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この封筒に世帯員全員分の
応援券が入って届きます

人口と世帯
《令和4年1月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8025人（92人減）　世帯数7万8187世帯（82減）
●男7万796人（49人減）　●女7万7229人（43人減）　
〔うち外国人住民数3083人（20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。

「武蔵野市くらし地域応援券 第２弾」「武蔵野市くらし地域応援券 第２弾」

● 令和３年 12月１日時点で武蔵野
市に住民登録のあるすべての在住
市民対象。事前申込は不要です。

● くらし地域応援券は商品券ではな
く、税込み 1000 円以上で 500 円
券が１枚使用できる「割引券」です。

● １月中旬～ 31 日にお届けします（令和
３年12月１日時点の情報で送付します）。
使用できるのは２月１日（火）からです。

在住市民全員に在住市民全員に

5500円分5500円分をお届けしますをお届けします
　「武蔵野市くらし地域応援券」は、市民生活の支援と市内事業者の支援を目的として、武
蔵野商工会議所と武蔵野市が共同で実施する事業です。市内の取扱加盟店で使用できる
500 円券が 11枚の合計 5500 円分の割引券です▶問：武蔵野市くらし地域応援券事務局
☎ 0570-034-077（平日）午前９時～午後６時（土・日曜、祝日）午前 10時～午後６時

詳しい使い方については２頁へ

使用期間
２月１日（火）～３月31日（木）

申込
不要

＼1200店舗以上で使用できます／
取扱加盟店は以下で確認できます
◆  取扱加盟店一覧※（応援券封筒に同封）
◆市公式 LINE アカウント
◆特設サイト
◆飲食店（取扱加盟店）リスト※
※12月 6日時点の情報

飲食店リストは、各市政センター・図書館、
商工会議所、市役所案内で配布しています。

「武蔵野市くらし地域応援券取扱加盟店」の
ステッカーやポスターの掲示のあるお店で使用できます

取扱加盟店の募集は
引き続き行っていま
す▶問：武蔵野市く
らし地域応援券事
務局☎ 0570-034-
077

で検索できます

特設サイト
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※ 令和３年 12 月６日までに申
し込みのあった店舗を記載し
ています。

　 特設サイト内では随時、取扱
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送付状の裏面にも
応援券の使い方を
記載しています

× 4枚

× 7枚

Sample

Sample

応援券（11枚つづり）

取扱加盟店一覧
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 特集 令和3年度市政アンケート調査結果速報 …２

一人ひとりが基本的な感染防止対策（手洗い・消毒・マスク着用・密の回避・換気 など）の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症
オミクロン株による急速な感染拡大に警戒を！

毎月1日・15日発行

発行 ● 武蔵野市　編集／総合政策部秘書広報課　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　代表電話☎0422-51-5131

●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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くらし地域応援券くらし地域応援券のの使い方使い方
使用期間は2月1日（火）～3月31日（木）です

くらし地域応援券はA券４枚とB券７枚がセットになって届きます

A券
４枚

大型店（売場面積
1000㎡以上の店舗）
を含め、すべての取
扱加盟店で使用可能

B 券
７枚

大型店を除く
取扱加盟店の
みで使用可能

●税込み 1100円の買い物をしたとき
　→ 応援券１枚を使用し、残り 600
円を支払う

＋ 600円

●税込み 2500円の買い物をしたとき
　→ 応援券を２枚使用し、残り 1500円を支払う

＋ 1500円

以下のものには使用できません

　１名につき 500 円券が 11枚つづりで合計 5500 円分の
応援券が届きます。
　購入金額が税込み 1000 円以上で応援券１枚を使用する
ことができます。購入金額税込み 2000 円以上で応援券を
２枚使用するなど、一度に複数枚使用することも可能です。

① 換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、官製は
がき、収入印紙、電子マネーのチャージ、プリペイドカードなど）

②性風俗関連特殊営業などへの支払い
③国や地方公共団体への支払い、公共料金
④出資や金融商品の購入
⑤資産性の高いもの（不動産、自動車）
⑥応援券の発行趣旨にそぐわないもの

Q. 応援券が届かない場合はどうしたらよいですか？
A. 応援券は、１月中旬～ 31日に世帯主宛にお届けします。２月１

日になっても届いていない場合は、市役所に返送されている可能
性がありますので、産業振興課☎ 60-1981までお電話ください。
なお、返送された応援券を受け取る際は、本人確認書類を持参の
上、産業振興課に来庁してください。再配達は行いません。

Q. デジタル版はないのですか？
A. デジタル版はなく、すべて紙の応援券です。

●税込み 900円の買い物をしたとき
　→使用できません

購入金額（税込み）1000円以上で応援券１枚が使えます

▶問：武蔵野市くらし地域応援券事務局☎ 0570-034-077（平日）午前９時～午後６時、（土・日曜、祝日）午前 10時～午後６時
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　市内全世帯を対象に、市政に関するご意見
を伺う「市政アンケート調査」を実施してい
ます。今年度の結果の概要がまとまりました
ので、速報でお知らせします。詳細をまとめ
た報告書は３月の発行を予定しています。
　昭和 39年に開始し、継続して実施してい
るこの調査の結果は、市政を計画的に進める
ための貴重な資料として活用させていただき
ます。調査へのご協力ありがとうございまし
た▶問：市民活動推進課☎ 60-1829

調査対象： 市に居住する全世帯（約 7万 8400世帯）
調査方法： アンケートハガキ配布・回収、インターネッ

ト回答併用
調査期間： 令和 3 年 8 月 15 日～ 9 月 6 日（市報 8

月 15日号と同時配布）
調査内容： 重点的に進めてほしい施策と、評価できる

施策について（それぞれ18項目から3項目
を選択。取り組み内容についても選択また
は記入）、新型コロナウイルス感染症に関す
る市独自の施策に対する、重点的に進めて
ほしい施策と評価できる施策について（そ
れぞれ１項目を選択）、自由記述による意見

回 収 数： 5878 通（令和元年度 5312 通）、うち
920 通分がインターネットによる回答／
回収率 7.5%

◉ 「安全・安心なまちづくり」、「高齢者福祉」、「自転車対策」を重点的に進めてほしいという声が多く、「安
全・安心なまちづくり」は４割近くが回答しています。

重点的に進めてほしい施策（年代別）
20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

１ 子ども・子育
て支援 33.5 子ども・子育

て支援 45.5 安全・安心な
まちづくり 34.8 安全・安心な

まちづくり 42.6 安全・安心な
まちづくり 44.4 高齢者福祉 45.0

２ 安全・安心な
まちづくり 32.4 安全・安心な

まちづくり 29.8 小・中学校教
育 27.4 自転車対策 23.2 高齢者福祉 32.6 安全・安心な

まちづくり 41.2

３ 自転車対策 25.1 小・中学校教
育 26.2 子ども・子育

て支援 22.5 高齢者福祉 22.1 自転車対策 22.6 健康づくり 21.9

市政アンケート調査 結果速報令和３年度

重点的に進めてほしい施策（年代別）
20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

１ 個人への経済
支援 27.4 個人への経済

支援 23.0 個人への経済
支援 21.4 ワクチン接種 24.2 ワクチン接種 25.5 ワクチン接種 30.6

２ ワクチン接種 16.8 情報提供 13.1 ワクチン接種 21.0 個人への経済
支援 17.8 個人への経済

支援 13.5 個人への経済
支援   6.9

３ 情報提供 11.7 ワクチン接種 11.7 情報提供   9.2 情報提供   8.8 情報提供   9.7 PCR検査の実
施   5.0

◉ 「自転車対策」、「市民活動・文化・生涯学習支援」、「健康づくり」への取り組みが高く評価されています。

全体 男性 女性 そのほか・
無回答

全体 5878 人 2220人 3417人 241人
20 歳代以下 179 人 70人 103人 6人
30 歳代 726 人 234人 465人 27人
40 歳代 1052 人 369人 658人 25人
50 歳代 1192 人 415人 753人 24人
60 歳代 948 人 422人 516人 10人
70 歳代以上 1628 人 707人 909人 12人
年代無回答 153 人 3人 13人 137人

調査の概要

重点的に進めてほしい施策 評価できる施策

［新たに追加した項目］

（％）

（％）

（％）

１名に
つき

◉ 新型コロナウイルス感染症に関する市の独自施策は重点・評価施策ともに第 1位「ワクチン接種」、第 2
位「個人への経済支援」、第 3位「情報提供」

Sample Sample

Sample Sample

Sample

Sample



MUSASHINO CITY No.2186 令和4年1月15日号 3

新型コロナワクチン
３回目接種・予約情報

　主に高齢者の方などを対象とした３回
目接種が始まります。それぞれの予約開
始日には、予約対象者よりも多い予約枠
（ファイザー社製、武田／モデルナ社製
ワクチンを合わせた予約枠）を設けるた
め、希望するすべての方が予約できます。

今後のスケジュール
65歳以上の方 18～64歳の方

接種券一体型予診票および予防接種済証

月 火 水 木 金 土 日
１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日
１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 翌月
１日

令和３年７月 令和４年２月

３月１日以降接種可能

10日以降接種可能

２回目接種

２回目接種

Aさん

Bさん

7 カ月後
に同じ日
がある

7カ月後
に同じ日
がない

国からの通知に基づき「接種間隔の前倒し」に対応するため、
市報１月１日号４頁でご案内した内容を変更しています

65歳以上 の方左記以外の 18～64歳 の方左記以外の

２回目接種日から

7 カ月後
２回目接種日から

８カ月後
スケジュールは下記のとおりスケジュールは下記のとおり

医療従事者等、高齢者施設等の入所者・従事
者、通所サービス事業所の利用者・従事者

２回目接種日から６カ月後

市の集団接種で接種が可能です（予
約は市コールセンターでのみ受け付
け可）。詳細は市ホームページ参照。

※ 予約開始日以降は、次回の予約開始日も予約が可能です（例えば、Bさんは2月16日［水］以降も予約が可能）。

（すべての方に共通です）

下図の３回目接種用の「接種券一体型予診票
および予防接種済証」または 1・2 回目接種
後に会場で交付された「接種済証」で確認で
きます。

２回目接種日は
こちらで確認できます

2 回目接種日の 7カ月後の同日以降の日程で、空いている予約枠を
ご予約ください。

予約できる方 予約開始日
（各日の昼12時30 分から） 新たに予約の対象となる接種日

令和３年
6月 30日までに
２回目接種を完了した方

令和４年
1月 19日（水）

【集団】1月 21日（金）～ 2月 13日（日）
【個別】1月 21日（金）～ 31日（月）

7月 14日までに
２回目接種を完了した方 1月 26日（水） 【集団・個別共通】

2月 1日（火）～ 14日（月）

８月１日までに
２回目接種を完了した方 2月 2日（水） 【集団・個別共通】

2月 15日（火）～３月１日（火）

８月 24日までに
２回目接種を完了した方 2月 16日（水） 【集団・個別共通】

３月２日（水）～ 24日（木）

2 回目接種日の 8カ月後の同日以降の日程で、空いている予約枠を
ご予約ください。

予約できる方 予約開始日
（各日の昼12時30分から） 新たに予約の対象となる接種日

令和３年
６月 14日までに
２回目接種を完了した方

令和４年
1月 26日（水）

【集団・個別共通】
2月 1日（火）～ 14日（月）

7月 1日までに
２回目接種を完了した方

2月 2日（水） 【集団・個別共通】
2月 15日（火）～ 3月 1日（火）

7月 24日までに
２回目接種を完了した方

2月 16日（水） 【集団・個別共通】
3月 2日（水）～ 24日（木）

※ 予約開始準備のため、令和３年７月１日～
13日に２回目接種を完了した 65歳以上
の方は、１月 18 日（火）午後５時～ 24
日（月）昼 12時 30 分はインターネット
予約システムにログインできません。

例２

B さん（70歳）
２回目接種日：令和３年７月 29日
予約開始日：令和 4年２月２日（水）
３回目接種日：３月１日（火）以降
↑ ７カ月後の２月に同じ日（29 日）が
ないため、翌月の１日から接種が可能

例１

Aさん（67歳）
２回目接種日：令和３年 7月 10日
予約開始日：令和4年１月26日（水）
３回目接種日：２月 10日（木）以降

令和３年７月末日までに２回目の接種が完了した方には、既に接種券一体型予診票お
よび予防接種済証を発送済みです。３年８月末までに２回目の接種が完了した方には、
１月 25日（火）に発送予定です。発送時期の翌月になっても届かない方は発行申請
をしてください。詳細は、右記二次元バーコードまたは市コールセンター☎ 0570-
666-852でご確認ください。 再発行申請について

接種券番号 ２回目接種日
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予約サポートセンター
高齢者のインターネット予約システムでの予約を支援するため、臨時で同
センターを開設します。

不要　電話での問い合わせは
ご遠慮ください

開設日に予約が可能な 65歳
以上の市民

対　象 接種券一体型予診票およ
び予防接種済証、あれば
通信可能なスマートフォ
ン・タブレット

持ち物

注意事項

申　込

新たに 12 歳になる方など１・2 回目の接種を希望する市
民は、市内の医療機関や東京都大規模接種会場で接種が可
能です。市内で接種可能な医療機関に３つの医療機関が追
加になりました。市ホームページで予約方法、予約受付可
能な曜日・時間、接種日などを確認し、予約してください。

発行にはマイナンバーカードと対応するスマートフォ
ンが必要です。詳細は右記二次元バーコード参照。

新たに１・２回目接種を希望する方

集団接種

集団接種

武田／モデルナ 個別接種

個別接種

　集団接種・個別接種共通

つながりやすいインターネット予約システムの導入や市コールセンターの職員
を増員して対応しています。予約開始直後は電話が混み合うことが想定されま
すので、なるべくインターネット予約システムをご利用ください。

◉ １・2 回目の接種券、予診票とは様式が異なり、「接種券一体型
予診票」と「予防接種済証」が一体となっています。
◉ 予診票部分に事前に必要事項を記入し、中央の切り取り線は切り
離さず、当日会場へお持ちください。
◉ 当日は必ず予約時間内にご来場ください。特に開場前の来場は近
隣の方への迷惑となりますので、ご遠慮ください。最終受付時間
を過ぎた場合は、キャンセルとなります。やむを得ない事情を除
き、直前のキャンセルや無断キャンセルはご遠慮ください。

・ 接種券一体型予診票お
よび予防接種済証

・本人確認書類
・お薬手帳（お持ちの方）

接種の流れ

接種会場と使用ワクチン

予約方法

接種当日の持ち物と注意事項

注
意
事
項

持ち物

デジタル庁
ホームページ

「新型コロナワクチン接種証明書（アプリ）」
で接種証明書（電子）が発行できます

市ホームページ

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）

●◉

▲

▲

▲

●◉

●◉

●◉
●◉

●◉ 関前

境
武蔵境駅 三鷹駅 吉祥寺駅

桜堤

境南町

八幡町

西久保

吉祥寺北町

市役所

市民会館

吉祥寺南町
コミセン

②
④

①

③

⑤

⑥

吉祥寺本町

御殿山

吉祥寺
東町

吉祥寺南町

中町

町
緑

※  3 月以降、65歳以上の未接種・未予約の方を対象に郵送申請書（日時・ワクチンの
選択不可）を送付する予定です。

施設名称（住所） 開設日時
市役所
（緑町 2-2-28） １月 19日（水）

26日（水）
２月２日（水）
昼 12時 30分～午
後５時

吉祥寺南町コミセン
（吉祥寺南町 3-13-1）
市民会館
（境 2-3-7）
①ゆとりえ
（吉祥寺南町 4-25-5）

１月 20日（木）
27日（木）
２月３日（木）
午前９時～午後５時

②吉祥寺本町
（吉祥寺本町4-20-13）

施設名称（住所） 開設日時
③高齢者総合センター
（緑町 2-4-1）

１月 20日（木）
27日（木）
２月３日（木）
午前９時～午後５時

④ 吉祥寺ナーシング
ホーム

（吉祥寺北町 2-9-2）
⑤桜堤ケアハウス
（桜堤 1-9-9）
⑥武蔵野赤十字
（境南町 1-26-1）
①～⑥は在宅介護・地域包括支援センター

この封筒で届きます

接
種
券
一
体
型
予
診
票

予
防
接
種
済
証

インターネット

（通話料がかかります）
☎ 0570-666-852

電　話
（ 平日、午前８時30分～午後5時15分）

予約システム

（集団接種のみ）

1

1

2

2

3

3

封筒が届いたら、
接種会場を選ぶ

３頁の「今後のスケジュール」でご自身の予約開始日を確認し、予約してください

接種間隔を確認して、
予約する

接種する

接種開始日 会場

1 月
21日（金）~ むさしのエコreゾート（緑町 3-1-5）
22日（土）~ 市役所（緑町 2-2-28）
23日（日）~ 芸能劇場（中町 1-15-10）

２月
（ 14日
まで）

3日（木）~ 吉祥寺南町コミセン（吉祥寺南町 3-13-1）
3日（木）~ むさしのエコreゾート（緑町 3-1-5）
4日（金）~ 市民会館（境 2-3-7）
11日（金・祝）~ 市民文化会館（中町 3-9-11）

※ 会場によって接種日が異なります。市ホー
ムページ、市のインターネット予約システ
ム、市コールセンターでご確認ください。

※ 原則、各会場へは公共交通機関でお越し
ください。駐車場のある会場については、
市ホームページをご確認ください。

※ ２月 15 日以降に使用するワクチンは武
田／モデルナまたはファイザー社製ワク
チンを予定しています。

市内の医療機関で
接種できます。

一部の医療機関は、市の
インターネット予約シス
テムから予約できます

予約方法、予約受付可能
な曜日・時間は各医療機
関によって異なります。

詳細は５頁参照

詳細は５頁参照

◉ 各医療機関への電話による予約の支援
は行いません。

◉ 開設日時内に来場してください。
◉ 予約状況によっては、希望の日時・会
場で予約ができないことがあります。

ファイザー

ワクチンの詳細は、厚生
労働省ホームページ参照

予約システム

※予約開始日には、予約以外の不急なお問い合わせはご遠慮ください
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予約・接種開始日は各医療機関によって異なります。

個別接種を行う医療機関一覧
（１月 6日時点）

●  3頁の今後のスケジュールでご自身の予約開始日を必ず確
認の上、予約してください。

●  予約、接種日時などのお問い合わせは、必ず各医療機関の
予約受付可能な曜日・時間内 に行ってください。

　最新の情報は、市ホームページで公開しています。

町
名 医療機関名 対象者

医療機関での予約方法

予約受付先
（市外局番 0422）

電話・窓口での
予約受付可能な曜日・時間

吉
祥
寺
東
町

宮崎クリニック 〇 電話／窓口／★
☎23-6555

月・火・水・金・土
午前 9時～午後 0時 30分、3
時～ 6時
（土は午前 9時～午後 1時）

松井クリニック △ 電話／窓口
☎20-3777

月・火・木・金・土
午前 10時～午後 1時、3時～ 6
時（土は午前 10時～午後 1時）

松本医院 △△ 診察時
小野耳鼻咽喉科 〇 独自システム いつでも 24時間
松井健診クリニ
ック吉祥寺プレ
イス

〇 電話
☎22-2270

月・火・水・金・土
午前 9時～正午、午後 2時～ 5
時（土は午前 9時～正午）

吉
祥
寺
南
町

あべ整形外科ク
リニック 〇 電話／窓口

☎46-7251
月・火・水・金・土
午前10時～正午、午後4時～7時

吉祥寺駅前クリ
ニック △ 電話／窓口

☎72-3088

火
午前 11時～正午
水
午前11時～正午、午後3時～4時

吉祥寺榊原クリ
ニック △△ 窓口

かえで内科クリ
ニック △ 電話／窓口

☎24-7065
月・木・金
午前 9時～正午、午後 2時～ 5
時

瀧澤医院 △ 電話
☎43-3221

月・火・水・金
午前 9時～ 11時 30分

吉祥寺南町診療
所 ♦ 電話／窓口

☎49-9820
月・火・水・木・金・土
午後 3時～ 5時

吉祥寺南病院 〇 電話／★
☎40-1660

火・木
午前 10時～ 11時

吉祥寺・藤田ク
リニック 〇 電話／窓口／★

☎40-5177
診療日
診療時間内

吉
祥
寺
本
町

安岡整形外科脳
外科クリニック 〇 電話／窓口／★

☎20-2012
月・火・水・木・金
午後 0時 15分～ 1時

時計台メディカ
ルクリニック △△ 窓口 基礎疾患があり定期的に通院中

の方のみ受診時に予約受付
松倉メディカル
クリニック 〇

電話（かかりつけ患者のみ）
／★
☎20-0088

月・火・木・金
正午～午後 0時 45分

中じまクリニッ
ク △ 電話／窓口

☎080-5825-7734
月・火・水・金・土
午前 11時 30分～午後 0時 30
分

矢部耳鼻咽喉科 △ 電話／窓口
☎080-2595-7505

月・火・水・金
午前 9時～ 10時

渡辺医院 △ 電話／窓口
☎080-4453-7139

診療日
診療時間内

森本病院 〇
電話（かかりつけ患者のみ）
／★
☎22-5161

水・木・金
正午～午後 1時、4時～ 5時

吉祥寺あさひ病
院 △ 電話

☎080-4170-7580
月・火・水・木・金・土
午後 2時～ 4時

美夏クリニック △ 電話／窓口
☎28-2033

土の診療日　
午前 10時～午後 4時

晴朗クリニック 〇 電話／窓口／★
☎23-7234

月・火・水・木・金
午前 9時～午後 5時

フェリーチェレ
ディースクリニ
ック吉祥寺

〇 電話／★
☎22-6878

月・火・木・金
午後 3時 30分～ 4時

吉祥寺メディカ
ルクリニック △ 電話／窓口

☎080-2381-5651
月・火・木・金
午前 9時 30分～ 11時、午後 3
時 30分～ 5時

吉祥寺もろほし
耳鼻咽喉科 〇 独自システム クリニックホームページにて予

約状況確認可能

吉
祥
寺
北
町

沼田内科小児科
医院 〇 電話／窓口／★

☎22-7260
月・火・水・金・土
午前 9時～正午、午後 3時～ 6
時 30分（水は午前のみ）

もとはし内科 〇 電話
☎27-2533

 月・火・木
 午前 10時～ 11時、午後 4時～
5時
金
午前 10時～ 11時

中田内科クリ
ニック ♦ 電話／窓口

☎28-4600
月・火・水・金
午後 3時～ 6時

たんぽぽクリ
ニック △△ 電話／窓口
長谷川小児科医
院 △△ 独自システム 診療日

診療時間内
北町診療所 〇 ★
わたなべ小児科 ♦ 電話

☎070-8512-2144
月・木・金
午前 11時～午後 0時 30分

中
町

高橋医院 △ 電話／窓口
☎52-3149

月・火・水・金・土
午前 10時～午後 1時、4時～ 7
時
（土は午前 10時～午後 1時）

三鷹もろほし耳
鼻咽喉科 〇 独自システム クリニックホームページにて予

約状況確認可能
内科いしだクリ
ニック △ 電話／窓口

☎53-1115
火・水・金・土
午前11時30分～午後0時30分

おぎわらこども
クリニック 〇 ★
杉山耳鼻科クリ
ニック 〇 ★

中町内科医院 △ 電話
☎55-1203

火・水・金
正午～午後 0時 30分

樋口クリニック △ 電話／窓口
☎080-1068-1147

月・火・金
午後 2時～ 3時

町
名 医療機関名 対象者

医療機関での予約方法

予約受付先
（市外局番 0422）

電話・窓口での
予約受付可能な曜日・時間

中
町

タワーズ内科ク
リニック 〇 電話／★

☎080-7174-1697
月・火・木・金・土
午後 1時～ 2時 45分

良寛こどもファミ
リークリニック 〇 電話

☎38-9100
月・火・木・金・土
午前 10時～ 11時

緑
町

武蔵野陽和会病
院 〇 電話

☎52-3212
月・火・水・木・金・土
午後 2時～ 5時

西
久
保

むさしの耳鼻科
矢野医院 〇 電話／窓口／★

☎090-3900-3387

月・火・木・金・土
午前 11時～午後 2時、4時～ 7
時 30分　　　　
（土は午前 10時～午後 2時）

かたおか医院 〇 ★
むさしの共立診
療所 △ 電話／★

☎090-2424-2580
金
午前 10時 30分～正午

八
幡
町

らいおんハート
武蔵野脳神経外
科内科クリニッ
ク

♦ 電話
☎52-6600

火・水・木・土
午後 2時～ 4時

よしかた内科 △△ 電話／窓口 火・木・金
午前 10時～正午

関
前

小森病院
△△
・
♦

電話
☎55-8311

月・火・金
 午前 9時 20分～ 11時、午後 2
時～ 4時
木
午前 9時 20分～ 11時

田原医院 ♦ 窓口 火・水・木・金・土
診療時間内

友利医院 ♦ 電話／窓口
☎51-7365

月・水・金
午後 2時 15分～ 3時 15分

境橋クリニック △ 電話／窓口
☎54-7167

月・火・水・木・金・土
午前 9時～ 11時 30分、午後 3
時～ 5時 30分（水・土は午前
のみ）

桜
堤

桜堤ファミリー
クリニック 〇 電話／窓口／★

☎53-1111

月・火・水・金
午後 3時～ 6時
土
2時～ 4時 30分

境

おおやクリニッ
ク ♦ 電話

☎080-7353-1464

月・火・水
午前9時～正午、午後3時～6時
木・金・土
午前 9時～正午

かみやま内科ク
リニック 〇 電話／窓口／★

☎60-3188 診療時間内

はせがわ内科 △△ 窓口 月・火・水・金・土
外来受診時など随時

佐々木産婦人科 △ 電話／窓口
☎54-9311

月・火・水・金
午後 1時～ 2時

耳鼻咽喉科青木
クリニック 〇 電話／窓口／★

☎090-7178-6434
月・火・水・金・土
診療時間内

森医院 〇 電話／窓口／★
☎52-8400

月・火・水・木・金
午前 9時～午後 5時

武蔵境耳鼻咽喉
科 ♦ 電話／窓口

☎56-8250
月・火・木・金
診療時間内

武蔵境皮フ科ク
リニック 〇 電話／窓口／★

☎080-7576-5757
診療日
診療時間内

武蔵境病院 〇 電話／★
☎070-6805-9158

月・火・水・木・金
午後 2時～ 3時 30分

かしわでクリ
ニック 〇 電話／窓口／★

☎38-7277
火・水・木・金
午後 2時～ 4時

サルスクリニッ
ク武蔵境 〇 電話／窓口／★

☎050-3851-0249
全日
午前 9時～午後 2時、3時～ 8
時

長沼整形外科・
内科医院 〇 電話／窓口

☎090-8506-1300
診療日
診療時間内

境藤田クリニッ
ク ♦ 窓口 月・火・木・金・土

午前 9時～正午
スイング・ビル
野崎クリニック 〇 電話／★

☎080-9778-4617
月・火・水・金・土
午後 1時～ 2時 45分

春木医院 〇 窓口 月・火・水・木・金・土
午前 9時～午後 6時

境
南
町

若狭内科クリ
ニック 〇 電話／★

☎34-5266
月・火・水・金・土
午前 9時 30分～正午、午後 3
時 30分～ 5時（土は午前のみ）

前澤クリニック 〇 電話／窓口
☎31-2880

月 ･火 ･水 ･金 ･土
午前 9時～正午､ 午後 3時～ 5
時

武居小児科医院 〇 電話／窓口／★
☎31-3310

月・水・金
午前 9時～午後 0時 30分、4
時～ 5時

武蔵境病院付属
あんずクリニッ
ク

〇 電話／★
☎070-6914-8065

月・火・水・木・金・土（祝日除く）
午前 10時～ 11時 30分

境南耳鼻咽喉科
診療所 〇 電話／★

☎31-1435

火・木・金
午後 1時～ 2時
水
正午～午後 1時

ごとう内科・循
環器クリニック △ 電話

☎32-5048
月・火・水・金・土
正午～午後 1時

甲賀クリニック 〇 電話／窓口
☎080-4072-7707

月 ･火・水 ･木 ･金
電話：正午～午後 1時、6時～
7時

湯川リウマチ内
科クリニック 〇 電話／窓口

☎31-1155
月・火・木・金
午前 8時 30分～午後 4時

★は、市のインターネット予約システムで予約が可能です。順次拡大する予定です。
対象者：〇どなたでも　△△かかりつけ患者のみ　♦1・2回目接種者のみ

医療機関一覧
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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。

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。
●むさしの青空市のあり方検討委
員会報告書～中間のまとめ～
リサイクル運動や市民交流のお祭
りとして親しまれてきた、むさし
の青空市の今後のあり方について
報告書にまとめました。
▶配布：産業振興課、消費生活セ
ンター、各市政センター・図書館▶
閲覧：産業振興課、消費生活セン
ター▶提出方法：1月24日（月）～2
月10日（木・必着）までに郵送・ファク
ス・Eメール（氏名、住所、電話番号
を明記）または直接消費生活センタ
ーFAX51-5535、cnt-syohisya@
city.musashino.lg.jpへ▶問：消
費生活センター☎21-2972

新型コロナウイルス感染症に関連
した相談・受診・検査などの流れ

第４回市議会定例会の結果
　11 月 19 日～ 12 月 21 日の
33日間の会期で開かれた第４回
定例会では、７名の議員による
各会派代表質問および14名の
議員による一般質問が行われま
した。16件の市長提出議案が提
出され、「令和２年度武蔵野市決
算の認定」などが認定・可決され、
「武蔵野市自治基本条例の一部を
改正する条例」「武蔵野市住民投
票条例」の計２件が否決されま

した。議員提出議案は３件提出
され、「保育士など保育職員の全
産業平均並み賃金改善等を求め
る意見書」など計２件が可決さ
れました。９件の陳情の採決が
行われ、計４件が採択され、計
２件が意見付き採択されました。
詳しくは２月１日発行予定の市
議会だよりまたは市議会HPをご
覧ください▶問：議会事務局議
事係☎60-1883

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

・かかりつけ医
・PCR検査可能な
　医療機関

検体提出
判定依頼 

厚生労働省電話相談窓口
(午前9時～午後9時［毎日］)
☎0120-565653
東京都発熱相談センター(24時間)
☎03-5320-4592

東京都が指定している「診療・検査医
療機関」にて受診・PCR検査を実施

検体提出
判定依頼

〇自宅で安静
〇医療機関受診 
症状がよくなら
ない場合はかか
りつけ医や東京
都発熱相談セン
ターなどに相談 

受診
不要

PCR検査不要 

療養先の調整などは多摩府中保健所や東京都が行います 

かかりつけ医がいない、また
は休診の場合などの電話相談

治療
・
療養

検査
(受診)

受診
・
相談

【ステップ１】

【ステップ２】

【ステップ４】

PCR検査
が可能な
医療機関
での検査

受診が必要または
PCR検査が必要と
判断された場合
※かかりつけ医の受診
　を勧める場合あり

かかりつけ医、または市医師会 掲載
のPCR検査可能な医療機関に電話相談

PCR検査が
必要と判断
された方

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

検査機関にて判定

陽性
症状がある場合は自宅で安静 

陰性検査結果は
かかりつけ
医から連絡 

判定 検査機関にて判定

【ステップ３】

陰性
陽性

HP

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

重症・中等症・軽症の病状などにより、病院へ
の入院または自宅や施設などでの療養を調整

PCR検査（唾液）可能な医療機関一覧
1 月 1日時点で市内では 60施設以上の医療機関でPCR
検査（唾液）が可能ですが、諸事情により公表していな
い医療機関もあります。最新の情報は、市医師会HPで公開してい
ます▶問：健康課☎51-7004

住民税非課税世帯などに対する
臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対して、１
世帯当たり10万円を給付します。
詳細は決まり次第、市報・市HP
でお知らせします。
▶対象：①または②に該当する世
帯①基準日（令和３年12月10日）
において世帯全員の令和３年度分
の住民税均等割が非課税である世
帯（住民税が課税されている者の
扶養親族等のみからなる世帯を除
く）②新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変し①の
世帯と同様の事情にあると認めら
れる世帯▶問：市住民税非課税世
帯等臨時特別給付金コールセン
ター☎60-1994（1月17日から、
平日午前８時 30分～午後５時）、
内閣府臨時特別給付金コールセン
ター☎ 0120-526-145（午前９
時～午後 8時）

住居確保給付金～再支給の申
請期間を３月末まで延長～
離職などで経済的に困窮し、住居
喪失のおそれのある方などに対し
て、住居確保給付金を支給し、住
居および就労機会の確保に向けた
支援。３カ月を原則として家賃相
当額を支給（上限額あり）。
▶対象：離職などの日から２年以
内または給与などを得る機会が本
人の責めに帰すべき理由によらず
に減少し、離職と同程度の状況に
ある方、かつ、経済的に困窮し、
住居喪失またはそのおそれがある
方。年齢不問。そのほか求職活動
および収入要件などあり。生活保
護受給者は対象外▶そのほか：令
和３年 11月末までとしていた申
請受付期間を３月末まで延長し、
支給終了した方に対して３カ月間
の再支給が可能となりました（1
度限り）。支給期間中に福祉公社

（自立相談支援機関）による支援
プランの作成や月１回の面接など
の求職活動の義務あり▶問：生活
福祉課☎ 60-1254

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金を支給
新たな就労や生活保護の受給につ
なげていくための支援金です。一
度に限り、再支給が可能。支給月
額…単身世帯６万円、２人世帯
８万円、３人以上 10 万円。支給
期間…３カ月。
▶対象：緊急小口資金および総合
支援資金（初回）の特例貸付を受
けた世帯（再貸付を申請・利用中
の世帯は再貸付の終了月以降が対
象）などで、別表の収入・資産な
どの要件を満たす世帯の生計中心
者。ハローワークなどに求職申し
込みを行い、特定の求職活動また
は生活保護の申請が必要▶そのほ
か：支給期間中に福祉公社（自立
相談支援機関）による月１回の面
接などの求職活動の義務あり▶申
込・問：３月 31 日までに生活福
祉課☎ 60-1977へ。
世帯人員 収入要件 資産要件
１人 13万 7700円 50万 4000円
２人 19万 4000円 78万 0000円
３人 24万 1800円 100万 0000円

※金額は上限額。４人世帯以上も収入・資
産要件あり

子育て世帯への臨時特別給付金
（10万円一括給付）の申請受け付け中
高校生世代（平成 15 年４月２日
～ 18 年４月 1日に生まれた方）
を養育する方や所属庁から児童手
当を受け取っている公務員などの
方は申請が必要です。所得要件や
申請方法は市報 12 月 15 日号 2
頁、市HP参照▶申込・問：２月
28 日までに子ども子育て支援課
☎ 60-1993へ。新型コロナウイルス感染症

☎60-1916自宅療養者支援センター自宅療養者支援センター

▶対象：新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、自宅療養
をしている方、入院・療養先を調整中の方▶問：安全対策課☎ 60-
1916、FAX51-9184、sec-anzen@city. musashino.lg.jp。自宅
療養者である旨をお伝えください。平日午前 9時～午後 5時（土・
日曜、祝日で急を要する場合は☎ 51-5131へ［宿直、午前 9時～
午後 5時］。折り返し、担当から連絡します）。

① 食料品・日用品の支援
② 安否確認
③ 自宅療養に伴う心配事などの相談

住民票および戸籍の附票の除票
の保存期間延長・交付
令和元年６月 20日から住民基本
台帳法の一部が改正され、住民票
の除票および戸籍の附票の除票が
5年間から 150 年間保存となり
ました。市でも令和４年１月 11
日から同除票の交付を行います。
改正日時点ですでに保存期間を経
過しているものは交付できませ
ん。また戸籍の附票に新たに生年
月日・性別が記載され、本籍地・
筆頭者の記載は原則省略されます
▶問：市民課☎ 60-1839

新型コロナウイルス感染症の影響
により一部減便による特別ダイヤ
で運行していますが、全路線で
通常ダイヤでの運行を再開します
▶問：交通企画課☎ 60-1859

２月1日（火）から
ムーバスは通常ダイヤでの
運行を再開します
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●申込先の市内施設の住所は、7頁、16頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

 商工会館　　〒180-0004 吉祥寺本町 1-10-7
　　観光機構（1階）/吉祥寺まちづくり事務所（2階）/
　　 消費生活センター（3階）

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、
15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

LINE ツイッター フェイスブック
1月23日・30日（日）は、一部放送
時間が変更となります。

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
地域公共交通活
性化協議会

１月19日（水）
午後2時

クリーンセ
ンター見学
者ホール

10名程度（先着順） 申込：不要
交通企画課
☎60-1859

下水道総合計画
見直し及び下水
道事業経営の在
り方等検討委員
会

１月19日（水）
午後７時

商工会議所
市民会議室

10名程度（先着順）、
委員会で公開が議決
された場合に限る／
委員会運営などにつ
いて

申込：不要
下水道課
☎60-1868

第一中学校改築
基本設計・仮設
校舎工事説明会

１月22日（土）
①午前10時
②11時

井之頭小
体育館

各 30 名 程 度（先 着
順）／①改築基本設
計について②仮設校
舎建設工事について
①②どちらかのみ参
加も可。

申込：不要
教育企画課
☎60-1972

１月26日（水）
①午後６時30
分②７時30分

第一中
体育館

第五中学校改築
基本設計・仮設
校舎工事説明会

１月23日（日）
①午前10時
②11時

第五小
体育館

各 30 名 程 度（先 着
順）／①改築基本設
計について②仮設校
舎建設工事について
①②どちらかのみ参
加も可。

申込：不要
教育企画課
☎60-1972

１月28日（金）
①午後６時30
分②７時30分

第五中
体育館

地域自立支援協
議会（親会）

１月24日（月）
午後６時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）
／各部会の活動内容
についてほか

申込：不要
障害者福祉課
☎60-1904

第2期市民活動
促進基本計画策
定委員会

１月24日（月）
午後６時30分

市役所
812会議室

5名程度▶持ち物：イ
ヤホン

申込：不要
市民活動推進課
☎60-1830

第二期スポーツ
振興計画（仮称）
策定委員会

１月26日（水）
午後６時

市役所
対策本部室

３名（先着順）／報告
書案の検討

申込：不要
生涯学習スポーツ課
☎60-1903

学校・家庭・地域
の協働体制検討
委員会

１月27日（木）
午後6時

市役所
802会議室

10名（先着順）／学
校・家庭・地域の協働
体制イメージ（案）に
ついて

申込：不要
指導課
☎60-1241

教育委員会定例
会

２月９日（水）
午前10時

市役所
812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

市民と市長が、地域の課題などについて対話する会です。皆さんの
意見に沿って話し合います▶共催：緑町コミュニティ協議会▶申込・
問：2 月 7日までに申込書（各コミセン、市内公共施設で配布）を
郵送・ファクス・電話・Eメールまたは直接市民活動推進課☎ 60-
1829、FAX51-2000、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。

日　時 2 月19日（土）午後 1時～3時
場　所 緑町コミセン ホール
定　員 50 名（超えた場合抽選）
テーマ 第１部「緑町地域の施設の利活用について～コミセン・

　　　 むさしのエコｒｅゾート・スポーツ施設など～」
第２部「その他市政全般について」

市民と市長の
第17回 ふれあいトーク

　公会堂を中心とした吉祥寺
駅南口のパークエリアは、市
民文化の交流・発信拠点とし
ての機能を引き続き有してい
くことが期待されています。
社会実験として普段とは異な
る利用をすることで、にぎわ
いを創出し、周辺に与える影
響や文化芸術の創造・発信の場としての可能性を探ります。
●社会実験「本屋の文化祭」（主催：Book Culture Club）
個人で制作した冊子（ZINE）の販売やワークショップの開催、ト
ークイベントなどを予定しています。
▶日程：１月 22 日（土）・23 日（日）▶場所：公会堂▶入場料：
300 円から▶問：企画調整課☎ 60-1982
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公会堂利活用社会実験を行います

水道管の凍結にご注意を

この時期、水道管が凍ったり破裂
したりすることがあります。露出
しているもの、北側の風当たりの
強いところにあるものは、発泡ポ
リスチレン系保温チューブ（市販）
などを巻きつけて保温しましょう
▶問：水道部工務課☎ 52-0735

降雪時には自宅前の除雪をお願
いします
市では大雪の場合など、市内の３
駅周辺や坂道など危険性の高い場
所を中心に、融雪剤（塩化カルシ
ウム）の事前散布や積雪時の除雪
などを行っています。しかし、す
べての道路を除雪することは難し
いため、自宅前の道路などはお住
まいの皆さんで雪かきをするな
ど、ご協力をお願いします。降雪
情報について防災・安全メール
やツイッター、フェイスブック、
LINE などでお知らせします。防
災・安全メールの詳細は下記「秘
書広報課からのお知らせ」参照▶
問：防災課☎ 60-1821、道路管
理課☎ 60-1857

明るい選挙啓発ポスター展

同ポスターコンクール出典作品展。
▶日時：1 月 21 日（金）～ 26
日（水）午前 9時 30 分～午後 5

時（火曜は除く、26 日は午後 1
時まで）▶場所：むさしのエコ
re ゾート▶主催：明るい選挙推
進協議会▶問：選挙管理委員会事
務局☎ 60-1893

善意の寄付
ありがとうございました
読売センター三鷹：新聞台１台。
学業の発展のため▶問：管財課☎
60-1816

市民税・都民税の納付には口座
振替をご利用ください
令和４年度第１期から口座振替を
ご希望の場合は、市税等口座振替
依頼書（市HPから請求可）を５
月２日（月・必着）
までに納税課へご提
出ください▶問：納
税課☎ 60-1827

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：1 月 31 日（月）
◎市民税・都民税、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




