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人口と世帯
《令和2年6月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7903人（31人増）　世帯数7万8084世帯（増減なし）
●男7万805人（47人増）　●女7万7098人（16人減）　
〔うち外国人住民数3308人（17人減）〕

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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5 月 25 日に東京都に発令されていた緊急事態宣言が解除され、さまざまな事業、経済活動が動き始めています。しかしながら、感
染のリスクが無くなったわけではなく、またウイルスも身の回りに存在し続けていることに変わりはありません。武蔵野市では、そ
うしたリスクに配慮しながら、段階的に市の事業や公共施設を再開していくためのガイドラインを策定しました。今後、第 2波、
第 3波の流行が訪れることも想定されますが、このガイドラインに基づき、市民の皆さんが安全に安心して施設を利用し、事業へ
参加していただけるように取り組んでいきます。引き続き、感染拡大防止につながる一人ひとりの取り組みも継続していただきなが
ら、暑い時期になりますので、熱中症などにも気をつけた対策をお願いします。（掲載の情報は令和 2年 6月 9日時点のものです）

▶問：安全対策課☎ 60-1916武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン

検温、マスクの着用、手指の消毒、身体的距離の確保にご協力ください。ご協力いただけない
場合は、利用をお断りする場合があります。最新の状況は各施設に問い合わせてください。各施設の開館状況

～乗り越えて新しい日常へ向かう～

「公共施設等の再開に関するガイドライン」を策定

解除前
•  施設は原則として
休館
•  イベント開催の自
粛

以降の対応
•  クラスター発生歴
があるか、または
リスクの高い施設
については、今後
の国の対処方針等
の状況を踏まえ対
応を検討

ステップ 1
•  市民の文化的・健康的な生活
を維持するうえで必要性が高
い施設を緩和
•  下記の規模等のイベントにつ
いて開催可能
　 （屋内） 100 人以下、かつ収

容定員の半分以下
　（屋外）200人以下

ステップ 2
•  クラスター発生歴がなく、３
つの密が重なりにくい施設を
緩和
•  下記の規模等のイベントにつ
いて開催可能
　（ 屋内） 100 人以下、かつ収

容定員の半分以下
　（屋外）200人以下

ステップ 3
•  クラスター発生歴があるか、
または感染リスクの高い施設
を除き、入場制限等を前提と
してすべての施設を再開
•  下記の規模等のイベントにつ
いて開催可能
　 （屋内） 1000 人以下、かつ

収容定員の半分以下
　（屋外）1000人以下

施設名（問い合わせ先） 開館日 利用上の注意点
中央市政センター（☎ 56-3800） 開庁中 夜間窓口は 6月 1日（月）から、休日開庁は 6月 14日（日）から再開。
市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉
祥寺美術館、松露庵、吉祥寺シアター、かたらいの道市
民スペース（☎ 7頁参照）

開館中
定員の半分以下かつ 100名以下での利用。発声を伴う合唱や演劇・管楽器・ダン
スの練習などは利用不可。参加者の連絡先の把握などに協力が必要。詳細は文化
事業団HP参照。

市民会館（☎ 51-9144） 開館中 音楽室とロビーを除き使用可（定員制限あり）。入館時、受付票の記入。発音、発声、
体を動かす活動は利用不可。７月分の特別申請期間あり。

ふるさと歴史館（☎ 53-1811） 開館中 団体の見学不可。会議室は利用可（定員制限あり）。利用者カードの記入。当面の間、
市民スペースは利用不可。

武蔵野プレイス（☎ 30-1905） 開館中 会議室・ギャラリーのみ使用可（利用制限あり）。使用時、チェックシートに記入・
提出。詳細は武蔵野プレイスHP参照。

総合体育館、陸上競技場、軟式野球場、庭球場、緑町ス
ポーツ広場、ストリートスポーツ広場、中央公園スポー
ツ広場（総合体育館☎ 56-2200）

開館中
利用人数・方法の制限あり。利用者の連絡先、健康状態など記入・提出。更衣室・
シャワーの利用不可。トレーニング室、温水プール・屋外プールの開始は未定。
詳細は総合体育館HP参照。

桜堤児童館（☎ 53-2206） 6 月 15日（月） 6 月 15日（月）～ 20日（土）午前 9時～正午、22日（月）以降午前 9時 30
分～午後 5時 30分。一部利用制限あり。

0123 吉祥寺（☎ 20-3210） 6 月 16日（火） 午前 9時～ 11時 30分、午後 1時 30分～ 4時。利用者を市民に限定。
0123 はらっぱ（☎ 56-3210） 6 月 15日（月） 午前 9時～ 11時 30分、午後 1時 30分～ 4時。利用者を市民に限定。
おもちゃのぐるりん（☎ 37-2016） 6 月 16日（火） おもちゃの貸し出し、電話による子育ての相談のみ。
境こども園いこっと（☎ 53-2312） 6 月 15日（月） 7 月 10日（金）まで事前予約制。土曜臨時休館。詳細はいこっとHP参照。
とことこおやこひろば（みんなのとことこ☎ 27-7195） 6 月 17日（水） 6 月は予約制。
すくすく泉いずみのひろば（☎ 77-0213） 6 月 16日（火） 一時預かりは実施中。一部利用制限あり。詳細はすくすく泉HP参照。
プレーパーク（プレーパークむさしの☎ 26-9317） 開園中 利用人数・方法の制限あり。
テンミリオンハウス（川路さんち☎55-6239、月見路
☎20-8398、関三倶楽部☎56-9047、そ～らの家☎71-
3336、きんもくせい☎50-2611、花時計☎32-8323、く
るみの木☎38-7552、ふらっと・きたまち☎56-8537）

6 月 15日（月） 利用時間・方法に一部変更あり。当面の間、予約による2部制。食事の提供はなし（関
三倶楽部緊急ショートステイ事業を除く）。

男女平等推進センター（☎ 37-3410） 開館中 会議室貸し出し (一般開放を除く）、相談業務、図書貸し出し。
クリーンセンター　見学者ホール
（ごみ総合対策課クリーンセンター係☎ 54-1221） 開館中 氏名・住所などの記帳（任意）。団体見学は当面の間中止。

商工会館市民会議室（☎ 22-3631） 開館中 商工会議所にて利用申し込みの受け付け中。定員制限など利用条件あり。

図書館　予約資料の貸し出しを実施▶問：中央☎ 51-5145、吉祥寺☎ 20-
1011、武蔵野プレイス☎ 30-1900

コミュニティセンター　7 月上旬に開館予定。詳細は市報 7月 1日号に掲
載▶問：市民活動推進課☎ 60-1830

そのほかの新型コロナウイルス感染症
関連情報は 8頁へ
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武蔵野市選挙管理委員会で
は東京都知事選挙の執行に
あたり、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止対策に
取り組みます。ご理解・ご
協力をお願いします▶問：
選挙管理委員会事務局☎
60-1893

投票所入場整理券について
　入場整理券は同一世帯の方全員
の分を 1つの封筒に入れて 6月
18 日ごろまでに発送します。投
票の際は、ご自分の投票所入場整
理券を確認のうえ、お持ちくださ
い。入場整理券が届いていない場
合や紛失された場合も、武蔵野市
の選挙人名簿に登録がある方は本
人確認の後、投票ができます。本
人確認書類（健康保険証や運転免
許証など）をお持ちいただくと、
手続きがスムーズです。
投票所の変更について
　以下の 2カ所は投票所が変更
になります。
◎第 2投票区（吉祥寺南町 2丁
目 11～ 36 番、吉祥寺南町 4丁
目、吉祥寺本町 1丁目 34 ～ 38
番にお住まいの方）
地域子ども館三小あそべえ
 ➡第三小学校低学年ルーム
◎第 22 投票区（境南町 3 ～ 5
丁目にお住まいの方）
境南コミュニティセンター体育館
 ➡ぐっどういる境南デイルーム
点字投票・代理投票
　目の不自由な方は、点字で投票
することができます。また、心身
の状態などの理由により、字が書
けない場合は、係員が代筆する代
理投票制度があります。希望され
る方は投票所係員までお申し出く
ださい。
選挙公報について
　市内の各戸に配布するほか、市
役所、各市政センター・図書館・
コミュニティセンターなどの市の
施設や、市内 3 駅の広報物ラッ
クなどに備えます。東京都選挙管
理委員会HPでもご覧になれます。
受け取ることのできない方は、選
挙管理委員会にご連絡ください。
開票について
　7 月 5 日（日）午後 9 時から
総合体育館メインアリーナで行い
ます。武蔵野市の有権者の方は
参観できます。また、市HPで投・
開票速報を行います。

　東京都知事選挙に立候補してい
る候補者の氏名を 1名記載して
投票してください。

武蔵野市で投票できる方
　平成14年7月6日までに出生し、
令和 2年 3月 17日までに武蔵野
市に転入届出をし、引き続き6月
17日まで住民基本台帳に記録のあ
る日本国民。ただし、それ以降に
東京都外へ転出すると投票はでき
ません。武蔵野市から都内の他区
市町村に転出された方でも、転出
前に引き続き3カ月以上武蔵野市

期日前投票
　投票所入場整理券をお持ちくだ
さい。期日前投票をする際には、
宣誓書への記入が必要です。入場
整理券裏面の宣誓書にあらかじめ
記入してお持ちいただくと、ス
ムーズに投票ができます。
※ 選挙当日（7月 5日）に投票所で
投票する方は記入する必要はあり
ません。

期日前投票・
不在者投票の方法

に住民登録のある方は、転出後 4
カ月以内で、新住所地の選挙人名
簿に登録されていない場合、武蔵
野市で投票できます。

不在者投票
　投票日当日だけでなく期日前投
票期間中も投票に行くことのでき
ない方には、次のような投票方法
があります。
1出張などで市外に滞在中の方
は、事前に選挙管理委員会に投票
用紙などを請求し、送付された一
式を滞在先の選挙管理委員会に持
参して投票することができます。
2不在者投票ができる施設に指定
されている病院や老人ホームなど
に入院・入所している方は、施設

●最近市外から転入された方

内で投票することができます｡
3身体障害者手帳または戦傷病者
手帳をお持ちで、政令で定める一
定の障害を有する方と介護保険
の要介護区分が要介護 5の方は、
郵便などを用いて投票することが
できます（事前に「郵便等投票証
明書」の交付が必要）。
※ いずれの場合も、事前の手続きが
必要となります。詳しくは選挙管
理委員会までお早めに問い合わせ
てください｡

　都外へ転出される方は投票ができ
ません。都内へ転出された方が投票
をするときは、新住所地（転入先）
の区市町村長が発行する「住民票の
写し（選挙用・無料）」または「引
き続き東京都内に住所を有する旨の
証明書」などをご提出ください。提
出がないと確認に時間がかかる場合
があります。

　3月 18 日以降に武蔵野市に転入
の届出をされた方は、武蔵野市では
投票できません｡ ただし、旧住所地
（都内に限る）の選挙人名簿に登録
があれば旧住所地で選挙の投票がで

投票の方法

投票時間

午前7時～
午後8時 投票所における新型コロナウイルス感染症対策について

・ 投票所、期日前投票所にはアルコール消毒液を設置します。
・ 投票管理者、投票立会人、投票所職員はマスクを着用します。
・ 投票所内は定期的に換気を実施します。
・ 記載台、鉛筆などを定期的に消毒します。

選挙管理委員会が実施する主な感染症対策

・ 鉛筆（シャープペンシル）を持参し、投票用紙に記入することができま
す。※ボールペン（特に水性）はインクがにじむ可能性があるため、鉛筆
（シャープペンシル）を推奨します。
・ マスクの着用や咳エチケット、来場前後の手洗いなどにご協力ください。
・ 周りの方との距離を保つようお願いします。

有権者の皆さんにお願いする感染症対策

むさしの市民公園
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◆市役所期日前投票所
住所： 緑町 2-2-28 市役所西棟 1 階

111会議室
期間： 6月 19日（金）～7月 4日（土）
時間：午前 8時 30分～午後 8 時
※ 西棟または正面玄関から入ってくだ
さい。

※ 平日午後5時以降および休日の出入
口は西棟のみとなります。

◆東部期日前投票所
住所： 吉祥寺本町1-10-7商工会館３階

消費生活センター講座室
期間：7月 1日（水）～ 4日（土）
時間：午前 9時 30分～午後 8 時

◆西部期日前投票所
住所： 境南町 2-3-18 武蔵野プレイス

1階ギャラリー
期間：7月 1日（水）～ 4日（土）
時間：午前 9時 30分～午後 8 時

※ 市役所期日前投票所と東部・西部期日前投票所では受付期間・時間が異なります。
※ 車で来庁される方は、市役所期日前投票所をご利用ください。
※東部・西部期日前投票所の受付期間が 4日間になりました。

　武蔵野市の選挙人名簿に登録があ
り、5月 29 日以前に転居の届出を
された方は、新住所地の投票所で投
票ができます。5月 30 日以降に転
居の届出をされた方は、前住所地の
投票所での投票となりますのでご注
意ください。

●市内で転居した方

きますので、旧住所地の選挙管理委
員会へお問い合わせください。なお、
旧住所地での投票の際には、武蔵野
市長が発行する「住民票の写し（選挙
用・無料）」または「引き続き東京都
内に住所を有する旨の証明書」など
をご提出ください。提出がないと確
認に時間がかかる場合があります。
●これから市外に転出される方

投票時間

午午前7時～

7月５日（日）は
東京都知事選挙の

投票日です
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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。

 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
　〒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

会議などの開催と傍聴
会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問

教育委員会定
例会

７月１日（水）
午後１時30分

市役所
811会議室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

　市職員等の公益通報制度運用

職員等が市の事務事業に関し、違
法または不当な行為などの公益通
報を行った場合、公益通報者保護

　国民健康保険（国保）税に関するお知らせ

◎令和２年度から税率・均等割額・賦課限度額を下表のとおり改定しま
した。また、納税通知書の発送を７月中旬に世帯主宛てに送付します。
世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主が納税義務者となります。
▶問：保険年金課（税額・計算方法・軽減など：国保年金係☎ 60-
1835、納付相談・納付方法変更など：収納係☎ 60-1836）

◎市独自の子育て世帯向けの減免制度を創設しました：下表に該当する
世帯は均等割額が減免されます。申請は原則不要です。減免決定通知書は
納税通知書に同封します。（※）

◎令和２年度から低所得者向けの均等割額の軽減対象となる世帯が拡充
されました：下表に該当する世帯は均等割額が軽減されます。申請は不
要です。（※）

（※）市が所得を把握できていない世帯（未申告者など）は、前年の所得の判定
ができず減免や軽減が受けられない場合があります。所得の申告が必要な方は、
税務署や市区町村に申告をしてください。

国保税内訳 所得割の税率 均等割額 課税限度額
①基礎課税額 5.00% ２万5900円 61万円
②後期高齢者支援金等課税額 1.80% 9800円 19万円
③介護納付金課税額（40歳以上65歳未満） 1.50% １万2200円 16万円
国保税は、①②③の所得割額（被保険者の「令和元（平成31）年中の総所得金額等（注）の
合算額から33万円を引いた額」の世帯内合計×税率）と均等割額の合算となります。
（注）総所得金額・山林所得金額・申告分離課税所得（短期・長期譲渡所得等）の合計。退職
所得金額は含みません。

対象世帯
次の①②の両方に該当する世帯
①子が２人以上いる世帯
②世帯の前年の所得が400万円以下の世帯
子…世帯主と配偶者を除く18歳未満（４月１日時点）の国保加入者

減免割合
・２人目の子の均等割額の半額
・３人目以降の子の均等割額の全額
（低所得者向けの軽減と合わせて算出）

軽減区分 軽減基準
（世帯の前年所得）

軽減後の均等割額

基礎課税額 後期高齢者支
援金等課税額

介護納付金課税額
（40歳以上65歳未満）

７割 33万円以下 7770円 2940円 3660円

５割 「33万円＋被保険者数
×28万5000円」以下 １万2950円 4900円 6100円

２割 「33万円＋被保険者数
×52万円」以下 ２万720円 7840円 9760円

受付 取下げ 裁決
４件 １件 １（１）件

※（ ）は内数で、30年度に受け付けた請
求に関するもの

法の趣旨にのっとり、公益通報委
員会が調査を行い、その結果を市
長へ報告、その報告を受けた市長
が、必要な措置などを行う制度で
す▶問：総務課☎ 60-1807

　令和元年度審査請求処理状況

行政不服審査法（平成 26 年法律
第68号）第85条の規定に基づき、
令和元年度の審査請求処理状況
を公表します▶問：総務課☎ 60-
1807

　 選挙人名簿登録者数
　（６月定時登録）
６月１日現在の登録者数は、男
５万8545人、女６万5271人、計
12万3816人です。また、在外選挙
人名簿の登録者数は、男203人、女
222人、計425人です▶問：選挙
管理委員会事務局☎60-1893

　 証明書自動交付機・コンビニ交
付サービスを停止します

システムメンテナンスのため。
▶日時：6月25日(木)午後７時～
翌日午前６時30分▶問：市民課
☎60-1839

　介護保険料納期のお知らせ

令和２年度過年度第３期の納期限
は６月30日（火）です。口座振替は
６月30日に引き落とし、納付書払

いは６月30日までです▶問：高
齢者支援課☎60-1845

　市民税・都民税納期のお知らせ

第 1期の納期限は 6月 30日（火）
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

　戦没者などのご遺族の皆さんへ
　第十一回特別弔慰金請求受付中
令和2年4月1日(基準日)におい
て、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者・戦没者遺族等援護法に
よる遺族年金」などの受給者がい
ない戦没者などの遺族の方(先順
位の方1名)。新型コロナウイルス
感染症の拡大防止の観点から、状
況が落ち着いてからのお手続きを
ご検討ください▶申込・問：令和
5年3月31日までに地域支援課☎
60-1941へ。

　 令和２年度版「大人のための生
涯学習ガイド」を発行しました
成人を対象とした講座やイベント
などの生涯学習事業を紹介するガ
イドブックです▶配布：生涯学習
スポーツ課、市民会館、各市政セ
ンター・図書館・コミセンなど
▶問：生涯学習スポーツ課☎ 60-
1902

令和元年度の処理状況(件)
受付
件数

受理
件数

調査の
実施

是正措置
の実施

0 0 0 0

　善意の寄付ありがとうございました

新型コロナウイルス感染症対策のため。いただい
たマスクなどは市内医療機関・福祉施設などへ提
供しています▶問：管財課☎ 60-1815

氏名・団体名 寄付内容
多くの市民の皆様（市役所案内の寄付専用箱への投入や郵送） 布マスク
松下　紅葉様 手作りマスク ５枚
シェ　ファン様 マスク 700枚ほか
武蔵野青年会議所理事長　堀内　雄次郎様 マスク 1500枚
EP Rental（株）代表取締役　李　孟東様 マスク 2000枚
シェ　ファン様、周　晗様 マスク 3000枚
（株）環境管理センター代表取締役社長　水落　憲吾様 マスク 1万枚
弓倉果園、弓倉商店 マスク 30枚
（株）武蔵境自動車教習所代表取締役　髙橋　勇様 金1000万円
（株）Rodeo STAR 代表取締役　金野　正実様 マスク 1万枚
（株）松屋フーズホールディングス代表取締役社長　瓦葺　一利様 マスク 700枚
藤澤　真澄様、藤澤　智宏様、藤澤　節子様 マスク 2120枚
長男堂店主　吉田　瑠実様 マスク 500枚

 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
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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 6月 9日時点のものです。

ることが定められています。令和
元（平成 31）年度の閲覧状況を
お知らせします▶問：市民課☎
60-1839

月日 請求理由 閲覧者（受託事業者） 対象（在住・年齢など）人数

5/15 都民生活に関する世論調査
東京都生活文化局広報広聴
部（サーベイリサーチセン
ター）

東、南、平成 31年１月
１日時点満 18歳以上 30

5/21 男女のあり方と社会意識に
関する調査

広島修道大学（新情報セン
ター）

本、昭和 14年６月１日
～平成 11 年４月 31 日
生まれ

20

5/23 テレビ視聴に関する調査 野村総合研究所（中央調査
社）

境南、平成 15年６月末
日まで生まれ 14

5/24 生活意識に関するアンケー
ト調査

日本銀行情報サービス局
（日本リサーチセンター） 境、20歳以上 15

5/27 自衛官等の募集に伴う広報 自衛隊東京地方協力本部
全域、平成 13年４月２
日～ 14 年４月１日生、
日本人

605

6/7 読書世論調査 毎日新聞社 南 12

6/10 国民生活に関する世論調査 内閣府大臣官房政府広報室 西、平成 13年５月末日
まで生まれ 29

6/13 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報セン
ター） 東、南、16歳以上 100

6/18 情報行動と政治・社会意識
に関する調査

大阪大学大学院人間科学科
（日本リサーチセンター） 境南、18～ 69歳 23

6/18 60 代の雇用・生活調査 労働政策研究・研修機構（日
本リサーチセンター） 境、60～ 69歳 24

6/19 里親に関する都民の認知度、
意向等に関する調査

東京都福祉保健局少子社会
対策部（輿論科学協会） 南、中、満 20～ 69歳 30

7/2 新聞およびWeb利用に関
する総合調査 朝日新聞社（中央調査社） 境、平成 16年８月末日

まで生まれ 17

7/22 環境問題に関する世論調査 内閣府大臣官房政府広報室
（中央調査社） 西、満 18歳以上 17

7/25 食生活と食育に関する世論
調査

東京都生活文化局広報広聴
部（エスピー研）

北、御、桜、満 18歳以
上 57

7/30 人権に関する意識調査 法務省人権擁護局（新情報
センター）

境、18 歳以上の日本国
籍を有する者 25

8/16 飲酒・喫煙・くすりの使用
についてのアンケート調査

国立精神・神経医療研究セ
ンター　精神保健研究所　
薬物依存研究部（新情報セ
ンター）

中、15 ～ 64 歳の日本
国籍を有する者 29

8/29 消防に関する世論調査 東京消防庁（エントリーサ
ポート）

東、中、緑、満 18歳以
上 36

8/30 生活意識に関するアンケー
ト調査

日本銀行情報サービス局
（日本リサーチセンター） 南、20歳以上 15

8/30 広報広聴活動に関する調査 東京都生活文化局広報広聴
部広報課（アストジェイ） 北、境、満 18歳以上 30

9/9 福祉保健基礎調査 東京都福祉保健局総務部総
務課 八 111

9/26 健康に関するアンケート調
査

国立保健医療科学院（イン
テージリサーチ）

東、令和元年 12 月 31
日現在、16 ～ 89 歳以
下

130

10/7 職業と生活に関する調査 労働政策研究・研修機構（日
本リサーチセンター） 中、25～ 64歳 30

10/8 基本的法制度に関する世論
調査

内閣府大臣官房政府広報室
（中央調査社）

境、平成 13 年 10 月末
日まで生まれ 17

10/16 オリンピック・パラリン
ピックに関する世論調査

東京都生活文化局広報広聴
部（サーベイリサーチセン
ター）

本、西、満 18歳以上 30

10/23 消費者意識基本調査 消費者庁（新情報センター）中、15 歳以上の日本国
籍を有する者 25

10/31 市民の社会貢献に関する実
態調査

内閣府（インテージリサー
チ）

東、平成 31年１月１日
現在、20歳以上 29

10/31 土地問題に関する国民の意
識調査

国土交通省土地・建設産業
局（中央調査社）

御、平成 11 年 10 月末
日まで生まれ 17

11/14 消費動向調査 内閣府経済社会総合研究所
（新情報センター） 緑、単身世帯の世帯主 40

11/14 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報セン
ター）

南、境、16 歳以上の男
女 100

11/14 テレビ視聴に関する調査 野村総合研究所（中央調査
社）

西、平成 15 年 12 月末
日まで生まれ 14

11/19 青少年のインターネット利
用環境実態調査

内閣府（日本リサーチセン
ター） 北、0～ 17歳 20

11/29 社会意識に関する世論調査 内閣府（中央調査社） 本、平成 13 年 12 月末
日まで生まれ 29

12/5 高齢者の経済生活に関する
調査 内閣府（中央調査社） 西、 昭 和 34 年 1 月 1

日まで生まれ 20

12/13 日本人の情報行動調査 東京大学大学院情報学環
（山手情報処理センター） 境、13～ 79歳 21

1/7 令和元年度　国語に関する
世論調査 文化庁国語科（中央調査社）境南、平成 16年１月末

まで生まれ 21

1/30 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報セン
ター）

本、 境、 平 成 31 年 4
月 2日現在 16歳以上 100

2/14 生活意識に関するアンケー
ト調査

日本銀行情報サービス局
（日本リサーチセンター） 北、20歳以上 15

3/11 家計の金融行動に関する世
論調査

金融広報中央委員会（日本
リサーチセンター） 東、20歳以上 22

3/12 幼児視聴率調査 ＮＨＫ放送文化研究所（ビ
デオリサーチ）

中、西、平成 26年４月
２日～ 30年４月１日生
まれ

10

町名　　東：吉祥寺東町　　南：吉祥寺南町　　御：御殿山　　本：吉祥寺本町
　　　　北：吉祥寺北町　　中：中町　　　　　西：西久保　　緑：緑町　　
　　　　八：八幡町　　　　関：関前　　　　　境：境　　　　境南：境南町　　　桜：桜堤

住民基本台帳の閲覧状況
令和元（平成 31）年度
住民基本台帳法では、年に 1 回
以上閲覧者の氏名や内容を公表す

都市計画原案の縦覧および公聴
会の公述申出について
①都市計画区域の整備、開発およ
び保全の方針②都市再開発の方針
に関する都市計画原案の縦覧およ
び公聴会の公述申出ができます。
▶日時：縦覧および公述申出…７
月１日（水）～ 15 日（水）。公聴
会…８月 17 日（月）午後７時、
8月 21日（金）午後 2時・７時（※
公述申出がない場合は中止）▶場
所：縦覧…東京都都市整備局都市
計画課、市まちづくり推進課。公
聴会…立川市女性総合センター
（8月 17 日）、都庁第一本庁舎大

会議場（8月 21 日）▶対象：公
述の申出…市内在住または計画案
に利害関係のある方（１人 10 分
以内、申出多数の場合は意見要旨
などを考慮し選定）。公聴会の傍
聴…100 人程度（先着順）▶そ
のほか：計画原案の申出書の配布
は、７月１日～ 15 日に東京都都
市整備局都市計画課、市まちづく
り推進課または東京都HPから入
手可▶申込・問：公述申出書を７
月１日～ 15日（必着）に〒 163-
8001 東京都都市整備局都市計画
課☎ 03-5388-3225へ。公聴会
の傍聴は申込不要。

官公署だより

緑の保全と創出への
取り組みについて

　全国に先駆けて「武蔵野市民緑の
憲章」や「むさしのリメイク（武蔵野
市緑の基本計画）」を制定した本市
は、緑化推進と同時に緑化活動への
市民参加を促し、市民とともに緑の
保全と推進に取り組んできました。
緑には「都市環境改善の機能」「生態
系の保全」「潤いと健康・レクリエー
ションの機能」「防災機能」「都市景観
の形成」「地域の活性化」「地域の歴史
の継承」など、さまざまな役割があり
ますが、近年の都市環境の変化に伴
い、ヒートアイランド現象の緩和や
豪雨・台風の防災・減災、生物の生息
場所確保などの役割も期待されるよ
うになりました。都市環境の変化や
緑の役割の変化に伴い、都市緑地法
や生産緑地法など緑に関する法律も
改正されました。法改正を受け、市の
施策や具体的な取り組みに大きく影
響を与える基本計画も実態に即した
ものに変えていく必要があるため、
2008年に定めた旧計画「武蔵野市緑
の基本計画」を、2019年版として改
定しました。
　新たな計画では「緑は市民の共有
財産」の基本理念は継承しつつも、
量・質ともに豊かな緑を守り育む取
り組みを通して「地球に優しい緑」
「安全・安心をつくる緑」「ゆとり・文
化・歴史の緑」「暮らしを彩る緑」「感
性を育む緑」「協働で守り育む緑」の
実現を目指し、方針や施策を定めて

います。旧計画では主に公園緑地や
学校の緑など公共の緑と水辺環境の
整備に力を入れてきましたが、本計
画では「日々の暮らしの中で緑を楽
しむ」をテーマに住宅地や企業や商
業施設、大学、農地などの民有地の緑
にも注力していく方針です。具体的
には緑や環境の大切さを伝える啓発
活動として「まちの緑」や「緑のある
暮らし」の魅力を発信する情報誌の
作成、緑化や清掃など緑に関する市
民活動の支援や活動参加のための仕
組みづくりに取り組むほか、住宅地
の接道部緑化に対する助成要件や緑
化の充実に向け指導基準の見直しを
検討しています。さらに民間のオー
プンスペースの緑化についても認
定制度やインセンティブに関して
研究・検討を行っています。そのほ
か、農体験や市内の野菜販売を行う
ファーマーズマーケットなど農にふ
れる機会の充実を検討します。
　緑豊かな環境を次世代の子どもた
ちに残していくために、今後も市民
や民間との連携を深めながら緑の保
全と創出に取り組んでいく方針で
す。
（取材協力：緑のまち推進課／執筆
者：遠藤梨栄）
▶問：記事で紹介した内容について
は緑のまち推進課☎60-1863、CIM
コラム全般については市政資料コー
ナー☎60-1809

　 心身障害者福祉手当・難病者福
祉手当の現況届を実施します

同手当を受けている方に6月26日
（金）発送予定です。現況届では令
和元（平成31）年中の所得状況、障
害者支援（入所）施設への入所状
況、特定医療費（指定難病）受給者
証の有効期限などを確認します▶
申込・問：７月31日までに障害者
福祉課☎60-1904へ。

　ハクビシン・アライグマの
　駆除事業を始めました
市では、外来種であるハクビシン、
アライグマの駆除事業を開始しま
した。市内で、建物や敷地内の果
実、飼養動物などへの被害が出た
場合はご相談ください▶問：環境
政策課☎ 60-1842

　愛護動物への虐待は犯罪です
　地域猫活動にご協力ください

愛護動物を捨てたり、虐待したり
することは「動物の愛護及び管理
に関する法律」で禁じられていま
す。自宅の庭や近所で、飼い主の
いない猫が子猫を産んでしまって
お困りの時はご相談ください。飼
い主のいない猫を対象にした不
妊・去勢手術の補助金制度もあり
ます▶問：むさしの地域猫の会☎
070-6960-2828、環境政策課☎
60-1842
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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。

　テンミリオンハウス運営団体募集

高齢者などを対象にした施設の運
営団体を募集。施設の内覧および
相談会を行います (参加必須 )。
▶日時：7月16日(木)～31日(金)
▶対象：自己通所可能な高齢者を
主な対象として地域に密着した柔
軟な福祉サービス（ミニデイサー
ビスなど）を提供する団体（法人格
の有無不問）▶そのほか：テンミリ
オンハウス事業は、地域に密着し
て福祉サービスを提供する団体の
「共助」の取り組みに対し、市が施
設の無償貸与と年間1000万円(テ
ンミリオン)を上限にした運営費
補助金などの支援を行う事業です
(平成12年から実施)｡対象施設…
川路さんち（西久保1-34-2）、応募
要領…7月1日から高齢者支援課、
市民社協、各市政センターで配布予
定、選考…書類審査および評価委
員会での面接（10月予定）▶申込・
問：7月1日～22日に高齢者支援
課☎60-1940へ。

　 青少年善行表彰「子鳩・けやき
表彰」などの推薦受付中
子どもたちの心温まる行動を表
彰する「子鳩・けやき表彰」などの
推薦を受け付けています▶申込・
問：10月30日までに所定の様式
（児童青少年課で配布。市HPから
印刷可）を郵送・ファクスまたは直
接〒180-8777 児童青少年課☎
60-1853、FAX51-9327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、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した／特に
記載のないものは令和3年3月31

日まで（条件付採用期間あり・勤
務成績が良好な場合に限り、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／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／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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
民
課

窓口業務など
2名

窓口および電話での市民な
ど対応、住民票など入力・
出力業務、マイナンバー業
務、庶務事務など／ PC

8月1日～／週5日（月～金
曜。所定外労働あり）午前9
時～午後5時／月額21万
400円／期／交

書類審査、
筆記試験、
面接：
7月10日(金)

▶申込・問：6月25日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-
8777市民課☎ 60-1838へ

教
育
企
画
課

学校業務
２名

学校交換便、施設の修繕、
施設の点検業務／普免

①８月１日～／週５日（月～
金曜）午前９時～午後５時／
月額21万400円／期／交
②９月１日～／週4日（月～
金曜のうち４日）午前９時～
午後５時／月額16万８300
円／期／交

書類審査、
面接：
６月29日（月）

▶申込・問：６月23日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、①または②と明記）を郵送
または直接〒180-8777教育企画課☎60-1895へ

　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

福
祉
公
社

看護師・社
会福祉士・
介護福祉士
若干名
正規職員

福祉公社事業（高齢者総合
センター、北町高齢者セン
ター、権利擁護事業など）に
て専門職として従事／詳細は
同公社HP参照

入職日応相談／看護師：月
額 25万 6700 円～、社会
福祉士・介護福祉士：月額
21 万 6200 円～、定期昇
給あり／期／交

書類審査、
適性検査（ＳＰＩ）、
面接：
別途調整

▶申込・問：同公社HPにて詳細確認の上、必要書類を郵送または直接福祉公社☎ 23-1165
（〒180-0001 吉祥寺北町 1-9-1）へ

子
ど
も
協
会

学童クラブ
支援員
若干名
嘱託職員

学童保育業務／次の①②の
いずれかを満たす方①放課後
児童支援員（資格基準を満た
す方含む）、保育士、社会福
祉士、または幼小中高の教員
免許のいずれかを有する方②
高等学校など卒業者であり、
かつ、2年以上学童クラブま
たはそれに類似する事業に従
事したことがある方

７月1日（応相談）～／週
5日（月～金曜）午後 0時
30 分～ 6 時 30 分（学校
休業日などは午前 8時～午
後 7時のうち9時間・休憩
1時間）1年単位の変形労
働時間制／市内学童クラブ
（市立小内）／月額 22 万
3300円／期／交

書類審査、
面接：
６月25日（木）

▶申込・問：６月22日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、「学童クラブ支援員希
望」と明記）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

地域子ども
館（あそべ
え・学童ク
ラブ）夏期
アルバイト
各館数名

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

7月上旬～9月中旬（各館
により多少異なる、学校休
業日などにより任用期間な
どの変更あり）／月～土曜
のシフト勤務。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）／子ども協会が運
営する地域子ども館／時給
1150 円／雇用条件により
雇用保険加入／交

書類審査、
面接：
随時日時を
連絡

▶申込・問：市販の履歴書（写真貼付、「地域子ども館夏期アルバイト希望」および勤務希望
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

保育園など
夏期アルバ
イト
若干名

保育補助／保育士有資格者ま
たは保育士養成学校在学生

７月上旬～９月中旬／週５
日（月～金曜、応相談）午
前８時 30 分～午後５時／
子ども協会が運営する保育
園・こども園／時給 1150
～ 1230 円／雇用条件によ
り雇用保険加入／交

書類審査、
面接：
随時日時を
連絡

▶申込・問：６月30日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、「保育園夏期アルバ
イト希望」と明記）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

　「わくらす武蔵野」入所希望
　申し込み受け付け

今後、申込者に適合するユニット
に空きが出た場合、選考対象とな
ります。
▶申込書：障害者福祉課、（社福）
武蔵野、わくらす武蔵野で配布▶
主催：武蔵野市、（社福）武蔵野▶
申込・問：わくらす武蔵野☎54-
7673

国勢調査の調査員を募集中です

募集期間 6月30日まで（予定）

対象

① 20 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暴力団そのほかの反社会勢
力に該当しない方

身分 非常勤の国家公務員

職務内容
（変更の可
能性あり）

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
の作成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）

申込・問

Ｅメールまたは直接総務課☎60-
1808、sec -
soumu@city.
musash ino .
lg.jpへ。市HP
から電子申請可

国勢調査は、5年に1度全国で実
施される国の最も重要で大規模な
統計調査で、調査員の皆さんの協
力が欠かせません。※調査は調査
員と世帯が直接対面しない、非接
触の調査方法にて実施します。

個
人
・
グ
ル
ー
プ

困っている友達や近隣の方への手助
け、地域や社会への奉仕活動などを行
った市内在住・在学の18歳までの青
少年／グループまたは団体は前回表彰
より5年を経過していること

奨
励
団
体

①～⑤すべてに該当①市内の子どもの
健全育成を対象にしたボランティア団
体②活動期間 5年以上③以前受賞し
ている場合は10年を経過していること
④市から補助金を受けていない（青少
年関係団体補助制度を除く）⑤会員の
4分の3以上が市内在住

　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。過去 3年間の月間平均アクセス数は約 3万
8300 件、市民への認知度は抜群です。広告表示は
近年アクセスが増えているスマートフォンにも対応。
掲載基準あり。広告代理店の申し込み不可。詳細は
市HP参照。

▶申込・問：申込用紙（市HPから印刷）を郵送・ファクスまた
は直接〒 180-8777 秘書広報課☎ 60-1804、FAX55-9009へ。
 掲載期間 　1カ月単位、最長 12カ月まで（延長可）
 掲 載 料 　 トップページ月 3万円（12 カ月まとめ

て申し込むと 1カ月分の掲載料割引）／
そのほかのページ月 1万円

市公式ホームページにバナー広告を掲載し、
事業のPRをしませんか？

スマホやタブレットで読める
市報むさしの デジタルブック配信中

▶問：秘書広報課☎ 60-1804
　　　多文化共生・交流課☎ 60-1806
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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 6月 9日時点のものです。

私立幼稚園などの保護者補助金

▶入園料補助金：5万円（4月 1
日以降入園の方、1人1回）▶保
護者補助金：月額5800円～1万
200円（令和元・2年度の市民税
所得割額による）▶対象：4月１
日以降、市内に住民登録のある園
児（平成26年4月2日～29年4
月1日生）を私立幼稚園、幼稚園
類似施設（基準あり）、認定こども
園（基準あり）に通園させ、入園料・
保育料を納めている保護者（園児
と同一世帯）。令和2年度中に満3
歳に達して途中入園した場合も対
象▶そのほか：転入などで提出が
締切日を過ぎた場合、原則申請書
提出月からの補助となります。詳
細は在籍施設で配付する「お知ら
せ（申請書付き）」を参照▶申込・問：
各園設定期限までに各園へ提出。
または6月 30日（必着）までに
申請書を郵送または直接〒180-
8777子ども育成課☎60-1854へ
（各市政センターでの受付不可）。

ひとり親家庭訪問型学習・生活
支援事業参加者募集
自宅に学習支援員が訪問し、国語・
算数（数学）・英語の学習、生活
支援を行います。
▶日時：8 月～令和３年 2月、月
4回程度、1回 2時間以内▶対象：
市内在住で児童扶養手当受給世帯
または児童扶養手当受給要件と同
様の所得水準にある世帯の小学 4
年～中学 2年生のひとり親家庭
の子ども（ほかの学習支援事業と
の重複不可）、10名（超えた場合
選考）▶費用：無料▶そのほか：
募集要項（申込書付き）は児童扶
養手当受給世帯に送付。子ども家
庭支援センター、市内公共施設で
配布。市HPに掲載▶申込・問：6
月 25 日（必着）までに申込書を
郵送で〒180-8777 子ども家庭
支援センター☎ 60-1850へ。

離乳食の電話相談を受け付けて
います
離乳食のすすめ方で、わからない
ことや困っていることなど、お気
軽にご相談ください。
▶費用：無料▶申込・問：健康課
☎51-0700

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
づくり事業団（保健センター）
▶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）…胸部ヘリカルＣ
Ｔ、乳房検査セット（乳房X線＋乳
房超音波）、腫瘍マーカーなど。半

年先まで予約可、2週間前までに
健康づくり事業団へ（予約状況は
同事業団HP参照）▶申込・問：健
康づくり事業団

歯科健康診査

大人の歯科健康診査を行います。
▶日時：8月1日（土）～10月31
日（土）▶場所：市内指定歯科医
療機関▶対象：8月1日現在40歳
以上の市民▶費用：無料▶申込・
問：新規申し込みの方は、6月15
日～7月10日にハガキ・封書、市HP
から電子申請または直接健康課
へ。前年度受診された方は、申込不
要（7月末に受診票を送付）。

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 ☎

21 日
（日）

○松井クリニック 内科 吉祥寺東町 2-17-27 20-1001
○リリーローズメロディ
チャイルドクリニック 小児科 境 1-1-7QuOLa1 階 56-8810

◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

28 日
（日）

○石澤敦クリニック 内科 吉祥寺本町 1-21-2 20-0755
○小森病院 内科・小児科 関前 3-3-15 55-8311
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

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
21日（日）林歯科医院 中町1-13-1　駅前田辺ビル5階 ☎ 54-3011
28 日（日）グリーンパレス歯科医院 境2‐13‐7　グリーンパレス1階 ☎ 52-0181

6/15（月）～ 30（火）

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

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

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
欄外の申込要領参照

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

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

40歳以上の方の特定健康診査・
特定保健指導のお知らせ
メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）に着目した特定健診・
特定保健指導を実施します。病気
の早期発見・早期治療にもつなが
ります。国民健康保険加入者で健
診の結果、生活習慣病発症のリス
クがあると判定された方には、保
健指導の案内を送付。保健師・管理

栄養士による支援を無料で行いま
す。
▶費用：無料▶持ち物：受診票・
保険証▶そのほか：がん検診や眼
科健診、健康相談などの実施につ
いてはお問い合わせください▶申
込・問：健診・保健指導について
…健康課☎51-0700、国保の資格
などについて…保険年金課☎60-
1834

対象者 内容 申込・問
①市国民健康保険（国保）加
入者（今年度 40 ～ 75 歳に
なる方）※

問診、身体計測（75 歳以下
は腹囲含む）、血圧、尿、血
液、心電図、便潜血、胸部Ⅹ線、
上部消化管Ⅹ線（65歳以上）、
胃がんハイリスク検査（対象
者のみ）など

対象者には誕生月に合わせて
受診票を送付（同封の実施医
療機関一覧表に記載の医療
機関で受診）／健康課☎ 51-
0700②後期高齢者医療制度加入者

③生活保護受給者（40 歳以
上） 生活福祉課☎ 60-1849

④ほかの医療保険（協会けん
ぽ・共済組合など）加入者（40
歳以上）

特定健診は各医療保険者が実施します。実施方法・受診期間
などは加入の医療保険に問い合わせてください

誕生月 受診票送付
4 ～ 7月生 ５月末

8～ 11月生 ７月末

12～ 3月生 ９月末

新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、誕生月の受診票
送付時期にかかわらず早めに受診を希望する方には、今年度に
限り申し込み制で受診票を発行します▶申込・問：6 月 30日
までに健康課☎ 51-0700へ。
※受診票送付の時期は変更となる場合があります。
※市国保を脱退した方は、市の受診票を利用できません。新し
く加入した医療保険者に問い合わせてください。

おうちで楽しめる子育て情報を公開
オンライン子育てひろばや、手作りおも
ちゃの作り方など、地域の子育て支援団
体が発信している子育て情報、

子育て相談、東京都の子育て支援情報をまとめています。ぜ
ひご覧ください▶問：子ども政策課☎ 60-1239

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

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
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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。

加し、自由に発言できる場となっ
ており、開館前から連綿と続いて
いる歴史ある事業です。昨年度は
「地域の諸問題について」「避難所
運営組織東部防災会を知ろう」「が
んサポート拠点について学ぶ」な
ど、多岐にわたる内容で開催して
きました。原則、毎月第4木曜の午
後７時から行われています。地元
のニーズに応じたテーマを設定し
ていますので、地域の皆さんもお
気軽にご参加ください。

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

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

連　絡　先 休館中のためつながらない場合があります

　吉祥寺東コミセンは、日本画の
大家である野田九浦画伯の邸宅跡
地の一部に建てられたことから
「九浦の家」と呼ばれ、地域に親し
まれている平屋建ての小さなコミ
センです。コミュニティのつどい、
アジアを知ろう、クラシックコン
サート、新春餅つき大会をはじめ
数多くの自主企画の催しを積極的
に開催しています。
　「コミュニティのつどい」は、ど
なたでも立場に関係なく自由に参

コミュニティのつどい

吉祥寺東
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

コミュニティセンター

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、各施設の使用申し込みを郵送受け付けに変更し
ます。施設の利用方法や利用条件と合わせて同事業団HP・掲示板などでご確認ください。ま
たは各施設へお問い合わせください。

施設名 室名 使用期間 郵送締切
（必着） 送付先

市民文化会館
大ホール、小ホール 2021年６月～

7月 7/2（木）
市民文化会館

展示室、練習室、会議室、
和室、茶室

2020年 11月～
2021年１月 7/2（木）

芸能劇場 小劇場、小ホール 2020年11月～
2021年２月 7/2（木） 芸能劇場

公会堂※ ホール、会議室、和室
2020年 11月～
2021年１月

7/1（水） 公会堂

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 7/5（日） スイングホール

松露庵 茶室 7/10（金）市民文化会館

吉祥寺美術館 音楽室 2020年 10月～
2021年 1月 7/1（水） 吉祥寺美術館

市民スペース 会議室 2020年11月～
2021年２月 7/2（木） 芸能劇場

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
の上演

5日以上使用 劇場 2021年10月～
11月

吉祥寺シアター

5日未満使用 劇場 2021年６月～
7月

舞台芸術の上演以外使用
劇場 2020年 11月～

2021年１月 7/1（水）
けいこ場

舞台芸術以外で使用
劇場 2020年 8月～

10月 7/1（水）
けいこ場

※ 公会堂は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会関連行事のために使用不可
となっていた令和２年７月～９月の一部日程の使用申し込みも、同時に受け付けます。

施設の使用申込

文化振興基本方針について（平成31年3月26日開催）

文化事業団

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

「武蔵野落語オンライン　桂宮治の一席」「吉祥寺シアター×キン・シオ
タニ『いっしょに絵をかこう』＆『むさしのさんぽライブ　ダイジェス
ト動画』」など配信中です。詳細は同事業団HP・ツイッターをご覧ください。

「どんくまさんからのおねがい」
ショートムービー配信中

2018 年の秋に吉祥寺美術館で開催された「柿本幸造
の絵本の世界」展でのイベントで活躍した「どんくま
さん」の人形操演です。子どもたちに、手を洗うこと、
マスクをすることの大切さを伝えてくれます。

●各種催し物の延期・中止について
新型コロナウイルス感染症の影響により、コンサート・演劇公演の開催
が困難な状況です。最新情報は、同事業団HPを確認してください。
●インターネット動画配信をご覧ください
音楽や落語などの公演や所蔵作品の解説など、自宅で楽しめる芸術文化
のプログラムを配信しています。

http://www.musashino-culture.or.jp/ticket/
archives/youtube.html

公会堂：〒180-0003 吉祥寺南町 1-6-22 ☎ 46-5121
吉祥寺美術館：〒180-0004 吉祥寺本町 1-8-16F&F ビル 7階 ☎ 22-0385
吉祥寺シアター：〒180-0004 吉祥寺本町 1-33-22 ☎ 22-0911
かたらいの道 市民スペース： 〒180-0006 中町 1-11-16 武蔵野タワーズ 1 階 

☎ 50-0082
芸能劇場：〒180-0006 中町 1-15-10 ☎ 55-3500　
市民文化会館：〒180-0006 中町 3-9-11 ☎ 54-8822
スイングホール：〒180-0022 境 2-14-1 ☎ 54-1313　
松露庵：〒180-0021 桜堤 1-4-22 ☎ 36-8350

施設
DATA

ⒸKozo Kakimoto，武蔵野
市立吉祥寺美術館，武蔵野市
立吉祥寺図書館2020

●  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

開館情報については、市HPや
図書館HPをご覧ください。

●  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

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

火災の原因となり
非常に危険です

散らかされる被害が多発していま
す。新型コロナウイルス感染拡大
の防止の観点からも、ごみ袋が破
られないように対策をお願いしま
す。防鳥ネットの効果がない場合
もありますので、ふた付きの容器
などに燃やすごみの袋を入れるな
ど、ご協力をお願いします▶問：
ごみ総合対策課

　2 カ月に 1回、家庭から出る
　廃食用油、土を回収しています
土は 1回 100 リットルまで。植
物の根や石、砂など土以外は不可。
▶日時：6月 17日（水）午前 11
時～午後 3時、荒天中止▶場所：
市役所駐車場▶問：ごみ総合対策
課

　　　　健康づくり支援センター
　　　　ホームページに開設

「おうち時間de健康づくり」コーナー

毎日☆自宅ジム
健康運動指導士が教える体操を自宅で
TRY
栄養・コスパ満点！時短レシピ　
管理栄養士考案の簡単レシピにTRY

小・中学生の体力向上企画
1 日４分で体力アップ「タバタ式トレー
ニング」
～はじめてつくる～キッズレシピ
子どもだけで簡単にできるレシピ

▶問：健康づくり支援センター☎ 51-0793

h t t p : / /www .
m u s a s h i n o -
hea l t h . o r . j p /
k - p a s s p o r t /
index.html

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コー
ナーですが、イベントなどへの参加を広く募集することは、集団感染
を誘発する恐れもあることから、一定期間、市報の掲載を中止しま
す。再開が決まり次第、お知らせします▶問：秘書広報課☎60-1804

人形操演：山田はるか／作成：吉祥寺美術館・吉祥寺図書館

7月上旬開館予定。詳細は市報7月1日号に掲載。

　ごみ袋のカラスによる被害が
　発生しています
例年この時期、燃やすごみの袋を
カラスに引きちぎられ、道路上に
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テイクアウト・
デリバリー情報
掲載店舗募集中

感染拡大防止中小企業
者等申請サポート窓口
のご案内

武蔵野市PCR 検査センター
相談・受診の流れ

市が医師会や医療機関などと協力して 5月 21日に設置しました。医師会の
医師による完全予約制です。ご心配な方は、受診時にかかりつけ医などにご
相談ください▶問：健康課☎ 51-0700

東京都感染拡大防止協力金、持続
化給付金、武蔵野市感染拡大防止
中小企業者等緊急支援金の申請方
法などを行政書士（東京都行政書
士会武鷹支部）に相談できます。
▶日時：7 月 10 日（金）まで、
1事業者 1時間以内（予約制）▶
場所：商工会議所パソコン教室

クラウドファンディングに参加して、
市内飲食店を応援しよう～エール！むさしの～
▶受付期限：6 月 19 日（金）
午後 11 時まで▶支援方法：①
店舗指定型…支援したい飲食
店を選択し支援金を振り込む
と、後日、飲食店から支援額
の 20%がプレミアム分として
上乗せされた「食事券」が渡さ

れ同店舗で利用できます②地域
応援型…参加店舗全体への支援
として総額を登録店舗に分配し
ます（返礼品なし）▶問：商
工会議所☎ 22-3631（詳細は
商工会議所 HP https://www.
musashino-cci.or.jp/ 参照）

（吉祥寺校、武蔵境校）内、中央
地区商店連合会事務所▶対象：市
内に店舗、事務所がある中小企
業・個人事業者▶費用：無料▶持
ち物：決算書・確定申告書など売
上がわかる書類、休業しているこ
とがわかる書類など▶申込・問：
吉祥寺会場☎27-1633、中央地
区会場☎50-0828、武蔵境会場
☎ 30-5523（平日 [ 中央地区の
み木曜休み ]午前 10 時～午後 4
時 [正午～午後 1時は除く ]）

※療養先の調整などは多摩府中保健所や東京都が行います

かかりつけ医などに相談
(電話・オンライン含む)

電話相談

専門的な助言が必要な場
合や症状が重い場合など

受診が必要と判断
した場合

医師が PCR 検査が必要
と判断した場合

検体提出
判定依頼

検体提出
判定依頼

受診不要

検査不要

医師会加入の医師
から PCR 検査が必
要と判断された軽
症患者の方
※ 自家用車などで
来場できる方

軽症　病院に入院または施設などで療養 中等症・重症　病院に入院

症状がある場合は症状が治まってから
２～３日は自宅で安静

重篤な場合や自家
用車をお持ちでな
い方で PCR 検査
が必要と医師に判
断された方

〇自宅で安静
〇医療機関受診
※症状がよくならない場
合はコールセンターやか
かりつけ医などに相談

受診
・
相談

検査
（受診）

判定

治療
・
療養

●かかりつけ医
●お近くの診療所

武蔵野市
PCR検査センター
（ドライブスルー方式）

※医療機関が予約。
※ 自家用車などで来場。徒歩・自転車・バイ
クなどは不可。

※ 医師の予約のない方は利用できません。

検査結果は
かかりつけ医
から連絡

陽性 検査結果は
保健所
から連絡

陽性陰性 陰性

新型コロナ外来
（帰国者・接触者外来）

東京都新型コロナコールセンター（毎日、
午前9時～午後10時）☎0570-550-571
厚生労働省電話相談窓口（毎日、午前 9
時～午後 9時）☎ 0120-565653

新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）にて PCR検査を実施

多摩府中保健所（平日、午前 9時～午後 5
時※）☎ 042-362-2334
都・合同電話相談センター（※上記以外
の時間帯）☎ 03-5320-4592

熱が続いている、咳があるなどの体調が悪い方
新型コロナウイルス感染症？と思ったら、まずは「かかりつけ医」に相談してください。

検査機関にて検査・判定 検査機関または帰国者・接触者外来医療機関にて検査・判定

検
査
不
要

新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受けている飲食店などを
応援するため、市内のテイクア
ウト・デリバリー情報を収集し
6月 1日より専用サイトにて発

今年は、これまでとは
異なる「新しい生活様
式」の中、暑い夏を迎えること
になります。高齢者の皆さんは、
のどの渇きや暑さを感じにく
かったり、汗をかきにくかった
りするため、自覚がないのに熱
中症になることがあります。次
のポイントを参考に、「新型コ
ロナウイルス感染症対策」と「熱
中症対策」を両立させましょう
▶問：健康課☎51-0700

マスクでの熱中症に
気をつけましょう マスクをすると口の中が潤うため、よりのど

の渇きを感じづらく、水分補給が不足しがち
です。特に「朝起きた時」「入浴の前後」「寝
る前」には必ず水分をとりましょう。

❶ のどが渇く前に、小まめに水分
補給を

気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
です。屋外で人と十分な距離（2メートル以
上）を確保できる場合は、適宜マスクを外し
て休憩しましょう。

❷ 小さなお子さんや運動中の方も
要注意です

必ず小まめに水分をとり、涼しい場所で休憩
しながら行ってください。

❸ 自分の体調と相談し、暑さに慣
れていないこの時期から汗をか
く練習を

信しています。
▶掲載の申込：申込フォーム
https://musashino-bento.
com/ 参照▶掲載費用：無料▶
問：商工会議所☎ 22-3631


