
　未来にわたって子どもの尊厳と権利
が尊重され、行政や学校、家庭や地域に
おける各々の役割を明確化するため
に、「武蔵野市子どもの権利条例（仮
称）」の検討を行っています。昨年よ
り庁内検討会議を設置し、条例制定に
向けた基本的な方針などを検討してい
ます。令和３年度には外部有識者など
も含めた検討委員会を設置し、市民の
皆様や当事者である子どもたちの声を
聴き、条例制定に向けて取り組んでま
いります。

　令和２年第４回市議会定例会におい
て改正された「武蔵野市子どもの医療
費の助成に関する条例」により、医療費
助成の対象が乳幼児及び義務教育就学
児から 18歳まで拡充されました。所
得制限を設けることなく、令和３年度
は入院に係る保険診療の自己負担分の
助成を実施し、令和４年度からは通院
（外来）などに係る保険診療の自己負担
分の助成を開始する予定です。
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人口と世帯
《令和3年3月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7492人（29人増）　世帯数7万7779世帯（37増）
●男7万550人（12人増）　●女7万6942人（17人増）　
〔うち外国人住民数3205人（33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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　今年、武蔵野市平和の日条例制定か
ら 10 周年を迎えます。「戦争も核も
ない世界を武蔵野から」をスローガン
に、平和事業を市民参加で継続的に実
施しています。今後も未来の子どもた
ちに平和な世界を継承していくために
戦争の悲惨さと平和の尊さを発信し続
けてまいります。
　全ての人がお互いに人権を尊重し、
その個性と能力を十分に発揮して、生
涯にわたり、いきいきと暮らせるまち
を目指し、引き続き、多様な性に関す
る理解に向けた取組みを進めながら、
パートナーシップ制度の導入を実現し
てまいります。

　団塊の世代が 75 歳以上になる
2025 年、団塊ジュニア世代が 65 歳
以上になる 2040 年に向けて、まちぐ
るみの支え合いの仕組みづくりに取り
組み、在宅医療と介護の連携推進に力
を入れています。今後は、困っている
ことや不安について“最初のきっかけ”
を踏み出せるよう、新たに福祉総合相

　昨年４月、武蔵野市自治基本条例が
施行されました。これは本市がこれま
で培ってきた、市民参加や市政運営の
ルールを武蔵野市の自治として未来に
わたって継承し、発展させていくため
に条例として明文化したものです。市
民の皆様一人ひとりが、自分たちのま
ちをつくるということを考えるきっか
けになってほしいと思います。市とし
ては自治基本条例に基づき、市民の皆
様の声をしっかりと聴きながら市政運
営を進めていくとともに、市民自治の
さらなる推進を目的として、二元代表
制を補完する常設型の住民投票制度を
確立するため、「武蔵野市住民投票条
例（仮称）」の制定に向けた検討を行
います。
　今年は、コミュニティ構想の策定か
ら50年目の節目にあたります。コミュ
ニティ構想の理念・目的などを再確認
し、今後を展望するため、コミュニティ
政策の歴史的な変遷や特徴をまとめる
とともに、シンポジウムなどを開催し、
コミュニティのさらなる活性化を図
り、市民自治を発展させてまいります。

　武蔵野市の宝は人や企業、団体、自
然などの様々な資源です。
　第六期長期計画などにおいて、コン
テンツ産業を含むクリエイティブ産業
の振興を掲げており、市内事業者との
ヒアリングを重ね、市で調整を行い、
市内の障害者就労支援施設の利用者の
方が、映画制作に参加されました。市が
アニメ制作会社と障がいのある方たち
をつなげる役割を担うことができまし
た。
　コロナ禍における経済支援の取組み
に際しては、職員が実際にまちに出て、
事業者から話を伺う事を大切にしてき
ました。新たな取組みを行ううえで参

　100 年に一度とも言われる、新型コロナウイルス感染症の国難の今、特に二
つの点を重視しています。
　一つは感染を広げないための取組みです。それには、早期発見、早期治療が重
要です。今後も検査体制を充実させたうえで、国が進めるワクチン接種が安全か
つ迅速に行えるように準備を進めてまいります。
　もう一つ重視する点は、暮らし、生活を大切にすることです。これまで、市独
自で令和３年度の都市計画税を２分の１に減税するほか、市民、事業者への経済
的な支援対策を実施してきました。今後も、コロナ禍の状況を鑑みて、必要な施
策を実施してまいります。
　また、社会全体で子どもと子育てを寛容で温かく見守り、安心して子どもを産
み育てることができる武蔵野市を目指して、今後も「次世代を育成する」という
観点から、子育て支援策にさらに力を入れて取り組んでまいります。
　そしてコロナ禍においても、第六期長期計画に沿って市としてやるべきことを
着実に進めてまいります。

　本市は地球温暖化の課題に正面から
対峙し、2050 年度までに温室効果ガ
スの排出を実質ゼロとする脱炭素社会
を目指してまいります。昨年開設した
環境啓発施設むさしのエコ re ゾート
には、多くの皆様が来場されています。
一人ひとりが考え、行動することで地
域や社会はより良く変わっていくと信
じて、持続可能な社会を目指します。

　また、新型コロナウイルス感染症や
都市計画税の政策減税の影響などによ
り、市税収入は減収が見込まれるため、
歳出の見直しも行いました。道路、公
園及び下水道については、令和３年度
は改修・改築事業を一部縮小または見
送りとしますが、引き続き予防保全型
の維持管理を適切に行うことにより、
インフラ施設の機能を確保します。学
校改築を計画的に行っていくととも
に、老朽化が進む公共施設などの保全
や改修、耐震化などについては先送り
をせずにしっかりと予算を充て、安全
で安心な市民生活を提供してまいりま
す。

　第六期長期計画に基づき、誰もが安
心して暮らし続けられる魅力と活力が
あふれるまちを目指し、未来を見据え
て市民の皆様とともに全力で取り組ん
でまいります。

0123 はらっぱ

平和の集い

むさしのエコ re ゾート

　令和３年市議会第１回定例会が始まり、松下市長が新年度の施政
方針を表明しました。現在は、「誰もが安心して暮らし続けられる
まちへ　命を守り次世代へつなぐ予算」と位置付けた予算案の審議
が行われています。施政方針の概要とともに、新年度の予算案と主
な事業について紹介します▶問：企画調整課☎ 60-1801

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

市政運営の基本的考え

施政方針

多様性を認め合う
支え合いのまちづくり

コミュニティを育む
市民自治のまちづくり

このまちにつながる誰もが住み・学び・
働き・楽しみ続けられるまちづくり

限りある資源を生かした
持続可能なまちづくり

未来ある子どもたちが希望を持ち
健やかに暮らせるまちづくり

談窓口（仮称）を開設します。

考となる大変貴重なものでした。
　市民の皆様や企業、団体などがつな
がり、新たな価値を創造するために、
市役所がプラットフォームとなり、つ
なぎ、広げてまいります。

令和 3（2021）年度一般会計予算総額 695億3900万円
前年度比2.8％、18億7600万円の増 詳しくは 7頁へ
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緊急事態宣言が発出中です。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。

 武蔵野市くらし地域応援券の使用期限は
３月31日（水）までです
使用期限を過ぎた場合は無効となりま
す。期限までに市内の取扱加盟店でお使
いください。取扱加盟店の最新情報は市
公式 LINE アカウント、同券特設サイ
トで確認できます。▶問：武蔵野市くら
し地域応援券事務局☎ 0570-001-603

 　 新型コロナウイルス感染症
　 緊急事態宣言が３月 21日（日）
まで延長となりました

一人ひとりが「感染しない、感染
させない」ための行動を強く心掛
けてください。また、感染力の高
い変異株による感染拡大にも警戒
が必要です。引き続き、不要不急
の外出自粛・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

武蔵野市のワクチン接種は、公共施設などで行う集団接種と、市内
病院などでの個別接種の 2つの方法を併用する予定です。集団接種
会場は総合体育館メインアリーナ、市民会館、吉祥寺南町コミセンを
予定し、個別接種は5つの医療機関（病院）を予定しています。令
和３年度中に65 歳以上になる方への接種券の送付
は４月中旬以降を予定していますが、ワクチン供給状
況などにより接種券の送付が遅くなる可能性がありま
す。最新の情報は市HPにも掲載しています。※掲載
の内容は3月9日時点のものです。

① 医療従事者
②  高齢者（令和 3年度中に 65歳以上になる方［昭和32年４月1日
以前に生まれた方］）

③  高齢者以外で基礎疾患を有する方、高齢者施設などに従事する方
④ そのほかの方（16歳以上の方）

～接種券が届いてから接種までの流れ～

接種について心配な方はかかりつけ医などに相談。接種を希望する
場合、インターネット（予約システム作成中）または電話で予約。

②接種券が届いたら、予約する

郵送で個別に市から「接
種券」と「予診票」「新型
コロナワクチン接種のお
知らせ」が届く。

①接種券が届く

③接種当日

ワクチン接種券
見本

接種券と本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を持参し、
接種会場で接種。

接種回数

接種対象者 ①～④の順番で接種を行う予定です

2 回 費　用 全額無料

接種費用

無料
（全額公費）

接種場所について
 住民票所在地以外で接種できま
すか。
 次のようなやむを得ない事情があ
る場合は、武蔵野市以外でもワク
チン接種を受けることができます。
出産のため里帰りをしている妊産
婦、単身赴任者、遠隔地へ下宿
している学生、DV・ストーカー・
児童虐待およびこれに準じる行為
の被害者、入院・入所者、基礎
疾患を持つものが主治医の下で
接種する場合、災害被害者、拘
束・留置されている者、受刑者、
その他市町村長がやむを得ない
事情があると認める者。

 ※具体的な手続きについては、詳
細が決まり次第お知らせします。

 入院や、入所している施設で接
種できますか。
入院している医療機関や施設内
で接種できる場合があります。武
蔵野市内にある施設について詳細
は決まり次第お知らせします。市
外にある施設については、直接施
設にお問い合わせください。

近所のかかりつけ医で接種した
いのですが、可能ですか。
現在は３つの集団接種会場と、５
つの病院で接種できる見込みで
す。より多くの診療所で接種でき

るかは、今後のワクチンの取り扱
いやすさや供給量にもよりますが、
市としては今後も接種体制を整え
ていきます。

ワクチンについて
新型コロナワクチン接種を希望し
ません。接種しなくてもよいので
しょうか。
ワクチンには発症、重症化を防ぐ
効果があり、絶対感染しないとい
うことはありません。強制接種で
はなく、あくまで本人の意思に基
づいて受けていただくものです。
受ける方の同意なく接種が行われ
ることはありません。

副反応について
新型コロナワクチンの副反応はど
のようなものですか。
接種部位の腫れ・痛み、発熱、
頭痛などの副反応が起こることが
あります。また、まれにワクチンの
接種による急性のアレルギー反応
であるアナフィラキシーが起こるこ
とがあります。接種後にもし起こっ
ても、接種会場や医療機関では、
医師などが対応します。持病など
があり、ワクチン接種に不安を感
じる方は、あらかじめかかりつけ
医にご相談ください。

A
A

A

A

A

対象者 ②高齢者 ③ 基礎疾患を有す
る方など ④ そのほかの方

接種券の
発送時期 ４月中旬以降 未定

接種の　
開始時期

4月末以降
（未定） 未定 ● ワクチンの基本情報や優先順位などについて

　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
 ☎ 0120-761770（土・日曜、祝日含む午前 9 時～午後 9 時）

●首相官邸ワクチン特設ページ

問問
い
合
わ
せ

Q＆A

ワクチン接種ワクチン接種
に向けて準備中ですに向けて準備中です

新型コロナウイルス 

予約、接種券、接種会場などについて
武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

 ☎ 0570-666-852 平日午前８時 30分
～午後５時 15分(　　　  )

Q
Q

Q

Q

Q

ワクチン接種の予約は接種券が届いてからになります。

市

よくある質問

　 市融資あっせん制度の金利引き
下げ (特例利率）は令和 3年 3
月 31日受付分までです

事業資金特別融資・小口零細事
業資金特別融資の本人負担率を
0.1％引き下げ、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける中小規
模事業者の資金調達を支援してい
ます。申請方法や必要書類など詳
細は市HP参照▶申込・問：産業
振興課☎ 60-1832

市公式LINE
アカウント

同券
特設サイト
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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。

区分 職種 試験方式 資格要件 採用予定者数

上
級

一般事務
一般方式

平成3年4月2日～12年4月1日生まれ 30名程度
WEB試験方式

一般事務
（障害者採用） 教養試験

昭和56年4月2日～平成12年4月1日生まれ
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳の交付を受けている方／児童相
談所等により知的障害者であると判定された
方／通常の勤務時間 ( 原則１日７時間 45分、
週 38時間 45分 )に対応できる方

若干名一般技術（土木）

専門試験

昭和60年4月2日～平成14年4月1日生まれ一般技術（建築）
一般技術（電気）

保健師

昭和56年4月2日～平成12年4月1日生まれ
保健師国家試験に合格し、保健師資格を有
する者（令和４年４月までに取得予定を含
む）

　令和４年度採用 市職員募集

受験資格、申込方法、試験方式、試験日など詳細は試験案内（市HPに掲載。
市役所案内・人事課、各市政センター・図書館、市民文化会館、総合体
育館、市民会館、スイングホール、吉祥寺シアター、武蔵野プレイスで
配布。各施設へは開館日・時間を確認の上お越しください）
参照。
▶申込期間：4 月 2日（金）午前 9時～ 16日（金）午後 5
時▶対象：活字文による出題および口述試験に対応できる
方で以下の条件を満たす方▶問：人事課☎ 60-1810

　 住民投票条例（仮称）骨子案に関
するアンケートにご協力ください
２月に作成した同案における重要
な論点について、幅広く市民の皆
さんから意見をいただくことを目
的にアンケートを実施します。対
象となる方にはアンケート用紙な
どを郵送しましたので、３月 31
日（水）までにご返送ください。
▶対象：18 歳以上の市民 2000
名（無作為抽出）▶問：企画調整
課☎ 60-1801

　第 29回武蔵野桜まつり
　開催方法が変更になります
集客性が高いため、出店やステー
ジ、パレードなど会場でのイベン
トは実施せず、４月中旬に開花風
景や桜まつりの歴史、友好都市の
紹介の動画配信などを行います▶
問：産業振興課☎ 60-1832

　 三鷹駅北口交通環境基本方針の
策定に向けた考え方を公表

交通環境について、地域の方々と
課題の共有、方針を議論するため、
考え方を取りまとめました。
▶閲覧：まちづくり
推進課、市HP参照▶
問：まちづくり推進
課☎ 60-1872

　 令和 3 年度固定資産税課税情
報の縦覧・閲覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
…所有している土地・家屋の価格
などを、ほかの物件と比較できます。
固定資産課税台帳の閲覧…所有者
は名寄帳（市内に所在する土地・
家屋を所有者ごとにまとめたもの）
を、借地・借家人は対象物件の課
税台帳の写しを閲覧できます。
▶日時：4 月 1 日（木）～ 5 月
31日（月）（土・日曜、休日を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時▶費
用：無料（期間中のみ）▶持ち物：
納税通知書（前年度分で可）、本
人確認ができるマイナンバーカー
ド・運転免許証など。借地・借家

 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

※3月24日（水）は放送時間が変
わります
7:15 9:30 12:00 23:00

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問

健康福祉総合計
画・地域共生社
会推進会議

３月29日（月）
午後6時30分

市役所
811会議室

10名（申込順）、第3
期健康福祉総合計画
の進捗状況について

3月26日までに
地域支援課
☎60-1941へ

教育委員会定例
会

４月８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

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。

人は賃貸借契約書、代理人は委任
状▶そのほか： 4 月 23 日（金）
発送予定の納税通知書が届く前に
所有している固定資産（土地・家
屋）の課税詳細を確認したい場合
は、この期間をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症対応と
して、令和３年度に限り都市計画
税の税率を 0.2％から 0.1％に減
税します（申請不要）▶問：資産
税課…土地について☎60-1826、
家屋について☎ 60-1825

　 狂犬病予防注射を接種してくだ
さい
飼い主は犬の登録後、毎年の予防
注射と注射済票の交付を受けなけ
ればなりません。注射済票は集合
注射会場では同時交付、他病院は
注射済証明書を持参して、環境政
策課、各市政センター（休日・夜
間を除く）で交付を受けてくださ
い（手数料 550 円）。
▶日時：4 月 1 日（木）～ 14 日
（水）▶場所：集合注射会場…市
内の獣医師会加盟病院（下表）、
三鷹市内の獣医師会加盟病院▶
問：環境政策課☎ 60-1842

　 高齢者世帯の死亡火災が発生し
ています
空気が乾燥してい
ます。暖房器具の
使用には充分注意
し、未然に火災を
防ぎましょう。住
宅用火災警報器は火災を知らせる
大切な機器で、一般住宅の各居室
や階段、台所の天井または壁に設
置が義務付けられています。設
置後 10年が経過しているものは
正常に作動しない恐れがあります
ので、定期的な点検・交換をしま
しょう。市防災協会で機器の取り

付け販売を行っています▶問：武
蔵野消防署☎ 51-0119、防災課
☎ 60-1821、市防災協会☎ 60-
1926

　高齢者訪問理容・美容サービス

年間５回自宅での調髪（店頭での
サービス利用不可）。年度ごとに
申請が必要です。
▶対象：①～③すべてを満たす市
内在住の方① 65歳以上②要介護
３～５③寝たきりまたはそれに準
じた状態で外出が著しく困難▶費
用：無料▶申込・問：市民社協☎
23-0701、高齢者支援課☎ 60-
1846

本宿犬猫病院 吉祥寺東町 3-17-1
☎ 22-7728

おおむら動物病院 吉祥寺本町 2-30-9
☎ 29-7887

三鷹獣医科グループ 中町 2-6-4
☎ 54-5181

井の頭通り動物病院 西久保 1-38-5
☎ 38-8963

グリーンパーク動物病院 緑町 1-7-25☎ 54-1122

豊田動物病院 境南町 2-19-11
☎ 32-3445

　 重度心身障害者
　理容・美容サービス
▶対象：①～③のいずれかに該当
する市内在住の方①身体障害者手
帳下肢または体幹機能障害1・2
級②視覚障害1級③愛の手帳1・
2度▶費用：無料▶申込：令和２年
度に理容・美容サービスを利用し
た方には、３月下旬に令和３年度
理容券・美容券を送付します。新
規申し込みの方は印鑑と対象の手
帳、振込先の分かるもの（美容券の
場合のみ）を持って直接市民社協、
障害者福祉課、各市政センターへ。
郵送での申し込みは市民社協へ要
問い合わせ▶問：市民社協☎23-
0701、障害者福祉課☎60-1904
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緊急事態宣言が発出中です。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。

　 善意の寄付ありがとうございま
した

明治安田生命保険相互会社 取締
役 代表執行役社長 根岸秋男様：
金 15 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

　 商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（７月分申込）
▶申込・問：４月６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。

　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
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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

人
事
課

一般事務
若干名
　

事務補助および軽作業／身
体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている方／PC

6 月 1日～／週 5日（月～
金曜）午前 9時～午後 4時
（業務によって所定外労働・
休日勤務あり）／月額 18
万 300円／期／交

書類審査、
面接：
一次…４月中旬
二次…４月下旬

▶申込・問：３月26日（金・必着）までに市指定の申込書兼履歴書（写真貼付。市役所案内・人事
課、各市政センター・図書館、総合体育館、市民会館、スイングホール、吉祥寺シアター、武蔵野プ
レイスで配布。市HPから印刷可）を郵送または同日午後５時までに直接〒180-8777人事課☎
60-1814へ。結果は全員に５月上旬までに郵送で通知

環
境
政
策
課

公害苦情相談員
１名

公害 ･ 環境などに関する
苦情 ･ 相談対応、書類の
作成、現場出動業務／行政
などにおいて公害、環境に
関する業務に従事経験があ
り、公害防止管理者など環
境関連の国家資格を有する
方／ PC／普免

４月19日～／週５日（月～
金曜）午前９時～午後5時
／月額28万700円／期／
交

書類審査、
小論文、
面接：
４月９日（金）
（予定）

▶申込・問：３月31日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「近隣からの騒音
等の生活型近隣公害に関する苦情を受ける際、あなたが大切だと思うこと」（1000字以
内)を郵送または直接〒180-8777 環境政策課☎ 60-1842へ

障害者雇用

　男女共同参画フォーラム 2021
　団体企画募集
同フォーラム（９月 19 日～ 26
日［予定］、市内公共施設）で実
施する女性と仕事、男性の家庭参
画、介護と仕事の両立、性の多様
性などの講座やワークショップを
募集。
▶対象：市内で活動する団体、３
団体程度（選考あり）▶そのほか：
１団体10万円を限度に企画実施、
委託料を後払い▶申込・問：３月
15 日～４月 27 日（必着）に企
画書など（市HPから印刷可、男
女平等推進センターで配布）をＥ
メールまたは郵送で男女平等推進
センター☎ 37-3410、danjo@
city.musashino.lg.jpへ。

　 子育て支援情報誌「すくすく」
に掲載する広告を募集

市役所・子育て支援施設、妊娠届
出時などに無料配布する、0～ 5

歳児の子育て支援情報誌「すくす
く」の令和３年度版に掲載する広
告を募集します。
▶募集期間：４月 16 日まで▶発
行予定：６月▶発行部数：約１万
部。応募多数の場合や掲載基準な
どにより掲載できない場合あり▶
申込：（株）サイネックス☎ 042-
548-1556 ▶問：子ども政策課
(4 月以降は子ども子育て支援課）
☎ 60-1851

　 「すくすく」に紹介する子育て
グループ・支援団体を募集

子育て支援情報誌「すくすく」の
令和３年度版に掲載する記事を募
集します。
▶対象：主に就学前の親子を対象
として市内で活動する子育てグ
ループ・支援団体▶そのほか：応
募多数の場合や掲載基準などによ
り掲載できない場合あり。営利目
的、政治・宗教活動は不可▶申
込・問：３月 26 日までに電話連
絡の上、直接子ども政策課☎ 60-
1851へ。

　手続きの際はマイナンバーカードをお持ちください

マイナンバーが必要な手続き（下表ほか）では、
なりすまし防止のため法律に基づき、マイナンバー
カード（個人番号カード）、またはマイナンバーが
記載された住民票の写しなどと本人の身元が確認
できるもの（公的機関発行の顔写真付き身分証明
書など）が必要です。
※通知カードは令和２年５月 25 日に廃止されました。
以後、住所などの券面記載事項に変更があった場合は、
マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。
※そのほかの確認書類などは、申請窓口でご相談ください。
詳細は市HP参照。
マイナンバーが必要な手続きの例
市・都民税、固定資産税 個人住民税の申告など

国民健康保険 資格の取得・喪失、高額療養費などの支給申請、被保険者
証の再交付申請など

国民年金 加入・保険料免除・年金手帳再交付申請など
後期高齢者医療 高額療養費などの支給申請、被保険者証の再交付申請など

介護保険 要介護認定などの申請、高額介護サービス費などの支給申
請、被保険者証の再交付申請など

障害者福祉 身体障害者手帳、特別障害者手当の申請など

子育て 児童手当などの認定請求、保育所などの入所申込、妊娠の
届出など

生活保護 生活保護の申請など

※そのほか、社会保障や税の手続きのため、上記以外の行政手続きや、勤務先
や証券会社・保険会社などの金融機関、税務署などで、マイナンバーの提出を
求められる場合があります。詳しくは担当窓口でご相談ください。

●マイナポイントの申し込みにはマイナンバーカードが必要です
同ポイントの付与は、令和３年３月末までに同カードの交付
申請が必要です。詳細は総務省HP参照。

●コンビニ交付をご利用ください
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチ
コピー機で各種証明書を取得できます。利用者証明用電子証明書の暗証
番号（４桁）の登録が必要です▶利用時間：毎日午前６時 30分～午後
11時（12 月 29 日～１月３日、メンテナンス時を除く）▶取得できる
証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部・個人事項証明書（戸
籍謄・抄本）、戸籍の附票の写し、市・都民税課税（非課税）証明書▶
そのほか：戸籍関連の証明書を取得できるのは、住民登録お
よび本籍が武蔵野市の方に限られます。ただし、本籍が他自
治体にある方も、取得できる場合がありますので、本籍のあ
る自治体へ問い合わせてください。詳細は市HP参照。
▶問：マイナンバーカード…市マイナンバー専用☎ 0570-001-634、
制度全般・マイナポイント…国（内閣府）☎ 0120-95-0178、コンビ
ニ交付…市民課☎ 60-1839、課税証明書…市民税課☎ 60-1822

マイナンバーカード

表面

裏面

　選挙人名簿登録者数
　（３月定時登録）
３月１日現在の登録者数は、男
５万 8861 人、女６万 5688 人、
計 12 万 4549 人です。また、在
外選挙人名簿の登録者数は、男
196 人、女 217 人、計 413 人で
す▶問：選挙管理委員会事務局☎
60-1893

　「まなこ」110号ができました

特集は「コロナ禍の家族関係」です。
▶配布：市役所、各市政センター・
図書館・コミセン・駅、市内医療
機関、理美容院、大型店舗、金融
機関、浴場など約 470 カ所で順

次▶問：男女平等推進センター☎
37-3410

　 「季刊むさしの」春号を全戸配
布します（3月 22日発行）

特集は「必要な人が、必要な時に
利用できる駐輪場へ」「令和３年
度予算案」です。３月 31 日まで
に全戸配布。市役所、各市政セン
ター・図書館・コミセンなどで無
料配布。最新号・バックナンバー
は市HP参照▶問：秘書広報課☎
60-1804、 配 布 に
ついて…（株）トー
カンエクスプレス☎
71-8755
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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。

　日本語学習支援ボランティア
　養成講座受講者募集
「やさしい日本語」の手法・複数
言語環境下の言語発達・多文化理
解の手法・外国人の法的立場など。
▶日時：5月 15日～ 7月 17日の
土曜（全 10 回）午前 9時 45 分
～正午（開場9時 30分）、事前説

　 東京 2020 オリンピック聖火
リレーボランティア募集
市内を走行する聖火リレーの運営
にご協力いただくボランティアを
募集します。
▶日時：７月 16 日（金）午後 3
時～ 7 時（予定）、６月（予定）
に事前説明会あり▶場所：聖火リ
レーコース周辺、陸上競技場（予
定）▶対象：市内在住・在勤・在
学または市内で活動する団体に所
属している高校生以上の方、200
名程度▶そのほか：詳細は市HP
参照▶申込・問：３月 15 日午前
９時～４月 26 日午後５時（必
着）に申込用紙（市HPから印刷
可、３月 15 日から市役所、各市
政センター・図書館、総合体育
館、武蔵野プレイスで配布）を
Eメール・郵送・ファクスまたは
直接〒 180-8777 企画調整課オ
リンピック・パラリンピック担
当 ☎ 60-1970、FAX51-5638、
seika@city.musashino.lg.jp
へ。

　障害者スポーツ教室
　リフレッシュ体操
ストレッチやウオーキングを行い
ます。
▶日時：4 月 18 日（日）午前
10時～ 11時 30 分▶場所：陸上
競技場▶対象：障害を持つ中学生
以上の方、15 名（超えた場合抽
選）▶費用：400 円▶申込・問：
3 月 31 日（必着）までに総合体
育館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、在勤・在学者は
勤務先・学校名、障害名・等級、
介助者の有無［必要な場合は一緒
に参加］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。

　 温水プールのスタート台が新し
くなりました
財源の一部に日本スポーツ振興
センターのスポーツ振興くじ助
成金 (toto) を活用しました。温
水プールの利用方法・開放予定は
https://www.musashino.or.jp/
参照▶問：生涯学習スポーツ課☎
60-1903

明会あり▶場所：スイングスカイ
ルームなど▶対象：市内在住・在
勤・在学の方または国際交流協会
会員（7講座以上受講可能で、受
講後同協会で活動できる方）、50
名（超えた場合抽選）▶講師：同
協会日本語学習支援コーディネー
タなど▶費用：6000 円（別途会
員登録料2500円）▶そのほか：
マスク着用▶申込・問：4月 1日
～27日にhttps：//mia.gr.jp/ か
ら国際交流協会☎ 36-4511へ。

　小学生向けスポーツ教室

▶対象：小学生、定員を超えた
場合抽選▶そのほか：1 人 1教室
（重複申込は落選）▶申込・問：
3 月 31 日（必着）までに総合体
育館HP・ハガキ・ファクス（要

教室名 日程 曜日 回数 時間 場所 対象 定員 参加費
はじめてのイン
ラインスケート

4月 10 日～
5月 8日 土 5 午前 10時～11時 30分

ストリートス
ポーツ広場

未経験
者 8名 5500円

ジュニアテニス
① 4月 17 日～

5月 22日 土
6 午前 10時 15分～ 11時 15分 テニスコー

ト

1～3
年生 30名 3600円

ジュニアテニス
② 6 午前 11時 30分～午後0時30分

4～6
年生 30名 3600円

出張開催スポー
ツ教室　
ジュニアHIPHOP
ダンス

5月 11 日～
6月 29日 火 8 午後 5時～ 6時 第二小

（境4-2-15）
初心者・
初級者 20名 4800円

ジュニア剣道①
5月 12 日～
6月 30日 水

8 午後 3時 30分～ 4時 30分 総合体育館
剣道場

初心者 12名 4000円

ジュニア剣道② 8 午後 4時 45分～ 6時 経験者 12名 4400円

受信確認）（申込要領参照し、性別、
年齢、生年月日、学校名・学年も
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
https://www.musashino.or.jp/
参照。

　市民体育大会

▶対象：市内在住・在勤・在学
の方▶申込・問：直接体育協会

競技名 日時 会場 参加費 そのほか 申込

弓道 4月 11日（日）
午前 9時 30分

総合体育館
弓道場 11円 中学生以上の

的前経験者
3月 16 日～
4月 3日

ソフト
テニス

高校生・
一般・
シニア

4月 18日（日）
午前 9時
予備日：25日（日）

庭球場
高校生 11円
一般・シニア
500円

3月 26 日～
4月 1日

バレー
ボール

9人制
男・女

4月 25日（日）
午前 9時

総合体育館
サブアリー
ナ

1チーム
180円

高校生以上

主将会議：
4月14日（水）
午後 7時、
総合体育館大
会議室

3月 26 日～
4月 14日

6人制
男・女・混合

5月 16日（日）
午前 9時

4人制ソフト
バレーボール
混合・
レディース

1チーム
100円

ソフト
ボール

16 歳以上の
編成チーム

４月４日・11日・
18日（日）午前９時
予備日：25日（日）

中央公園
B面

新規参加
2500円、
そのほか
4000円

主将会議：
3月23日（火）
午後 6 時 30
分、総合体育
館大会議室

3月 16 日～
21日

☎ 55-4119へ（受付…午前 9時
～午後 6 時、土・日曜、祝日は
午後 5時まで）。詳細は https://
musashino-taikyo.jp/ 参照。

　関係団体の職員などの募集

特に記載のないものは令和 4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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

給
食
・
食
育
振
興
財
団

一般事務
1名
パートナー職員

学校給食に使用する食材
の発注業務、毎月の食品
選定委員会における準備
業務（簡単な調理）など
／身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保
健福祉手帳の交付を受け
ている方／業者対応可能
な方、簡単な調理ができ
る方／PC

5 月 1日～（試用期間あ
り）／週 5日（月～金曜）
午前 8 時 30 分～午後 4
時 30分／北町調理場（8
月からは桜堤調理場）／月
額 21万 400円／期／交

書類審査、
面接：
3月下旬の
平日午後
（予定）

▶申込・問：3月 19日（金・必着）までに同財団指定の申込書兼履歴書（北町調理場で配布、
同財団HPから印刷可、写真貼付）を郵送または直接給食・食育振興財団北町調理場☎ 54-
2090（〒180-0001 吉祥寺北町 4-11-30）へ

①調理補助業務
20名程度
パートナー職員

学校給食の調理補助作
業など

8月23日～（試用期間あ
り）／週 5日（月～金曜）
①午前 8 時～ 11 時 30
分または8時 30分～正午
②午後 1 時 15 分～ 4 時
45分／桜堤調理場／月額
7 万 7100 円（8 月は報
酬日割）／期／交／社保・
雇保なし／７月に２日程度
の事前研修あり（有給）

書類審査、
面接：
4月下旬の
平日午後
（予定）

②洗浄業務
若干名
パートナー職員

学校給食の食器の洗浄、
場内清掃作業など

▶申込・問：4月14日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、①②および勤務時間帯の希
望も明記）で郵送または直接給食・食育振興財団北町調理場☎54-2090(〒180-0001吉祥
寺北町4-11-30)へ

健
康
づ
く
り
事
業
団

管理栄養士
1名
嘱託職員

健康づくり支援センター
での健康の保持増進に関
する業務など／管理栄養
士としての実務経験のあ
る方／PC

5 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

書類審査、
面接：
随時日時を連
絡

▶申込・問：３月31日（水）までに市販の履歴書（写真貼付）、職務経歴書、作文「地域に健康
づくりを広げるためにできること」（800字以内）を郵送または直接健康づくり事業団☎
51-2828（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10保健センター2階）へ

子
ど
も
協
会

地域子ども館
（あそべえ・
学童クラブ）
若干名
臨時職員

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

4月 1日～／月～土曜の
うち週1～3日程度のシフ
ト制／午後 1時～ 6時の
うち2時間以上（時期によ
り変動）／子ども協会が運
営する地域子ども館／時給 
1150円／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、「地域子ども館臨時職員希望」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

学童クラブ支
援員
若干名
嘱託職員

学童保育業務／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、
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

採用日（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：
3月31日（水）

▶申込・問：３月24日（水・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」を
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

障害者雇用

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▶問：秘書広報課☎ 60-1804
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緊急事態宣言が発出中です。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。

までに総合体育館HP・ハガキ・
ファクス（要受信確認）（申込要
領参照し、子の性別・年齢・生年
月日、在園者は園名も明記）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。

　スケートボード体験イベント

初心者対象の体験教室。講師によ
るデモンストレーションあり。
▶日時：４月 29日（木・祝）①
午前 10時～ 10時 45 分② 11時
15分～正午③午後1時～ 1時 45
分④ 2時 15分～ 3時▶場所：ス
トリートスポーツ広場▶対象：①
③年長児～小学生、各 8名②④
年長児～小学生と保護者、各 4
組（超えた場合抽選）▶講師：イ
ンスタント▶費用：無料▶そのほ
か：スケートボード、プロテク
ターなどのレンタルあり▶申込・
問：3 月 31 日（必着）までに総
合体育館HP・ハガキ・ファクス（要
受信確認）（申込要領参照し、子の
性別・年齢・生年月日、在園・在
学者は園名・学校名、①～④の希
望も明記）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。

　一時保育（4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：火・水・木曜（1 日・
15 日・29 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。

多文化共生時代の
「やさしい日本語」

　市では令和３年２月1日現在、78
カ国、3200人超の外国籍市民が暮ら
しています。その数は、この10年で
約1.4倍になりました。多文化共生時
代の中、多言語サービスの拡充は必
須課題です。その取り組みについて、
多文化共生・交流課の古藤亮さんに
聞きました。
――市の多言語サービスにはどのよ
うなものがありますか。
古藤　平成30年から、市報をデジタ
ルブック（電子書籍）でも配信してい
ますが、日本語、英語、タイ語、ポルト
ガル語、スペイン語、インドネシア語
などの10言語で読めるようになっ
ています。これは無料のアプリ「カ
タログポケット」で、スマートフォ
ンや、タブレットなどから簡単に見
ることができます。また、市HPも、英
語、中国語、韓国語への自動翻訳機
能がついています。窓口では、「ポケ
トーク」といって、アムハラ語やモン
ゴル語など、82言語に自動翻訳でき
る翻訳機を使いながらの対応が可能
です。ただ、自動翻訳はその精度に限
りがあるので、今後、テレビ電話を
使った「遠隔通訳サービス」を試行導
入する予定です。来庁者と職員の間
に、ビデオ通話で通訳者に入っても
らい会話をするというものです。
――多様化する外国人に均一化した
言語サービスを行うのは、なかなか
難しいのでは。
古藤　そうですね。ある調査で、日本
に住む外国人の約63％が「日常生活
で困らない言語」として日本語をあ
げているという結果を見て、日本語
を工夫することで、より多くの外国
籍市民に、より分かりやすく情報を

伝えられるのではないかと考えるよ
うになりました。そこで、「やさしい
日本語」を使った情報発信を始めて
います。
――「やさしい日本語」というのは。
古藤　「やさしい日本語」というのは、
「日常的に使われている言葉を、日本
に住む外国人にも分かるように配慮
した簡単な日本語」です。もともと、
阪神・淡路大震災で被災した外国人
が、日本語での情報を理解できずに
困難な状況に置かれていたという経
験から生まれた減災のための言葉で
すが、今では、外国人への情報伝達手
段やコミュニケーションツールとし
て活用されています。「やさしい日本
語」にはいろいろなルールがありま
すが、基本は「はっきり言う　最後ま
で言う　短く言う」ということです。
今は、市HPの一部のページで、新型コ
ロナウイルス感染症の情報を「やさ
しい日本語」で表記しています。
　最終的には、「やさしい日本語」を
使って、窓口業務でも対応ができる
ようになればいいと思っています
が、まずは、情報発信での充実を目指
します。（取材協力：多文化共生・交流
課／執筆者：矢後麻美）
▶問：記事で紹介した内容について
は多文化共生・交流課☎60-1806、
CIMコラム全般については市政資
料コーナー☎60-1809

「やさしい日本語」の例文
マスク着用のうえ、換気をしてくだ
さい

⬇
マスク（ますく）をしてください。
窓（まど）を開（あ）けてください

「B2 ONLINE LIVE!!」配信中

６組の青少年グループによるパ
フォーマンスの模様をYouTube
で配信中。ぜひご覧ください。
▶日時：3 月 15 日（月）～令和
4年 3月 31 日（木）▶場所：オ
ンライン（武蔵野プレイス動画
チャンネル）▶費用：
無料▶問：武蔵野プ
レイス青少年活動支
援担当☎ 30-1902

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第4回）
武蔵野にまつわる昔話の紙芝居
を、約 1 時間で 6 本口演。開催
中の展示に合わせた話を予定。
▶日時：3 月 28 日（日）午後 1
時 30 分～ 2 時 30 分▶場所：同

ふるさと歴史館
「中島飛行機と埼玉」

中島飛行機大宮製作所平面図

▶場所：同館市民スペース▶費
用：無料▶問：ふるさと歴史館☎
53-1811
●戦争資料展示
学徒勤労動員と戦後の産業構造の
変化。埼玉県内の中島飛行機関係
施設の調査研究成果を展示します。
▶日時：3 月 22 日（月）～ 5月
13日（木）
●開幕記念講演会・展示解説
展示制作をおこなった私立淑徳与
野中学高校校長による講演会、同
校生徒による調査研究発表など。
▶日時：3 月 24 日（水）午前 10
時～ 11時 30 分▶定員：30 名▶
講師：里見裕輔（同校校長）、同
校歴史研究部部員▶
申込：3 月 17 日ま
でに専用フォームで
ふるさと歴史館へ。

館市民スペース▶対象：子ども～
高齢者▶講師：むさしの紙芝居一
座▶費用：無料▶問：ふるさと歴
史館 ☎ 53-1811

むさしの自然観察園
「宝石みたいな石を探そう」
色々な石ころを観察し、石ころの
中から宝石として知られるヒスイ
を探してみよう。
▶日時：3 月 20 日（土・祝）午
前10時～ 11時 30分▶場所：同
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▶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）

春の花探しハイキング
～青梅丘陵を楽しく歩こう～

森林インストラクターのガイドで
青梅駅までハイキング。春の草花や
桜を観察し春の花図鑑を作ります。
▶日時：4 月 11 日（日）午前 9
時 10 分▶場所：JR 二俣尾駅集
合▶対象：市内在住・在学または
保護者が市内在勤の小学 3年生
以上と親（大人のみの参加も可）、
20名（超えた場合抽選）▶費用：
500 円（資料・保険代）、交通費
実費▶持ち物：後日通知▶そのほ
か：軽い登り下りの山道あり▶
申込・問：3 月 26 日（必着）ま
でにハガキ（申込要領参照し、E
メールアドレス、参加者全員の氏
名 [ふりがな ]・生年月日・学年、
在勤・在学者は勤務先・学校名も
明記）で〒 180-8777 緑のまち
推進課☎ 60-1863へ。

口
演
風
景

　 ファミリースポーツフェア
　2021

コロナに負けず、体を動かそう。
午前・午後の部の入替制。
▶日時：４月 29 日（木・祝）午
前の部…９時 30 分～正午、午後
の部…1時 30 分～ 4時。雨天中
止▶場所：陸上競技場▶対象：市
内在住・在勤・在学・在園者、各
200 名（超えた場合抽選）▶費用：
無料▶持ち物：マスク、動きやす
い服装▶そのほか：車での来場不
可。詳細はチラシ、市HP参照▶
申込・問：３月 15日～ 29日（必
着）に、往復ハガキ（希望の部、
参加者全員の住所・電話番号・氏
名・年齢、在勤・在学・在園者
は勤務先・学校・園
名を明記）・電子申
請または直接生涯学
習スポーツ課☎ 60-
1903へ。

　親子テニス

親子でテニスの基礎を学びます。
▶日時：4 月 17 日～ 5 月 22 日
の毎週土曜（全 6 回）午前 9 時
～ 10 時▶場所：テニスコート▶
対象：年長児と保護者、18組（超
えた場合抽選）▶費用：3600 円
▶申込・問：3 月 31 日（必着）

種
目

走ってみよう！ 50m、ボール投げ、
ミニサッカー、ラグビー体験、グラ
ウンド・ゴルフ、紅白玉入れ、ボッ
チャ、ミニハードル、フラフープ、
縄跳び、野外活動（テント張り・丸
太切りなど）体験、輪投げ、トスラー
ンターゲット、ストラックアウト

（例文作成：多文化共生・交流課）
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この特集に関するお問い合わせは、財政課☎ 60-1803へ

誰もが安心して暮らし続けられるまちへ誰もが安心して暮らし続けられるまちへ
命を守り次世代へつなぐ予算命を守り次世代へつなぐ予算

令和 3年度予算案
一般会計予算総額 695億3900万円
前年度比2.8％、18億 7600万円の増

予算の規模
会計別予算額

会計名 令和 3年度 令和 2年度 増減額 増減率
一 般 会 計 695億3900万円 676億6300万円 18億7600万円 2.8%
国民健康保険事業会計 128億5923万円 129億1787万円 △ 5864万円 △0.5%
後期高齢者医療会計 38億1662万円 38億5424万円 △ 3763万円 △1.0%
介護保険事業会計 122億6247万円 119億8852万円 2億7395万円 2.3%

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

一般会計のあらまし

区　分 令和 3年度 令和 2年度 増減額
市 税 381億  500万円 410億8910万円 △ 29億8410万円
国 庫 支 出 金 101億1981万円 94億1889万円 7億    92万円
都 支 出 金 76億9805万円 81億9997万円 △ 5億  192万円
繰 入 金 42億    79万円 11億  436万円 30億9643万円
地方消費税交付金 30億9800万円 33億8600万円 △ 2億8800万円
市 債 17億1200万円 1億3200万円 15億8000万円
そ の 他 46億  535万円 43億3268万円 2億7267万円
＊ 市税は、都市計画税の税率を２分の１の 0.1％に軽減したことによる減、新型コロナウイル
ス感染症と税制改正の影響による法人市民税の減、新型コロナウイルス感染症の影響による
個人市民税の減などにより、減額を見込んでいます。

＊ 国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチンの接種対策費負担金や接種体制確保事業費補助
金、保育所等運営費負担金の増などにより、増額を見込んでいます。

＊ 都支出金は、待機児童解消区市町村支援事業補助金、定期借地権利用による整備促進特別対
策事業補助金の減などにより、減額を見込んでいます。

＊ 繰入金は、財政調整基金を繰り入れるほか、特定目的基金を充当する事業の増により、増額
を見込んでいます。

＊ その他は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の増などにより、増額
を見込んでいます。

区　分 令和 3年度 令和 2年度 増減額
民 生 費 313億6981万円 316億9821万円 △ 3億2840万円
教 育 費 112億8482万円 82億2197万円 30億6285万円
総 務 費 95億6394万円 98億4607万円 △ 2億8214万円
衛 生 費 62億5715万円 60億2655万円 2億3061万円
土 木 費 60億7156万円 63億8162万円 △ 3億1006万円
消 防 費 20億3902万円 23億6256万円 △ 3億2354万円
公 債 費 15億4683万円 17億  917万円 △ 1億6234万円
そ の 他 14億  587万円 14億1685万円 △ 1098万円

区　分 令和 3年度 令和 2年度 増減額
扶 助 費 183億1896万円 183億6297万円 △ 4401万円
物 件 費 170億9419万円 167億2077万円 3億7341万円
人 件 費 112億8224万円 105億4869万円 7億3355万円
補 助 費 等 86億2573万円 87億3434万円 △ 1億  861万円
投資的経費 67億6864万円 56億7324万円 10億9540万円
繰 出 金 51億1800万円 51億3543万円 △ 1743万円
公 債 費 15億4683万円 17億  917万円 △ 1億6234万円
そ の 他 7億8442万円 7億7841万円 602万円

＊ 民生費は、民間保育所施設整備補助金の減、介護保険施設等整備事業の減などにより、減額
を見込んでいます。

＊ 教育費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の増、総合体育館改修の増などにより、
増額を見込んでいます。

＊ 総務費は、施設等利用給付（私立幼稚園）の減、国勢調査の減などにより、減額を見込んで
います。

＊ 衛生費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新型コロナウイルスワクチン接種事業、
感染症予防対策事業が増となったことなどにより、増額を見込んでいます。

＊ 土木費は、景観道路の土地購入費の減、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の減などにより、
減額を見込んでいます。

＊ 扶助費は、障害者自立支援給付等事業の介護・訓練等給付費や生活困窮者自立支援事業の住
居確保給付金などの増があるものの、施設等利用給付（私立幼稚園）の減などにより、減額
を見込んでいます。
＊ 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種委託などの増、新学校給食桜堤調理場（仮称）
備品購入費の増などにより、増額を見込んでいます。
＊ 人件費は、派遣職員人件費の性質別区分の変更などにより、増額を見込んでいます。
＊ 補助費等は、子ども協会保育園事業補助金の減、子ども協会運営費補助金の減、消火栓維持
工事負担金の減などにより、減額を見込んでいます。
＊ 投資的経費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の増、総合体育館改修の増などにより、
増額を見込んでいます。

○基金（市の貯金）の状況
　老朽化した施設の更新、公園や都市インフラの整備などの財源として活用するため、
公共施設整備基金や学校施設整備基金などを設け、積み立てをしています。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で税収減が想定される令和３年度は、財政調整基金を含め基金の
積極的な活用を予定しています。

区　分 令和 3年度末残高見込 令和 2年度末残高見込

一
般
会
計

財 政 調 整 基 金 49億6792万円 59億6787万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 144億6045万円 158億8138万円
学 校 施 設 整 備 基 金 129億6994万円 142億3921万円
吉祥寺まちづくり基金 46億2970万円 46億9152万円
公 園 緑 化 基 金 51億7685万円 52億2664万円
その他の特定目的基金 12億7853万円 13億9664万円

一 般 会 計 合 計 434億8340万円 474億  325万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 9億5226万円 10億4160万円
下 水 道 事 業 基 金 8億7625万円 8億5625万円
合 計 453億1191万円 493億  110万円

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

会計名・団体名 令和 3年度末残高見込 令和 2年度末残高見込
一 般 会 計 120億4820万円 117億8118万円
下 水 道 事 業 会 計 78億3675万円 79億6618万円
土 地 開 発 公 社 96億5665万円 72億2865万円
合 計 295億4160万円 269億7601万円

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

一般会計　歳入

市税 (54.8%）
市民税、固定資産税など

国庫支出金 (14.6%）
国からの負担金、補助金など

都支出金 (11.1%）
都からの負担金、
補助金など

繰入金 (6.0%）
基金の取崩しなど

地方消費税交付金 (4.5%）
地方消費税に係る都からの交付金

市債 (2.5%）
長期借入金（市の借金）

その他 (6.5%）
繰越金、使用料及び手数料など

歳入
695億3900万円

民生費 (45.1％）
高齢者、児童の福祉など

教育費 (16.2%）
学校、生涯学習、スポーツ振興など

総務費 (13.8%）
庁舎管理、文化振興、
全児童対策など

衛生費 (9.0%）
ごみ処理、病気予防、
環境政策など

土木費 (8.7%）
道路、公園の整備など

公債費 (2.2%）
市債（市の借金）の返済など

その他 (2.1%）
商工費や議会費など

消防費 (2.9%）
消防、防災など

歳出（目的別）
695億3900万円

物件費 (24.6％）
物品費、光熱水費、
委託料など

人件費 (16.2%）
職員給与、議員報酬など

補助費等 (12.4%）
市民や各種団体への補助金など

投資的経費 (9.7%）
道路や学校などの
施設整備など

繰出金 (7.4%）
特別会計などに繰出す負担金

その他 (1.2%）
維持修繕、貸付金、積立金など

扶助費 (26.3%）
福祉、医療給付費など

公債費 (2.2%）
市債（市の借金）の返済など

歳出（性質別）
695億3900万円

＊ ページ内の各表では、各項目で四捨五入しているため、表内の増減額や合計が一致しない場
合があります。

●一般会計および特別会計● ●公営企業会計●
水道事業会計予算額

区　分 令和 3年度 令和 2年度
収益的収入 37億1353万円 37億2955万円
収益的支出 36億6353万円 36億7551万円
資本的収入 2億6104万円 3億2559万円
資本的支出 9億4265万円 18億8526万円

下水道事業会計予算額
令和 3年度 令和 2年度
31億  567万円 30億9807万円
30億4016万円 30億4804万円
10億8369万円 8億1711万円
14億4057万円 12億1094万円
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主な事業と予算 第六期長期計画の分野別と基本施策ごとに主要な事業と予算を掲載します
（一般会計・特別会計・公営企業会計を含む）。
◎は新規事業、○は拡充事業です。

まちぐるみの支え合いを実現するための取組み
○ テンミリオンハウス事業 1億1231万円
○ いきいきサロン事業 846万円
○ レモンキャブ事業 2863万円
◎ シルバー人材センター移転の支援 1855万円
シニア支え合いポイント制度の推進 446万円
障害者の権利を守る取組み 121万円
食育推進事業 221万円

◎ 特定健康診査未受診者に対する受診勧奨事業 508万円
がん検診等事業の推進 2億  634万円
予防接種事業 5億    88万円

生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化
◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 5億2201万円
◎ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 1587万円
○ 武蔵野赤十字病院への支援 8512万円

◎ 在宅人工呼吸器使用者等への災害時個別支援計画の作成 11万円
在宅医療・介護連携推進事業 904万円

安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実
◎ 福祉総合相談窓口（仮称）の開設 728万円
成年後見制度地域連携ネットワークの構築と
武蔵野市成年後見利用支援センターの運営 766万円

避難行動支援体制の整備 237万円
○ 生活困窮者自立支援事業 1億6079万円
○ 高齢者等緊急訪問介護事業（レスキューヘルパー事業） 272万円
介護保険利用者負担額助成事業（５％助成） 2923万円

福祉人材の確保と育成に向けた取組み
○ 介護職・看護職Ｒｅスタート支援金 600万円
地域包括ケア人材育成センター事業 2126万円
ケアリンピック武蔵野 2021 300万円

新しい福祉サービスの整備
◎ 特別養護老人ホームの多床室等整備補助金 2025万円
吉祥寺ナーシングホームの大規模修繕に係る基本計画策定 476万円

子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
○ 子ども・子育て支援事業 5815万円
子ども家庭支援センター事業 4912万円

○ 母子保健事業 2億4414万円
◎ 子どもと子育て家庭への支援のあり方の検討 85万円
○ ひとり親家庭訪問型学習・生活支援事業 681万円
○ 放課後等デイサービス「パレット」の人員体制強化 4006万円
◎ 子どもの権利条例（仮称）の検討 165万円
安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援
◎ 高校生等医療費助成事業 3624万円
乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 5億5948万円
私立幼稚園等園児保護者に対する助成事業 7億3380万円
私立幼稚園に対する補助及び給付事業 1億1748万円
一時預かり事業（幼稚園型）の充実 5798万円
すくすく施設事業 1440万円
認証保育所の認可化移行 8300万円
放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 8億3989万円

○ ０１２３施設の管理運営 1億  994万円
児童館の管理運営 3026万円
保育施設における使用済み紙おむつの回収 2118万円
保育の質向上の取組み 1294万円
認可外保育施設入所児童保育助成事業 1億  485万円
企業主導型保育事業に対する支援 1766万円
多様な保育ニーズへの対応 432万円
児童手当・児童扶養手当等支給事業 22億3575万円

多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築
○ 平和・憲法啓発事業 634万円
男女平等推進施策事業 1906万円

◎ 外国籍市民意識調査 560万円
◎ 窓口業務での通訳・翻訳サービスの試行導入 30万円
国際交流協会事業 7450万円

災害への備えの拡充
◎ 国土強靭化地域計画の策定 480万円
○ 地域防災計画の見直し 480万円
震災復興に関する基本方針（仮称）作成 240万円

○ 災害時物資供給マニュアルの策定 446万円
○ 防災活動拠点電源確保事業 835万円
消火栓の計画的改修 1800万円

安全・安心なまちづくり
生活安全対策事業 1億3205万円

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 1億2717万円
民間住宅耐震化促進事業（耐震アドバイザー・耐震化助成） 1億1551万円

○ 危機管理対策事業 440万円
地域社会と市民活動の活性化
○ コミュニティセンターの管理運営及びコミュニティ活動の推進 5億1495万円
◎ コミュニティ構想 50周年記念事業 153万円
○ 次期市民活動促進基本計画の策定 498万円
豊かで多様な文化の醸成
武蔵野アール・ブリュット 2021の開催 339万円

◎ 文化・スポーツ・生涯学習ネット及び情報通信基盤の更新 2584万円
◎ 武蔵野文化事業団と武蔵野生涯学習振興事業団の
合併に向けたホームページ等の更新 372万円

友好都市アンテナショップ運営事業 604万円
海外・国内友好都市との交流事業 1727万円
東京 2020大会等に向けた取組み 4931万円
ホストタウン事業の推進 587万円
Sports for All 事業等の実施 500万

健康・福祉1

子ども・教育2

平和・文化・市民生活3

新学校給食桜堤調理場（仮称）
完成イメージ

いきいきサロン（北町サロン）

子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実
◎ 子どもの支援に係る地域連携強化事業 1008万円
○ 保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 6億3979万円
子どもの「生きる力」を育む
◎ 学習者用コンピュータ活用の推進 1億5419万円
特別支援教育の推進 1億1892万円

○ 交流共同学習支援員の配置拡充 358万円
教育相談事業 7858万円

○ 不登校対策の総合的推進 7235万円
市立自然の村の管理運営 4579万円
むさしのジャンボリー事業 2270万円
青少年活動育成事業 4500万円
セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億6041万円

教育環境の充実と学校施設の整備
○ 新学校給食桜堤調理場（仮称）の建設事業 22億9622万円
教育の質の向上と教員の働き方改革の推進 6517万円

○ 学校改築事業 2億5344万円
○ 小中学校の感染症防止対策（消毒業務委託） 2994万円
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この特集に関するお問い合わせは、財政課☎ 60-1803へ

刻々と変化する環境問題への対応
環境啓発施設事業 1404万円

◎ フードバンク活動団体支援事業 100万円
◎ 環境部動画啓発プロジェクト 47万円
地球温暖化対策の推進
効率的なエネルギー活用推進助成事業 1385万円
環境舗装事業 1968万円
雨水浸透施設等助成事業 3570万円
雨水貯留浸透施設設置事業 1億2000万円

「緑」を基軸としたまちづくりの推進
公園等建設事業 1億  749万円

◎ 吉祥寺本町四丁目寄贈物件（旧赤星邸）の利活用検討
及び調査 1726万円

保存樹林等の指定 1861万円
未来へ育て！苗木すくすく大木計画 88万円
仙川水辺環境整備事業 1244万円
緑ボランティア団体事業助成 402万円

省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築
武蔵野クリーンセンターの安全・安定稼働 6億6729万円
集団回収事業 2707万円
塵芥処理事業（収集委託料） 13億9414万円

様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保
◎ 武蔵境駅前公衆便所移設準備 880万円
受動喫煙防止の推進 3236万円
害虫等駆除対策事業、狂犬病予防・動物愛護等啓発事業 623万円
放射線に関する対策 780万円

個性あふれる魅力的な地域のまちづくり
景観道路事業 2億3837万円

◎ 用途地域の一斉点検 606万円
将来にわたり持続性ある都市基盤づくり
道路新設改良事業 1億6232万円

◎ 大型街路灯ＬＥＤ化事業 1億1500万円
◎ 八丁地下道補修設計・玉川人道擁壁補修工事 1111万円
○ 橋りょう長寿命化事業 1億5279万円
○ 道路総合管理計画更新 580万円
配水管網整備推進事業 3億1260万円
浄水場・水源施設維持更新事業 1億6518万円

○ 下水道総合計画の見直し 93万円
下水道ストックマネジメント推進事業 1億1843万円
石神井川排水区雨水幹線整備事業 6億4706万円
公共下水道建設事業 9873万円
区部流入及び流域下水道建設・改良負担金 9908万円

誰もが利用しやすい交通環境の整備
自転車のルール・マナー向上と自転車利用環境の整備 1667万円
放置自転車対策業務 1億7982万円
ムーバス運行事業 1億5353万円

市民参加と連携・協働の推進
行政評価制度の検討 300万円

◎ 住民投票条例（仮称）の制定に向けた検討 30万円
効果的な広報・広聴の仕組みづくりとシティプロモーション
○ インターネットによる議会中継（録画による配信等） 786万円
○ 公式ホームページ管理システムの更改 852万円
市民と市長のふれあいトーク 62万円

公共施設等の再構築と市有地の有効活用
公共施設保全整備 18億1452万円

○ 公共施設等総合管理計画の推進 3156万円
◎ 障害者福祉センターあり方検討委員会の設置 84万円
社会の変化に対応していく行財政運営
指定管理者制度の効果的な運用の検討 235万円
仮想化基盤更改計画・住民情報システム更改計画策定 1737万円
グループウェアシステム更改 3209万円

○ ＲＰＡの試行導入の拡大 947万円
多様な人材の確保・育成と組織の活性化
障害者の会計年度任用職員任用 1121万円

1 人当たり 47万  994円
1世帯当たり 89万3198円
人口（令和 3年 1月 1日現在） 14 万 7643人
人件費に係る予算額 7 万 6416円

「施政方針並びに基本的施策」と「武蔵野市
予算の概要」は市役所市政資料コーナー、各
市政センターで冊子を配布するとともに、市
HPに掲載しています。

緑・環境4

都市基盤5

行財政6 高齢者、
障害者福祉
などのために

12万666円

子育て支援
のために

9万8867円

学校教育、
図書館、

スポーツ振興に

7万6433円

行政運営
のために

4万5542円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万1383円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万1013円

市民の健康
を守るために

2万2310円

消防、
防災対策に

1万3811円

コミュニティ、
文化、国際交流
のために

1万1230円

市債
（市の借金）
の返済に

1万477円

商業振興、
消費者保護
のために

4469円

市議会運営に

3238円

その他

1555円

一般会計予算額

市民1人当たりの予算額

施政方針 予算の概要

無電柱化された道路（御殿山通り）
公園改修事例（上水南公園）

多様な学びや運動・スポーツ活動の推進
○ 武蔵野市スポーツ振興計画の改定 582万円
◎ 総合体育館の計画的な整備 3億1754万円
体験しよう！パラ水泳 60万円
文化財保護普及事業 2181万円
武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 8518万円
ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスの管理運営 5億6758万円
むさしのサイエンスフェスタの開催 296万円
土曜学校事業 202万円

まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興
○ 商店会活性出店支援金 2211万円
◎ 緊急経済対策の効果検証 803万円
認定農業者等経営改善支援補助事業 1089万円

○ 農業振興基本計画中間見直し 299万円
特定生産緑地の指定手続き 440万円
商店街チャレンジ戦略支援事業 3753万円
コンテンツを活用した連携事業 110万円
武蔵野市ふるさと応援寄附 3600万円
中小規模事業者等への補助事業 7231万円

安全で快適な道路ネットワークの構築
都市計画道路（天文台通り）の整備促進 4億0000万円
区画道路整備事業 7042万円
狭あい道路拡幅整備事業 8360万円

活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり
都市計画道路３・３・14号線南口駅前広場事業 6200万円

◎ 吉祥寺駅南口周辺交通体系検討 200万円
◎ 吉祥寺ウエストエリアの交通環境改善調査 125万円
○ 三鷹駅北口交通環境基本方針の地域展開 286万円
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緊急事態宣言が発出中です。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。

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

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

認可外保育施設入所児童の
保護者に保育助成金を支給
令和 3年 1月～ 3月分。
▶交付額：月額上限５万円（所得
制限あり）。詳細は市HP参照▶対
象：東京都認証保育所を利用して
いる保護者で①～④すべてに該当
する方①就労、疾病などの理由に
より保育が必要②助成を受ける月
の初日に保護者が市内に居住③月
120 時間以上の月極利用契約を
締結（一時保育は対象外）④保育
料を滞りなく納付▶申込・問：３
月 31 日（必着）までに子ども育
成課☎ 60-1854へ。

新小学 1年生は乳医療証を
子医療証に切り替えます

小学校入学に伴い、乳乳幼児医療
証を交付していた児童に 4月か
ら有効の子義務教育就学児医療証
を 3月 12 日に発送しました（手
続き不要）。医療証の負担者番号・
受給者番号が変更となるため、4
月からは子医療証を医療機関など
に提示してください（乳医療証の
有効期限は 3月末。要返却）。生
活保護を受給している場合は子医
療証は使えません。必ずご連絡く
ださい▶問：子ども家庭支援セン
ター☎ 60-1852

もうすぐママ・パパのための
こうのとり学級
もく浴実習、赤ちゃんの抱っこ、
母子保健サービスの案内。事前講
座として動画視聴あり。
▶日時：4 月 17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▶そのほか：
動画視聴のみ経産婦可
▶申込：3 月 29日～
4月7日に電子申請で
健康課☎51-0700へ。

もぐもぐ教室（離乳中期）

離乳食・口の手入れの話。2グルー
プ制。試食はありませんが、サン
プルで硬さなどを体験できます。
▶日時：4 月 22 日（木）グルー
プＡ…午前９時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…11 時～ 11 時
45 分▶場所：保健センター▶対
象：令和 2年 8月～ 10月生まれ
の子と親（第1子優先）、28組（申
込順）▶費用：無料▶持ち物：母
子健康手帳・筆記用
具▶申込：4 月 12 日
までに電子申請で健
康課☎ 51-0700へ。

子どもの予防接種の期間延長は
3月31日で終了します
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

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 3
年 3月 31 日までは、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（予約）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

むし歯予防教室

むし歯予防の話、歯みがきのポイ
ントの話、栄養の話、歯科健診（1

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
　 お庭で遊ぼう▶日時：平日のみ午後
1時～3時▶対象：未就学児と親

●グローバルキッズ武蔵境園☎51-2242
　 エプロンシアター（リモート）▶日
時：3月23日（火）午前10時▶対
象：1歳児から

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
午前10 時～午後4時
 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：3月18日（木）～26日（金）▶
対象：市民、10組（1家族1点、上限
に達し次第終了）▶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
     午前 9 時～午後4時
          休館：日曜、祝日

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：4月21日（水）午前10時～
10時45分▶対象：1歳と親、5組▶
内容：こどもの日の飾りを作ろう▶
申込：必要

●nico（2歳）コース
　 ▶日時：4月16日（金）午前10時～
10時45分▶対象：2･3歳と親、5組
▶内容：こどもの日の飾りを作ろう
▶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：3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

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3年4月2日以降に4
歳になった子も対象▶内容：詳細
は各施設HP参照▶託児：なし

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：4月14日（水）午
後1時30分～2時30分▶対象：令和
4年度年少組入園年齢▶申込：☎

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 春にあそぼう▶日時：4月7日（水）
午後1時～2時▶対象：２・３歳と親
▶申込：☎

●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 園庭開放▶日時：4月21日（水）午後
2時～3時▶定員：15組▶申込：不
要

●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：4月28日（水）▶対
象：平成30年4月2日～令和元年12
月31日生まれ▶申込：☎、園HP

●グローバルキッズ武蔵境園☎51-2242
　 ▶日時：3月22日（月）午前10時▶
場所：オンラインプ  あ

回目）を行います。
▶日時：4 月 26 日（月）午前 9
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
保健センター▶対象：1 歳 6カ月
児健康診査（保育相談・歯科健診）
受診後から 2歳 6 カ月までの子
と親、8組（申込順）▶費用：無
料▶持ち物：母子健康手帳・歯ブ
ラシなど▶そのほか：既に同教室
を受けた子は、定期的な歯科健診
を電話で予約可▶申
込：4 月 19 日までに
電子申請で健康課☎
51-0700へ。

友好都市ロシア・ハバロフスク市
青少年絵画コンクール作品募集
作品テーマ「私の街」。作品形式
…A3判（縦・横いずれも可、額
縁なし）、画材自由、切り絵・は
り絵も可。
▶対象：市内在住・在学・在園
の 5～ 15 歳の方▶申込・問：4
月 19 日までに申込書（市HPから
印刷または配布チラシについて
いるものを使用）・作品（裏面右
下にローマ字表記で作品名、氏
名、年齢、学校名・園名、都市
名、国名を明記）を郵送または直
接〒 180-8777 児童
青少年課☎ 60-1853
へ。詳細は市HP、チ
ラシ参照。
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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 ☎

20 日
（土・祝）

○小森病院 内科・小児科 関前 3-3-15 55-8311
○時計台メディカル
クリニック 内科 吉祥寺本町 3-10-14 20-1151

◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

21 日
（日）

○おぎわらこども
クリニック 小児科 中町 3-3-2 60-5177

○メディカル
クリニック武蔵境 内科 境南町 2-8-19 39-5654

◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

28 日
（日）

○いるかこどもクリニック 小児科 桜堤 2-7-27 52-1650
○もとはし内科 内科 吉祥寺北町 2-19-9 23-6886
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

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

20日（土・祝）吉祥寺ファミリー歯科
クリニック

吉祥寺北町3-5-8　イトーピア吉祥寺
M104 ☎ 55-1182

21 日（日） 清水歯科 吉祥寺南町1-18-24　藤井ビル ☎ 43-4764
28 日（日） 井の頭歯科 吉祥寺本町2-8-3　877ビル3階 ☎ 21-6300

3/15（月）～ 31（水）

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

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：３
月 25 日（木）午前 10 時 30 分
～正午▶場所：高齢者総合センタ
ー▶定員：10 名（申込順）▶講
師：福祉公社職員▶費用：無料▶
申込・問：同公社☎ 23-1165

■やさしいウオーキング教室（前期）
ウオーキングの基本を約1時間指
導、その後近郊を約 5㎞歩く▶日
時：4 月 10 日、5 月 8 日、6 月
12 日（土）午前 9 時 30 分、小
雨実施▶場所：井の頭公園野外ス
テージ前集合▶費用：1回 400円 
（保険料・資料代）、市ウオーキン
グ協会会員 200 円、中学生以下
無料▶持ち物：飲み物、敷き物▶
申込：不要▶問：同協会・堀口☎
080-9523-0557

■国際交流協会（MIA）
　ボランティア活動説明会
日本語学習支援・外国人支援ボラ
ンティア全般の概要説明、体験

談、 質疑応答など▶日時：① 4月
17日② 24日（土）午前 10時～
正午（①②同内容）▶場所：スイ
ングスカイルーム▶対象：在住外
国人との日本語交流や生活支援・ 
国際交流ボランティアに興味のあ
る 18 歳以上の方、各 30 名（申
込順）▶費用：無料▶持ち物：筆
記用具、マスク▶申込・問：4 月
15 日までに https://mia.gr.jp/
から同協会へ。

◆スポーツ◆
■弓道教室
▶日時：4 月 5 日～令和 4 年 3
月 28 日の毎週月曜（祝日を除

く）午後 6 時 45 分▶場所：総
合体育館弓道場▶対象：経験者・
的前で弓を引ける方▶費用：1 回
200 円（中高生 100 円）▶その
ほか：弓具の貸し出しあり▶申
込：不要▶問：弓道連盟・長島
☎ 51-3106

■前期剣道教室
①ジュニア②一般▶日時：4 月
10 日～ 7月 3日の毎週土曜（全
12回） ①午前 9時～ 10時② 10
時～ 11 時 45 分▶場所：総合体
育館剣道場・柔道場▶対象：①市
内在住・在学の小学生②市内在住・
在学・在勤の中学生以上▶費用：
5000 円（保険料含む）▶申込：

3 月 15 日～ 4月 3日にハガキま
たはEメール（年齢・生年月日も
明記）で剣道連盟・海貝☎080-
5197-4972、musashinokf@
gmail.com（〒180-0022境4-4-
4）へ。

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。

65歳以上の方対象の健康づくり
第1期

【①～③共通】各隔週、全６回。
運動強度…①弱②中③中・強。重
複申し込み不可。メルマガ登録は
dan@star7.jp へ空メールを送信
▶申込・問：メルマガ申込フォー
ムまたは①③チラシ（保健セン
ターなどで配布）にある申込票を
直接健康づくり支援センター②電
話でメディカルフィットネスクラ
ブ武蔵境☎ 33-1005へ。
①ころばぬコース▶日時：５月
13 日～７月 29 日または５月 20
日～８月５日の各木曜、午前 10
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
保健センター▶対象：要支援要相
談・要介護不可、16 名▶費用：
無料
②いきいき体づくり教室▶日時：
５月 11 日～７月 20 日または５
月 18 日～７月 27 日の各火曜、
５月 14 日～７月 23 日または５
月 21 日～７月 30 日の各金曜。
午前 11 時～正午▶場所：メディ
カルフィットネスクラブ武蔵境
（境南町 2-8-19）▶対象：要支援
要相談・要介護不可、12 名▶費
用：1000 円
③シニアフィット▶日時：ヤング
シニアコース（中）５月 12 日～
７月28日、アクティブシニアコー
ス（強）５月 19 日～８月４日の
各水曜午前10時～11時▶場所：
保健センター▶対象：要支援・要
介護不可、10名▶費用：無料

インボディミニ測定

筋肉量・体脂肪量・基礎代謝量な
どの測定。結果票の見方の説明は
ありません。

▶日時：４月７日（水）午前 10
時～正午（15 分毎、各１名）▶
場所：保健センター▶対象：60
歳以上で過去にインボディ測定会
に参加したことのある方（ペース
メーカー使用者・測定後 1 年未
満の方不可）、８名▶申込・問：
３月 31日までに電話で健康づく
り支援センターへ。

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。
▶実施日：火・木曜▶場所：健
康づくり事業団▶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）…胸部ヘリカルＣＴ、頚
動脈超音波、乳房検査セット、
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

風しんクーポン券の有効期限が
令和4年2月まで延長されます
風しん抗体検査のクーポン券（対
象者に送付済）をお持ちの方は、
記載の有効期限が2年３月31日、
3年 3月 31 日と記載されていて
も、4年２月 28 日まで使用でき
ます。指定医療機関に連絡の上、
①クーポン券（転入・紛失された
方で希望される方は電話または直
接健康課へ）②年齢・住所のわか
る証明書③予防接種の場合は検査
結果のわかる証明書を持参し検
査・接種を受けましょう。
▶対象：昭和 37 年 4 月２日～
54 年４月１日生まれの男性▶費
用：自己負担額…無料▶問：健康
課

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

●  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

土曜の午後の映画会

「足元の小宇宙」（2017 年、日本、
54分、カラー）
▶日時：３月 27 日（土）午後２
時30分（開場２時15分）▶場所：
中央図書館、視聴覚ホール▶対
象：市内在住・在学・在勤で図書
館カードを登録している中学生以
上、30 名（申込順）▶費用：無
料▶持ち物：図書館カード▶その
ほか：水沼真澄（ディレクター）、
甲斐信枝（出演）、長澤まさみ（語
り）▶申込・問：３月 15 日から
電話または直接中央図書館へ。
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緊急事態宣言が発出中です。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。

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

●武蔵野シティバレエ定期出演者オーディション
11 月 21 日（日）公演①「白鳥の湖～第 2幕」②「ル・ノアール（Le 
Noire）～白鳥の湖」の出演者を募集します。
▶日時：4 月 18 日（日）①午後 1時② 3時▶場所：市民文化会館大ホー
ル▶対象：4 月 1日現在、満 15歳以上の女性。要バレエ経験。①のみ
身長 155cm以上。市民文化会館での練習・公演に参加できる方▶その
ほか：振付①川上寛子②佐藤宏▶申込・問：4 月 11 日（必着）までに
同事業団HPまたは郵送で専用用紙（市民文化会館で配布）を文化事業
団へ。

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇

市民伝言板市民伝言板

　吉西コミセンでは主催事業として、書
道・アレンジフラワー教室を実施してい
ます。入口カウンターにアレンジフラ
ワー教室の作品が毎月飾られており、来
館者がほっとし、見とれています。以前
は「茶道・生け花教室」も実施していまし
たが、利用者の要望を受け、現在は人気
の「書道」「アレンジフラワー」教室を開
催しています。先生による指導で、素晴

受け付け入口で利用者を癒やす

吉祥寺西
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

● 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

文化事業団文化事業団

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

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

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：5/1 号…3月 29日、5/15 号…4月 9日

掲
載
希
望
の
方
へ

らしい作品が出来上がります。
　今年度はコロナ禍のなかで、参加人
数の制限、時間の工夫など感染防止対
策を行っていたので中止となりました
が、毎年のコミセンまつりで作品の展
示発表を行っています。来年度は、4月
ごろに受講生募集をする予定です。楽
しい教室になりますよう、皆さんの参
加をお待ちしています。

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

中町集会所（中町1-28-5） ☎53-2251
西久保（西久保1-23-7） ☎54-8990
緑町（緑町3-1-17） ☎53-6954
八幡町（八幡町3-3-16） ☎54-0169
中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ☎56-0055
関前 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

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。

コミュニティセンター事業案内

吉
東 27日（土）

■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（講師）、高田昭彦（コメン
テーター）ほか

吉
南 4月中旬まで ■ふるさと歴史館出張パネル展▶内容：軍事郵便が語る日露戦争期

の武蔵野

吉
西

４月４日
（日）

■井ノ頭通り美化活動▶時間：午前9時30分コミセン集合▶内容：
歩道、植え込みの清掃活動をしましょう

西
部 28日（日）

■コミセンウオーキング「武蔵野市指定文化財　武蔵野八景を訪ね
て」▶時間：午後1時、２時。雨天時はコミセンにて座学▶定員：各
回10名（小学生以下保護者同伴）▶講師：大山岩根（亜細亜大学准教
授）

3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

＊ 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 4月1日（木） 市民文化会館
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2021年10月 4月1日（木） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2021年11月・
12月 市報4月15日号でお知らせ

公会堂 ホール、会議室、和室

2021年10月

4月7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 4月6日（火） スイングホール
松露庵 茶室 4月10日（土） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 4月1日（木） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2021年11月・

12月 市報4月15日号でお知らせ

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

4月1日（木）～
10日（土）

吉祥寺シアター

5日未満使用 2022年4月・
5月 4月1日（木）

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2021年10月
けいこ場 4月1日（木）

舞台芸術以外で使用
劇場

2021年7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。

アレンジフラワー教室の作品

リチウムイオン電池
の分別を動画で紹介

　
　 市ごみアプリの公開終了につい
て

「市ごみアプリ」は３月 31 日を
もってアプリストアでの公開（新
規ダウンロードやアップデート）
を終了する予定です。公開終了後
もダウンロード済みのごみアプリ
は引き続き使用できますが、一部
機能が更新・表示されません。最
新の情報と異なることがあります
ので、ご了承ください。今後は、
市公式LINEアカウントをご利用
ください（友だち登録の方法は市
HP参照）▶問：ごみ総合対策課

　 不要な生活用品のリユース掲示
板をご利用ください

市民同士が「譲りたいもの」「譲
ってほしいもの」の情報を提供す
る掲示板「むさしのエコボ」を設
置しています。閲覧は各施設の開
館時間内。詳細は市HP参照。
▶施設：市役所食堂前、ごみ総合
対策課、むさしのエコ re ゾート、
総合体育館、市民会館、中央・吉
祥寺図書館など▶申込・問：ごみ
総合対策課

　４月１日から吉祥寺・武蔵境駅
　の閉鎖型喫煙所の利用を開始

受動喫煙を防止し、まちの環境美
化を図るために閉鎖型喫煙所を設
置します。詳細は市HP参照。
▶日時：吉祥寺駅…毎日（12 月
29 日～ 1月 3日は閉所）午前７
時～午後９時。武蔵境駅…月～土
曜（日曜、祝日、12 月 29 日～
1月 3日は閉所）午前７時～午後
７時▶問：ごみ総合対策課

境南ふれあい
広場公園

境南町二丁目

観音院 武蔵野
プレイス

天
文
台
通
り

武蔵境駅JR 中央線

北口

吉祥寺南町二丁目

井ノ頭通り

吉
祥
寺
大
通
り

吉祥寺南町一丁目

吉祥寺駅

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


