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人口と世帯
《令和3年12月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8117人（25人減）　世帯数7万8269世帯（49減）
●男7万845人（14人増）　●女7万7272人（39人減）　
〔うち外国人住民数3103人（5人増）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。

新型コロナワクチン
順次順次、、３３回目接種用回目接種用のの
接種券接種券をを発送発送しています

２回目のワクチン接種から原則８カ月
以上経過した18歳以上の市民

（原則３回目接種日時点で武蔵野市の住民基本台帳に登録のある方）

１・2回目の接種と異なるワクチンを接種すること（交互接種）
も認められています。
令和４年２～３月接種分として、東京都から武蔵野市へは計4万7640人
分のワクチンが配分される予定です。配分割合は、ファイザー社製ワクチ
ン約 54％、武田／モデルナ社製ワクチン約 46％で、国から各都道府県
への配分割合と同程度です。

※薬事承認審査中

インターネット予約システムや電話での予約に不安のある方の予約を
支援します。

予約サポートセンター（臨時）を開設

２回目接種完了月は、お手元に
ある１・２回目接種の接種済証
で確認できます。

市内医療機関約 65カ所で実施予定
予約方法は、医療機関によって異なります。接種可能な医
療機関一覧は市報令和４年１月 15日号に掲載予定です。

個別接種

予約方法は、１・２回目と同様にインターネット予約シ
ステムまたは電話（市コールセンター）です。

市民文化会館（中町３-９-11）
吉祥寺南町コミュニティセンター（吉祥寺南町３-13-１）
市民会館（境２-３-７）

集団接種

新型コロナワクチンは、一定期間が経つと感染予防効
果、重症化予防効果が低下するとされているため、３
回目接種を行います。順次、３回目接種用の接種券を
発送していますので、お手元に届くまでお待ちくださ
い。なお、接種を受けるには、１・２
回目と同様に事前に予約する必要があ
ります。予約開始時期などは、市ホー
ムページ、市報令和４年１月１日号で
お知らせします。

市ホームページ
（３回目接種）

1・2回目接種を希望する方
市ホームページで予約方法、接種日などを確認し、
予約してください。

市ホームページ
（１・２回目接種）

ファイザー社製
武田／モデルナ社製

対　象

ワクチンの種類

今後のスケジュール

２月以降の接種会場・予約方法

* 8 カ月後に同日がない場合は、その翌月の 1日から接種可能。
(例：令和３年 6月 30 日に 2回目接種をした場合→４年 3月 1日から
3回目接種が可能）

 ※ 2 回目接種後に武蔵野市へ転入した方や、接種券発送時期
の翌月になっても 3回目接種用の接種券が届かない方は、
再発行申請をしてください。申請方法は、右記二次元バー
コードまたは市コールセンターでご確認ください。
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 特集 市職員の給与および人事について……６・７
 特集 会計年度任用職員募集 ………………４・５
 特集 ごみの適切な分別・資源化にご協力ください …２

※ 国からの通知により、接種間隔が前倒しとなる場合など、今後のスケジュールを変更する可能性があります。変更した
場合は改めて、市ホームページや市報令和４年１月１日号でご案内します。（12月８日時点の情報です）

12 月 21 日（火）までを会期とする市議会定例会において現在審査
中である自治基本条例第 19条に基づく「住民投票条例案」について、
さまざまなご意見をいただいています。皆さんからいただいた貴重な
ご意見を踏まえ、市議会と審議を尽くしていきます。なお、市の考え
方を市HPに「よくあるお問い合わせ」への回答として掲載しています。
下記URL または二次元バーコード参照▶問：企画調整課☎ 60-1801
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/
sesaku_keikaku/kikakuseisakushitsu/1034683/
index.html

令和３年第４回市議会定例会に上程された
住民投票条例案に関するご案内

市ホーム
ページ

問
い
合
わ
せ

□ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（フリーダイヤル）

☎ 0120-761770（土・日曜、祝日含む午前9時～午後9時）

□東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（通話料がかかります）

☎ 03-6258-5802 （土・日曜、祝日含む24時間）

□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）

（通話料がかかります）

※１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）を除く

勤務先で接種ができない医療
従事者の方などを対象とした
集団接種を実施します
対象：３回目接種日時点で２回目接

種が完了してから原則８カ月
以上経過した 18歳以上の市
民

日時：令和４年１月 29日（土）
　　　午前 10時～午後４時 30分
会場：市役所
予約方法：インターネット予約シス

テム、市コールセンター
※接種日・接種会場が増える可能性が
あります。市ホームページや市報 4
年１月１日号を確認してください。
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市ホームページ
（３回目・集団接種）

２回目接種完了月

２回目接種
完了月

接種券
発送時期

３回目
接種
開始月

予約開始時期

令和３年
５月 　　 令和４年

１月
12 月22日（水）
昼 12時 30分から

6 月 12月16日（木） ２月 令和４年１月以
降、２週間に１回
予約開始予定

7 月 12月21日（火） ３月

8 月 令和４年
1月下旬 ４月

9月 2 月下旬 ５月

10月 3 月下旬 ６月

11月 4 月下旬 ７月

*

*

*

※国の通知によって
変更する可能性
があります。最新
の情報は市ホーム
ページ、市報4年
１月１日号でご確
認ください。

済 12月 3日

毎月1日・15日発行
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●武蔵野市ホームページ
http://www.city.musashino.lg.jp/
　　　　　　　　 携帯電話版は末尾に m/ を。
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

キャッシュレス決済ポイント還元
キャンペーンの終了が迫っています
au PAY・ｄ払い決済の利用で最
大 20％相当のポイントが還元さ
れます。１回の決済当たり最大
1000 円相当、期間中最大 3000

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。

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問

男女平等推
進審議会

12月20日（月）
午後６時

市民会館
集会室

５名程度(先着順)／第
四次男女平等推進計画
進捗状況評価について

申込：不要
男女平等推進センター
☎37-3410

第 二 期 ス
ポーツ振興
計画（仮称）
策定委員会

12月22日（水）
午後６時

市役所
対策本部室

３名（先着順）／パブ
リックコメントへの対
応案の検討

申込：不要
生涯学習スポーツ課
☎60-1903

教育委員会
定例会

令和4年
１月５日（水）
午前10時

市役所
412会議室

10名
（先着順）

申込：不要（当日、申込用紙への
記入あり）
教育企画課☎60-1894

円相当（１決済事業者）。
▶日程：12 月 28 日（火）まで（早
期終了する場合があります）▶場
所：市内対象店舗（ポスター掲出）
▶問：キャッシュレス決済キャン
ペーン事務局☎ 0120-387-293

対象となる児童 申請／支給対象者／そのほか 支給日（予定）
① 0歳から中学生までの子
ども（②を除く）

不要／①にかかる児童手当（本則給
付）９月分（９月に出生した子ども
は 10月分）受給者／ 12月 13日に
「支給のお知らせ」を郵送済

12月末ごろ

②令和３年10月１日から４年
３月31日に出生した子ども

不要／②にかかる児童手当（本則給付）
受給者／児童手当認定後、「支給のお
知らせ」を送付

「支給のお知ら
せ」に記載

③高校生世代の方
平成15年４月２日～18年４
月１日に生まれた方（配偶者
を有している方を除く）

必要（①③両方の該当者は申請不要）
／③の父母など（うち所得の高い方）
で児童手当（本則給付）受給相当の所
得の方／申請書（申請対象者へ12月
下旬以降に送付）を原則郵送で〒180-
8777子ども子育て支援課へ。申請後
所得審査あり

原則、申請し
た月の翌月末
ごろ

子育て世帯への臨時特別給付金（先行給付金）を支給します

※公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方は、申請が必要です。
※本則給付…特例給付受給者を除いたものです。
※③の基準日は令和３年９月 30日です。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を
支援する観点から臨時特別給付金を支給します。なお、本給付金の支給
は、国会および市議会の補正予算の成立が前提となります。
▶支給額：対象児童１人当たり５万円▶問：子ども子育て支援課☎60-
1993

本市の令和 2年度の家庭ごみ量は元年度よりも約 5％増加し
ました。これは新型コロナウイルス感染症による日常生活の変
化の影響が大きな原因だと考えられます。また、市の人口は今
後も増加する見込みで、1人当たりのごみ量が減っても、市全
体のごみ量が増える可能性があります。特に、年末は大掃除な
どでごみが多くなる時期です。この機会にごみの
分別や排出について振り返ってみませんか▶問：
ごみ総合対策課☎ 60-1802

市では、ペットボトル、プラスチック製容器包装＊、びん、缶、古紙、古着、枝木・
草葉などをリサイクルしています。今回は収集量の多いペットボトルとプラス
チック製容器包装について、収集からリサイクルまでの過程を紹介します。
＊商品を入れた容器や包んだ（包装）プラスチック製のもの

市で焼却した
ごみの焼却灰
は、日の出町
の皆さんのご
理解とご協力
を得て設置さ
れている二ツ

塚最終処分場へ運ばれています。処分場
の埋め立てが終了した場合、次の処分場
を確保できる見込みはありません。その
ため処分場で焼却灰のエコセメント化を
行い、現在全量をリサイクルしています。
処分場の負荷を減らすためにも、ごみ減
量・資源化にご協力をお願いします。

ごみの最終処分について

ベルトコンベヤーに乗
せて機械に投入。均一
サイズにプレス加工さ
れます。

圧縮・梱包

コークス炉化学原料・高炉
還元剤やプラスチック製品
の原材料などとして使われ
ます。

～捨てれば終わりではありません～ごみごみのの適切適切なな分別分別・・資源化資源化にに
ご協力くださいご協力ください

加熱・溶解し、さらに小
さく整った粒状に仕上げ、
ペットボトルや洋服の繊維
になります。

ペットボトル

プラスチック製容器包装

さらに飛散防止のた
め、手でラッピング処
理を行います。
*俵状にまとまったもの

ベール*化

乾燥させると小さな粒状
（フレーク）になります。

乾燥・フレーク化

カッターで細かく砕き、
洗浄し汚れを落とします。

粉砕・洗浄

手で袋を破き、異物を
取り除きます。

破
は

袋
たい

・選別

家庭・事業所

手で袋を破き、異物を
取り除きます。

破袋・選別軽く水でゆすいで汚れを
落としてください。

キャップとラベルはプラス
チック製容器包装へ。本体
はつぶして出してください。

別工場・メーカー別工場・メーカー

リサイクル工場

別工場・メーカー

異物の混入や汚れは、リサイ
クル原料としての品質低下を
招きます。汚れや異物が取り
除けないものは、燃やすごみ
として出してください。

このくらいき
れいに
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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。

まで▶場所：市動画チャンネル
（YouTube）▶講師：馬場あき
子▶費用：無料▶問：
市民活動推進課☎ 60-
1829

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、戸
籍謄抄本・戸籍の附票のみ発行で
きません。
▶日時：12月23日（木）午後5時30
分～８時▶問：市民課☎60-1839

市民宿泊助成を再開します
（利用方法が変わりました）
友好都市の対象宿泊施設を利用す
る市民に、1人 1泊につき 3000
円の宿泊費を助成します。
▶日程：予約を令和 4 年 1 月 1
日（土・祝）以降に行った宿泊
分から（12 月中に予約を行った
ものは対象外）▶そのほか：緊急
事態宣言発出中は助成を中止▶申
込：必ず予約時に武蔵野市の市民
宿泊助成を利用する旨を宿に申告
（市役所への申し込みは不要）。宿
泊時に市内在住を証明できる身
分証などを提示▶問：
多文化共生・交流課☎
60-1806

選挙人名簿登録者数
（12月定時登録）
12月１日現在の登録者数は、男５万
9004 人、女６万 6087 人、計 12
万 5091 人です。また、在外選挙
人名簿の登録者数は、男199人、

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。
【①～③共通】▶配布・閲覧：市
民活動推進課、各市政センター・
図書館・コミセン。市HPに掲載
▶提出方法：12 月 15 日（水）
～令和 4年 1月 14日（金）に郵
送・ファクス・Eメール（氏名、
住所、郵便番号を明記）または直
接〒 180-8777 市民活動推進課
FAX51-2000、sec-katsudou@
city.musashino.lg.jp へ ▶ 問：
市民活動推進課☎ 60-1830
①第二期市民活動促進基本計画　
中間まとめ
市民活動の促進と活性化を図るた
め、令和４年度から８年間の計画
を策定します。
・市民説明会
▶日時：4年 1月 9日（日）午後
2時（開場 1時 30分）▶場所：
武蔵野プレイスフォーラム▶定員：
50名（申込順）▶申込：4年 1月
6日までに郵送・ファクス・Eメー
ル（氏名、住所、電話番号を明記）
または直接市民活動推進課へ。
②コミュニティセンター整備計画
案
公共施設等総合管理計画に基づ
き、今後 10 年間のコミュニティ
センターの整備に関する計画を策
定します。
③文化施設整備計画案
文化施設の在り方検討委員会の提
言を踏まえ、今後 10 年間の文化
施設の整備に関する計画を策定し
ます。

固定資産（償却資産）の申告は
令和４年１月 31日までです
市内に事業用償却資産を所有する
方は、税務署とは別に市への申告
も必要です。申告実績のある方へ
は 12月上旬に令和４年度申告書
様式（一部の方は申告案内ハガキ）
を発送しました。申告書が必要な
方は資産税課へ連絡してください
（各市政センターでも配布）▶問：
資産税課☎ 60-1824

歳末特別環境浄化推進
パトロール

吉祥寺駅周辺の安全・安心なまち
づくりをアピールするため、市民
や警察などの関係機関とともに、
環境浄化特別推進地区を中心にパ
トロールを実施。感染拡大防止の
ため規模を縮小して開催します。
▶日時：12月27日（月）午後６時～
７時▶問：安全対策課☎60-1916

給食・食育振興財団
YouTube チャンネル開設
学校給食の献立や食育活動につい
て調理員や栄養士が紹介する動画
を配信。ぜひ、ご覧ください。
▶日程：令和４年３月 31 日ま
で（試行配信）▶問：
給食・食育振興財団☎
54-2090

高齢者の排泄ケアに関する動画
を公開しています
排泄ケアに関する悩み事や疑問点
に専門員がお答えします。おむつ
を着ける時のポイント
などを動画で解説しま
す▶問：高齢者支援課
☎ 60-1846

吉祥寺東部地区のまちづくりに
ついての説明会
吉祥寺東部地区のまちづくりおよ
び公共自転車駐車場の新設につい
ての説明会を開催します。
▶日時：12月 23日（木）午後６
時 30分～８時▶場所：商工会館市
民会議室▶定員：60 名程度（先
着順）▶申込：不要▶問：吉祥寺
まちづくり事務所☎ 21-1118、交
通企画課☎ 60-1860

武蔵野市平和の日イベントの
映像を公開します
平和の日イベント講演会「戦争と
学徒動員」の映像を公開します。
▶日程：令和４年１月 13日（木）

女215人、計414人です▶問：選
挙管理委員会事務局☎60-1893

クレジットカードでの支払いサ
イト変更のお知らせ
令 和 4 年 1 月 4 日 ( 火 ) か ら、
市税のクレジットカードでの支払
いサイトが「Yahoo! 公金支払い」
から「F-REGI 公金支払い」へ変
更になります。詳細は市HP参照
▶問：納税課☎ 60-1827

ペイジー、クレジットサービス
停止のお知らせ
ペイジー（インターネットバンキ
ング、ATMなど）による市税、
国民健康保険税、介護保険料の納
付は令和 4年 1月 1日（土・祝）
～ 3日（月）、クレジットカード
による市税、国民健康保険税の納
付は 12 月 31 日（金）～ 4 年 1
月 3 日（月）は利用できません
▶問：納税課☎ 60-1827、高齢
者支援課☎ 60-1845

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：12 月 28 日（火）
◎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

市内で農業を営む生産者の方々や、農産物の流通・消費などさまざま
な形で本市の都市農業に携わる方 と々市長が、対話形式で意見交換を
行います▶申込・問：12月28日までに電話・Eメールまたは直接市民
活動推進課☎ 60-1829、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。

日　時 令和4年１月11日（火）午後5時30分～7時30分
場　所 市役所 813会議室
傍　聴 10 名（超えた場合抽選）
テーマ 未来へつなげる武蔵野市の農業

市民と市長の
第16回 ふれあいトーク

 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）

シルバー人材センター　〒180-0013 西久保1-6-27
　　　　　　　　　　　多摩信用金庫武蔵野支店4階
 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

  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）

＊文化施設の住所などについては、
11頁をご覧ください。

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

※12月29日（水）は、一部放送時
間が変更となります。

LINE ツイッター フェイスブック
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

か：１団体10万円を限度に企画
実施、委託料を後払い▶申込：12
月 17日～４年１月24日（必着）に
企画書など（市HPから印刷可、同
センターで配布）をＥメール、郵
送で男女平等推進センターへ。
●説明会…▶日時：12 月 17 日
（金）午後２時～３時・21 日（火）
午前 11 時～正午▶場所：同セン
ター会議室▶申込：電話またはＥ
メール（申込要領参照し、団体名を
明記）で男女平等推進センターへ。
▶問：男女平等推進セン
ター☎37-3410、danjo@
city.musashino.lg.jp

桜まつりウェブ開催のお知らせ
～桜のイラスト募集～
令和４年の武
蔵野桜まつり
は、新型コロ
ナウイルス感
染症拡大を避
けるためウェブでの開催としま
す。公式サイト（４年３月中旬公
開予定）を飾るイラストを募集し
ます。桜、春、ふるさと、祭りな
どをイメージさせる楽しい作品を
送ってください。
▶対象：市内在住・在学の小・中
学生。自作・未発表の作品 1人 1
点▶そのほか：B4 程度の横向き
画用紙を使用。裏面に住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年を明記。作品は市が広報や印
刷物で自由に使用（返却不可）。
最優秀賞…図書カード 1万円分、
優秀賞…同 5000 円分など。応募
作品は 4年 4 月上旬に市役所ロ
ビーで展示予定（作品とともに学
校名・学年・氏名を紹介）▶申込・
問：4 年 1 月 31 日（必着）まで
に郵送または直接〒 180-8777
桜まつり実行委員会事務局（産業
振興課内）☎ 60-1832へ。

「むさしのエコ・チャレンジ」
の参加団体募集説明会を実施

むさしのエコ・チャレンジ（令和４年
３月５日［土］・６日［日］開催予定）
への出展希望者向け説明会。

▶日時：４年１月 16 日（日）午
後 2 時～ 3 時▶場所：むさしの
エコ re ゾート▶対象：環境に関
する活動や問題に取り組んでいる
企業・市民団体など、20 名程度
▶費用：無料▶申込・問：４年１
月13日（必着）までにEメール（団
体名、申込者氏名、Eメールアド
レス、電話番号を明記）で環境政
策課環境啓発施設係（むさしの
エコ re ゾート内）☎ 60-1945、
FAX51-5590、ecoresort@
city.musashino.lg.jpへ。

「青少年パフォーマンス発表会」
出演者募集
音楽、ダンスなどさまざまなジャ
ンルから募集。
▶日時：令和４年 3月 12日（土）
午後 2時開演予定（荒天時翌日）
▶場所：境南ふれあい広場公園
（境南町 2-3）▶対象：メンバー
全員が中学生以上の青少年（20
歳になった年の年度末までの方）
で事前ミーティングに代表者 1
名以上が参加できる個人または団
体、8組（超えた場合、武蔵野プ
レイスサウンド・パフォーマンス
スタジオ利用者優先し抽選）▶費
用：無料▶そのほか：屋内収録
（４年２月６日［日］）の場合あり
▶申込・問：12 月 26 日までに
申込書（同館で配布、同館HPか
ら印刷可）を直接または Eメー
ル（団体名・人数、ジャンル、代
表者氏名・年齢・所属・住所・電
話番号、文化・スポーツ・生涯学
習ネット利用者番号、屋内収録
になった場合の参加の有無を明

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

高
齢
者
支
援
課

地域包括支
援センター
業務
１名

相談業務、ケアプラン点検、
介護予防支援など／介護支援
専門員として実務経験がある
方、主任介護支援専門員なお
可／PC

週5日（月～金曜）午前９時～
午後５時／月額30万200円
／期／交／社／共

書類審査、
小論文、
面接：
4年1月27日（木）

▶申込・問：4年1月17日（月・必着）までに小論文「高齢者の自立を支える地域包括支援センター
の役割について」（800字以内）、履歴書（市販可、写真貼付）、介護支援専門員資格（もしくは主
任介護支援専門員資格）および基礎資格の証明書の写しを直接または郵送で〒180-8777高齢
者支援課☎60-1947へ

子
ど
も
育
成
課

保育士
①早朝保育
6名
②週休保育
1名
③定員弾力化
1名

保育業務／保育士資格を有す
る方（4年 3月取得見込み可）

週5日（月～金曜）／①午前
7時30分～午後1時30分②
午前8時30分～午後4時30
分③午前9時～午後5時／
月額①20万3900円②22万
8700円③22万5300円／市
立保育園／期／交／社／共

書類審査、
作文審査、
面接：
4年1月14日（金）

▶申込・問：4年 1月4日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付・①②③の希望を明記）・
保育士証の写し、作文「子どもとのかかわりのなかで大事にしていること」（A4用紙400字程度）
を郵送または直接〒180-8777 子ども育成課☎ 60-1854へ

給食調理
1名

保育園給食調理／調理師など
の資格のある方または児童福
祉施設で調理経験のある方

週 5日 ( 月～金曜 ) 午前 8
時～午後 5時のうち7時間
／月額 20万 9700 円／市
立南保育園／期／交／社／
共

書類審査、
作文審査、
面接：
4年1月17日（月）

保育園用務
1名

保育園の園舎・園庭の維持管
理／普免

週 5日（月～金曜）午前 8
時～午後４時30分のうちの７
時間／市立吉祥寺保育園／
月額 21万 400 円／期／交
／社／共

書類審査、
作文審査、
面接：
4年1月17日（月）

▶申込・問：4年1月4日（火・必着）までに作文「人とのコミュニケーションで大事にしていること」
（A4用紙 400 字程度）、市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777 子ども
育成課☎ 60-1854へ

教
育
企
画
課

学校事務
4名

接客、会計、文書管理など一
般事務／PC

週5日（月～金曜）午前７時
～午後５時10 分のうち７時
間／市立小・中学校／月額
21万 400 円／期／交／社
／共

書類審査、
筆記試験、面接：
4年２月７日（月）

学校用務
13名

学校施設の点検・修繕、校舎
内外の清掃、樹木剪定・草取
り、児童生徒の安全見守りなど
／学校用務員経験なお可

書類審査、
実技試験、面接：
4年２月４日（金）

▶申込・問：４年１月７日（金・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 教育企画課☎ 60-1894へ

教
育
支
援
課

教育相談員
1名

教育相談業務（学校派遣・就
学相談を含む）／臨床心理士
または公認心理師（資格取得
見込は不可）／PC

週４～５日（月～金曜、週４日
の場合水曜は要勤務）午前9
時～午後5時／教育支援セ
ンター／週４日…月額22万
4600円、週５日…月額28万
700円／期／交／社／共

一次（書類審
査、論文）
二次（面接）：
4年2月1日（火）

▶申込・問：4 年１月5日（水・必着）までに論文「子ども、保護者、教員からの相談に応じ
るにあたり、教育相談員として意識すべきこと」（A4用紙 800 字以内）、市販の履歴書（写
真貼付、希望職種を明記）、資格証の写しを郵送または直接教育支援センター☎ 60-1899
（〒180-0001 吉祥寺北町 4-11-37）へ

図
書
館

窓口業務員
2名

図書の貸し出し・返却、配架、
カウンター、受付など／PC／
図書館司書資格所有（見込含
む）または図書館勤務経験者

週4日（土～木曜［祝日含む］）
／平日早番午前9時～午後5
時、遅番午後1時～8時のう
ちの6時間15分、土・日曜、祝
日、館内整理日など午前9時
～午後5時15分の間の7時間
（シフト制）／中央図書館／
月額17万6700円／事前研
修あり／期／交／社／共

一次（書類審
査、小論文）
二次（面接）：
4年２月７日（月）

▶申込・問：4年 1月6日（木・必着）までに指定の申込書兼履歴書（各図書館で配布、図
書館HPから印刷可、写真貼付）、小論文「今回の志望動機と私が考えるこれからの図書館のあ
り方について」（市販の原稿用紙に手書きで800～1000字）、切手を貼付した返信用封筒（住所、
宛名を記載）を郵送または直接中央図書館☎51-5145（〒180-0001吉祥寺北町4-8-3）へ

記 )で武蔵野プレイス青少年活動
支援担当☎ 30-1902、
gr-youth@musashino.
or.jpへ。

男女共同参画フォーラム 2022
団体企画募集
同フォーラムで実施する企画を募
集。講座やワークショップなどで
男女平等や性の多様性に関する内
容のもの。
▶日程：令和４年６月18日（土）
～７月３日（日）▶場所：市内公共
施設▶対象：市内で活動する団体、
３団体程度（選考あり）▶そのほ

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４
月１日～５年３月31日（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）
／災害時に所属課の災害活動（所

掌事務）に従事させる場合あり／
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。

手
当
な
ど

期期末手当あり／交交通費あり（上限あり）／社社会保険・雇用保険加入あり（４年９月までは
協会けんぽ、10月以降は共済組合に加入）／共共済会（互助会）加入あり／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

接道部緑化助成制度を活用しま
せんか（事前申請）
宅地の緑化推進を目的に、生け垣
などにより新たに接道部（道路に
面した場所）を緑化する場合に助
成を行っています。
▶対象：ブロック塀などを取り壊
して接道緑化する場合はその取り
壊し費用も対象となる場合があり
ます。必ず工事着手２週間前まで
に図面を持参のうえ、窓口で助成

の対象となるかをご相談ください
▶問：緑のまち推進課☎60-1863
接道部緑化の助成金額一覧
対象 助成上限単価 限度額

生垣 1万2000円/m

60万円
高木 1万5000円/本
中木 4000円/本
低木 2000円/本
地被 1000円/m2

ブロック塀
取り壊し 4000円/m2 30万円

＊助成金は施工費の範囲内です。

　幅広い分野で食を通したさまざまな取り組みを知っていただくこ
とを目的として、むさしの食育フェスタをオンラインで開催します。
子育て中の方や高齢者の方などが楽しめる動画コンテンツなどが盛
りだくさんです▶問：健康課☎ 51-7006
http://www.city.musashino.lg.jp/area/syokuiku/
festa/index.html

12月15日（水）～令和４年１月31日（月）
むさしの食育フェスタ

給食調理員が作る！体にうれ
しい「まごわやさしい」和食
とスイーツレシピ

身近な材料を使って親子で工
作「おべんとう作り」＆手遊
び「おべんとう箱あけたら !?」

◀◀◀コンテンツの一例▶▶▶



MUSASHINO CITY No.2184 令和3年12月15日号 5

●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。

番号 所管課 業務名／募集人数 業務／応募資格／勤務条件
1 資産活用課☎ 60-1973 資産活用課業務／１名 市有地の維持管理に係る窓口・電話対応、文書管理、会計処理、データ入力、そのほか事務補助／PC
2 人事課☎ 60-1811 給与・福利厚生関係事務／１名 社会保険・雇用保険関係事務、給与報酬支給事務補助／PC
3 納税課☎ 60-1827 市税収納還付事務／２名 窓口・電話対応、市税収納還付情報・調査回答データ入力、庶務事務補助／PC

4 市民課☎ 60-1838 市民課業務／７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、住居表示、庶務事務など
／PC

5 市民課☎ 60-1838 市民課業務／１名 窓口および電話での市民など対応、マイナンバー業務、住民票など入力・出力業務、住居表示、庶務事務など
／PC／令和５年３月末までの職

6 市政センター☎ 56-3800 市政センター窓口業務／２名
平日・夜間窓口・休日開庁受付、各種証明書発行、データ入力、一般事務補助など／武蔵境・中央市政センタ
ー／日～金曜のうち週５日／午前９時～午後５時（平日、日曜）または午後０時 15分～８時 15分（夜間）
のうち７時間／月額 22万 1400円／PC

7 防災課☎ 60-1820 消防関係事務／１名 消防団関係庶務事務、契約事務、訓練準備、出初式準備など／PC／事務仕事経験者なお可
8 生活福祉課☎ 60-1848 生活福祉課庶務事務／１名 各種郵送・文書収受など庶務事務、債権管理補助／午前９時～午後４時／月額18万 300円／PC
9 高齢者支援課☎ 60-1940 経理・庶務などの業務／１名 データ入力、書類作成、郵便・文書整理、電話対応などの経理・庶務業務、敬老記念事業事務補助／PC
10 高齢者支援課☎ 60-1940 市民対応・庶務などの業務／１名 電話対応、高齢者向けサービスの申請書類の受付・書類作成などの庶務業務、データ入力／PC

11 障害者福祉課☎ 60-1904 窓口での申請受付業務、書類審査など／
１名 障害福祉サービスに係る申請受付業務、申請書類審査など／PC

12 健康課☎ 51-0700 健康保健事業業務／１名 母子保健・予防接種・老成人保健などに関する事務、窓口・電話対応／保健センター／PC
13 保険年金課☎ 60-1834 国民健康保険・国民年金業務／１名 国民健康保険・国民年金の窓口業務、事務補助並びにそのほか保険年金課の業務補助／PC
14 保険年金課☎ 60-1913 後期高齢者医療制度に関する業務／１名 後期高齢者医療制度に関する窓口業務、事務補助並びにそのほか保険年金課の業務補助／PC
15 子ども育成課☎ 60-1854 保育認定事務／２名 認可保育施設入所業務、無償化認定業務、電話対応、窓口対応、システム入力／PC
16 子ども育成課☎ 60-1854 保育園事務／１名 庶務、会計、雇用管理などの事務／南保育園／午前8時 30分～午後 0時 30分／月額 12万 200円／PC
17 交通企画課☎ 60-1860 自転車対策業務／１名 放置自転車対策事務、自転車安全利用講習会事務などに係る窓口・電話対応、苦情対応、庶務事務など／PC

18 指導課☎ 60-1896 学校事務／１名 教職員の給与・福利厚生事務、予算管理・執行、施設管理保守など／本宿小／PC／経理事務・給与事務経験者
なお可／令和６年３月末までの職

19 生涯学習スポーツ課
（市民会館）☎ 51-9144 窓口・受付などの管理業務／２名

市民会館窓口の受付業務、施設貸出などの申請受付・施設管理業務／市民会館／①週 2～ 3日（木曜を除く）
午後 4時 30分～ 10時 10分のうち 4時間 40分②月 1～ 2日（日曜、祝日）午前 8時 30分～午後 5時／
月額 7万 2200円／雇用保険・社会保険・共済会（互助会）加入なし／①②とも勤務できる方／窓口業務経験
者なお可

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。地方公務員法等の改正に伴い、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
職員制度に移行しました。

受験
資格

令和４年４月１日から就労可能な方。障害のある方も、業務遂行に支障が無ければ応募がで
きます。障害をお持ちの方を対象とした会計年度任用職員の募集については、下欄の記事を
ご覧ください。
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。

選考
書類選考あり／筆記試験、面接：令和４年１月 25日（火）
※書類選考の結果は全員に４年１月 21日（金）までに通知
※筆記試験は、当日市役所のタブレット端末で事務能力診断検査を受験して
いただきます。

申込書 市指定の申込書兼履歴書（市役所案内・人事課、各市政センター・図書館、
総合体育館、市民会館で配布。市HPから印刷可）

技能 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

内容

特に記載のないものは下記のとおり
令和４年４月１日～５年３月 31日（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）／勤務：週５日（月～金曜）午前９時～午後５時（実働７時間）／勤
務場所：市役所／月額 21万 400 円／期末手当あり／雇用保険・社会保険加入あり（４年
９月までは協会けんぽ、10月以降は共済組合に加入）／共済会（互助会）加入あり／業務
によっては所定外労働・休日勤務あり／災害時に所属課の災害活動（所掌事務）に従事させ
る場合あり／交通費あり（上限あり）
※業務内容は各所管課にお問い合わせください。

申込・問
２業務まで申込可。必ず市指定の申込書兼履歴書（写真貼付・希望業務番号
明記）を 12月 28日（火・必着）までに郵送または同日午後５時までに直
接〒180-8777 人事課☎ 60-1810へ。
※提出書類の返却不可。結果は全員に令和４年２月上旬までに郵送で通知

窓口業務や事務補助などを中心とし
た一般事務のお仕事について一斉に
募集します。

皆さんの経験を市役所で生かしませんか？

（令和４年４月１日採用）

会計年度任用職員（一般事務）募集

障害者を対象として、事務補助や軽作業などを中心とした
業務を担う会計年度任用職員を募集します。

障害者を対象とする会計年度任用職員　募集
（令和４年４月１日採用）

受験資格
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
方で、令和 4年４月１日から就労可能な方。地方公務員法第 16 条の規定
する欠格条項に該当する方は受験できません。

勤務場所
業務

応募資格

①むさしのエコ re ゾート／受付、検温・消毒・清掃・館内整理などの軽
作業および事務補助／接客対応可能な方

②防災課／事務補助、災害対策業務作業補助（防災備蓄倉庫整理、備蓄品
払い出しなど補助）

【①②共通】パソコン（ワード、エクセル）操作のできる方
人数 各 1名

内容

令和４年４月１日～５年３月 31日（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）／①週５日（水～月曜のうち５
日、シフト制による土・日曜勤務あり）午前９時～午後５時（実働７時間）、
月額 21万 400円　②週５日（月～金曜）午前９時～午後４時（実働６時
間）、月額18万 300円　／期末手当あり／雇用保険・社会保険加入あり（４
年９月までは協会けんぽ、10月以降は共済組合に加入）／共済会（互助会）
加入あり／業務によっては所定外労働・休日勤務あり／災害時に所属課の
災害活動（所掌事務）に従事させる場合あり／交通費あり（上限あり）

選考 書類審査あり／一次面接：１月下旬、　二次面接：２月上旬　（予定）

申込書 市指定の申込書兼履歴書（市役所案内・人事課、各市政センター・図書館、
総合体育館、市民会館で配布。市HPから印刷可）

申込・問
4 年１月 7日（金・必着）までに市指定の申込書兼履歴書（写真貼付、①
②の希望業務［両方希望も可］も明記）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。
※提出書類の返却不可。結果は全員に 4年２月中旬までに郵送で通知

官公署だより

令和４年３月終了高齢ドライバー
向け急発進を防ぐ装置の設置補助
東京都ではペダルの踏み間違いな
どによる急発進などを抑制する安
全運転支援装置（４年３月 31 日
までに取り付けた後付け装置）の
購入・設置費用を補助しています。
詳細は東京都HP参照。
▶対象：70 歳以上の運転者▶費
用：補助額：購入・設置費の５割
（１台６万円まで）▶申込：取扱
事業者（店舗）へ▶問：東京都都
民安全推進本部交通安全課☎ 03-
5388-2759

消費税のインボイス制度説明会

令和5年10月から開始される「適
格請求書等保存方式（インボイス
制度）」の説明会です。
▶日時：12 月 24 日（金）午後
3時～ 4時、４年１月 25日（火）・
2月 21 日（月）午後 2時～ 3時
▶場所：武蔵野税務署（吉祥寺
本町 3-27-1）、法人会館（中町
2-11-13）▶定員：各 30 名▶費
用：無料▶申込・問：3日前まで
に同税務署法人課税第１部門☎
53-1311へ。

毎月 15日号に掲載している市民の皆さんに知ってほしい情報を市
民ライターがお伝えしている「CIMコラム」は今号は休載し、令
和４年１月１日号に掲載します▶問：市民活動推進課☎ 60-1809

コラムについて
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市職員の給与および人事について
　市の職員の給与や職員定数、人事運営は、市議会の議決により定められた条
例やそれに基づく規則などによって規定されています。また職員の給与は、地方
公務員法により、生計費、国やほかの地方公共団体の職員、民間企業の従業員
の給与などを考慮して定めることとされており、その比較を行っている東京都人事
委員会の勧告に基づき、改定を行っています▶問：人事課☎ 60-1810

給与・定数管理など ◎特に記載のない場合は、令和３年４月１日現在

給

与
勤務実績により
支給されるもの

期末 ･勤勉手当
退職手当

超過勤務手当など
特殊勤務手当

住居手当

給料
扶養手当
地域手当

通勤手当
管理職手当
単身赴任手当

例年支給
退職時支給

毎月支給される
もの

一定の時期に
支給されるもの

(1) 一般行政職の級別職員数および給料表
区分 基準となる職務 職員数 構成比 1号給の

給料月額
最高号給の
給料月額

５級 部長の職務 25人 3.6％ 494,000円 494,000円
４級 課長の職務 71人 10.3％ 284,000円 455,000円
３級 係長もしくは主査または課長補佐の職務 181人 26.3％ 224,800円 415,100円

２級
・主任の職務
・ 高度の知識または経験を必要とする業
務を行う職務

228（5）人 33.1
（100.0）％ 199,100円 362,500円

１級 定型的な業務または相当高度の知識もし
くは経験を必要とする業務を行う職務 184人 26.7％ 141,300円 324,300円

（注） ⒈武蔵野市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。⒉基準となる職務とは、それぞれ
の級に該当する代表的な職務です。⒊（　）内は再任用短時間勤務職員数であり、職員数には含まれ
ない数です。⒋２・３・４・５級の人数には再任用フルタイム勤務職員がそれぞれ9人、６人、３人、２
人含まれます。⒌平成 26年 10月1日に、１・２級を統合し、７級制から６級制に改正されました。⒍
平成 27年 4月1日に、３・４級を統合し、６級制から５級制に改正されました。⒎構成比は小数点以
下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100になりません。

(2) 昇給への人事評価の活用状況
令和２年４月２日から令和３年４月
１日までにおける運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している ○ ○
活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分
上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○
上位、標準の区分 － － － －
標準、下位の区分 － － － －
標準の区分のみ（一律） － －

ロ　人事評価を活用していない － －
活用予定時期 － －

３ 一般行政職の級別職員数など

(1) 期末手当・勤勉手当（令和２年度実績）
武蔵野市 東京都 国

１人当たり平均支給額
1,730 千円

１人当たり平均支給額
1,856 千円 ―

期末手当2.50月分（1.40）月分
勤勉手当2.05月分（1.00）月分

期末手当2.50月分（1.40）月分
勤勉手当2.05月分（1.00）月分

期末手当2.55月分（1.45）月分
勤勉手当1.90月分（0.90）月分

（職制上の段階、職務の級などに
よる加算措置）
職務加算 5～ 20％

( 職制上の段階、職務の級などに
よる加算措置）
・ 職務段階別加算 3～ 20％
・管理職加算 15～ 25％

（職制上の段階、職務の級などに
よる加算措置）
・役職加算 5～ 20％
・管理職加算 10～ 25％

（注）（　）内は、再任用職員に適用する支給割合です。　
○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）
令和２年度中における運用 管理職員 一般職員
イ　人事評価を活用している ○ －

活用している成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率
上位、標準、下位の成績率 ○ ○ － －
上位、標準の成績率 － － － －
標準、下位の成績率 － － － －
標準の成績率のみ（一律） － －

ロ　人事評価を活用していない － ○
活用予定時期 － 未定

（2) 退職手当
武蔵野市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
（
支
給
率
）

勤続20年 23.00月分 23.00月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 30.50月分 30.50月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 43.00月分 43.00月分 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 43.00月分 43.00月分 47.709月分 47.709月分

そのほかの加算措置 定年前早期退職特例措置（2%～20%） 定年前早期退職特例措置（2%～45%）
退職時特別昇給 4号給（公務上死傷病）
１人当たり平均支給額 2,977千円 23,518千円 － －
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された平均額です。

（3）地域手当
支給実績（２年度決算） 511,418千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 638,460円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）
武蔵野市 16% 845人 16%

(4) 特殊勤務手当
支給実績（２年度決算） 31,500 円
支給職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 3,500 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（２年度） 0.20％
手当の種類（手当数） 4
手当の
名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

（２年度決算）
左記職員に対
する支給単価

動物死体
取扱手当 環境部ごみ総合対策課の職員 損傷の著しい動物の死体処理に従事し

た場合 0円 1 件当たり
400円

危険業務
手当

総務部総務課、財務部管財課、
施設課、環境部ごみ総合対策
課、下水道課、緑のまち推進
課、都市整備部の職員

建設現場その他の高さ 10 メートル以
上の足場の不安定な箇所またはこれに
準ずる箇所において、工事監督または
検査を行う業務

0円 日額 230円財務部施設課、都市整備部建
築指導課の職員

高さ 10 メートル以上のエレベーター
の検査を行う業務

総務部総務課、財務部施設課、
環境部下水道課、緑のまち推
進課、都市整備部の職員

酸素欠乏のおそれのある箇所において、
作業または工事監督を行う業務

緊急出動
手当 全職員

風水、火災、地震など非常時における
緊急対策のため出勤し、当該作業に従
事した場合

22,500円 1 回当たり
1,500 円

変死人
取扱手当 健康福祉部の職員 変死人の死体処理に従事した場合 9,000円 1 体当たり

3,000 円

(5) 超過勤務手当
支給実績（２年度決算） 454,042千円

　（注） 職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数
は、支給実績と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員など制度上時間外勤務手当
の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任
用短時間勤務職員を含みます。

職員１人当たり平均支給年額
（２年度決算） 588千円

支給実績（元年度決算） 485,447千円
職員１人当たり平均支給年額
（元年度決算） 643千円

4 職員の手当

(1) 人件費の状況（令和２年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（３年１月１日） 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
（参考）

元年度の人件費率
147,643人 83,891,129千円 4,274,449千円 9,773,978千円 11.7％ 13.3％

（注） 人件費とは職員給与費のほか、共済費（社会保険料事業主負担分）や、市長、市議会議員などの特
別職に支給される報酬などを含みます。

(2) 職員給与費の状況（令和２年度普通会計決算）
職員数
Ａ

給与費 （参考）
1人当たり
給与費 B/A

（参考）
東京都1人
当たり給与費

（参考）
類似団体1人
当たり給与費給料 職員手当 期末・

勤勉手当 計Ｂ
772人 2,751,669千円 1,111,041千円 1,319,848千円 5,182,558千円 6,713千円 7,463千円 6,479千円

（注） ⒈職員手当には退職手当を含みません。⒉職員数は、令和2年 4月1日現在の人数（事業団派遣職
員および公営事業会計職員を除く）です。⒊給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含
まれており、職員数には当該職員を含みません。⒋類似団体１人当たり給与費は、平成31年4月時点
で総務省が算定したものです。

(3) ラスパイレス指数の状況 (各年4月1日現在）
平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

武蔵野市 103.2 102.0 101.1 101.0
東京都 101.6 101.4 101.0 100.9
類似団体 99.7 99.6 99.5 99.4
全国市平均 99.1 99.1 98.9 98.9

（注） ⒈ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国
の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員
の俸給月額を100として計算した指数です。⒉類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似してい
る団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

※ 令和２年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連
続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由および改善の見込み

本市は、平成26年10月に東京都給料表へ移行しましたが、移行の際の経過措置の影響により、数年間は高め
に推移するものの、経過措置の解消および退職と採用などにより、今後は都内各市と均衡していく見込みです。

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況
【概要】 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げおよび地域手当の支給

割合の見直しなどに取り組むとされています。
① 給料表の見直し：（給料
表の改定実施時期）平
成 27 年４月１日（内容）
東京都の見直し内容を踏
まえ、平均 1.7％引き下
げを行いました。激変緩
和のため、国と同様に３
年間（平成 30年 3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。

② 地域手当の見直し：（支給割合）平成 28年 4月 1日より、国基準 16%に対し、本市においても16%
を支給しています。

（参考）
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

令和
２年度

国基準による支給割合 16% 16% 16% 16% 16%
武蔵野市の支給割合 16% 16% 16% 16% 16%

1 総括

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額
①一般行政職

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
武蔵野市 40.6歳 314,300円 455,051円 386,566円
東京都 41.9歳 315,489円 463,399円 397,422円
国 43.0歳 325,827円 407,153円 ─

類似団体 42.3歳 318,244円 404,065円 368,873円
②技能労務職

区分
公務員 民間 参考

平均
年齢 職員数 平均

給料月額
平均給与
月額（Ａ）

平均給与月額
（国ベース）

対応する
民間の類似職種

平均
年齢

平均給与
月額（Ｂ） Ａ/Ｂ

武蔵野市 56.1歳 14人 344,100円 425,300円 406,543円 ─ ─ ─ ─
うち学校
給食員 ─ 2人 ─ ─ ─ 調理士 40.4歳 302,100円 ─

うち自動
車運転手 ─ 2人 ─ ─ ─ 自家用乗用自

動車運転者 61.5歳 252,300円 ─

東京都 50.4歳 1,300人 290,644円 393,826円 359,294円 ─ ─ ─ ─
国 50.9歳 2,201人 286,947円 328,603円 ─ ─ ─ ─ ─
類似団体 51.6歳 39人 325,488円 378,873円 364,044円 ─ ─ ─ －
（注） ⒈「一般行政職」とは、地方公務員給与実態調査における区分のことで、税務、福祉業務などに従事する

職員以外の一般的な事務職員です。⒉「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。⒊「平均給与月
額（Ａ）」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などのすべての
諸手当の額を合計したものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベー
ス（＝超過勤務手当などを除いたもの）で算出しています。⒋類似団体の数値は、令和2年4月１日時点の
数値を記載しています。⒌民間データは賃金構造基本統計調査（平成29～31年平均）を使用しています。
⒍学校給食員および自動車運転手は該当職員が少数のため、個人情報保護の観点から非公表とします。

(2) 職員の初任給

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

区分 武蔵野市 東京都 国

一般行政職 大学卒 183,700 円 183,700 円 総合職　186,700 円
一般職　182,200 円

高校卒 145,600 円 145,600 円 150,600 円

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年   （注） 記載のない箇所
は当該階層職員
がいない、もしく
は3人以下です。

一般行政職 大学卒 268,689円 381,250円 392,120 円 415,478円
高校卒 ─ ─ ─ ─

技能労務職 高校卒 ─ ─ ─ ─

2 職員の平均給与月額、初任給など
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（6) そのほかの手当

手当名 内容および支給単価 国の制度
（市と異なる内容）

支給実績
（2年度決算）

支給職員１人当
たり平均支給年
額（２年度決算）

扶養
手当

配偶者、父母など 6,000 円
（課長級は 3,000 円）
子 9,000 円（16～ 22歳は 13,000 円）

配偶者、父母など
6,500 円
子 10,000 円
※ 16 ～ 22 歳の子に
対する加算額 5,000 円

51,045千円 200,968円

住居
手当

世帯主またはこれに準ずる者で下記条件をす
べて満たす者に 15,000 円を支給
・当該年度末 35歳未満の者
・ 自ら居住するために住宅を借受け、家賃な
どを負担する者

賃貸住宅支給限度額　
28,000円 14,701千円 165,190円

通勤
手当

①交通機関利用者
運賃相当額 (鉄道利用について6カ月定期代
金を一括支給 )
②交通用具利用者は通勤距離に応じて支給
※ 1カ月当たりの限度額 55,000 円

─ 89,649千円 133,011円

管理職
手当

部長級　102,800 円
参事級　93,500 円
課長級　84,000 円
副参事級　75,100 円

俸給表別、職務の級別、
俸給の特別調整額の区
分別に定められた額を
支給

86,162千円 1,050,760円

休日給 勤務1時間当たりの給料等の額×135/100 ─ ─ ─

単身赴
任手当

異動に伴う転居など、やむを得ない事情によ
り配偶者と別居して単身で生活し、二重生活
を送る者に 30,000 円を支給（距離に応じ
た加算額については当面支給なし）
※距離区分に応じた加算額は国と異なる。

─ 0千円 0円

（注）休日給の支給額は超過勤務手当に含まれています。

分限処分は、公務能率の維持と公務の適切な
運営の確保、懲戒処分は、職員の服務義務違
反に対する道義的責任の追及による服務規律
と秩序の維持を目的としています。
（注）（　）内は対象となった職員数

分限 懲戒
休職 43件（14人） 戒告 0件（0人）
降任 0件（0人） 減給 0件（0人）
免職 0件（0人） 停職 0件（0人）

免職 0件（0人）

5 分限と懲戒処分

●勤務時間の状況
職員は原則として休憩
時間を除く１日 7 時
間 45 分（ 午 前 8 時
30 分～午後 5 時 15
分）、週 5日勤務です。
休日は原則として、土・
日曜、祝日、年末年始
（12月 29日～ 1月 3
日）です。土・日曜や
夜間などに勤務する職
場もあります。
●休暇・休業制度
年次有給休暇に加え、
職員の負傷・疾病の療
養のための病気休暇、
家族などを介護するた
めの介護休暇（無給）、
子の養育のための育児
休業（無給）などがあ
ります。

種　　類 日　　数　　等

休
暇

年次有給休暇 20日（前年繰越分を含め最大 40日）
病気休暇 必要最小限度（引続く 90日以内）

特
別
休
暇

公民権行使等休暇 必要と認められる期間
妊娠出産休暇 産前 7週、産後 9週
母子保健健診休暇 妊娠中および出産後の一定期間
妊婦通勤時間 60分
育児時間 90分
出産支援休暇 2日
子の看護のための休暇 5日（中学校就学前の子が2人以上の場合は10日）
短期の介護休暇 5日（対象となる要介護者が2人以上の場合は10日）
生理休暇 引続く 2日以内
慶弔休暇 結婚：5日、忌引：関係により 1～ 10日
災害休暇 必要と認められる期間
永年勤続休暇 20年勤続：3日、30年勤続：5日
骨髄液提供等休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 5日
夏季休暇 5日

介護休暇 14日以上 180日以内
介護時間 3年以内

休
業

育児休業 3歳の誕生日の前日まで
部分休業 小学校就学の始期に達するまで
配偶者同行休業 3年を超えない範囲内

4 勤務時間そのほかの勤務条件

●福祉
【武蔵野市職員共済会】地方公務員法第 42条の規定に基づき職員共済会を設置し、職員の健
康増進、その他厚生に関する事業を行っています。これらの事業は職員の会費と市の交付金で
運営しています。※会員には一定の条件を満たした会計年度任用職員が含まれています。

職員共済会の運営状況 会費 交付金 公費率 会員数
11,468 千円 11,468 千円 50.0％ 1,409 人

●利益の保護
【公務災害など】公務や通勤
途上の災害により、負傷また
は死亡した場合には、一定の
補償が行われます。

災害内容 件数
公務災害 3件
通勤災害 １件

【定期健康診断】職員の健康管理のた
め、毎年健康診断を実施しています。
※（　）内は再任用職員の内数

区分 人数
定期健康診断 901人（44人）

胃検診 37人（2人）

【公平委員会】職員の勤務条件に関する措置の要求
や、職員に対する不利益処分についての審査請求な
どを審査し、必要な措置を講ずるための委員会で、
本市は東京都市公平委員会の共同設置団体です。

区分 出訴件数 未処理件数 処理件数
措置要求 0 0 0
審査請求 0 0 0
苦情処理 2 0 2

3 職員の福祉と利益の保護

●研修
人材育成基本方針に基づき、「職員研修計画」を毎年策定し、
基本研修、特別研修、派遣研修、職場研修、自主研修などを含
め、職員の能力と資質および意欲の向上を図るため計画的な人
材育成を進めています。

研修区分 受講者数
（延べ人数） 備考

市主催
基本研修 277人

市が独自に企画・実施する研修市主催
特別研修 904人

派遣研修 270人 東京都市町村職員研修所などへの派遣研修
職場研修 255人 業務上必要な知識の習得を図る研修
自主研修 185人 自己啓発支援

●人事評価
効率的・効果的な行政運営
と、職員の能力開発・育
成を目的に、年 1 回、職
員の人事評価を行ってい
ます。評価基準日は毎年 2
月 1日です。

職区分 評価の要素

管理職 ①実績評価
②能力評価

一般職
①実績評価
②能力評価
③情意評価

2 研修と人事評価

●新規採用
職種 令和２年度

一般事務 37人
一般技術 4人
保健師 4人
計 45人

●退職者数
事由 令和２年度

定年（定年年齢 60歳） 34人
勧奨（早期退職制度によるもの） 5 人
普通（自己都合などによるもの） 10人

計 49人

●降任
健康上の理由や
家族の事情など
により、その職
責を果たすこと
が困難な場合、本人の希望により降任させる
ことがあります。

降任区分 人数
課長補佐職→係長職 0人
係長職→主任職 0人
主任職→主事職 0人

●職員の退職管理
令和２年度に課長
職以上で退職した
者の再就職状況
（対象者 17名）

再就職先 人数
再任用・再雇用 10人
財政援助出資団体 5人
再就職しない 2人
そのほか 0人

●昇任試験
昇任区分 受験者数 合格者数

課長職
＊１

A
一般事務 16人 7人
一般技術 2人 1人

そのほか技術 0人 0人

B 一般事務 0人 0人
一般技術 0人 0人

係長職
＊２

一般事務 17人 16人
一般技術 3人 3人

そのほか技術 2人 2人

主任職
一般事務 37人 21人
一般技術 3人 2人

そのほか技術 3人 1人
＊１　 Ａ：係長および課長補佐の職員
　　　Ｂ：一定年齢以上の課長補佐の職員
＊２　 係長職については、係長職昇任資格認定研

修受講者および修了者の数を記載　

1 職員の任免など

●休暇などの取得 ●育児休業の利用
年次有給休暇 平均取得日数 取得率

12.69 日 34.2%
病気休暇取得者数 49人

育児休業 部分休業 配偶者同行休業
男 15人(14人) 4人(1人) 0人（0人）
女 62人（30人） 53人(25人) 1人（0人）

（注）（　）は令和２年度に新たに取得した者の内数

6 服務と休暇・休業など
【参考】第8次職員定数適正化計画
　市では、業務効率化と公共サービスの質の向上の両立、各課の業務に応じた偏りの是正や増減の調整等、
適正な管理を行うために策定した職員定数適正化の計画に基づき、財政援助出資団体への派遣も含め、職員
定数を適正な水準に保っていきます。

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在、単位：人）
職員数 対前年

増減数 主な増減理由２年 ３年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 11 11 0
総務企画 239 240 1 増：子どもと子育て家庭包括支援の対応
税務 56 65 9 増：収納業務移管による組織再編、育休者の対応
民生 238 236 △2 減：育休者対応の終了
衛生 73 77 4 増：新型コロナウイルス感染症対策の対応
労働 0 1 1 増：新たな派遣
農林水産 3 3 0
商工 9 10 1 増：緊急経済対策への対応
土木 124 118 △6 減：育休者対応の終了
小計 753 761 8 【参考】人口1万人当たり職員数51.43

（類似団体の人口1万人当たりの職員数45.82）
教育部門 106 109 3 増：学習者用コンピュータの導入・活用の対応

小計 859 870 11 【参考】人口1万人当たり職員数58.79
（類似団体の人口1万人当たりの職員数60.08）

会
計
部
門

公
営
企
業
等

水道 19 20 1 増：欠員の補充
下水道 17 17 0
その他 53 47 △6 減：収納業務移管による組織再編
小計 89 84 △5
合計 948［876］954［876］ 6［±0］【参考】人口1万人当たり職員数64.47

（注） ⒈職員数は一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を有する休職、事業団への派遣職員などを
含み、臨時または非常勤職員などを除きます。⒉ [　]内は、条例定数の合計です。

区分
部門

（2) 年齢別職員構成の状況 （各年4月1日現在、単位：人）

区分 20歳
未満

20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳
以上 計

職員数
令和３年 0 58 81 91 102 95 83 80 124 119 85 36 954

職員数
5年前 0 26 82 104 89 86 88 138 118 101 92 9 933

(3) 部門別職員数の推移
区分部門 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

一般行政 職員数 732 737 731 753 761
増減 △7 5 △6 22 8

教育 職員数 111 108 109 106 109
増減 3 △3 1 △3 3

公営事業
会計

職員数 91 91 88 89 84
増減 5 0 △3 1 △5

計 職員数 934 936 928 948 954
増減 1 2 △8 20 6

6 職員数の状況

区分 給料月額等

給
料

市長 1,030,000円
（参考）東京都26市における最高／最低額

1,110,000円／853,000円　
（参考）類似団体における最高／最低額

1,030,000円／593,400円　
副市長 865,000円 940,000円／740,000円 880,000円／547,600円
監査委員 700,000円 700,000円／679,000円 ─円／─円
教育長 810,000円 830,000円／691,000円 ─円／─円

報
酬

議長 670,000円 750,000円／505,000円 760,000円／450,000円
副議長 600,000円 680,000円／450,000円 670,000円／390,000円
議員 550,000円 610,000円／430,000円 620,000円／370,000円

期
末
手
当

市長

（２年度支給割合）4.55月分副市長
監査委員
教育長
議長

（２年度支給割合）4.55月分副議長
議員

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
市長 給料月額×勤続年数×130/100 5,356,000円 退職時
副市長 給料月額×勤続年数×300/100 10,380,000円 退職時
監査委員 給料月額×勤続年数×270/100 7,560,000円 退職時
教育長 給料月額×勤続年数×270/100 6,561,000円 退職時

（注） ⒈退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給率に基づき、1期（市長、副市長お
よび監査委員は4年＝48月、教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。⒉類
似団体の金額は、令和２年４月１日現在のものです。

5 特別職の報酬などの状況

（各年4月1日現在、単位：人）
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 ピヨピヨランド▶日時：4年1月22
日（土）午前10時～11時▶申込・問：
1月10日午前8時から園HP
●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：4年1月12日・
19日（水）午後1時30分～3時▶対
象：平成31・令和元年度生まれの未
就園児と親▶費用：各500円▶申
込：☎
●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 歯科医に聞く、子どもの歯の健康▶
日時：4年1月20日（木）午前10時～
11時▶対象：未就園児の保護者、10
名▶申込：☎
●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：4年1月
19日（水）午後1時～2時▶対象：2・
3歳児、10組▶費用：1人100円（教
材費・おやつ代）▶申込：☎

●聖徳幼稚園 ☎31-3839
　 親子で楽しむ知育あそび（パズル編）
▶日時：4年1月26日（水）午後1時
～2時30分▶申込：園HP

幼稚園
上履きを持参とあるものは親子とも
▶申込・問：各園へ

「むさしのすくすくナビ」は、子育ての中で、
必要な情報を探し出すお手伝いを
するツールです▶問：子ども子育
て支援課☎ 60-1851

　　保育園であそぼう

▶費用：記載のあるもの以外無料▶対
象：記載のあるもの以外未就学児と親
▶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
●東保育園 ☎21-2495
　 お庭で遊ぼう▶日時：平日のみ午後
1時～3時
●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

●ふじの実保育園 ☎55-2525
クリスマス会▶日時：12月23日（木）
午前10時～11時▶対象：2歳児～
未就学児と親、2組
●千川保育園 ☎51-8478
　 お庭であそぼう▶日時：平日のみ午
後1時～3時30分
●境保育園 ☎53-1783
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
のみ午後0時30分～3時
●グローバルキッズ武蔵境園

☎51-2242
　 もちつき▶日時：令和4年1月5日
（水）午前10時▶対象：１歳児～未就
学児と親
●境南保育園 ☎32-2443
　 お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み正午～午後2時30分
●ひまわり保育園 ☎56-8732
　 おやつ講座「卵を使わないおやつ」▶
日時：12月22日（水）午前10時～11
時▶対象：0～2歳児と親、3組
●桜堤保育園 ☎52-4671
　 お庭で遊びましょう▶日時：毎週木
曜午前10時～正午▶対象：市内在
住の未就学児と親▶申込：不要

子育て中の方が気軽に利用でき
る催しを行っています▶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。「すく
すくナビ」参照。

保育園

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▶申

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：12月16日（木）～24日（金）
▶対象：市民（1家族1点、上限に達
し次第受付終了）▶申込：事前に電話
（午前10時～午後4時）で来館日予約

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312
午前10 時～午後4時

休館：日曜、祝日

●coco（0歳）コース
▶日時：4年1月18日（火）午前10時
～10時45分▶対象：0歳と親、8組
▶内容：親子遊びとお話タイム▶申
込：要

●ico（1歳）コース
▶日時：4年1月26日（水）午前10
時、10時50分▶対象：1歳と親、各
8組▶内容：音楽ムーブメント▶講
師：前田典子▶申込：要

●nico（2歳）コース
▶日時：4年1月14日（金）午前10
時、10時50分▶対象：2・3歳と親、
各8組▶内容：音楽ムーブメント▶
講師：前田典子▶申込：要

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：令
和 4 年 1 月 4 日（必着）までに
子ども育成課☎ 60-1854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。
▶日時：令和4年1月19日（水）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3年5月～7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・問：1
月9日までに電子申請で
健康課☎51-0700へ。

かみかみ教室（離乳後期）

離乳食・口の手入れの話。2グルー
プ制。試食はありません。
▶日時：令和4年1月28日（金）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：3年3月～5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・問：
1月18日までに電子申
請で健康課☎51-0700
へ。

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。
▶日時：令和4年2月7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
診した後から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▶そのほ
か：既に同教室を受けた兄妹のい
る子と、同教室を受けていない平
成30年2月～9月生まれの子は、定
期的な歯科健診を電話で予約可▶
申込・問：1月31日ま
でに電子申請で健康課
☎51-0700へ。

｢親と子の教室｣ 参加者募集

子どもは集団生活を体験し、大人
は「やさしい幼児食」を学びます。
▶日時：令和 4年１月 14日・21
日・28日、２月 18日・25日（金）
午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分▶
場所：市民会館▶対象：市内在住
で開催初日に 2～ 3 歳の未就園
児と保護者（全回出席できる方）、
12 組（初参加者優先し超えた場
合抽選）、参加児以外の子連れ不

可▶講師：野村泉（栄養士）▶費
用：2000 円（材料費）▶そのほ
か：持ち物など詳細は初回オリエ
ンテーションで説明▶申込・問：
12 月 28 日（必着）までに往復
ハガキ（申込要領参照し、子の氏
名［ふりがな］・生年月日も明記）
または返信用ハガキを
持って直接市民会館☎
51-9144 へ。市 HPか
ら申込可。

市民活動団体企画講座「ロボッ
ト・プログラミング体験教室」
スマホを使ってプログラミング体
験。ロボットを走らせよう。
▶日時：令和４年１月 23日（日）
午後２時～４時▶場所：武蔵野プ
レイススペースＣ▶対象：小学４
～６年生、５名（超えた場合市内
在住・在学者優先し抽選）▶講師：
シニア SOHOむさしの▶費用：
無料▶そのほか：抽選結果は１月
14 日までに通知▶申込・問：12
月 16日～ 28日（必着）に Eメー
ル（申込要領参照し、学校名・学年、
Eメールアドレスも明記）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。

プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：12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▶対象：妊娠5カ月以上の
健康な方▶内容：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▶対象：0歳～1歳3カ月
児と親▶内容：あかちゃんと親同
士で交流します。保育士に相談も
できます

●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
☎60-2015

　 ▶日時：12月22日（水）午前10時プあ

　 令和４年４月に入学する
　小学校新１年生の保護者説明会
所要時間は 1時間 30分～ 2時間
程度。
▶申込：不要▶問：各校、教育支
援課☎ 60-1900
学校名 所在地 電話 日時（開始

時間・午後）

第一小 吉祥寺本町
4-17-16 22-1421 2 月 8日（火）2時

第二小 境 4-2-15 51-4478 2 月 4日（金）3時

第三小 吉祥寺南町
2-35-9 43-2322 1月25日（火）2時 30分

第四小 吉祥寺北町
2-4-5 22-1423 2 月 1日（火）2時 30分

第五小 関前 3-2-20 51-2196 2 月 1日（火）1時 40分

大野田小 吉祥寺北町4-11-37 51-0511 2 月 8日（火）1時 30分

境南小 境南町
2-27-27 32-3401 2 月 7日（月）2時

本宿小 吉祥寺東町
4-1-9 22-4723 2月10日（木）2時 30分

千川小 八幡町
3-5-25 51-3695 2月15日（火）3時

井之頭小 吉祥寺本町3-27-19 51-7188 2月4日（金）2時 15分

関前南小 関前3-37-26 53-7655 1月26日（水）2時

桜野小 桜堤 1-8-19 53-5125 2 月 4日（金）2時

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 9月～ 12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

込：12月15日午前10時から電話
または直接各施設へ
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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。

●保健センター：〒180-0001
　吉祥寺北町4-8-10
　 健康課、健康づくり支援センター
（1階）／健康づくり事業団（2階）

外国人（がいこくじん）の子（こ）
ども学習支援（がくしゅうしえん）

外国人の子どもの勉強（べんきょ
う）を助（たす）けます。
▶日時：令和（れいわ）4年（ねん）
１月（がつ）12日（にち）～3月23
日の毎週水曜日（まいしゅうすい
ようび）の午後（ごご）３時（じ）～
5時▶場所：MIAでします▶対象：
公立（こうりつ）の小学校（しょう
がっこう）と中学校（ちゅうがっこ
う）で勉強（べんきょう）している
外国人（がいこくじん）の子（こ）
ども10人（にん）が参加（さんか）
できます（帰国子女は応相談）▶講
師：国際交流協会日本語交流員、
大学生ボランティア▶費用：お金
（かね）はいりません▶申込・問：
参加（さんか）する２日前（まえ）
までにMIA（国際交流協会）☎36-
4511に来（く）るか、電話（でん
わ）をしてください※やさしい日
本語を使っています。

むさしの自然観察園　自分だけ
のアクアリウムを作ろう
磯の生物の生活を聞いて、ゼリー
キャンドルで海の中を表現。
▶日時：12月26日（日）午前10時
～正午▶場所：同園（吉祥寺北町
3-12）▶対象：小学３年生以上、
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）

土曜学校「読む・聴く・伝える
ことば探検隊」

ことばで気持ちを表現することの
楽しさ、人に聴かせる喜びを体験。
▶日時： 令和４年１月15日・22
日・29日午後２時～４時▶場所：
武蔵野プレイスフォーラム▶対
象：市内在住・在学の小学4～
中学3年生、10名（超えた場合抽
選）▶講師：島崎真弓（俳優）、石
井真（声優）、山下しづ香（ラジオ
パーソナリティ）▶費用：無料▶
申込・問：12月26日（必着）まで
にEメール（申込要領参照し、生
年月日、学校名・学年、保護者氏
名も明記）または直接武蔵野プ
レイス生涯学習支援担当☎30-
1901、gr-syougaku@
musashino.or.jp へ。
12月28日から当落通知。

土曜学校　受講生募集

▶場所：市役所412会議室▶費
用：無料▶申込・問：令和4年１
月12日（必着）までに往復ハガキ
（申込要領参照し、学校名・学年、保
護者氏名、Ⓐは希望日［いずれか１
日］も明記）で郵送または返信用ハ
ガキを持って直接〒180-8777生
涯学習スポーツ課☎60-1902へ。
専用フォームから申込可。
Ⓐピタゴラスクラブ
パターンブロックを使って、秘密
を発見。算数の面白さを体験。
▶日時：令和４年２月５日・12日・
19日・26日午前 10時～正午（同
内容）▶対象：市内在住・在学の
小学２年生、各 18 名（超えた場
合抽選）▶講師：市内小学校教諭
▶持ち物：レジャーシー
ト（無地の 90㎝四方程
度）
Ⓑおかねの教室
①小学生…お金の歴史と役割・管
理、物の値段の成り立ちなど②中
学生…会社経営の体験学習など。
▶日時：① 2月 5日午後１時 30
分～ 3 時② 2 月 19 日
午後１時 30 分～ 3 時
30分▶対象：市内在住・
在学の①小学 5 年生②
中学 1～ 3年生、各 20
名▶講師：①（株）ゆ
うちょ銀行社員②日本
証券業協会職員

武蔵野プレイス鉄道探検隊～駅
と鉄道のひみつをみつけよう～
①JR武蔵境駅バックヤードツ
アー②同館での鉄道関連展示。
▶日時：令和4年1月30日（日）①
午前コース…午前10時～午後1時
のうち1時間、午後コース…午後
1時30分～4時30分のうち1時間
②午前10時～午後4時30分▶対
象：①小学生、各18名（超えた場
合抽選）▶費用：無料▶申込・問：
①1月7日（必着）までにハガキ（申
込要領参照し、希望コース［午前・
午後を選択、時間指定不可］、生年
月日、学校名・学年、保護者氏名も
明記）で郵送または直接武蔵野プ
レイス生涯学習支援担当☎30-
1901へ。同館 HPから
申込・当落確認（1月14
日から）可。

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 ☎

19 日
（日）

○おぎわらこどもクリニック 小児科 中町 3-3-2 60-5177
○スイング・ビル野崎クリニック 内科 境 2-14-1 36-3534
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

26 日
（日）

○武蔵境病院 内科・小児科
（6歳以上） 境1-18-6 51-0301

○北町診療所 内科 吉祥寺北町1-1-3 22-8151
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

29 日
（水）

○春木医院 内科・小児科 境1-5-4 51-4567
○吉祥寺あさひ病院 内科 吉祥寺本町1-30-12 22-1120
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

30 日
（木）

○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町 3-14-6 31-1155
○東医院 内科 西久保 2-32-10 51-6201
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

31 日
（金）

○桜堤ファミリークリニック 内科・小児科
（乳児不可） 桜堤 2-8-55-118 53-1111

○良寛こどもファミリークリニック 小児科・内科 中町2-4-5-1階 27-8621
◎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
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（8800 円）の負担あり（15歳未
満は 5500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
19日（日） 加島歯科 中町1-25-7 ☎53-8644
26 日（日） かまち歯科クリニック 吉祥寺本町1-7-3　吉祥寺横田ビル2階 ☎23-7922
29 日（水） サンテ歯科医院 吉祥寺本町2-3-1　東急デパート内 ☎ 21-3949
30 日（木） 歯科川﨑医院 境2-2-18　MHビル2階 ☎ 51-3200
31 日（金） 吉祥寺北歯科 吉祥寺本町1-13-10　アミノビル2階 ☎ 21-8469

12/15（水）～31（金）

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

健康診査の受診期間を延長

特定健康診査・後期高齢者医療健
康診査の受診期間を令和４年２月
12日（土）まで延長します。

託児付き人間ドック（生活習慣
病予防、病気の早期発見に）

午前中ですべての検査が終了。
▶日程：令和４年１月18日・25日
（火）・27日（木）▶場所：健康づく
り事業団▶対象：市内住民登録
の方、各日１名（申込順）▶費用：
２万1000円▶託児：４カ月～未
就学児▶そのほか：オプション検
査（別途料金）…胸部ヘリカルＣ
Ｔ、骨塩定量検査、腫瘍マーカーな
ど。授乳中の方は要相談▶申込・
問：12月28日までに健康づくり
事業団☎51-2828へ。

　インボディミニ測定

筋肉・脂肪量の部位別バランスや
基礎代謝量などの測定。
▶日時： 令和４年１月５日（水）
午前10時～正午（15分毎各１名
予約制）▶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：12月27日までに電話で健康
づくり支援センター☎51-0793
へ。

歯つらつ健康教室

かむ力、飲み込む力の測定、歯磨
き指導、栄養の話と口の体操など。
▶日時：令和4年1月19日・26日、
2月9日・16日、3月2日・16日の水
曜（全6回）午前10時～11時30分
（初回は9時30分から）▶場所：ス
イングレインボーサロン▶対象：
65歳以上の市民、20名（申込順）▶
講師：歯科医師、歯科衛生士▶費
用：無料▶持ち物：タオル・筆記
用具など▶申込・問：12月27日ま
でに電話または直接健康課☎51-
7006へ。

大腸がん検診
（便潜血検査 [2日法 ]）
▶日程：令和４年１月４日（火）
～ 17 日（月）（除外日あり）▶
場所：健康づくり事業団▶対象：
40 歳以上の方（３年３月 31 日
時点、ほかに受診機会がある方は
対象外）、300 名（申込順）▶費用：
無料▶申込・問：1月 5日（必着）
までに電子申請・ハガ
キ・封書または直接健
康づくり事業団☎ 51-
2828へ。

小学生

中学生

▶場所：市内指定医療機関▶対
象：市国民健康保険に加入してい
る方または10月31日までに加入
手続きをした方かつ受診時に40
～74歳の方、後期高齢者医療制度
に加入している方または10月31
日までに75歳に達した方▶費用：
無料▶持ち物：受診票、保険証▶
申込：不要（対象者には受診票を
送付済）、紛失した方は電話または
直接健康課へ▶問：健康課☎51-
7006、国保の資格について…保
険年金課☎60-1834
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感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■ゆとりえオンライン家族介護者
グループ相談会
介護に悩む家族の相談会▶日
時：12 月 17 日（金）午後１時
30分～３時▶場所：オンライン
（Zoom）▶対象：介護をしてい
る市民、６名▶講師：松田寿枝（看
護師）▶費用：無料▶そのほか：
匿名、映像無しも可▶申込・問：
ゆとりえ☎ 72-0311、yutorie@
fuku-musashino.or.jp

■テンミリオンハウスきんもくせ
い「ひとり暮らし応援クラブ」

頑張りすぎないおうちごはん。シニア
の食生活の講演▶日時：12月21日
（火）午後1時30分～3時▶定員：
10名（抽選）▶講師：小林紋未（サ
ルスクリニック管理栄養士）▶費用：
100円▶申込・問：12月18日までに
きんもくせい☎50-2611へ。

■老いじたく講座
基礎知識▶日時：12月24日（金）午
後１時30分～３時▶場所：市民会館
第二学習室▶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（権利擁護セ
ンター専用電話）☎27-5070

■ベトナム語会話交流教室
　～はじめの一歩～
会話入門と文化紹介、参加者同士
の交流▶日時：令和 4年１月 15
日～ ３月５日の土曜（全 8 回）
午前 10 時～正午▶場所：国際交

流協会会議室▶対象：18 歳以上
で当該言語学習歴がない方、10
名（市民・同協会会員優先し超え
た場合抽選）。最少催行 5名▶講
師：ダオ・ティ・トゥオイ▶費用：
6000 円（同協会会員 4000 円）
▶持ち物：筆記用具・マスク▶
申込・問：１月 5 日（必着）ま
でに往復ハガキ（年齢、職業、E
メールアドレス、会員は会員番号
も明記）で同協会☎ 36-4511へ。
https：//mia.gr.jp/から申込可。

◆ スポーツ ◆
■ソシアルダンス教室
①中級②初級▶日時：①令和4年
1月7日～3月25日の毎週金曜午
後6時50分～8時30分（全8回）②1
月4日～3月29日の毎週火曜午後
3時30分～5時（全10回）▶場所：
総合体育館ダンス室▶定員：各

40名▶費用：①5000円②4000
円▶申込・問：12月24日までにハ
ガキまたは所定の申込用紙を直
接同館または電話・Eメールでソ
シアルダンス連合会・島森☎080-
6555-2144、t-shima2000@
nifty.comへ。

■後期剣道教室　未経験者歓迎
①ジュニア②一般▶日時：令和 4
年 1 月 8 日～ 3 月 26 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・在勤・在学の中学
生以上▶費用：5000 円（保険料
含む）▶そのほか：竹刀・剣道
具貸し出しあり▶申込・問：12
月 25 日までにハガキ・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。

■市混合ダブルス バドミントン
大会
１部（男子が市民大会１部の組）・
2部▶日時：令和4年1月16日（日）
午前9時30分▶場所：総合体育館
サブアリーナ▶対象：市内在住・
在勤・在学の高校生以上の方、市バ
ドミントン連盟登録者▶費用：
1ペア2500円（当日集金）▶申込・
問：1月5日（必着）までにハガキ・
ファクス（種目、所属［学校、登録ク
ラブ］も明記）で同連盟・沼尻☎・
FAX55-2675（〒180-0001吉祥
寺北町3-5-15）へ。

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。

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。

・「▶場所：オンライン」とあ
る場合は、オンラインでの開催。
・特に記載のない場合、通信料
は自己負担。

野外活動センター

▶申込・問：野外活動
センター☎54-4540、
FAX51-9810

＊旅行条件説明書は同センターHPま
たはDoSports をご覧ください。（公
財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活
動センター（東京都知事登録旅行業
第2-6513号 一般社団法人全国旅行
業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

●ジュニアスノーボード
▶日時：令和4年2月13日（日）午前
8時市役所出発・午後5時30分解散
▶場所：狭山スキー場（埼玉県所
沢市）▶対象：小学5年生～中学生、
24名（超えた場合抽選）。最少催行
12名▶費用：8000円▶持ち物：
昼食▶申込：12月26日（必着）まで
に同センターHP・ハガキ・ファクス（申
込要領参照し、性別、生年月日、市
内在学者は学校名も明記）または所
定の申込用紙（同センターで配布）
で野外活動センターへ。

ふるさと歴史館　文化財講座
「まゆだまづくり教室」
まゆだま作り、石臼挽き体験。
▶日時：令和 4年 1月 16日（日）
午前 10時～ 11時 30分、午後 1
時 30分～ 3時（同内容）▶場所：
市民会館料理室▶対象：市内在住・
在学の小学1～3年生、各8名（超
えた場合抽選）▶講師：同館学芸
員▶費用：無料▶申込・問：1月
4日（必着）までに往復ハガキ（申
込要領参照し、学校名・学年、希
望時間も明記）で郵送または返信
用ハガキを持って直接ふるさと歴
史館☎53-1811へ。右
記専用フォームから申
込可。

消費生活講座「2022 年からの
整理収納術を学ぶ」

「お部屋も心もスッ
キリ」人気の整理収
納アドバイザーに
学ぶ。
▶日時：令和 4 年
1月 20 日（木）午前 10 時～ 11
時 30 分▶場所：商工会館市民会
議室▶対象：市内在住・在勤・在学、
60 名（初参加者を優先し超えた
場合抽選）▶講師：中山真由美（整
理収納アドバイザー）▶費用：無
料▶託児：1歳～未就学児、5名
▶そのほか：オンラインに変更の
可能性あり▶申込・問：12月 24
日（必着）までにハガキ（申込要
領参照し、Eメールアドレスも明
記）で消費生活センター
☎ 21-2972 へ。 市 HP
から申込可。

生配信

録画配信

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
ターとグループ相談。
▶日時：令和4年1月17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
（超えた場合抽選）▶費用：無料
▶主催：武蔵野市▶申込・問：1
月5日までにhttps：//bit.
ly/2LmRxsdからハビッ
ト☎55-8510へ。

びーと公開セミナー「知的障害の
ある方の高齢化について考える」
ライフステージごとの特性や課題
を整理し、支援について学ぶ。
▶日時：生配信…令和4年1月19
日（水）午前10時30分～午後0時
30分、録画配信…1月26日（水）
午前9時～28日（金）午後6時▶場
所：オンライン▶対象：
家族・支援者など、100
名▶講師：有賀道生（桐
の木クリニック院長）▶
費用：無料▶主催：武
蔵野市▶申込・問：右
記二次元バーコードか
らびーと☎54-5171へ。

精神保健福祉講演会

生きづらさを抱えた方の家族とし
てできること、見守ることを考える。
▶日時：令和 4年１月 22日（土）
午後２時～４時▶場所：スイング
レインボーサロン▶定員：100 名
（市民優先し申込順）▶講師：長
谷川俊雄（白梅学園大学教授）▶
費用：無料▶主催：武蔵野市▶そ
のほか：後日オンライン配信予定
▶申込・問：ファクス・Eメール
（申込要領参照）または電話でワー
クショップＭＥＷ☎36-2089、
FAX36-3700、mewshop2@
nifty.com へ。右記二
次元バーコードから申
込可。

市民会館料理講座「トルコの家
庭料理を作りましょう」
菜食メニュー、緑レンズ豆のピラ
ウとスープ。
▶日時：令和4年１月22日（土）午前
10時～正午▶場所：市民会館料理
室▶対象：市内在住・在勤・在学の
高校生以上、10名（初参加者優先し
超えた場合抽選）▶講師：西由希（ト
ルコカフェRugTime料理人）▶費
用：1000円（材料費）▶託児：２歳
以上の未就学児▶持ち物：マスク、
エプロン▶申込・問：12月28日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領参
照し、託児希望者は子の氏名［ふり
がな］・生年月日も明記）または返信
用ハガキを持って直接市
民会館☎51-9144へ。市
HPから申込可。

森の市民講座
「森林作業体験と焼き芋作り」
東京の森の現状の話。エンジョイ・
フォレスト女性林研協力。
▶日時：令和４年１月23日（日）午前
10時30分～午後4時ごろ（JR二俣
尾駅改札集合・解散）▶場所：二俣
尾・武蔵野市民の森自然体験館（青
梅市二俣尾4-1115）▶対象：市内
在住・在勤・在学の小学生～大人（中
学生以下は保護者同伴）、15名（超
えた場合抽選）▶持ち物：汚れて
もよい服装と履きなれた靴、昼食▶
申込・問：1月4日（必着）までにハガ
キ（申込要領参照し、Ｅメールアドレ
ス、在勤・在学者は勤務先・学校名・
学年、中学生以下は保護者氏名も
明記）で〒180-8777緑のまち推進
課☎60-1863へ。

●「自然の村直行バス」
1泊 2日で自然の村へ
▶日時：4年2月26日（土）午前7時
三鷹駅北口出発～27日（日）午後5時
解散▶場所：自然の村（長野県川上
村）▶対象：市内在住・在勤・在学の
方ほか、12名（申込順）。最少催行5
名▶費用：往復大人4000円、小・中
学生2000円、未就学児無料（宿泊・
食事・施設使用料別途）▶申込：2カ
月～2日前に自然の村の宿泊とあわ
せて直接野外活動センターへ。

一時保育（1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（10日・17日・24日
を除く）、火曜（4日・25日を除く）、
水曜（5日・12日・26日を除く）、木
曜（6日・27日を除く）、金曜（21
日・28日を除く）午前9時～午後1
時▶対象：１歳以上の未就学児、
5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時に直接総合体育館☎56-
2200（休館日は☎56-1612）へ。
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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。

●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

弦楽六重奏の午後
▶日時：令和4年1月22日（土）午
後2時開演▶場所：市民文化会館
大ホール▶費用：一般3000円、◯友
2700円、◯25 1000円▶そのほか：
出演…白井圭、毛利文香（バイオリ
ン）、鈴木康浩、中恵菜（ビオラ）、横
坂源、佐藤晴真（チェロ）

ジェントルフォレスト・クインテット
＆シスターズ
▶日時：４年1月8日（土）午後3時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：一般3000円、◯友2700
円▶そのほか：ジャズの演奏5名、
歌手3名のグループ

関かおりPUNCTUMUN
「こもこも　けなもと」

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇
＊ 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 2023年2月・3月 市報1月15日号でお知らせ
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2022年7月 1月6日（木） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2022年7月・8月 1月6日（木） 芸能劇場
公会堂 ホール、会議室、和室

2022年7月

1月5日（水） 公会堂

スイングホール レインボーサロン、スカイ
ルーム 1月5日（水） スイング

ホール
松露庵 茶室 1月11日（火） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 1月4日（火） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2022年7月・8月 1月6日（木） 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
2023年6月・7月

市報1月15日号でお知らせ
5日未満使用 2023年2月・3月

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2022年7月
吉祥寺
シアター

けいこ場 1月4日（火）

舞台芸術以外で使用
劇場

2022年4月
けいこ場 1月4日（火）

＊ 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。

＊ スイングホール（イベントホール）は市利用のため使用不可。
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
■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   ◇  ◇  ◇

文化事業団文化事業団
（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）

▶日程：4年2月4日(金)～6日(日)▶
場所：吉祥寺シアター▶費用：一
般4000円、◯友3600円、◯25 3500円、
小・中学生2000円▶そのほか：振
付・演出…関かおり

SCOT連続シンポジウム
「鈴木忠志と［利賀］の思想」
鈴木忠志の国際演劇評論家協会
「タリア賞」日本人初受賞を記念
し開催。
▶日時：12月18日（土）・19日（日）・
25日（土）・26日（日）午後3時30分～
5時30分（26日のみ午後2時開始）▶
場所：吉祥寺シアター▶費用：各回
500円▶そのほか：総合司会…本橋
哲也（国際演劇評論家協会日本セン
ター会長）、登壇…鈴木忠志（SCOT
代表）ほか▶問：吉祥寺シアター

●吉祥寺美術館　市民ギャラリー令和 4年度利用案内配布中
▶対象：市内在住・在勤・在学の方など▶費用：1 枠（６日間料金）…
A室６万円、B室６万円、A・B室 12 万円（市外の方は料金・受付期
間が異なります）▶そのほか：年3期間、貸出期間など詳細は利用案内（市
民文化会館、芸能劇場、市役所案内などで配布）参照（同館HPから印刷可）
▶申込・問：4年 1月 4日（必着）までに郵送で吉祥寺美術館へ。

　1月のどっきんどようび

人形劇「かさじぞう」ほか（約
55分）。
▶日時：令和4年１月８日（土）午
後2時30分（開場15分前）▶場所：
武蔵野プレイスフォーラム▶対
象：幼児・小学生と保護者、70名

（申込順）▶出演：オフィスやまい
も▶費用：無料▶申込・問：12月
16日から電話または直接武蔵野
プレイスへ。

土曜の午後の映画会

「グランピーキャットの最低で最
高のクリスマス」、2014 年、ア
メリカ、102 分、カラー、監督
…ティム・ヒル、出演…グランピー
キャットほか。
▶日時：12 月 19 日（日）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
以上の方、30 名▶費用：無料▶
持ち物：図書館カード▶申込・問：
12月 15日午前 9時 30分から電
話または直接中央図書館へ。

自転車交通安全教室を実施しま
す
スタントマンによる交通事故の再
現（スケアード・ストレイト）など。
▶日時：12月28日（火）午後 1

市内の銭湯に入ろう

感染症拡大防止のため、入浴中は
会話や人との密接を避け適度な距
離を保ちましょう。
●みんなでゆず湯に行こう
▶日程：12月 22日（水）▶場所：
境南浴場 ( 境南町 3-11-8)、弁天
湯 (吉祥寺本町2-27-13) ▶費用：
入浴料 480 円（小学生以下無料）
▶問：産業振興課☎ 60-1832

地域の伝承行事「どんど焼き」

お正月のお飾りや書き初めを燃やし、無病息災を祈る伝統行事です。
▶共催：青少協地区委員会やコミュニティ協議会など▶申込 : 直接、各
受け入れ場所へ▶問：児童青少年課☎ 60-1853

地区名
（開催場所）

日時　
【　】は予備日

点火予定
時刻 受入日時 受入場所 受入基準

第二
（第二小）

1/15（土）
午前9時～11時30分 午前10時 15日（土）

午前9時～10時 第二小校庭 正月飾り、しめ縄
のみ

第三
（第三小）

1/10（月・祝）
午前９時～正午 午前11時 10日（月・祝）

午前９時30分～11時 第三小正門 正月飾り

第四
（第四小）

1/11（火）
正午～午後2時

午後0時
30分

11日（火）
午前9時～11時 第四小西門内 正月飾り、しめ縄、

門松、書初めなど
第五
（西久保公園）

1/10（月・祝）
午前11時～午後0時30分

午前11時
10分

10日（月・祝）
午前10時～11時 西久保公園 正月飾り、書初め

大野田
（大野田小）

1/８（土）
午前10時～正午

午前10時
15分

８日（土）
午前9時45分～11時

大野田小
正門・ピロティ 正月飾りのみ

境南
（境南小）

1/10（月・祝）
午前9時～11時30分
【1/16（日）】

午前9時
30分

7日（金）～9日（日）
午前9時～午後5時

境南小
境南コミセン

正月飾り、しめ縄、
松飾り

千川
（千川小）

1/８（土）
午前10時～11時

午前10時
15分

８日（土）
午前9時15分～10時 千川小正門 正月飾り、しめ縄

のみ
井之頭
（井之頭小）

1/11（火）午前11時30
分～午後2時30分

午前11時
50分

11日（火）
午前8時～10時 井之頭小正門 小学校関係者の正

月飾り、書初め限定

関前南
（関前南小）

1/11（火）
午後１時～２時30分 午後１時

11日（火）
午前8時15分～午後
1時

関前南小南門 正月飾り、書初め
など

桜野
（桜野小）

1/15（土）
午前10時30分～正午 午前11時

①７日（金）～11日（火）
午前９時30分～午後7時
②７日（金）～12日（水）
午前９時～午後5時

①西部コミセン
②桜堤コミセン

しめ縄などの正月
飾り

※第一地区は中止です
※不燃物は必ず取り除いてください。分別していないもの、お守り・破魔矢・お札などおはらいが必要
なもの、ビニール・金属・プラスチックなどの燃やせないものは不可。中止（天候などによる中止も含む）
の地区は、お飾りなどの受け入れも中止

●新春朝風呂に入りましょう
▶日時：令和 4年 1月 2日（日）
午前 9時～午後 2時までに入浴
を終了▶場所：境南浴場▶費用：
大人（12歳以上）480 円、中人（６
歳以上 12 歳未満の小学生）180
円、小人（６歳未満の未就学児）
80 円、市内在住の 60 歳以上の
方は無料▶そのほか：先着 100
名に干支せっけんをプレゼント▶
問：高齢者支援課☎ 60-1846

時～3時 30 分（スケアード・スト
レイトは2時 10 分から）、雨天中
止▶場所：武蔵境自動車教習所
（境２- ６- 43）▶定員：150 名
程度▶費用：無料▶そのほか：参
加者に交通安全啓発品を配布▶申
込：不要▶問：交通企画課☎ 60-
1859、東京都都民安全推進本部
交通安全課☎ 03-5388-3124
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

　施 設
12月
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月
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休
み

1 月
備 考27 28 4 5 6

月 火 火 水 木

市
役
所

市役所 ○ ○ ○ ○ ○ 各種戸籍届出は休み中も当直で受け付け
市政センター ○ ○ ○ ○ ○
中央市政センターの夜間窓口 ○ ○

中央市政センターの休日開庁 年末は12/26（日）まで、年始は1/9（日）
から。第2・第4日曜午前9時～午後4時

自
動
交
付
機

市役所宿直室前 ○ ○ ○ ○ ○
午前８時 30分～午後９時
市民スペースは午前 9時から、12/28、
1/4（火）は午後 5時まで、イトーヨーカ
ドーは午前 10時から

商工会館 ○ ○ ○ ○ ○
かたらいの道市民スペース ○ ○ ○ ○
イトーヨーカドー武蔵境店東館 ○ ○ ○ ○ ○

文
化
・
教
育

市民文化会館 ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前9時～午後5時
芸能劇場 ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前10時～午後5時
公会堂 ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前9時～午後5時
スイングホール ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前9時～午後5時

吉祥寺美術館 ○ ○ ○ ○ ○
12/28、1/4（火）午前 9 時～午後 5 時、
事務室のみ開館。1/7（金）まで：展示
室は休室

松露庵 ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前9時～午後5時
吉祥寺シアター ○ ○ ○ ○ 1/4（火）午前9時～午後5時
かたらいの道市民スペース ○ ○ ○ ○ 12/28、1/4（火）午前9時～午後5時
市民会館 ○ ○ ○ ○
男女平等推進センター ○ ○ ○ ○
ふるさと歴史館 ○ ○ ○ ○ ○
むさしのエコ re ゾート ○ ○ ○

図
書
館

中央、吉祥寺 ○ ○ ○ ○
芸能劇場・吉祥寺東急 REIホテルのブッ
クポスト…12/28（火）：午後5時まで。1/4
（火）：午前10時から

武蔵野プレイス ○ ○ ○ ○

桜堤児童館 ○ ○ ○ ○ ○
0123吉祥寺 ○ ○ ○ ○
0123はらっぱ ○ ○ ○ ○ ○ 12/27（月）：0歳ひろばは休み

すくすく泉 ○ ○ ○
1/4（火）・5（水）：小規模保育事業の
み＊一時預かり：12/28（火）は午後
４時まで、1/6（木）は午前 10時から

おもちゃのぐるりん ○ ○ ○ ○
子育てひろばみずきっこ ○ ○ ○ ○ ○
ファミリー・サポート・センター ○ ○ ○ ○ ○
国際交流協会（MIA） ○ ○ ○ ○

ス
ポ
ー
ツ

体育協会 ○ ○ ○ 12/26（日）：午後5時まで。1/4（火）：午
前9時から

総合体育館／野外活動センター ○ ○ ○ ○ ○
12/28（火）：窓口・一般利用は午後 9
時 30分まで、野外活動センターは午後
5時まで

テニスコート☆、野球場☆、陸上競技
場★、中央公園スポーツ広場★、緑町
スポーツ広場★、ストリートスポーツ
広場◆

○ ○ ○ ○ ○ 12/28（火）：☆午後 4 時 45 分まで、
★午後 5時まで、◆午後 8時まで

温水プール ○ ○ ○ ○ ○ 12/28（火）午後 9時 30分まで

保
健
・
福
祉

保健センター ○ ○ ○ ○ ○
障害者福祉センター ○ ○ ○ ○ ○

障害者総合センター ○ ○ ○ ○ ○ パールブーケ：年末は 12/27（月）まで、
年始は 1/5（水）から

みどりのこども館（ハビット・ウィズ） ○ ○ ○ ○ ○
市民社協 ○ ○ ○ ○ ○
ボランティアセンター武蔵野 ○ ○ ○ ○
福祉公社 ○ ○ ○ ○ ○
高齢者総合センター ○ ○ ○ ○ ○
ホームヘルプセンター武蔵野 ○ ○ ○ ○ ○
在宅介護・地域包括支援センター各施
設 ○ ○ ○ ○ ○ 緊急時の電話相談は休み中も受け付け

（※）
●ムーバス全線：引き続き特別ダイヤで運行します。
●テンミリオンハウス：各施設にお問い合わせください。
●住民票などのコンビニ交付サービス休止：12/29（水）～ 1/3（月）▶問：市民課☎ 60-1839
（※）12/29（水）～1/3（月）ゆとりえ・桜堤ケアハウスは日直を配置（開館)／高齢者総合センター・吉祥寺ナーシングホ
ーム・吉祥寺本町・武蔵野赤十字は携帯に転送

○：開庁・開館
■：休み

年末年始の業務 市役所は、
12 月29日（水）～令和４年１月３日（月）まで休みます

市民伝言板市民伝言板
市民の市内での活動の情報交換や仲間づくりをお手伝いするため
のコーナーです。講師の方などの敬称略。掲載内容の責任は主催
者にあります。詳細は、各催しの問の方にお問い合わせください。

  おいでください　市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料

催しもの（団体名） 日時・場所 会費／申込・問
アヴェマリアとクリスマスカロル
ピアノ伴奏によるソプラノ独唱。検
温、マスクをしておいでください。

12月15日（水）午後2時開演／
公会堂ホール

石瀬
☎080-4627-5458

ナカジマ・カオリ カルテット
クリスマス・ジャズコンサート

12月22日（水）午後2時開演
（開場1時30分）／スイング
ホール

中嶋
☎080-6733-8585

申込書を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：2/1 号…12月 23日、2/15 号…1月 13日

掲
載
希
望
の
方
へ

吉
南 18日（土） ■お楽しみ会▶時間：午前10時～午後８時▶内容：ホールとサロ

ンを開放して利用者手づくりのお楽しみ会を開催

け
や
き

20日（月） ■こもれび▶時間：午前10時～11時30分▶対象：妊婦、０歳～未
就学児と親

25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

コミュニティセンター事業案内12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

　コミセン利用者が水槽をのぞき込ん
で何がいるのだろうと興味津々です。
　全身が白く清楚な美しさで人気の「白
メダカ」と黄色からオレンジ色の体色が
かわいい「ヒメダカ」が、陶器製のすいれ
ん鉢の中で元気に泳いでいます。水槽に
は「ホテイアオイ」が咲き、メダカは水草
の中を遊び回っています。メダカの寿命
は3～4年程度とのことで、来年の産卵

玄関脇で来館者を癒やす

吉祥寺西
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

期には大事に育て増やしていきます。ぜ
ひ、かわいい姿をご覧になり、新型コロ
ナウイルスに負けないメダカから「元
気」をもらいませんか。
　また、コミセン入口のもみの木にイルミ
ネーションが点灯しています。吉西コミセ
ンで新しい発見をしてください。

■コミセン年末年始等休館日
御殿山・緑町 12月27日（月）～令和4年1月5日（水）
吉東 12月28日（火）～1月4日（火）
西久保・八幡町・桜堤 12月28日（火）～1月5日（水）
吉南・本町・吉北・けやき・中央・中集・境南・北ホール 12月29日（水）～1月5日（水）
本宿・吉西・吉西分館・関前・関前分館・西部 12月29日（水）～1月6日（木）

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 電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

●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

クリーンセンター
「冬休み子どもワークショップ」
廃 材 工 作
（帯紐の芯・
トイレット
ペーパーの
芯を使用）、自由工作。
▶日時：12月18日（土）・19日（日）
午前10時～午後５時▶場所：同セ
ンター工場棟▶費用：無料▶主催：
（株）むさしのＥサービス▶そのほ
か： 詳細はhttp://mues-ebara.
com/参照▶申込：
不要▶問：ごみ総合
対策課クリーンセン
ター係

年末年始の粗大ごみ収集・持ち
込みについて
年末は12月28日（火）まで、年始は
1月4日（火）から。収集は粗大ごみ
受付センターで要予約。▶収集予
約：電話受付は12月28日（火）ま
で、年始は1月4日（火）から。イン
ターネットは24時間申し込みが
可能（メンテナンス時を除く）。※
土曜の持ち込みは午前9時～11時
30分▶問：ごみ総合対策課

年末年始のごみ収集

通常収集は年末は12月28日（火）
まで、年始は１月４日（火）から。燃
やすごみの年末特別収集を12月
30日（木）に行います。必ず午前９
時までに出してください。
▶対象地域：吉祥寺東町、吉祥寺
南町、御殿山、吉祥寺本町、吉祥寺
北町、中町▶問：ごみ総合対策課

危険・有害ごみの分別を
お願いします


