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この封筒で届きます

 1つの封筒には最大で３名分の応援券が
入っています。４名以上の世帯の場合、
複数の封筒で届きます（配送の状況によ
り同時に届かない場合があります）。必ず
世帯人数分の応援券が入っているかご確
認ください。

武蔵野市くらし地域応援券を
お届けしています

　在住市民の皆さん（令和３年１月１日時点）
に「武蔵野市くらし地域応援券」5000 円
分（500 円券×10 枚）を特定記録郵便で
世帯ごとに順次お届けしています。事前申
し込みなどは不要です。使用方法など詳細
は市報２月１日号１・２頁、特設サイト参照
▶問：武蔵野市くらし地域応援券事務局☎
0570-001-603（午前９時～午後６時、土・
日曜、祝日を除く）

市報 2月 15日号と一緒に全
戸配布しているほか、商工会
議所、市役所案内・産業振興
課、各市政センター・図書館
などでも配布しています。

友だち登録の方
法は、７頁参照。

https://
premium-gift.
jp/musashino/

② 市公式LINE
　アカウント

③特設サイト

この封筒で届きます

買い物やサービス利用時に、購入金額（税込み）が 1000 円以
上で応援券1枚が使えます。2000円以上で2枚使用するなど、
1度に複数枚使用することもできます。

くらし地域応援券が
使用可能な取扱加盟
店には、右記のス
テッカーが貼ってあ
ります。飲食店、スー
パー、美容院、病院、
薬局など市内のさま
ざまな場所、幅広い
業種で使えます。

180－8777
武蔵野市緑町２丁目２

番２８号

武蔵野　緑  様

①取扱加盟店一覧チラシ（A4）

取扱加盟店ステッカー

お 願 い
くらし地域応援券の使用
方法などについて、字幕・
手話通訳付き動画を市動
画チャンネル
（YouTube）で
公開しています。

♦ 買い物や通院など、必要な外
出も短時間・少人数で済ませ
てください。
♦ 手洗いの徹底・手指消毒、マ
スクの着用、３密の回避、人
と人との距離
の確保など基
本的な感染防
止策を徹底し
てください。

人口14万7463人（180人減） 世帯数7万7742世帯（112減）
●男7万538人（88人減）　●女7万6925人（92人減）　
〔うち外国人住民数3238人（15人増）〕

人口と世帯
《令和3年２月1日現在、（ ）は前月比》

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。

2月20日（土）使用
期間 ～3月31日（水）
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～新型コロナウイルス感染症～
緊急事態宣言が３月７日（日）まで延長されました

引き続き、不要不急の外出自粛と基本的な感染防止策の徹底をお願いします。市の施設
および事業などの対応については、市HPでお知らせしています。
▶問：安全対策課☎ 60-1916

（000-00-00000-0）



申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
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緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出を控え、感染防止策の徹底などを継続してください。

市議会から定例会開催のお知らせ
　右記の日程で、第１
回市議会定例会を開催
します。本会議と予算
特別委員会の模様を市
議会HPにて生中継しま
すのでご覧ください。日
程は変更することがあ
ります。市議会HPで確
認してください▶問：議
会事務局議事係☎ 60-
1883

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
教育委員会定
例会

3月4日（木）
午前10時

市役所
412会議室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

総合教育会議 3月4日（木）
午後２時

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
教育、文化等の総合的
施策の大綱について

申込不要
企画調整課
☎60-1801

市都市計画審
議会

3月4日（木）
午後２時

総合体育館
大会議室

傍聴は中止します 前日までに
まちづくり推進課
☎60-1870へ

市議会の模様を放送します
■ケーブルテレビ（デジタル11ch）
市長施政方針演説と各会派代表質問：３月３日（水）～７日（日）
午後１時～▶問： J：COM東京武蔵野・三鷹局☎ 0120-
914-000
■むさしの-FM（78.2MHz）
生中継：市長施政方針演説２月24日（水）、各会派代表質
問２月26日（金）。録音放送：施政方針演説２月25日（木）、
各会派代表質問２月27日（土）～３月２日（火）（午後７時～
＊２月27日（土）・28日（日）は午後３時～）※議会日程に
より変更の場合あり▶問：エフエムむさしの☎ 23-0782

減免制度などのお知らせ

申請により減免される場合などがあります。申請には期限がありま
す。期限を過ぎた申請は受け付けることができませんので、申請忘
れのないようご注意ください。申請方法や要件など詳細は市HP参
照または各課へお問い合わせください。
●介護保険料
▶対象：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った方（2）主たる生計維持者の事
業収入等が著しく減少した方▶期限：申請には期限があります。早
めにご相談ください▶問：高齢者支援課☎ 60-1845
●国民健康保険税
▶対象世帯：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計
維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯（2）主たる生計維持
者の事業収入等が著しく減少した世帯▶期限：納期限が第８期まで
の方…令和３年３月１日まで、納期限が随１期までの方…令和３年
３月 31日まで（年度の途中で国保脱退した方などは別）▶問：保
険年金課☎ 60-1835
●後期高齢者医療保険料
▶対象：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った方（2）主たる生計維持者の事
業収入等が著しく減少した方▶そのほか：早めのご相談をお願いし
ます▶問：保険年金課後期高齢者医療係☎ 60-1913、東京都後期
高齢者医療広域連合☎ 0570-086-519
●国民年金保険料
▶対象：新型コロナウイルス感染症により、当年中の被保険者・配
偶者および世帯主の所得の見込みが一定基準以下になる方▶そのほ
か：承認された期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間に
算入され、承認を受けてから 10 年以内は追納（後から保険料を納
付）ができます▶問：保険年金課☎ 60-1837、武蔵野年金事務所
☎ 56-1411

　商店会活性出店支援金の申請はお済みですか

▶対象事業者：市内の空き店舗に出店する中小企業者や個人事業者など
であること（詳細は市HPなど参照）▶対象期間：令和 2年 8月 1日（土）
～ 3年 3月 31日（水）▶支援金額：一定の要件を満たした事業者に最
大 60万円（出店時 30万円、事業継続 6カ月後 30万円）▶申込・問：
3 月 31 日（消印有効）までに原則、郵送で〒 180-8777 産業振興課☎
60-1832へ。

期日 会議名
2/24（水）本会議（施政方針など）
2/26（金）本会議（代表質問）
3/1（月） 本会議（一般質問）

3/2（火） 本会議
（一般質問・議案上程など）

3/3（水） 本会議予備日
3/5（金） 総務委員会
3/8（月） 文教委員会
3/9（火） 厚生委員会
3/10（水）建設委員会
3/11（木）外環道路特別委員会

■期日・内容 開会時間（予定）：午前10時　★は本会議終了後

期日 会議名

3/15（月）本会議（委員会審査報告な
ど）

3/16（火）

予算特別委員会
3/17（水）
3/18（木）
3/22（月）
3/23（火）

3/26（金）
本会議（予算特別委員会審
査報告など）
議会広報委員会★

会議などの開催と傍聴 ※いずれの会議も傍聴できます。体調不良や熱
のある方の入室をお断りすることがあります。

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

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？」
と思ったらまずは｢かかりつけ医｣に電話で相談してください。

・かかりつけ医 
・お近くの診療所 

 

検体提出
判定依頼 

検査機関にて検査・判定

陽性 

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 

 

 
 

厚生労働省電話相談窓口
(午前9時～午後9時［毎日］)  
☎0120-565653 

 

 
 

東京都発熱相談センター(24時間)
☎03-5320-4592 

 

 

新型コロナ外来にて
PCR検査を実施 

検体提出
判定依頼 

中等症・重症 
病院に入院 

軽症 
自宅または施設などで療養

 〇自宅で安静
〇医療機関受診  

症状がよくなら
ない場合はかか
りつけ医やコー
ルセンターなど
に相談 

受診
不要

 

PCR検査不要 

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 

陰性  
 

かかりつけ医がいない
場合の電話相談  

検査結果は
かかりつけ
医から連絡 

 検査結果は
保健所など
から連絡 

 

治療
・
療養

判定

検査
(受診)

受診
・
相談

検査機関または新型コロナ
外来医療機関にて検査・判定 

【ステップ１】

【ステップ２】

【ステップ３】

【ステップ４】

 

 

 

PCR検査
が可能な
医療機関

 

受診必要
 
 

PCR検査受診が必要
と判断された場合

かかりつけ医、または市医師会　掲載
のPCR検査可能な医療機関に相談

PCR検査が
必要と判断
された軽症
患者の方

東京都新型コロナコールセンター
(午前9時～午後10時［毎日］)
☎0570-550571 

陰性 陽性

重篤な場
合でPCR
検査が必
要な方

HP

多摩府中保健所
(午前9時～午後5時)
☎042-362-2334（　　）土･日曜､

祝日除く 

なお、PCR検査料については無料ですが、保険診療に伴う医療費の自己負担があります。

PCR検査（唾液）可能な医療機関一覧
2 月 8日時点で市内では 50施設以上の医療機関で PCR
検査（唾液）が可能ですが、諸事情により公表していない
医療機関もあります。最新の情報は、市医師会HPで公開しています▶
問：健康課☎51-0700

自宅療養をされている方の不安を軽減し、安全・安心な療養生活を過
ごしていただくために、電話による「新型コロナウイルス感染症自宅
療養者支援窓口」を設置しました。
▶支援内容：自宅療養に伴う①心配事などの相談②食料品の支援▶対
象：同感染症の陽性判定を受け自宅療養をしている方、療養先を調
整中の方▶そのほか：体調に異変がある場合は、保健所または保健
所から指定された連絡先におかけください▶問：安全対策課 FAX51-
9184、sec-anzen@city.musashino.lg.jp（自宅療養者である旨をお
伝えください。平日午前 9時～午後 5時［土・日曜、祝日を除く］）
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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（各施設の開館時間含む）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
むさしのエコreゾート　〒180-0012 緑町 3-1-5
 障害者福祉センター　　〒180-0011八幡町 4-28-13
国際交流協会（MIA）    〒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
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5
 武蔵野プレイス　　　　〒180-0023 境南町 2-3-18

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

LINE：ホーム画面から「武蔵野市」・
「@musashinocity」を検索
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

秘書広報課からのお知らせ ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

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

「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

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

　委員を募集します

市のほかの委員との兼任不可。作文などの応
募書類は返却不可。氏名・住所（町名）は市
報、市HPなどで公表。
●男女平等推進センター企画運営委員
同センターの運営や事業について意見提供を
してみませんか。
▶任期：4 月～令和 5年 3月▶会議：年 10
回（予定）、同センター会議室※オンライン
開催の可能性あり▶対象：市内在住・在勤・
在学の方、２名程度▶選考：あり▶報酬：1
回につき交通費として 1000円支給▶託児：
あり（６カ月～小学3年生）▶申込・問：３
月15日（必着）までに市HPまたはEメール・
郵送（氏名、性別、住所、電話番号、生年月
日、Eメールアドレス、職業、会議参加可能
曜日・時間帯、託児の有無、応募動機［200
字以内］、サークル・ボランティア活動歴を
明記）で男女平等推進センター☎37-3410、
danjo@city.musashino.lg.jpへ。
●市民活動促進基本計画策定委員
市民活動活性化の方向性を示す次期の市民活
動促進基本計画を策定。
▶任期：４月～令和４年３月▶会議：月１回
程度▶対象：市内在住・在勤・在学の 18歳

以上（4月 1日時点）の方、２名▶選考：作
文「私が考えるこれからの市民活動について」
（800 字程度、様式自由）▶報酬：日額 1万
2000 円▶申込・問：2 月 26 日（必着）ま
でに郵送・Eメール（住所、氏名、電話番号、
生年月日を明記、作文を添付）または直接
〒 180-8777 市民活動推進課☎ 60-1830、
npo@city.musashino.lg.jpへ。
●非核都市宣言平和事業実行委員
実施事業：憲法月間記念行事・夏季平和事業・
平和の日事業の企画・運営など。
▶任期：4 月～令和 4 年 3 月▶会議：月 1
回程度（平日夜間）▶対象：市内在住・在
勤・在学の方、5名（超えた場合抽選）▶報
酬：1 回につき交通費として 1000 円支給▶
申込・問：3 月 11 日（必着）までにハガキ・
Eメール（氏名、住所、電話番号、年齢、志
望動機、希望する活動を明記）または直接
〒 180-8777 市民活動推進課☎ 60-1829、
sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。
●地域自立支援協議会公募委員
地域における障害者への支援体制に関する課
題についての情報を共有、地域の実情に応じ
た体制の整備などを協議。
▶任期：４月～令和 5年３月▶会議：月１
回程度（夜間）▶対象：市内在住・在勤・在

学の 20歳以上（４月１日時点）の方▶選考：
作文「障害者が安心して暮らし続けられるた
めの相談支援体制について」（800 字以内）
▶報酬：日額１万 2000 円▶申込・問：３月
5日（必着）までに郵送・ファクス・Ｅメー
ル（氏名、住所、電話番号を明記、作文を添付）
または直接〒 180-8777 障害者福祉課☎
60-1904、FAX51-9239、sec-syougai@
city.musashino.lg.jpへ。
●第二期スポーツ振興計画（仮称）策定委員
会市民委員
誰もが自由に気軽に運動・スポーツに親しみ、
潤いある市民生活が送れるよう、スポーツに
関する施策をまとめます。
▶任期：4月1日～令和4年3月末まで（予定）
▶会議：年 10回（予定）、１回約２時間、市
役所会議室など▶対象：市内在住・在勤・在
学の 18歳以上（4月 1日時点）の方、２名▶
選考：作文「運動・スポーツがもたらす効果
と私自身が受けた影響」（800字程度、様式
自由）▶報酬：日額１万2000円▶申込・問：
２月26日午後５時（必着）までに履歴書（作文
を添付）を郵送・Ｅメールまたは直接〒180-
8777生涯学習スポーツ課☎60-1903、sec-
syougaku@city.musashino.lg.jpへ。選考
結果は３月９日ごろに発送（予定）。

　意見を募集します
　（パブリックコメント）
提出意見は原則公開します。
●住民投票条例（仮称）骨子案
自治基本条例第 19条の規定に基
づき、市民自治の推進を目的とし
た市民参加の手法の１つとして本
市における住民投票制度の創設に
向け同案を作成しました▶問：企
画調整課☎ 60-1801
・意見の提出
▶閲覧：企画調整課、各市政セン
ター・図書館・コミセン、市民会
館、市政資料コーナー。市HPに
掲載▶提出方法：３月 15 日（必
着）までに、郵送・ファクス・
E メール（氏名、住所、電話番
号、市内在勤・在学者はその旨を
明記）で〒 180-8777 企画調整

所在地番
（住居表示）

西久保三丁目 153番 58、67
（西久保 3-13） 関前三丁目 672番 16（関前 3-21-2）

実測面積 61.28㎡ 80.72㎡

最低売却価格 2895万円 3513万円

現況
（工作物等） 更地 木造スレート葺2階建　1階31.05㎡、

2階 21.53㎡（昭和 58年築）

備考

　市有地を売却します【先着順】　

令和２年 10 月 21 日実施の市有
地売却の一般競争入札で申し込み
がなかった物件を、先着順で売却
します。詳細は募集要領（用地課
で配布、市HPで印刷可）参照。

▶募集要領配布期間：２月15日
（月）～３月31日（水）▶申請受付：
２月24日（水）～３月31日（水）
午前９時～午後５時
（正午～午後１時を除
く）▶申込・問：直接
用地課☎60-1878へ。

課 FAX51-5638、sec-kikaku@
city.musashino.lg.jpへ。
・市民意見交換会
▶日時：３月７日（日）午前 10
時～ 11 時 30 分▶場所：かたら
いの道市民スペース会議室▶定
員：25 名（申込順）▶申込：３
月５日までに電話または Eメー
ル（氏名［ふりがな］、住所、電
話番号を明記）で企画調整課へ。

　 くらしフェスタむさしの2020
　（消費生活展）パネル展示を開催
「かわる時代、かわ
る暮らし」がテーマ。
食・くらしの安全や
環境問題についての
市民団体の展示。
▶日時：2 月 19 日
（金）正午～ 2月 26 日（金）午
後 3 時▶場所：市役所ロビー▶
費用：無料▶問：くらしフェスタ
むさしの実行委員会事務局（消費
生活センター内）☎ 21-2972

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
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緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出を控え、感染防止策の徹底などを継続してください。

　公共駐輪場の閉鎖について

３月１日（月）から吉祥寺大通り東
第４自転車駐車場（一時利用）（吉
祥寺本町１丁目 18番）を閉鎖し
ます。利用は２月 28 日（日）ま
で▶問：交通企画課☎ 60-1860

　 令和３年度公共駐輪場の定期利
用の二次募集について

４月からの利用を希望する方は申
し込みが必要です。詳細はパン
フレット・申込書（管理室のあ
る駐輪場で配布。自転車駐車場
整備センターHP　https://www.
jitensha-web.jp/musashino/
info.html から印刷可）参照。
▶日程：２月 18 日（木）～ 26
日（金）▶申込・
問：自転車駐車場
整備センター☎ 03-
6262-5773

　 移動支援・日中一時支援事業の
更新申請を受け付けます

身体障害者手帳・愛の手帳をお持
ちの同サービスを利用中の方で 4
月以降も利用継続を希望する場合、
受給者証の更新が必要です。
▶申込：申請書（びーと［障害者
総合センター内］、障害者福祉セ
ンター、障害者福祉課で配布。市
HPから印刷可）を各配布場所へ
▶問：障害者福祉課☎ 60-1847

JR中央線

吉
祥
寺
通
り

吉
祥
寺
大
通
り

吉祥寺駅

吉祥寺大通り東
第４自転車駐車場

耐震改修

対象
昭和 57年 1月 1日以前に建築された既存住宅で、令和 4年 3月 31日までに新耐
震基準適合のための耐震改修工事（1戸当たり 50万円超）を実施し、基準に適合す
ることが証明された場合

減額
工事完了年の翌年度分（ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は
2年度分）の固定資産税額 2分の 1を減額（増改築に係る認定長期優良住宅の場合
は 3分の 2）（1戸当たり 120㎡相当分まで）（バリアフリー改修および省エネ改修
による軽減との重複適用不可）

添付書類 新耐震基準適合工事の証明書など

バリアフリー改修 省エネ改修

対象

①新築されてから 10 年以上経過し、次
のア～ウのいずれかに該当する方が居住
する既存住宅（賃貸住宅を除く）／ア：
65歳以上の方　イ：要介護または要支援
認定を受けている方　ウ：障害のある方
②令和 4年 3月 31 日までに実施した改
修工事で、改修後の床面積が 50～ 280
㎡であり、自己負担（補助金など除く）
が 1戸当たり 50万円超の場合

①平成 20年 1月 1日以前に建築された
既存住宅（賃貸住宅を除く）②令和 4年
3月 31 日までに実施した窓の断熱改修
工事、または窓の断熱改修工事と併せて
行った床・天井・壁の断熱改修工事で、
改修後の床面積が 50 ～ 280㎡であり、
自己負担（補助金など除く）が 1戸当た
り 50万円超の場合

減額

工事完了年の翌年度分の固定資産税額 3
分の 1を減額（100㎡相当分まで）

工事完了年の翌年度分の固定資産税額 3
分の 1を減額（120㎡相当分まで）（増
改築に係る認定長期優良住宅の場合は 3
分の 2。バリアフリー改修による軽減と
の重複適用不可）

新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可

添付書類 工事見積書の写し、領収書の写し、工事
図面の写しなど 省エネ基準に適合した改修の証明など

　 耐震・バリアフリー・省エネ改修
を行った住宅の固定資産税を軽減
次の改修を行った住宅について、
申告により固定資産税の軽減を行
います。

　 市 HPの気象観測情報の閲覧を
停止します

システムの更新のため。ご理解ご
協力をお願いします。詳細は市
HP参照。
▶日程：2 月 16 日（火）～ 3月末
（予定）▶問：防災課☎ 60-1821

　 善意の寄付ありがとうございま
した

武蔵野法人会吉祥寺南支部 支部
長 飯村雅洋様：金 5万円。新型
コロナウイルス感染症対策のため
▶問：管財課☎ 60-1816

　 「未来へ育て！苗木すくすく大
木計画」苗木の一般配布申込受付
減少傾向にある市内の民間の緑を
育み、緑の質を高めることを目的
に、将来大木になる苗木を配布。
▶日時：3 月 13 日（土）午前 9
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
市役所駐車場▶対象：市内在住で
苗木を自宅庭に地植えが可能で
当日引き取りできる方（1世帯 1
本、キャンセル不可）、100 本（超
えた場合抽選）▶そのほか：樹種
…ハナミズキ、シマトネリコ、ヒ
メシャラ、モミジ、コブシ（高さ
1.5m程度。流通の関係などで希
望に添えない場合あり。花の色の
選択不可）▶申込・問：2 月 26
日（必着）までに往復ハガキ（申
込要領参照し、希望樹種も明記）
で〒 180-8777 緑のまち推進課
☎ 60-1863 へ。3 月 4 日（木）
までに引換券発送予定。

　全国瞬時警報システムＪアラート

動作確認のため、内閣官房から配
信された情報が市内防災行政無線
屋外スピーカーから一斉に放送さ
れます。災害の発生状況、気象状
況によっては、国の判断により中
止となります。
▶日時：２月 17 日（水）午前
11 時ごろ▶放送内容：チャイム
→「これは J アラートのテストで
す」を 3 回→「こちらは防災む
さしのです」→チャイム▶問：防
災課☎ 60-1821

　納期のお知らせ

納期内納付にご協力ください。納
期限までに納められない場合はご
相談ください。
▶納期限：3 月 1日（月）
◎固定資産税・都市計画税、国
民健康保険税▶問：納税課☎ 60-
1828
◎後期高齢者医療保険料▶問：保
険年金課☎ 60-1913
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845

　 令和 3年度から口座振替をご希
望の方へ

令和 3年度第 1期から口座振替を
ご希望の場合は、市税等口座振替
依頼書（市HPから請求可）を、固
定資産税・都市計画税は4月1日
（木・必着）、国民健康保険税は
6月10日（木・必着）
までに納税課へご提出
ください▶問：納税課
☎ 60-1827

　 介護保険料の納付には口座振替
をご利用ください
令和３年度第１期から口座振替を
ご希望の場合は、６月 3日（木）
までに「介護保険料口座振替依頼
書」を指定の金融機関に直接提出
する必要があります。※高齢者支
援課では受け付けていません▶
問：高齢者支援課☎ 60-1845

　 市税・国民健康保険税を滞納し
ている方へ
税負担の公平性を保ち、税収入を
確保するため、納期限までの納付
が確認できない方に対し、納税催
告を行います。お手元の納付書を
確認し、納期限が過ぎている市税、
国民健康保険税がありましたら、
至急、納付または相談してくださ
い。
・納税催告書を 2月 17 日（水）
に送付：指定納期限（2月 26 日
［金］）までに必ず納付または相談
してください。
・電話による夜間納税相談：2 月
18 日（木）～ 26 日（金）（20
日［土］・21日［日］・23日［火・祝］
を除く）午後 5 時～ 8 時。納付
でお悩みの方はご相談ください▶
問：納税課 60-1828

　 商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（６月分申込）
▶申込・問：3 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。

詳細は市報１月 15日号 6・7頁参照

※確定申告期限が延長されました。
※4月 15日（木）までは駐車場利用不可
※混雑回避のために「入場整理券」を配付します（配付方法など詳細は税務
署へ）。
※受け付けを早めに締め切る場合があります。
※個人住民税の内容への反映が遅れる場合がありますので、申告期限までに
申告してください。

●所得税など　▶問：武蔵野税務署☎ 53-1311
所得税等
申告書
作成会場

４月 15日（木）まで（土・日曜、祝日を除く。２
月 21日・28日［日］は開場）
午前 8時 30分～午後４時（提出は午後５時まで）

武蔵野税務署
（吉祥寺本町
3-27-1）

税の申告受付について
●個人住民税　▶問：市民税課☎ 60-1823
新型コロナウイルス感染防止のため、
原則郵送でご提出ください。

▶郵送先：〒 180-8777　武蔵野市役所市民税課
個人住民税の申告が必要と思われる方へ 2月 4日に申告書と返
信用封筒を送付しました。市HPからも印刷可能です。ご自宅に
郵送をご希望の方は市民税課までお電話ください。
▶期間：2 月 16 日（火）～ 3月 15日（月）

▶申込・問：各改修後、原則 3
カ月以内に申告書（市HPから印
刷可）と必要書類を持って直接資
産税課☎ 60-1825へ。

※市の申告会場に税理士はいないため、市では確定申告の相談・作成補助は
行っていません。確定申告の相談・作成補助は税務署へ。
※確定申告をする場合は、原則個人住民税の申告は不要です。
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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（各施設の開館時間含む）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。

令和３年８月から、調理補助業務
（午前８時～ 11時 30 分または８時
30分～正午）、洗浄・準備業務（午
後１時 15 分～４時 45 分）などさ
まざまな働き方があります。月額 7
万 7100 円（8月は日割り。別途賞
与あり）。詳細は市報 3
月 15 日号（予定）参
照▶問：給食・食育振
興財団☎ 54-2090

新しい桜堤調理場の開設準備が進んでいます

完成イメージ図

民生児童委員　継続100年、
住民と専門機関とつなぐ架け橋

　民生児童委員という言葉につい
て、聞いたことがある方も多いと思
いますが、活動内容をご存じでしょ
うか？活動を一言で言うと、市民の
皆さんと市役所・関係機関とのつな
ぎ役です。形の上では、厚生労働大
臣から委嘱された非常勤の地方公務
員であり、地域福祉を担うボランテ
ィアとして、同じ地域で生活する住
民のさまざまな生活上の困りごとや
心配ごとの相談に応じて、専門機関
から必要な支援が受けられるよう、
日々活動しています。
　民生児童委員は各町の丁目レベル
の地区ごとに担当が細かく割り当て
られており、欠員の場合には、その
周辺地区の委員の方が兼任している
形になっています。任期は３年で、
一斉改選があり、再任の要件が 75
歳未満の方となっているため、定
年があります。市では定員 110 名
のところ、現在 96 名が活動してお
り、14 名が欠員となっています。
残念ながらここ数回の改選で人数は
大きく変わらず、10 人以上の欠員
が続いている状態です。全国的に時
代の動向やライフスタイルの変化の
ため、定員不足が続いています。ま
た、市固有の課題として、自治会が
無いために、地域から候補者選考の
ための情報が少ないことが挙げられ
ます。民生児童委員は誰でもなれる
わけではなく、各自治体が推薦会を
開いて委員を決めていく方法を採用
しています。
　民生児童委員の制度の歴史は古
く、平成 29年で制度創設 100 周年

を迎えました。時代が変わり、食べ
ることに困窮しているという困りご
との相談から、高齢者の困りごとの
相談や、児童に対する虐待などを防
ぐための情報を集めるといったこと
に焦点が移り、在宅介護・地域包括
支援センター、子ども家庭支援セン
ター、学校や児童相談所といった各
専門機関とのつなぎ役としての大き
な役割を担っています。活動として
は、困りごとの相談のほか、独居高
齢者の調査やチラシの配布などを行
い、活動の報告を月１回、活動記録
に記入し、市に提出しています。ま
た、民生児童委員には、子どもや子
育てに関する支援を専門に担当する
主任児童委員もおり、担当区割りを
受け持たずに、市を３つに分けた大
きな地区での活動を行っています。
　このように民生児童委員は地域
を支える大切な役割であり、ボラン
ティアとしての活動に頭が下がる思
いです。そして、１人でも多くの方
が、民生児童委員に興味を持ち、委員
として活躍していただけるよう応援
していきたいです。（取材協力：地域
支援課／執筆者：小町友則）
▶問：記事で紹介した内容について
は地域支援課☎60-1941、CIMコラ
ム全般については市政資料コーナー
☎60-1809

　市の会計年度任用職員の募集

特に記載のないものは令和4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、再度
任用される可能性あり）、社会保
険・雇用保険・共済会（互助会）加
所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

障
害
者
福
祉
課

ケースワーカー
（精神障害担当）
業務
1名

障害者総合支援法に基づく
基幹相談支援センターにお
ける相談支援など／社会福
祉士、精神保健福祉士また
は保健師として3年以上実
務経験があること／ PC

4月1日～／週5日（月～金
曜）午前9時～午後5時／月
額30万200円／期／交

書類審査、
作文、
面接：
３月５日（金）

▶申込・問：２月25日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、作文「精神障害者支援に
おいて大事なこと」（800字以内）、資格証明書の写しを郵送または直接〒180-8777障害
者福祉課☎60-1847へ

子
ど
も
育
成
課

一般事務
１名

保育所入所業務、入所申込
の相談・受付、保育認定事
務／ PC

4月1日～／週5日（月～金
曜）午前9時～午後5時／所
定外労働・休日勤務あり／
月額21万400円／期／交

書類審査、
作文、
面接：
３月４日（木）

▶申込・問：３月１日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、作文「人と接するうえで
いつも大切にしていることをあなたの経験を踏まえて述べてください」（400字以内）を
郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

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
接の詳細は事前に通知（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。

　 憲法月間記念行事　作品（書道、
絵手紙・イラスト）を募集

毎年 5月を憲法月間として記念
行事を実施しています。開催にあ
たり憲法にちなんだ作品を募集。
▶対象：市内在住・在勤・在学の
方▶募集作品：①書道（半紙サイ

ズ）…憲法にちなんだ作品（氏名
も審査の対象）②絵手紙・イラス
ト（はがきサイズ）…テーマは
「つながり」、1人各 1点、自作・
未発表のもの、市は広報などに自
由に作品を使用できるものとする
（著作権は作成者に帰属）▶その
ほか：入賞者は市報に掲載。優秀
賞は、憲法月間記念行事で表彰（該
当者には 4月上旬連絡）。入賞者
には記念品、応募者全員に参加賞
進呈▶申込・問：3 月 4日（必着）
までに郵送（申込要領参照し、作
品の裏面などに年齢［学年］も明
記）または直接〒 180-8777 市
民活動推進課☎ 60-1829へ。

　 市内特別支援学級の「交流共同
学習支援員（登録制）」を募集
インクルーシブ教育システムの理
念を踏まえて、特別支援学級と通
常の学級との交流・共同学習の機
会を拡充するため、市立小・中学
校の特別支援学級設置校（第三小・
大野田小・境南小・第四中）で対
象児童・生徒の指導補助・安全管
理・連絡調整などを行う交流共同
学習支援員を募集します。
▶登録：令和 4年 3月末まで（必
要が生じた場合、校長の面接など
を経て採用。必ず採用されるわけ
ではありません）▶そのほか：
週 18 時間以内（指導曜日・時数
は学校と支援員が相談して決定）。
時給 1110 円▶申込・問：3 月 1
日までに指定の履歴書（教育支援
課窓口で配布。市HPから印刷可。
封筒に「交流共同学習支援員登
録」と朱書き）を郵
送または直接〒180-
8777 教育支援課☎
60-1908へ。

　 手話通訳者の
　登録試験を行います
合格者は市が派遣する手話通訳者
として登録されます。試験内容…
手話の読み取り・表現・面接。

▶日時：３月 13 日（土）午後１
時 30 分（受付１時）▶場所：市
役所 412 会議室▶対象：市内在
住・在勤・在学の方▶申込・問：
２月 15日～３月１日（消印有効）
に所定の用紙（市HPから印刷可、
障害者福祉課で配布）を郵送また
は直接〒 180-8777 障害者福祉
課☎ 60-1847へ。

　青少年善行表彰
　「子鳩・けやき表彰」
令和２年度「子鳩・けやき表彰」
として 10 名、４グループ、奨励
団体として１団体が受賞されまし
た。子鳩・けやき表彰は、市内在
住であった故・清原美彌子氏の寄
付を基金とし、子どもたちの心温
まる行いを表彰しています。
▶対象：子鳩・けやき表彰受賞者
…園芸・ボランティア部有志、山
口翔大（中３）、鴨田宗之丞（中３）、
濱田和哉（中３）、第一中生徒会、
八方寧々（小３）、津田ゆいか（小
３）、鈴木彩世（小３）、深田紗帆（小
３）、矢沢雫（小３）、第六中有志、
井之頭小児童有志、大上亜倭（中
１）、加藤航輝（中２）、むさしの
紙芝居一座▶問：児童青少年課☎
60-1853

今後の市の学校給食を支えるため
に、令和３年度２学期からの給食提
供開始を目指して、桜堤調理場の建
て替え工事を進めています。新しい
桜堤調理場（桜堤 1-7-23）は、最
新の学校給食衛生管理基準に対応し
た、給食の安全安心に配慮した調理
場として、建設しています▶問：教
育支援課☎ 60-1901

子どもたちの食を支える
地域のパートナー職員を募集します
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緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出を控え、感染防止策の徹底などを継続してください。

　失語症会話パートナー
　「基礎知識編」受講者募集
失語症のある方たちの会話のかけ
橋となるボランティアを養成する
ための基礎講座です。
▶日時：3 月 16 日（火）午前 10
時～正午▶場所：武蔵野プレイ
スフォーラム▶対象：市内在住・
在勤・在学で 18歳以上の方、20
名（超えた場合抽選）▶講師：言
語聴覚士▶費用：無料▶主催：武
蔵野市▶申込・問：２月 27日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領
参照し、ファクス番号、在勤・在
学者は勤務先・学校名［所在地と
電話番号］も明記）でボランティ
アセンター武蔵野☎ 23-1170、
FAX23-1180へ。1 週間前まで
に受講の可否を連絡。

　 むさしの発見隊
　「境地域を歩こう」

境地域を歩いて、境の歴史・文化
や玉川上水について学びます。
▶日時：3 月 14 日（日）午前９
時 30 分～正午▶場所：武蔵境駅
周辺▶対象：市内在住・在学の小
学４～６年生、８名（保護者１名
の参加可）▶講師：同館学芸員▶
費用：無料▶持ち物：筆記用具、
飲み物▶申込・問：3 月 3日（必
着）までに往復ハガキ・専用フォー
ム（申込要領参照し、学校名・学
年、保護者氏名も明記）または返
信用ハガキを持って直接ふるさと
歴史館☎ 53-1811、
rekishikan@city.
musashino.lg.jp
へ。

　市民こころの健康支援事業
　講演会

「コロナうつと自殺予防～新しい生
活ストレスへの処方箋～」こころの
健康の保ち方などについて学ぶ。
▶日時：３月 20 日（土・祝）午
後 3 時～ 5 時▶場所：オンライ
ン（Zoom）、100 名▶講師：太
刀川弘和（筑波大学教授）▶費
用：無料▶主催：武蔵野市▶申

込・問：３月 17日までに Eメー
ルまたはファクスでミューのい
え ☎ 55-5969、FAX38-8156、
mew.nishikubo@gmail.com
へ。

　 オンラインでも活動したい市民
活動のためのZoom活用講座
市民活動のた
めの基本的な
Zoomの知識
を学ぶ。
▶日時：３月
13日（土）午
前 10 時～正
午▶場所：①
オンライン（Zoom）、②武蔵野
プレイススペースC▶対象：登
録市民活動団体または個人、①
20 名② 5名（申込順）▶講師：
芦沢壮一（スキルノート主宰）▶
費用：1000 円▶持ち物：イヤホ
ンマイクまたはヘッドセット▶申
込・問：3 月 6 日までに E メー
ル（申込要領参照し、受講方法［オ
ンライン・会場］も明記）または
直接武蔵野プレイス市民活動支援
担当☎ 30-1903、gr-shikatu@
musashino.or.jpへ。

　 緑の市民講座
　「ナチュラルガーデン講座」

環境に配慮したガーデニングづくり
などの話を通して、緑、自然と地
域とのつながりについて考える。
▶日時：３月 26 日（金）午後６
時～ 7時 30 分▶場所：オンライ
ン（Zoom）▶対象：市内在住・
在勤・在学の方、100 名（申込順）
▶講師：泉健司（植物生態コンサ
ルタント）▶費用：無料▶申込・
問：３月 7日までに Eメール（申
込要領参照し、在勤・在学者は勤
務先・学校名も明記）で環境政策
課環境啓発施設係☎ 60-1945、
ecoresort@city.musashino.
lg.jpへ。

　ペアレントメンターとはなそう

市内在住の東京都ペアレントメン
ターに気軽にお子さんのことを話
してみませんか。グループ相談。
▶日時：3 月 8 日（月）午前 10
時～正午▶場所：かたらいの道市
民スペース▶対象：お子さんの
発達に不安のある保護者、6名▶
費用：無料▶主催：武蔵野市▶
申込・問：3 月 4 日
までに https: //bit.
ly/2LmRxsd からハ
ビット☎ 55-8510
へ。

室など▶対象：市内在住・在勤・
在学で男女平等社会の実現につい
て関心がある方、10 名程度（超
えた場合調整）▶託児：あり（無
料）▶そのほか：ボランティア▶
申込・問：3 月 18 日（必着）ま
でに Eメール・ファクス（申込
要領参照し、「私の興味ある男女
共同参画のテーマ」［200 字程度］
も明記）または市HPから男女平
等推進センター☎
37-3410、danjo@
city .musashino.
lg.jpへ。

　 青少年によるテーマ展示
　「自分についての8つのコト」
作品募集。用意された筆記用具を
使って自由に表現する。
▶日時：2 月 15 日（月）～ 3月
12 日（金）午前 10 時～午後 6
時 30分（予定）▶場所：武蔵野
プレイス▶対象：中学生以上の青
少年（20歳になった年の年度末
までの方）、25名（申込順、1人
1点）▶費用：無料▶そのほか：
3 月 14 日（日）～ 25 日（木）
に青少年フロア、3月 27日（土）・
28日（日）ギャラリーで展示▶
申込・問：直接武蔵野プレイス青
少年活動支援担当☎30-1902へ。

　 農業ふれあい公園「共同栽培体
験」の参加者を募集

専門スタッフの指導のもと、狭い
区画ではできない秋野菜などの植
え付け、収穫などが体験できます。
▶日時：5 月 15 日（土）～ 12
月上旬（約７カ月）、月１回程度、
全８回（土・日曜のいずれか、原
則午前中）▶場所：農業ふれあい
公園（関前 5-18）▶対象：市内
在住の 15 世帯（家族単位。超え
た場合抽選）初心者歓迎。※既に
受講された世帯も申込可▶費用：
7500 円（土地使用料 3500 円、
材料費 4000 円）※納付先は 2
カ所▶そのほか：カリキュラムに
沿った共同作業による耕作（自由
栽培不可）。申込無効…同一世帯
で複数の申込、他人名義での申込、
事実と違う申込、申込期限経過後
の申込。使用取消…長期間の耕作
放棄、教室への不参加、著しく管
理が悪い、係員の指示に従わない、
使用料の未納▶申込・問：3 月 1
日（必着）までにハガキ（申込要
領参照し、Ｅメールアドレス、世
帯の参加者全員の氏名・年齢も明
記）で〒 180-8777 緑のまち推
進課☎ 60-1863へ。

　地域の学校支援協力者を募集

学校教育に関心のある方で、特技
や趣味を生かして児童・生徒への
指導や学校への協力をしていただ
ける方を随時募集しています。活
動日時は協力を希望する学校と調
整。有償または無償ボランティア
として、活動内容に
応じた謝礼をお支払
いします▶申込・問：
指導課教育推進室☎
60-1241

　 プロに学ぶ！日常の気づきから
デザインプロセスを学ぼう

デザインする
ために必要
な表現方法を
学ぶワーク
ショップ。普
段聞けないプ
ロの世界につ
いて。
▶日時：３月 21 日 ( 日 ) 午後
２時～４時▶場所：①武蔵野プ
レイスギャラリー②オンライン
（YouTube 限定配信）▶対象：
中学生以上の青少年（20歳になっ
た年の年度末までの方）、①８名
② 10 名（市内在住・在勤・在学
者優先し越えた場合抽選）▶講
師：馬渕晃（AKIRA MABUCHI 
DESIGN 代表）▶費用：無料▶
申込・問：3 月 7日までに Eメー
ル（申込要領参照し、生年月日、
Eメールアドレス、在学・在勤者
は学校・勤務先名、受講方法［会
場・オンライン］も明記）または
直接武蔵野プレイス青少年活動支
援担当☎ 30-1902、gr-youth@
musashino.or.jp へ。3 月 9 日
から当落通知。

　 市民とつくる男女平等推進情報
誌「まなこ」サポーター募集

「まなこ」に対する意見や感想、
企画や取材先などの提案。特集
テーマに沿ったコラム執筆（200
字、１～２回程度）。
▶任期：令和４年３月 31 日まで
▶会議：年 4 回（平日午前）▶
場所：男女平等推進センター会議

昨年の講座風景
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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
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最新の情報（各施設の開館時間含む）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。

　 文化財保護委員特別講義（ウェ
ブ開催）の受講者募集
日本最古級の
土器が出土し
た御殿山遺跡
とその調査に
携わった大場
磐雄について
の 話。（1 時
間程度）

コロナ禍で、リモートワークの増加や外出自
粛などで自宅で過ごす時間が増えたことから、
インターネットショッピングの利用が急増し
ています。しかし、気軽に注文したことが思
わぬトラブルになることがあります。
事例①：電動アシスト自転車をインターネットで検索し、一番安価な
ウェブサイトから注文した。ウェブサイトには「クレジットカード払
い可」と書いてあったが、ウェブサイト事業者からの Eメールで口
座振込を指定され振り込んだところ、期日が過ぎても送られてこない。
事業者と連絡も取れなくなった。
事例②：スマートフォンの SNS内の広告から、初回 100円のサプリ
メントを試しに購入したところ、すぐに届き 100円を支払った。と
ころが 2週間後に 2カ月分が一度に届き 4万円の請求が来た。電話
で解約を申し出たら定期購入なので解約できないと言われた。
事例③：大手通販サイトのタイムセール中に家電量販店のウェブサイ
トで炊飯器を注文したが、注文承諾の Eメールが来なかった。数日
後量販店のHP上に、注文が集中し、サーバーが障害を起こしたとの
記載が出た。自分の注文がどうなったかわからない。
【アドバイス】
通信販売のウェブサイトの中には、巧みに作られた偽のウェブサイトが
含まれていることがあります。極端に安価であったり、希少商品が手に
入るなどの場合は注意が必要です。インターネットの通信販売では、事
業者は「最終確認画面」で、契約内容や返品条件などを表示し、訂正
ができるようにしなければなりません。広告内容や最終確認画面で購入
条件をよく確認しないと、意に反して定期購入になっている場合があり
ます。
また、契約は事業者からの注文承諾の Eメールにより成立となりま
すが、最終確定ボタンをクリックする前に、もう一度自分の意図と相
違がないか不審な点はないか必ず確認しましょう。
消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けし
ています。▶相談専用電話：☎ 21-2971 ▶相談時間：平日午前 9時
～午後 4 時▶対象：市内在住・在勤・在学の方▶費用：相談無料▶問：
消費生活センター☎ 21-2972

消費生活センター
  相談の窓口から

おうち時間にインターネットショッピング
―購入ボタンを押す前に注意を―

市民体育大会　軟式野球大会

一般の部単独
のトーナメン
ト制（3チー
ム以下の場合
3 部 内 で 実
施）。
▶日時：3 月
14 日からの毎週日曜、祝日（雨
天順延）午前9時▶場所：軟式野
球場ほか▶対象：市内在住・在勤・
在学の高校生以上の編成チーム
（監督含めて9名以上）▶費用：1
チーム 1000円▶持ち物：選手は
統一のユニホーム・帽子を着用▶
そのほか：公開抽選…2月 22日
（月）午後 0時 20分、体育協会。
主将会議…3月5日（金）午後7時、
総合体育館大会議室▶申込・問：
2 月 20日（消印有効）までに往
復ハガキ（申込要領参照し、チー
ム名、代表者名、携帯番号も明記）
で体育協会☎55-4119へ。

春休み幼児・ジュニアスポーツ
教室
▶申込・問：2 月 28 日（必着）
までに同館HP・ハガキ・ファク
ス（要受信確認）（申込要領参照
し、性別、年齢、生年月日、在園・
在学者は園名・学校名も明記）ま
たは所定の申込用紙（同館で配
布）で総合体育館☎ 56-2200、
FAX51-5493へ。詳細は同館HP
https://www.musashino.or.jp/
参照。
●逆上がりチャレンジ①②

逆上がりが苦手な子に 3日間で
できるコツを教えます。
▶日時：3 月 29 日（月）～ 31
日（水）①午前 9 時 15 分～ 10
時 15 分 ② 10 時 45 分 ～ 11 時
45 分▶場所：総合体育館メイン
アリーナ▶対象：小学生、①②各
24名（超えた場合抽選）▶費用：
2100 円▶そのほか：①②重複申
込不可。

●幼児水泳①②
▶日時：3 月 25 日（木）・26 日
（金）・29 日（月）～ 31 日（水）
①午前 9 時 30 分～ 10 時 20 分
② 10 時 40 分～ 11 時 30 分▶場
所：温水プール▶対象：年少児～
年長児、①②各 5 名（超えた場
合抽選）▶費用：4000 円▶その
ほか：①②および「幼児鉄棒・跳
び箱チャレンジ」との重複申込不
可。
●幼児鉄棒・跳び箱チャレンジ①
②

▶日時：3 月 22 日（月）～ 25
日（木）①午前 9 時 45 分～ 10
時 30 分② 11 時～ 11 時 45 分▶
場所：総合体育館サブアリーナ▶
対象：①年少児②年中児・年長児、
①②各 30 名（超えた場合抽選）
▶費用：2000 円▶そのほか：①
②および「幼児水泳」との重複申
込不可。
●親子でアクアエクササイズ①②
プールの中で親子で仲良く運動し
ます。
▶日時：3 月 28 日（日）①午前
9 時～ 10 時② 10 時 30 分～ 11
時 30 分▶場所：温水プール▶対
象：平成 28 年 4 月 2 日～ 30 年
4月 1日生まれのオムツのとれた
幼児と保護者、①②各 3 組（超
えた場合抽選）▶費用：1000 円
▶そのほか：①②重複申込不可。

一時保育（3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：月曜（15 日・22 日・
29 日を除く）、火曜、水曜（24
日・31日を除く）、木曜、金曜（12
日・26 日を除く）午前 9時～午
後 1 時▶対象：１歳以上の未就
学児、３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（休
館日は☎ 56-1612）へ。

▶日時：3 月 21 日（日）～ 27
日（土）▶場所：オンライン
（YouTube）▶講師：深澤太郎
（市文化財保護委員）▶費用：無
料▶そのほか：後日アクセスコー
ドを返信▶申込・問：3月 24日（必
着）までに右記二次
元バーコードからふ
るさと歴史館☎ 53-
1811へ。

LINEで市政情報を
受け取れます

「子ども・子育て」「イベント情報」「相談窓口」など知りたい（欲
しい）情報を簡単に調べられます。

右記二次元バーコードまたは LINE アプリのホーム画面から
「武蔵野市」または「@musashinocity」を検索。

◆友だち登録方法

◆欲しい情報を受け取るための受信設定の方法
友だち登録後、公式アカウントのトーク画面右下の「受信設
定アンケート」を選択し、受け取りたい（欲しい）情報、性
別、年代、お住まいの地域を登録してください。
▶問：秘書広報課☎ 60-1804

　昨年の市内の特殊詐欺の被害件
数は 53 件、被害額は約 8600 万
円で、被害件数は都内で 10 位で
す。警察官を装い「逮捕した犯人
の所持品からあなたのカードが出
てきました。これから自宅へ警察
官を向かわせるので、キャッシュ
カードと暗証番号を記載したメモ
を用意して待っていてください」
と言ってキャッシュカードを騙し
取る手口が後を絶ちません。留守
番電話の設定や自動通話録音機の
設置など、犯人からの電話に出な
いための対策が効果的です。

☎55-0110
武蔵野警察署

　住宅用火災警報器は付いていま
すか？住宅用火災警報器は、火災
を知らせる大切な機器で一般住宅
の居室や階段、台所などすべてに
設置が必要です。設置して 10 年
以上経過しているものは、電池切
れや機器本体の経年劣化により正
常に作動しない恐れがあります。
正常に作動するか点検をするとと
もに、設置から 10 年を目安に交
換しましょう。
　令和２年12月中の災害件数　
火災・救助など30件、救急682件

☎51-0119
武蔵野消防署
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緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出を控え、感染防止策の徹底などを継続してください。

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

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

　　保育園であそぼう

▶費用：記載のあるもの以外無料▶申
込：電話で各園へ（平日午前10時～午
後4時）
●南保育園 ☎48-1501
　 お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み午後0時30分～3時30分▶対象：
未就学児と親
●東保育園 ☎21-2495
　 お庭であそびませんか▶日時：平日
のみ午後1時～3時▶対象：未就学
児と親
●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 オンライン体験保育▶日時：2月24
日（水）・25日（木）、3月4日（木）・
５日（金）午前10時10分～10時40分
▶対象：1・2歳児
●吉祥寺保育園 ☎51-5206
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
のみ午後1時～3時30分▶対象：未
就学児と親
●千川保育園 ☎51-8478
　 お庭で遊ぼう▶日時：平日のみ午後
1時～3時30分▶対象：未就学児と
親

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 園庭開放▶日時：3月10日（水）午後
1時～3時▶申込：不要
●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：3月3日・10日
（水）午後１時30分～３時▶対象：
令和４年度年少組入園児と親▶費
用：１回500円▶申込：☎

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 はじめましてようちえん▶日時：3
月10日（水）午後2時～3時▶費用：
1人100円（おやつ、教材費）▶申
込：☎

●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 わくわく園▶日時：3月23日（火）午
前10時～11時30分▶対象：2歳以
上▶申込：☎

●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：3月10日（水）午
後2時～3時▶対象：平成29年4月2
日～31年1月1日生まれ▶申込：☎、
HP

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・靴袋（親子とも）▶申込・
問：各園へ

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

● おもちゃ病院（おもちゃを預かって
修理します）

　 ▶日時：2月18日（木）～26日（金）▶
対象：市民、1家族1点▶内容：詳
細は同施設HP参照▶申込：事前に電
話（午前10時～午後4時）の上、来館

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312

休館：日曜、祝日

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：3月17日（水）午前10時～
10時45分▶対象：1歳と親▶定
員：5組▶内容：足形アートを楽し
もう▶申込：必要

●nico（2歳）コース
　 ▶日時：3月12日（金）午前10時～
10時45分▶対象：2 ･ 3歳と親▶定
員：5組▶内容：足形アートを作ろ
う▶申込：必要

保育園

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：2月15日から各保育園へ（平
日午前10時～午後4時）。定員のある
園もあります。
プ プレママ：妊娠5カ月以上の健康な
方、出産後の育児をイメージできる
よう妊婦同士、保育士や看護師と一
緒に交流します

あ  あかちゃん：0歳～1歳3カ月児と
親、あかちゃんと親同士で交流し
ます。ちょっとした疑問や悩みは
保育士に相談できます

●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 ▶日時：2月24日（水）・25日（木）、
3月4日（木）・５日（金）午前9時30
分～10時▶場所：オンラインプ  あ

●西久保保育園 ☎51-5307
　 ▶日時：2月26日（金）午前10時～
10時30分▶場所：オンラインプ  あ

Teensムサカツ2021春
参加者募集

ワークショップの様子

次世代を担う中高生がこれからの
市について意見を出し合うワーク
ショップを実施します。
▶日時：３月29日（月）午後 1時
30 分～4時 30 分▶場所：総合体
育館大会議室▶対象：市内在住・
在学の中・高生、20 名（申込
順）▶費用：無料▶そのほか：図
書カード（2000 円分）進呈。開
催方法を変更する可能性があり▶
申込・問：３月4日までに市HPまた
はEメール（申込要領参照し、学
校名・学年も明記）で子ども政策
課☎ 60-1851、sec-
kodomoseisaku@
c i t y .musash ino .
lg.jp へ。

子どもの予防接種の接種期間を
延長できます
新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴い、令和2年3月19日以降、
やむを得ず対象期間内に接種でき

なかった方は令和
３年３月 31 日ま
で接種期間の延長
ができます。ご希
望の方、すでに自
費で接種された方は健康課までお
問い合わせください。※予防接種
の対象期間は感染症にかかりやす
い年齢などをもとに決められてい
ます。まだ対象期間内の方は早め
に接種を済ませてください▶問：
健康課☎ 51-0700

むさしのばやしチビッコ教室

練習風景

市指定無形民俗文化財である「む
さしのばやし」の練習教室。
▶日時：４月 10 日～ 10 月９日
の各土曜（夏休み期間などを除
く全 18回予定）午後２時～３時
15分▶場所：市内中学校▶対象：
市内在住・在学の小学３～６年生、
18名（超えた場合抽選）▶講師：
むさしのばやし保存会▶費用：
1200 円（バチ代）▶申込・問：
3 月 24 日（必着）までに往復ハ
ガキ（申込要領参照し、学校名、
新学年も明記）で郵送または直接
ふるさと歴史館☎ 53-1811へ。

妊娠したら
（母子健康手帳の交付・妊婦面接）

妊娠が分かったら保健センターに
届け出てください。①母子健康手
帳・妊婦健康診査受診票などを交
付します②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③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
1万円分配付します（※令和 2年
度末までは、妊婦の不安軽減と新
型コロナウイルス感染症予防のた
め、2万円分を上乗せし交付）▶
申込・問：母子健康手帳の交付・
面接について…健康課マタニティ
安心コール☎ 51-0703、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）
もく浴実習、赤ちゃんの抱っこ、
母子保健サービスのご案内。
▶日時：３月 13 日（土）午前
９時 20 分～ 10 時 15 分、10 時
55 分～ 11 時 50 分（受付 10 分
前から。各回同内容）▶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
パートナー、34 組（出産予定日
が近い方優先）▶費用：無料▶
申込・問：２月 22
日～３月３日に電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

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：なし
＊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



MUSASHINO CITY No.2163 令和3年2月15日号 9

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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（各施設の開館時間含む）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）

○青木小児科医院 小児科・内科 境 4-16-15 51-7628
○かえで内科クリニック 内科 吉祥寺南町 2-17-2 24-7065
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

23 日
（火・祝）

○おいかわこども
クリニック 小児科 吉祥寺北町 2-2-17 20-3715

○むさしの共立診療所 内科 西久保 2-17-11 52-2512
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

28 日
（日）

○前澤クリニック 内科・小児科 境南町 3-15-21 30-2861
○吉祥寺・藤田
クリニック 内科 吉祥寺南町 1-1-10 40-5177

◎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

21日（日）こばやし歯科 吉祥寺本町2-35-11元町スギビル
201 ☎ 21-0026

23 日（火・祝）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

28 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

2/15（月）～ 28（日）

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- 翌 8／土日祝年末年始 24時間
＃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

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

健康関連専門職
（健康づくり人材バンク）募集
市民の健康づくりのための講座な
どで専門資格を生かせます。
▶対象：保健師・管理栄養士・歯
科衛生士、おおむね 5 年以上の

集団指導経験のある方、若干名▶
そのほか：プログラム作成 1 回
5500 円～、実施 1 回 1 万 1000
円～ほか。書類審査、面接あり▶
申込・問：3 月 1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）、資格証明書の写し・指導
歴を郵送または直接健康づくり支
援センターへ。

無料▶持ち物：母子健康手帳・筆
記用具▶申込・問：
3 月 18 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

むさしの自然観察園「はじめての草
木染～植物でてぬぐいを染めよう」
手拭いに模様を作り、身近にある
植物で染めて作品を作ります。
▶日時：2 月 27 日（土）午前 10
時～正午▶場所：むさしの自然観
察園（吉祥寺北町 3-12）▶対象：
小学 3年生以上（大人も可）、8
名（申込順）▶費用：無料▶持ち
物：エプロン▶主催：武蔵野市▶
申込・問：むさしの自然観察園☎
55-7109（正午～午後 5時）

健康体操教室4月クラス

①美姿勢ピラティス②お腹引き締
めエクササイズ③免疫力アップヨ
ガ。
▶日時：① 4 月 12 日・19 日・
26 日（月）午後 1 時 30 分～ 2
時 30 分② 4月 6日・20 日（火）
午前 10時～ 11時③ 4月 16日・
23 日・30 日（金）午前 10 時～
11 時▶場所：保健センター▶対
象：医師からの運動制限を受け
ていない、集団で運動可能なお
おむね 65 歳までの市民▶費用：
無料▶そのほか：メルマガ登録
は dan@star7.jp へ空メール▶申
込・問：2 月 15 日～ 28 日にメ
ルマガ応募フォームまたは申込用

漠然とした不安やもやもやが重なり、イライラしたり怒りやすく
なったりと気づかないうちにストレスをため込んでしまっていま
せんか。コロナ禍を乗り越えていくには、心の健康づくりにも目
を向けることが大切です。

紙（保健センター、市関連施設で
配布）を保健センターへ。

健康づくり推進員募集

「自分の健康は自分で守ろう！」を
実践する市民を増やす活動を地域
とのつながりの中で取り組みます。
▶任期：4 月 1 日～令和 4 年 3
月 31 日（研修あり、年度ごと
に更新）▶対象：市内在住の方、
若干名▶そのほか：月 10 日（1
日 3 時間）程度、報酬月額 2 万
7000円▶申込・問：3月5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。

コロナ禍でのメンタルヘルスケア

1歳ごはん教室

1 歳ごろの食事・歯の手入れ・子
どもとの関わり方の話。試食やグ
ループトークはありません。
▶日時：3 月 25 日（木）午前
10時15分～11時20分▶場所：
保健センター▶対象：令和２年
１月～３月生まれの子と親（第 1
子のみ）、16組（申込順）▶費用：

●抱えきれなくなったときは、SOSを出すのを
ためらわないでください
市にはさまざまな相談先があります。

【妊娠中・産後の体調、育児の相談】
ゆりかごむさしのマタニティ安心コール☎ 51-0703
（月～金曜午前 9時～午後５時）

【生活に関する困りごと、経済的な問題】
生活福祉課☎ 60-1254
（月～金曜午前８時 30分～午後５時）

【こころの健康の相談】
市民こころの健康相談室（ライフサポートMEW）☎ 55-6003
（毎週火・木曜、第２・第４土曜午前 10時～正午、午後１時～４時。
来所相談［要申込］あり）

【一般的な健康に関する相談】
健康なんでも相談（健康課）☎ 51-0700
（月～金曜午前８時 30分～午後５時）

●自分でできること
①適度に身体を動かし、食事・睡眠を確保
する
②テレビやインターネットで繰り返し流れ
る感染者数などの情報を見る時間を自分で
コントロールする
③こんな時期だからこそ、家族や友人、地
域と可能な方法でつながる

●むさしのシティニュースでも特集しています
ケーブルテレビ（11ch）で放送します。ぜひ、ご覧ください。
▶日程：2 月 15 日（月）～ 28日（日）、放送時間は 3頁参照
▶そのほか：市動画チャンネル（YouTube）に掲載



申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
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緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出を控え、感染防止策の徹底などを継続してください。

オーレン・シェヴリン チェロ・リサイタル
▶日時：3 月 1 日（月）午後 4時開演▶場所：市民文化会
館小ホール▶費用：一般 4000 円、◯友 3600 円、◯25 1000 円

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇文化事業団

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

＊特に表記のない公演は全席指定、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。
＊ 午前 10 時から発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。
発売日翌日（休館日を除く）以降：市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイング
ホール、吉祥寺シアター、各市政センターの窓口でも購入可。

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

■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■詳細は文化事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/ 参照
■上記公演のチケットは発売中

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

（割引料金設定）
◯友：アルテ友の会料金
◯25： 25 歳以下料金（枚数限定）

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆

■はやぶさ2からMMXへ
　～火星の水の起源と行方を追え～
最先端の火星科学を紹介します▶
日時：2 月 20 日（土）午後 1時
30分～ 3時▶場所：オンライン
（Zoom）▶講師：中川広務（東
北大学大学院助教）▶費用：無料
▶そのほか：詳細は成蹊学園HP
https://www.seikei.ac.jp/ ▶ 申
込：不要▶問：同学園サステナ

ビリティ教育研究センター☎37-
3480、event-ercs@jc.seikei.
ac.jp

■老いじたく講座
成年後見制度について▶日時：
2 月 25 日（木）午後 1時 30 分
～ 3時▶場所：福祉公社会議室▶
定員：10 名（申込順）▶講師：
同公社職員▶申込・問：同公社☎
23-1165

■司法書士による相談会（予約制）
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空き家問題などの相談▶
日時：3月 6日（土）午後1時～
4時▶場所：公会堂▶費用：無料
▶申込・問：東京司法書士会武蔵
野支部・勅使☎27-6761

■国際交流協会留学生とのホーム
ビジット交流プログラム説明会
概要説明、留学生・ファミリー体
験談、質疑応答▶日時：3 月 27
日（土）午後3時～ 4時 30分▶
場所：スイングスカイルーム▶定
員：15 名（申込順）▶費用：無
料▶持ち物：筆記用具▶申込・
問： 3月25日までに同協会（MIA）
☎ 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
▶日時：4 月 10 日～ 10 月 9 日
の土曜（夏休み期間などを除く全
18回予定）午後 5時～ 6時▶場
所：市内中学校▶対象：市内在住
で 20～ 50 歳の方▶講師：むさ
しのばやし保存会▶費用：2000

円（バチ・教本ほか実費）▶申
込・問：3月31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、FAX22-
1727（〒 180-0004吉祥寺本町
3-6-12）へ。

◆スポーツ◆
■軟式野球審判講習会
▶日時：3月 7日（日）午前9時
～午後1時（集合午前8時 30分）
▶場所：軟式野球場▶対象：興味
がある方、軟式野球連盟加盟チー
ムは 2名以上▶費用：無料▶持
ち物：運動のできる服装▶そのほ
か：雨天時は9時に総合体育館大
会議室▶申込：不要▶問：同連盟
☎080-8428-7600

■水泳教室
①ジュニア（月曜）②シルバー
初心者（木曜）▶日時：① 4月 5
日～ 6 月 28 日（全 11 回）午後
5 時、6 時（各 50 分）② 4 月 8
日～ 6月 24 日（全 9回）午前 9
時 30分、10時 30分（各 50分）
▶場所：温水プール▶対象：市
内在住の①小学生 ② 60 歳以上
の健康な方、各回 12 名▶費用：
① 4400 円② 4410 円▶申込：2
月 28 日（必着）までに往復ハガ
キ（生年月日も明記）で体育協会
へ▶問：水泳連盟・佐藤☎ 080-
8479-1573

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。

ガイド＆GUIDE に掲載のイ
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。

＊ 新型コロナウイ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付に変更しま
した。新型コロナウイルス感染予防対策のため、施設の利用方法や利用条件を変更してい
ますので、申し込み前に、郵送の際の記載方法と合わせて、文化事業団HP・掲示板などで
必ずご確認ください。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 2022年4月・

5月 市報3月15日号でお知らせ

展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2021年9月 3月1日（月） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2021年9月・
10月 3月1日（月） 芸能劇場

公会堂 ホール、会議室、和室

2021年9月

3月3日（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 3月5日（金） スイングホール

松露庵 茶室 3月11日（木） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 3月1日（月） 吉祥寺美術館

市民スペース 会議室 2021年9月・
10月 3月1日（月） 芸能劇場

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術上演
5日以上使用

劇場

2022年8月・
9月

市報3月15日号でお知らせ
5日未満使用 2022年4月・

5月

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2021年9月
吉祥寺シアター

けいこ場 3月1日（月）

舞台芸術以外で使用
劇場

2021年6月 3月1日（月）
けいこ場

＊ 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。

置図、建築確認申請書などがあれ
ば▶共催：開発公社、同支援機構
▶申込・問：2 月 25 日までに E
メールまたは電話で住宅対策課☎
60-1976、sec-jyuutaku@city.
musashino.lg.jpへ。

ファミリー・サポート・センター
「オンライン事業説明会」
ファミリー・サポート・センター
（ファミサポ）の登録や利用方法
を説明します。
▶日時：2 月 26 日（金）午前
10 時～ 11 時▶場所：オンライ
ン（Zoom）▶対象：市内在住で
6カ月～小学 6年生の保護者▶そ
のほか：詳細はファミサポHP参
照▶主催：武蔵野市
▶申込・問：ファミ
リー・サポート・セ
ンター☎ 30-8077

MIA外国人による
日本語スピーチ大会

外国人生活者の視点で捉えた日常
エピソードなどの日本語での発
表。
▶日時：① 3 月 6 日（土）午後
2時～3時30分（開場1時30分）
② 3月 27 日（土）午前 10 時～
11 時 30 分▶場所：①スイング
ホール②オンライン（Zoom）▶
定員：各 60名（申込順）▶費用：
無料▶そのほか：①マスク着用
▶申込・問：① 3 月 3 日② 3 月

24 日までに国際交流協会☎ 36-
4511 へ。https：//mia.gr.jp/
から申込可。

パネル展示　武蔵野の中世
―武蔵野合戦の古戦場を巡る―

金井原古戦場碑（小金井市）

南北朝時代に武蔵野が舞台となっ
た武蔵野合戦について紹介しま
す。
▶日時：4 月 15 日（木）まで▶
場所：ふるさと歴史館第一展示室
▶費用：無料▶問：ふるさと歴史
館☎ 53-1811

「マイホーム借上げ制度」活用セ
ミナー・相談会（建物所有者向け）
最低家賃の補償や契
約期間後に家に戻れ
るなど安全安心なセ
ミナー・相談会。
▶日時：2 月 28 日
（日）午前 10 時～
正午、セミナー…10時（30分程
度）、相談会…10 時 30 分（1組
30分程度）▶場所：スイングスカ
イルーム▶対象：シニア世代で住
みかえを考えている方・空家の所
有者など、10組（1組 3名まで、
申込順）▶講師：移住・住みかえ
支援機構（JTI）の講師▶費用：無
料▶持ち物：案内図、平面図、配
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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（各施設の開館時間含む）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。

市民伝言板市民伝言板

● 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

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。
取り外したことが分かるように（ふたを開けたままにする
など）してお出しください。電池の取り外せない小型家電
は、本体ごと（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

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

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。

令和 2年 4月 1日より申込書を変更しました。必ずご確認ください。新型コロ
ナウイルス感染者の発生状況により、市の判断で急きょ掲載を取りやめることが
あります。あらかじめご了承ください。
▶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 : 申込書別紙および市HPに掲載▶申込 : 所定の
申込用紙（秘書広報課、各市政センターで配布、市HPから印刷可）を郵送・ファ
クスまたは直接秘書広報課☎ 60-1804、FAX55-9009へ。電子申請も可。
掲載申込締切：4/1 号…3月 1日、4/15 号…3月 15日

掲
載
希
望
の
方
へ

　緑町コミセンは、昨年の9月から地
域健康クラブ、不老体操、親子ひろばが
再開し、参加者の皆さんに喜ばれてい
ます。
　プレイルームには、卓球台を１台設
置して３人まで利用可能とし、若者か
らシニアの方まで楽しく体を動かして
おり、学習室は勉強熱心な学生たちに
連日利用されています。
　まだ入館時には、マスク装着、手指の

軽運動が始まりました

緑町コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

コミュニティセンター事業案内

吉
東

28日（日）
■地域フォーラム（コミュニティのつどい）「コミュニティ構想よ
り50年　私たちのコミュニティ活動を語る」▶時間：午後2時▶定
員：25名（申込順）▶そのほか：伊藤徳子（語り）

3月末日まで ■ふるさと歴史館出張パネル展▶内容：武蔵野の地名

本
宿 募集 ■運営委員・協力員募集▶コミセンの運営に携わってみませんか、

地域にぜひあなたの力を

吉
北

20日（土） ■利用者懇談会▶時間：午前10時▶皆さんの意見をお聞かせくだ
さい

27日（土） ■ひな祭り▶時間：午後2時～4時▶内容：和紙で作るおひなさま
▶そのほか：材料はコミセンで用意

け
や
き

27日（土） ■よみきかせ▶時間：午前11時▶内容：指遊び・紙芝居・絵本・
折り紙ほか

中
町
集
会
所

3月1日・
15日（月）

■中町ストレッチ教室▶時間：午前10時30分～11時30分▶対
象 :中町・御殿山2丁目在住の方、15名（申込順）▶持ち物：バスタ
オル、タオルなど

八
幡
町

26日（金）～
28日（日）

■40周年記念展示「10年のあしあと」▶時間：午前10時～午後4時

3月1日（月）■マスクケースをデコろう▶時間：午前10時▶定員：15名▶費
用：100円▶申込

西
部 23日（火・祝）■味噌を手作りしてみよう▶時間：午前10時～午後1時、2時～5時

▶定員：各4名▶会費：500円▶持ち物：エプロン・三角巾▶申込

2月
コミセンの利用条件などを一部変更しています。詳細は各コミセンにお問い合わせくだ
さい。
▶申込：事前に電話または窓口へ（市報発行日 1日・15日から受け付け［休館日を除
く］）。特に表記のないものは、会場は各コミセン、申込順、無料、当日直接会場へ
※マスク着用、検温、手指や貸出用具の消毒、氏名・連絡先の記帳、身体的距離の確
保、小まめな換気の実施など、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力くだ
さい▶問：各コミセン

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 5月（予定）まで休館
関前分館（関前3-16-6） ☎51-0206
西部（境5-6-20） ☎56-2888
境南 7月（予定）まで休館
桜堤（桜堤3-3-11） ☎53-5311

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

消毒、非接触体温計による検温、チェッ
クシートの記入などのご協力をお願い
しなければならない状況です。当面は
軽い運動や「シニアのためのスマホ教
室」など感染症対策を徹底して、安心し
て行える事業を実施していきたいと考
えています。

吉祥寺かるた誕生秘話と
かるたの魔法について

噂のかるたの話を聞いて、あなた
もかるたを作ってみよう。
▶日時：2 月 28 日（日）午後 2
時～３時▶場所：吉祥寺図書館ま
なびとつどいのへや▶対象：中学
生以上（小学生未満は保護者同
伴）、15名（申込順）▶講師：徳
永健（ご当地かるたプロデュー
サー）▶費用：無料▶申込・問：
電話または直接吉祥寺図書館へ。

子ども図書館文芸賞受賞作品が
決定しました
731点の応募作品の中から、審査
の結果、下記の方の作品が選ばれ
ました。多数のご応募ありがとう
ございました。受賞作品を掲載し
た作品集は 3月 1 日（月）から
各図書館で配布予定です。詳細は
図書館HP参照▶問：中央図書館

・金賞　4作品
長谷部航大（小 2）、東優衣（小 2）、
山領福之介（小 6）、前田丈（中 2）
・銀賞　8作品
太田和史（小 1）、松平雅史（中 1）、
藤澤昊音（小 5）、江川日鞠（中 1）、
富岡幸介（小 3）、萩原歓（小 6）、
田口莉功（中 2）、長竹奏（中 2）
・審査員特別賞　4作品
八重畑玲菜（小 2）、太田智悠（小
3）、阿部耀仁（小 1）、酒井しお
ん（中 2）

本といっしょにこども哲学　
きみの"？"はみんなの"？"

ⓒこども哲学・おとな哲学アーダコーダ

事前に同じ本を読み、それを題材
に感じた事や不思議を話します。
▶日時：３月 21 日（日）①午前
10 時 30 分～ 11 時 30 分②午後
２時～３時 30 分▶場所：オンラ
イン（Zoom）▶対象：小学①１
～２年生、８名②３～６年生、
12 名（市内在住・在学者優先し
超えた場合抽選）▶講師：こども
哲学・おとな哲学アーダコーダ
▶費用：無料▶そのほか：Zoom
環境がない方は武蔵野プレイス
で受講可（若干名）▶申込・問：
２月 28 日までに電話・E メー
ル（申込要領参照し、学校名・学
年、オンライン受講不可の場合は
その旨も明記）または直接武蔵野
プレイス図書館担当 lb-event@
musashino.or.jpへ。

リチウムイオン電池の分別を
動画で紹介
「武蔵野クリーンセンター所長の心の叫び」
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日々の生活や様々な活動を支える都市基盤等について
暮らしやにぎわいを支える環境が整い、安心して住めるまち

• 地域コミュニティが継承されている。
• 緑や文化が守られ、居心地の良さを感じる街並み景観が形成されている。
• 都市基盤施設や公共公益施設が適切に維持管理・更新され、安全で快適な暮ら
しが維持されている。

• 都市がデジタルトランスフォーメーションによりスマート化し、生活の様々な
シーンが豊かなものとなっている。

• 無電柱化やバリアフリー整備により障壁を感じず移動している。
• 建築物の長寿命化やスマート化、地域公共交通の維持、水循環などの環境に配
慮した取組みにより、持続可能なまちになっている。

• 災害に強いまちになっている。

解説

住宅地の生活や暮らしについて
多様な暮らし方が選択できる、住み心地の良いまち

⑴３駅周辺の魅力 ･活力を向上するまちづくり
　●まちの更新と培ってきた魅力の継承
　● 都市基盤の改編にあわせた新たなまちづくり

の検討
　● 公共交通を優先した交通ネットワークの形成
　●ウォーカブルなまちづくりの推進
⑵住み心地の良さを増進するまちづくり
　●緑豊かでゆとりある住環境の継承
　● 高齢化や暮らし方の変化を踏まえた生活圏の

形成
⑶安心して住み続けられるまちづくり
　● いつまでも安心して生活できるまちの維持と

都市基盤の計画的な更新
⑷官民が連携したまちづくり
　● 民間の仕組みや参入によるオープンスペース

の形成や活用の促進

市民・事業者など・市
で共有するビジョン

●意見の提出方法
3 月 5日（金・必着）までに郵送・ファクス・Eメール（住
所、氏名、電話番号を明記）または直接〒 180-8777
まちづくり推進課 FAX51-9250、sec-machidukuri@
city.musashino.lg.jpへ。
●縦覧場所
まちづくり推進課、各市政センター・図書館・コミセン
●オープンハウス（パネル展示）を開催します
▶日時：２月 20日（土）・21日（日）午前 10時～午後４時
▶場所：アトレ吉祥寺ゆらぎの広場

改定の経過と今後の進め方
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改定委員会

令和元年度 令和２年度 令和３年度

地
域
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

(

３
地
域)

市
長
へ
答
申

将来都市
構造図

基
本
的
な
方
針

将来像

１

将来像

２

将来像

３
①コミュニティの育み
②災害に強いまち
③農業を通じた地域交流
④居心地の良い緑道

• 道路や広場が歩行者中心の居心
地が良い空間になっている。

• 建物更新により創出された空間
と道路が一体的に活用され、エ
リアマネジメントなどの取組み
が繰り広げられている。

• リノベーションやまちの利活用
が進み、それらが沿道に連続
することで、回遊を誘う空間と
なっている。

• 地域に根ざした商店や文化施設
が相まって、温かみや文化を感
じる空間となっている。

解説

駅周辺のイメージ

• 自転車走行空間と歩行空間が確
保され、安全に移動できる。

• 自動車の通行が少ない道路は、
地域の憩いの場になっている。

• 生活支援施設が身近に整い、徒
歩で利用できる生活圏が形成さ
れている。

• 地域の自然や農地、住宅地の緑
が適切に保全・創出され、質の
高い緑の空間が充実している。

• テレワークなどにも対応した住
居が増え、家族との充実した時
間を過ごせる、ゆったりとした
住宅地が維持されている。

解説

まちの将来像３
日々の生活や様々な活動を支える都市基盤等について

まちの将来像
まちの将来像１
駅周辺の魅力・活力について

まちの将来像２
住宅地の生活や暮らしについて

⑤ 親しみを感じられる景観
⑥ ひとや地域公共交通中心のまち
⑦快適な移動

•  拠点となる３駅周辺における都市
マネジメント

• 安全で住み心地の良い住宅都市の
維持・形成

• 安心して住み続けられる都市構造
の構築

•  多様なまちづくり活動の促進と官
民連携によるエリアマネジメント

• 地域別ワークショップ
• 出張座談会
• 意見募集箱
• 既往調査
　＋ コロナ禍に関する意見交換

駅周辺の魅力・活力について
様々な交流が生まれ、歩いて楽しい居心地が良いまち

都市の課題や求められているもの 市民が描く未来像

都市計画マスタープラン2021

将来像 駅周辺の魅力 活力について

パブリックコメントを実施しています
（原案）の

　都市計画の基本方針であるとともに、市民・事業者などと
市が共有するまちづくりのビジョンです。おおむね 20年後
の市の姿を見通しながら、中間年の令和 13年を目標年次と
して改定します▶問：まちづくり推進課☎ 60-1872

都市計画マスタープラン（都市マス）とは

全文はこちら

住宅地のイメージ

武蔵野緑町
パークタウン
都営武蔵野緑町
二丁目アパート
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