☎ 60-1893
へ（ファクス不可）。

表１　郵便などによる不在者投票ができる方
区分 障害名 障害の程度など

身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能 １級または２級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 １級または３級
免疫、肝臓 １級から３級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症から

第２項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓

特別項症から
第３項症

介護保険の被保険
者証 要介護状態区分 要介護５

表２　代理記載による投票ができる方（表１に該当する方で下表にも該当する方）
区分 障害名 障害の程度

身体障害者手帳 上肢または視覚 １級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第２項症

東京都知事選挙が行われる予定（7月 5日）です
郵便などによる不在者投票制度の証明書交付申請はお早めに

　 市税の納期のお知らせ

固定資産税・都市計画税第 1期、
軽自動車税（種別割）全期の納期
限は、6 月1 日（月）です。納期
限までに納められない場合はご相談
ください▶問：納税課☎ 60-1828

　 生涯学習事業に関する補助金の
応募締切日を延長します
市報4月1日号2頁に掲載した「生
涯学習事業費補助金」「子ども文
化・スポーツ・体験活動団体支援
事業費補助金」の応募締め切りを
5月29日（金）まで延長します▶問：
生涯学習スポーツ課☎ 60-1902

　 商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（９月分申込）
▶申込・問：6月 2日（火）午前
９時 30 分（開場 9 時）までに受
付表を商工会議所会議室☎ 22-
3631へ。その後は事務室で随時
受け付け。

※新型コロナウイルス感染症
の影響による生活・事業資金
にお困りの方への経済的支援
策は 1・2・8 頁をご覧くだ
さい。
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、7頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●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

最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

　一時保育（6月分）

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんを一時保育しま
す。
▶日時：午前 9時～午後 1時／月
曜 (1 日 ･15 日 ･29 日を除く )、
火～金曜▶場所：総合体育館和室
研修室▶対象：生後 5カ月以上の
未就学児、10名（申込順）▶費用：
1 時間 660 円、以降 30分単位で
330 円加算▶申込・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。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■武蔵野赤十字病院　もの忘れ教
室

認知症カフェ＆相談会。認知症に
ついての話▶日時：6月19日（金）
午後 2 時～3 時▶場所：同病院
山﨑記念講堂▶対象：認知症の方、
家族介護者、関心のある方▶主
催：認知症疾患医療センター▶申
込：不要▶問：武蔵野赤十字病院
☎ 32-3111

◆ スポーツ ◆
■市レディース卓球大会
団体戦でリーグ戦。試合は 2 ダ

ブルス 3シングルス▶日時：6 月
13 日（土）午前 9 時▶場所：総
合体育館▶対象：市内在住・在勤
または市卓球連盟加盟の女性で
編成したチーム、監督 1名選手 4
名以上▶費用：1 チーム 2000 円
▶そのほか：代表者会議… 6月
6 日（土）午後 7 時、中央コミ
セン▶申込：代表者会議に所定の
申込用紙（体育協会で配布）を
持参▶問：卓球連盟・井谷☎ 50-
2486

■水泳教室
①ジュニア育成水泳教室（月曜）
②中級水泳教室（火曜）▶日時：
① 9月 7 日～ 12 月 21 日のうち
全 12回、午後 4時～ 4時 50分、
5 時～ 5 時 50 分② 9 月 29 日～
12 月 1 日のうち全 9回、午後 1
時～ 2 時 30 分▶場所：温水プー
ル▶対象：①市内在住の小学生②
市内在住・在勤の方、各 30名（超
えた場合抽選）▶費用：① 4800
円②5400円▶申込：5月30日（必

着）までに往復ハガキで体育協会
へ▶問：水泳連盟・佐藤☎ 080-
8479-1573

市内施設の住所は 3 頁、7 頁、
見出し部分などを参照。講師の方
などの敬称略。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。

　 東京都知事選挙（７月５日執行）
の選挙事務学生アルバイト募集
▶申込 · 問：市 HPまたは二次元
バーコードから選挙管
理委員会事務局☎ 60-
1893へ。
職種・人数 当日投票事務補助／ 100名程度（定員に達し次第終了）

業務・応募資格
前日：投票所設営（軽作業）、当日：投票事務（投票用紙交付、誘導案内）
／大学生・大学院生・短大生（留学生不可）で①～③のすべてに出席できる
こと

勤務・報酬

① 説明会：6月20日（土）午前 10時～正午、午後 3時～5時、21日（日）
午前 10時～正午、午後 3時～5時のいずれか1回／市役所
② 前日：7月4日（土）午前 8時 30分～午後 8時の間で市指定の2時間
／市指定の投票所
③ 当日：7月5日（日）午前6時 30分～午後9時 30分。②と同じ投票所
合計 2万 1376円

　関係団体の嘱託職員などの募集

特に記載のないものは令和 3年 3
月31日まで（試用期間なし。再度
任用される場合あり）、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／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、結果は合否に関わらず通知

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
協
会

保健業務
正規職員
１名

保育園での保健
業務／保健師ま
たは看護師の資
格を有する方（令
和２年５月見込み
可）

７月１日（応相談）～／月～
金曜午前８時30 分～午後５
時15分／認定こども園／月額
（短大卒）18万5020 円～（大
卒）20万4276 円～。年齢、
経験による加算あり／交

小論文、ＳＰＩ性格検査：
６月7日（日）
面接試験：
６月20日（土）
※両日とも受験の必要
があります。

▶申込・問：６月１日（月・必着）までに申込書を郵送で、子ども協会事務局総務課☎
36-0671（〒180-0013 西久保 1-6-27 多摩信用金庫武蔵野支店４階）へ。詳細は試験
案内（子ども育成課、吉祥寺・武蔵境市政センター、同協会事務局で配布、http://mu-
kodomo.kids.coocan.jp/ から印刷可。申込書付き）参照。

ガイド＆GUIDE に掲載の情
報については令和 2 年 5 月
11 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。

　 ふるさと歴史館 企画展
　「かたちの中の記憶」

考古・歴史・民俗資料や歴史公文書
などから、それぞれの時代の物を
残す行為と人々の思いを紹介。
▶日時：6 月 1 日（月）～ 7 月
16 日（木）▶場所：同館第２展
示室▶問：ふるさと歴史館☎ 53-
1811

５月は自転車月間です

減らそう！自転車事故
▶問：交通企画課　☎ 60-1860
　　　武蔵野警察署☎ 55-0110

●自転車安全利用の３本柱
①安全運転
ルールを守る。
「一時停止」で「安
全確認」など。

②自転車点検
安全運転の実現に
は車体の状態も重
要。年１回の点検・
整備を推奨。

③自転車保険への
　加入
自転車が関与した
事故での高額賠償
事例が増加。

市では「自転車安全利用講習会」を開催しています。
交通ルールや事故事例などを再確認し、“事故に遭わない・起こさない”
を目指しましょう。
　★ TSマーク付帯保険の助成 (1000 円 ) 付※市内在住の方のみ
　★ 公共駐輪場定期利用の優先措置あり※利用を保証するものではあ

りません

自転車保険は、自動車保険、火災保険、傷害保険、共済、各種団体保険
などで基本補償や特約として付いていることもあります。加入中の保険
もよく確認しましょう。

このマークのあるお店で点検・整備を
受けると、１年間有効の「傷害・賠償
責任保険」に加入できます (有料 )。

ＴＳマーク付帯保険おすすめ

　武蔵野地域五大学共同教養講座
　５つのキャンパスで知的探求
連続講座。各大学の特色あるテー
マで構成され、幅広く学べます。

▶日時：各土曜、各大学 4回、全
20 回（講座・大学単位の受講不
可）。午後 1 時 30 分～3 時▶対
象：市内在住・在勤・在学で18
歳以上の方および武蔵野地域自由

日程 会場／テーマ

6/13・20・
27、7/4

武蔵野大学／令和時代を賢
く生きるための法律知識

7/11・18・
25、8/1

日本獣医生命科学大学／こ
こまで来た！イヌとネコの
治療最前線

8/29、9/12・
19・26

東京女子大学／社会学的シ
ステム理論の世界

10/3・10・
17・24

成蹊大学／経済学で読み解
く現代

11/7・14・
21・28

亜細亜大学／中東・アラブ世
界の文化と日本

大学学生、120 名（超えた場合抽
選）▶費用：5000 円（資料代）
▶主催 :武蔵野地域学長懇談会 
▶そのほか:自由大学履修対象科目
（各大学 2回以上、全 15 回以上
出席で1ポイント）▶申込・問：5
月24日（必着）までに往復ハガキ
（申込要領参照し、生年月日、性
別、自由大学学生は学籍番号、在
勤・在学者は勤務先・学校名も明記）
で自由大学事務局（武蔵野プレイ
ス内）☎ 30-1904へ。https://
www.musashino.or.jp/ から申
込・当落確認（5月 30日～6月
13日）可。自由大学学生は電話
申込可。
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掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 5月 11日時点のものです。

９月１日開設
認可保育所の入所申込受付

（仮称）むくむくみらい保育園（中
町２-５）。認証保育所から移行。
▶募集人数：０歳児６名、１歳児
3名、2 歳児 2 名、３歳児 13 名、
４歳児 15 名、５歳児 15 名▶そ
のほか：申込書類…子ども育成課、
各認可保育園・市政センターで配
布（市HPから印刷可）。注意…世
帯の状況により提出書類が異なり
ます。９月１日入所分から申請が
可能です。８月１日入所分までに
既に認可保育施設の入所申込をし
た場合には、「教育・保育給付認
定変更申請書兼届出書」により希
望園の変更が可能です。※新型コ
ロナウイルス感染症の影響により
開設が遅れる場合は、市HPなどで
お知らせします▶申込・問：８月
３日～ 11日に直接子ども育成課
☎ 60-1854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☎ 51-
0700

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）
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。
▶日時：6 月 20 日（土）午前 9
時 30 分～正午▶場所：保健セン
ター▶対象：初妊婦（受講時に妊
娠 16 ～ 31 週の方）とそのパー
トナー、40組（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：母子健康手帳・バ
スタオルなど▶申込・問：6 月
12 日までに電話または直接健康
課☎ 51-0700へ。

もうすぐママのためのこうのとり
学級（平日クラス・全 2回）

①妊娠中から産後の過ごし方、赤
ちゃんとの関わり、②母と子の歯
の健康、食育講座。
▶日時：① 6月 15 日（月）② 6
月 22 日（月）午後 1時 15 分～
4時▶場所：保健センター▶対象：
初妊婦（受講時に妊娠 16 ～ 31
週の方）、24名（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：母子健康手帳・筆
記用具（②は歯ブラシ・手鏡も）
▶申込・問：6 月 8日までに電話
または直接健康課☎ 51-0700へ。

かみかみ教室（離乳後期）

離乳食（簡単な試食あり）・歯の
手入れの話。

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：6月3日・10日・
17日（水）午後1時30分▶費用：1回
500円▶申込：☎

●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 未就園児のためのひろば▶日時：６
月13日（土）午前10時30分～11時
30分▶対象：20組▶申込：☎

時45分▶対象：0歳と親・妊婦、5名▶
内容：親子遊びと話▶申込：妊婦は要

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：6月10日（水）午前10時～10
時45分▶対象：1歳と親、10組（初参
加者優先）▶内容：キラキラボトルを
作ろう▶申込：要

●nico（2歳）コース
　 ▶日時：6月19日（金）午前10時～10
時45分▶対象：2・3歳と親、12組▶
内容：身近な材料でお弁当を作ろう
▶申込：要

おもちゃのぐるりん
緑町2-6-8第3アパート8号棟1階

☎37-2016
休館：日・月曜、祝日

●手作りおもちゃの会
　ビー玉で歩く！カメさんをつくろう
　 ▶日時：6月9日（火）～13日（土）午
前10時30分～午後3時30分▶対象：
未就学児と保護者▶内容：輪ゴムと
ビー玉を
仕掛けに
した動く
おもちゃ
作り

子育て支援施設
運営団体：子ども協会☎36-0673

▶対象：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）▶申込： 15日
（金）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＊ぐるりんは火～
土曜午前10時～午後4時

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▶費用：無料▶
問： 詳細は主催者（各施設）に
お問い合わせください

▶日時：6 月 25 日（木）午前
10時 15分～11時 30分▶場所：
保健センター▶対象：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）▶費用：
無料▶持ち物：母子健康手帳▶申
込・問：6 月 18 日までに電話ま
たは直接健康課☎ 51-0700へ。

1 歳ごはん教室

1 歳ごろの食事（簡単な試食あ
り）・歯の手入れ・子どもとの関
わり方の話。
▶日時：6 月 30 日（火）午前
10時 15分～11時 30分▶場所：
保健センター▶対象：令和元年

4月～ 6月生まれの子と親（第 1
子優先）、24組（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：母子健康手帳▶申
込・問：6 月 23 日までに電話ま
たは直接健康課☎ 51-0700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☎ 51-
0700

・お知らせやイベント情報が届く
・予防接種のスケジュール調整
・子育て施設や医療機関を検索できる　などなど
　便利な機能が満載！　ぜひご活用ください。ご登録はこちらから↑

楽しくありながらも忙
しい子育ての中で、本
当に必要な情報を自
分で探し出すのは大変。
むさしのすくすくナビ
はそんな保護者の方を
お手伝いするツールで
す▶問：子ども政策課
☎ 60-1239

幼稚園
▶内容：未就園児親子向け事業。各園
月の内、1事業のみを掲載。詳細は各
園HP参照▶持ち物：室内の事業は上
履き・外袋（親子とも）▶申込・問：各園

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312

休館：日曜、祝日

●coco（0歳）コースと同時開催　　
　プレパパ・プレママのひろば
　 ▶日時：6月2日（火）午前10時～10

●武蔵野中央第二幼稚園 ☎52-1136
　 ようこそちいさなおともだち（園庭・
園舎開放）▶日時：６月10日（水）午
後1時30分～2時30分、雨天時室内
▶申込：不要

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：６月10
日・24日（水）午後1時▶対象：10組
▶費用：1人100円▶申込：☎

●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 わくわく園▶日時：６月17日（水）午
後2時～3時30分▶対象：２歳以上▶
申込：☎
●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 体操の先生とあそぼう▶日時：６月
10日（水）午後1時15分（受付）～3時
▶対象：満2歳児以上▶申込：6月1日
から☎

●武蔵野東第一幼稚園 ☎51-3640
　 なかよしクラブ▶日時：6月15日
（月）・23日（火）・29日（月）午前10時
～11時▶対象：令和3年度入園対象
児▶申込：園HP

●武蔵野東第二幼稚園 ☎53-4367
　 わくわくデー▶日時：６月13日（土）
午前10時～11時▶対象：令和3年度
入園対象児▶申込：園HP

●聖徳幼稚園 ☎31-3839
　 園庭開放▶日時：6月3日（水）午前11
時～午後０時30分▶対象：令和3年
度年少・年中になる幼児▶申込：園
HP
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最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

休日の医療機関
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
風邪症状がある方は、必ず事前にご連絡してから受診してください。
※ 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 ☎

17 日
（日）

○タワーズ内科クリニック 内科 中町 1-12-10　 50-1331
○甲賀クリニック 内科・小児科 境南町 3-12-2 30-7707
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

24 日
（日）

○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

○境橋クリニック 内科・小児科 関前 5-21-5 53-5984
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

31 日
（日）

○吉祥寺榊原クリニック 内科 吉祥寺南町 1-8-6 48-6311
○春木医院 内科・小児科 境 1-5-4 51-4567
◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

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

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

歯科診療 午前 9時～午後 5時　電話連絡のうえ受診
17日（日）中川歯科医院 吉祥寺北町1-23-1 ☎ 22-3327
24 日（日）日高歯科医院 吉祥寺本町1-9-8　ナカヤビル3階 ☎ 21-4118
31 日（日）さかいばし歯科 関前5-21-5　境橋クリニックビル ☎ 50-0506

5/15（金）～ 31（日）

調剤薬局 当番薬局（午前 9 時～午後 5 時）は市薬剤師会ホームページ
https：//www.musayaku.jp/ 参照

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
https：//www.himawari.metro.
tokyo.jp/

東京都小児救急相談
月～金 18-23 ／土日祝年末年始 9-23
＃8000 または☎ 03-5285-8898

東京消防庁救急相談センター
電話相談 ＃7119または☎ 042-521-2323
　

東京版救急受診ガイド 検索

人間ドック（生活習慣病予防、病
気の早期発見のために）
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。
▶日時：火・木曜▶場所：健康づく

保健センター〒180-0001 吉祥寺北町 4-8-10 
　健康課（1階） ☎ 51-0700
　健康課（マタニティ安心コール） ☎ 51-0703 
　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

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

施設
DATA

文化事業団
■文化事業団HP
http://www.
musash ino -
culture.or.jp/

●藤原真理によるチェロコンサートを 5月 31日（日）にインター
ネットで配信します。詳細は文化事業団HP参照。
●５月・６月に受付開始を予定していた文化施設の使用申込は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、受付方法など対応を検討中
です。決定次第、文化事業団HPや施設前の掲示板などでお知らせ
します。
※閉館期間中の土・日曜、祝日は、市民文化会館に問い合わせてく
ださい。 ロビーミニギャラリー

中央コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

　中央コミセンのロビー壁面を、
利用団体の作品発表の一助になれ
ばと、「ロビーミニギャラリー」と
して10年ほど前から開放してい
ます。コミセン利用団体または地
域の方どなたでもご利用いただけ
ます。これまでに絵画や絵手紙、写
真の団体、地域の高齢者の方の作
品などを展示しており、ロビー利
用者にも大変好評です。

絵手紙の作品

　展示期間は特に設けていません
ので、ご希望の方は、コミセン窓口
までお申し込み下さい。多くの方
のご利用をお待ちしています。

 秘書広報課からのお知らせ　　   ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

ツイッター：https://twitter.com/
musashino_hope
フェイスブック：https：//www.
facebook.com/musashinocity

市政情報を
発信して
います

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

むさしの
防災・安全
メール

むさしの-FM（78.2MHｚ）
●月～金曜／9:30、12:15、13:30、16:45、18:30、21:30●土曜／9:30、11:45、
12:45、15:30、16:45、18:30●日曜／9:30、11:45

マイシティ
むさしの

ケーブルテレビ（11ch）
●毎日／9:30、12:00、20:30、23:00

むさしの
シティニュース

「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。

市報は月2回
発行

●  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
h t t p : / / w w w . l i b r a r y .
musashino.tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を

5月31日（日）まで引き続き休
館します
▶資料の返却：返却期限を過ぎ
ても、無理に外出せずに、図書
館が開館してから返してください。
本・雑誌はブックポスト（各館、
芸能劇場、吉祥寺東急ＲＥＩホテ
ル）に返すことができます。
▶貸出期間・取り置き期限：予
約資料の取り置き期限と返却期
限は、随時延長処理を行います。

　 「 危険・有害ごみ」をほかのご
みと混ぜて出さないでください

危険・有害ごみ（電
池、ライター、カセ
ットボンベなど）を
燃やさないごみなど
と一緒に出すと火災
の原因となり非常に
危険です。必ず「危
険・有害ごみ」として出してくだ
さい。危険・有害ごみは所定の有
害ごみ袋（市役所案内、ごみ総合
対策課、各市政センター・コミセ
ンで配布）または透明袋に「危険・
有害ごみ」と書いて出してくださ
い▶問：ごみ総合対策課

●  ごみ総合対策課：〒180-0012 
緑町3-1-5 ☎60-1802

　  クリーンセンター係：☎54-1221

● 粗大ごみ受付センター：☎60-1844

コミュニティセンター

吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ☎21-4141
本宿（吉祥寺東町3-25-2） ☎22-0763
吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ☎43-6372
御殿山（御殿山1-5-11） ☎48-9309
本町（吉祥寺本町1-22-2） ☎22-7002
吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ☎55-3297
吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ☎55-3297
吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ☎22-7006
けやき（吉祥寺北町5-6-19） ☎54-8719
中央（中町3-5-17） ☎53-3934

中町集会所（中町1-28-5） ☎53-2251
西久保（西久保1-23-7） ☎54-8990
緑町（緑町3-1-17） ☎53-6954
八幡町（八幡町3-3-16） ☎54-0169
中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ☎56-0055
関前（関前2-26-10） ☎51-0206
関前分館（関前3-16-6） ☎51-0206
西部（境5-6-20） ☎56-2888
境南（境南町3-22-9）  ☎32-8565
桜堤（桜堤3-3-11） ☎53-5311

連　絡　先 休館中のため、つながらない場合があります

り事業団▶費用：市内住民登録の
方：2万1000円、そのほかの方：4
万2600円▶そのほか：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。半年先まで予約
可、2週間前までに同事業団へ（予
約状況は事業団HP参照）▶申込・
問：健康づくり事業団
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新型コロナウイルス感染症に関連した
経済的支援策について

国、東京都、市などのさまざまな機関やインフラ事業者などが経済的な支援の取り組みを行っています。制度の詳細は、各お問い合わ
せ先にご確認ください。※申請期限がある場合がありますのでご注意ください。（掲載の情報は令和２年 5月 11日時点のものです）

個人の生活に関連した支援策

国公立小・中学校に在学する児童・生徒のいる市内
在住の保護者の方で新型コロナウイルス感染症の影
響により家計が急変した世帯（所得制限あり）

お子さんの小学校などの臨時休業のために、仕事を
休まなくてはならなかった方で委託を受けて個人で
仕事をする方

就学援助費制度（小・中
学校の給食費・学用品費
などの支援制度）

小学校休業等対応支援金

教育支援課
☎ 60-1900

学校等休業助成金・
支援金等相談
コールセンター
☎ 0120-60-3999

契約されているガス・電気会
社にお問い合わせください

緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けた方で、
一時的に料金の支払いが困難な方

ガス料金、電気料金の
納付猶予

緊急小口資金・総合支援
資金の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業
などで収入減少となり生活費が不足する世帯

市民社会福祉協議会
☎ 23-0701

新型コロナウイルス感染症の影響により、
各種市税を一時に納付することができない方納税の猶予

市税：納税課
☎ 60-1828
国民健康保険税：
保険年金課
☎ 60-1836

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に
水道料金・下水道使用料の支払いが困難になった方

水道料金・下水道使用料
の納付猶予

水道お客さま
センター
☎ 52-0733

離職またはやむを得ない休業などによって収入を
得る機会が減少し、家賃が払えない方
※詳細は、4頁参照

住居確保給付金
（家賃相当額の支給）

生活福祉課
☎ 60-1254

生活資金に
お困りの方

児童・生徒の
保護者の方

武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん制度
中小企業や個人事業主の方に向けた融資制度です。下表のうち、
特別融資と小口特別の本人負担利率につき、令和 2年 9月 30日
あっせん申請分まで引き下げ中です。市、取扱金融機関、東京信
用保証協会の各々が審査を行います。申し込みが多く、金融機関
や保証協会での審査日数が通常よりかかる状況にあるため、早目
に金融機関にご相談ください▶問：産業振興課☎ 60-1832

事業所・商店などの運営に関連した支援策
持続化給付金（国）
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で 50％以上
減少していること。法人は最大 200 万円、個人事業者は最大 100 万円の給付
金が支給されます。
▶問：持続化給付金事業コールセンター☎ 0120-115-570（午前 8時 30 分
～午後７時 )

マル経融資
商工会議所の経営指導を受け、所定の要件に該当する
方が対象の無担保・無保証人の融資で、3年間１％分
の利息は市が補助します。限度額：2000 万円以内
返済期間：運転７年以内、設備 10年以内
利率は金融事情などにより変動します。
▶問 : 商工会議所☎ 22-3631

緊急融資制度の創設
「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響
を受けていること。最近 3カ月の売上または今後 3
カ月の売上見込みが令和元年 12月以前の直近同期
比で 5％以上減少していること。
▶問 : 東京都産業労働局金融課☎ 03-5320-4877

新型コロナウイルス感染症による小学校休
業等対応助成金
お子さんの小学校などの臨時休業のため
に、仕事を休まなくてはならなかった方（労
働者）を雇用する事業主の方
▶問 : 学校等休業助成金・支援金等相談
コールセンター☎ 0120-60-3999

感染拡大防止協力金（東京都）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設
の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金として 50
万円（2店舗以上有する事業者は 100 万円）支給されます。
▶問 : 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター☎ 03-5388-
0567（午前 9時～午後 7時）

セーフティネット保証・危機関連保証の認定
現在、認定申請受付中の保証は以下のものがあります▶問:産業振興課☎60-1832
 〇 危機関連保証は、売上高などが15％以上減少などの要件があります。（100%保証）
 〇 セーフティ4号は、売上高などが20％以上減少などの要件があります。（100%保証）
 〇 セーフティ5号（イ）は、売上高などが5％以上減少などの要件があります。（80%保証）
※ 認定の有効期間について：令和 2年１月 29 日（危機関連保証の場合は、3
月 13日）以降に認定を取得したものは、8月 31日まで延長となりました。

融資種類 一般融資 特別融資 小口融資 小口特別 創業資金

融資限度額 1250万円 1000万円 1250万円 1000万円
運転500万円
設備800万円
併用800万円

融資利率（固定） 1.9％ 1.9％ 1.9％ 1.9％ 1.9％
市の利子補給率 1.0％ 1.7％ 1.1％ 1.8％ 1.6％
本人負担の利率 0.9％ 0.2％ 0.8％ 0.1％ 0.3％
貸付期間

（据置期間 6カ
月間を含む）

運転5年以内
設備7年以内
併用5年以内

6年以内
運転5年以内
設備7年以内
併用5年以内

6年以内
運転5年以内
設備7年以内
併用5年以内

信用保証料補助 1/2 相当 全額 1/2 相当 全額 全額

医療機関に受診する前に相談しましょう 新型コロナ受診相談窓口から勧められた医療機関を受診するか、かかりつけの医
療機関に直接受診する際には、事前に診察が可能か問い合わせて受診しましょう。

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）
　平日（午前 9時～午後 5時） ☎ 042-362-2334（東京都多摩府中保健所）　　　　　　　　　　　　　　
　平日（午後 5時～翌朝午前 9時）、土・日曜、祝日は終日 ☎ 03-5320-4592（都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター）
　聴覚の障害などで電話が難しい方  FAX 03-5388-1396 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


