
人口と世帯
《令和4年３月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8012人（増減なし）　世帯数7万8100世帯（20減）
●男7万851人（23人増）　●女7万7161人（23人減）　
〔うち外国人住民数3060人（15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。

　武蔵野市子どもの権利に関する条例
（仮称）制定に向けて、子どもの権利
に関する条例検討委員会を設置し、こ
れまで検討を重ねています。また、当
事者である子どもの声をできるだけ条
例に反映させたいとの思いで、様々な
機会を捉えて子どもの意見を聴いてい
ます。かけがえのない一人ひとりの子
どもの命を守り、すべての子どもが、
一人ひとりの個性に応じた健やかな成
長が保障されるよう引き続き検討を進
めていきます。
　本市独自の高校生等の医療費助成制
度を本年４月から本格的に実施いたし
ます。これにより、武蔵野市では０歳
から 18歳までのすべての期間におい
て、子どもの医療費助成制度が確立し
ます。子ども・子育てを応援するまち
として市民の皆様と共に、さらに前進
してまいります。

　昨年、武蔵野市平和の日条例制定か
ら 10周年を迎えました。
　未来の子どもたちに戦争も核もない
平和な世界を継承していくために、こ
れからも戦争の悲惨さと平和の尊さを
武蔵野市から積極的に発信し続けてま
いります。
　昨年９月、パートナーシップ制度を
創設し、本年４月からパートナーシッ
プ届受理証を交付します。すべての人
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ま
す。

　介護の現場を知りたいと思い、（公
財）武蔵野市福祉公社の訪問介護のヘ
ルパー体験をしました。住み慣れた自
宅で住み続けたいという思いに応える

　制定から２年が経とうとしている武
蔵野市自治基本条例について、市民の
皆様への周知やシンポジウムの開催な
どにより、市民の皆様に知っていただ
きたいと思います。半世紀にわたる歴
史の中で培われてきた市民参加の市政
運営をさらに発展させ、地方自治の本
旨に基づき、住民自治と団体自治を高
めていきたいと思います。

　地域のコミュニティ活動がさらに活
発になるよう、コミュニティセンター
へWi-Fi を導入し、オンラインの通
信環境を整備します。
　コロナ禍で働き方や学び方の変化に
伴い、シェアオフィスやコワーキング
スペースなどの民間施設が増えていま
す。一方で、コミュニティの場として
も機能していた銭湯（公衆浴場）が減
少し続けています。公衆衛生的にも文
化的にもまちに必要な施設として銭湯
をどのように残し、活用していくか、
共に考えたいと思います。

　産業振興課が調整役となって、市内
農業者と市内事業者を繋げ、武蔵野市
産の農産物を使用した製品の提供が実
現しました。市内には四季折々の旬の
農産物を日々天候と向き合いながら丹
精に育てている農業者がいます。生産
者と事業者を繋げ、消費者に喜んでも
らえるような地産地消の取組みをさら
に模索していきたいと思います。農業
委員会と東京むさし農業協同組合武蔵
野地区の共催で企画した農家見学会も
大変好評でした。親子で農地を見学し
収穫体験する取組みが、さらに広がり

　新型コロナウイルス感染症が国内で流行してから２年が経過しました。市では
感染拡大防止及び重症化予防のため、新型コロナワクチンの３回目接種を順次進
めています。ワクチン接種を希望する人に対して安全で確実に接種が行えるよう
取り組んでまいります。
　コロナ禍において、正しい情報を適時的確に伝えることの重要性を痛感してい
ます。情報の発信方法や形態に注意し、市民の皆様へ市政の様々な情報をお届け
できるよう努めます。
　昨年の武蔵野市議会第４回定例会へ上程した武蔵野市住民投票条例案は、賛成
少数、反対多数で否決となりました。市議会の議決を重く受け止めています。武
蔵野市自治基本条例の制定から間もなく２年を迎えます。本市が長年にわたり実
践してきた、市民参加、議員参加、職員参加により制定された武蔵野市自治基本
条例を、ひとりでも多くの市民の皆様にご理解いただくとともに、意思決定の過
程で重要なプロセスである市民参加について、いま一度よく考えてまいります。
　思想信条や性別、国籍で住民を分けることなく、すべての住民が同じまちに暮
らすコミュニティの一員として、共にまちの課題解決やより良いまちづくりに取
り組むために力を合わせたいと思います。特に新型コロナウイルス感染症がすべ
ての人にあらゆる影響を与えている現在、すべての住民が力を合わせ、協力して
感染防止対策に取り組むため、まちの構成員としての自覚と協力を育むためにも
共生社会への道が重要であると考えます。
　市民参加、市民自治の発展という、武蔵野市の半世紀にわたるこれまでの取組
みを継承し、社会の変化や新たな課題に向き合って、今の時代に合わせ未来を見
据え、建設的で自由な議論ができるまちでありたいと思います。

　2050 年度までに温室効果ガスの排
出を実質ゼロとする「2050 年ゼロ
カーボンシティ」を目指し、市民目線
で具体的な取組みを進め、市民の行動
変容に繋げるため、気候市民会議を立
ち上げます。
　環境啓発施設むさしのエコ re ゾー
トは、開設以来多くの市民の皆様にご
来場いただいています。一人ひとりが
考え、行動することで地域や社会がよ
り良く変わっていくことを願い、持続
可能な共生社会の実現を目指します。
　武蔵野市都市計画マスタープランを
改定しました。「人をつなぐ、緑を育む、
歩きたくなる」の実現を目指し、ウォー
カブルなまちづくりの推進などに取り
組みます。

　第２期公共施設等総合管理計画を策
定し、計画的で安全な管理運営を行っ
てまいります。また、公共施設保全改
修計画を策定し、市内の公共施設全体
の保全改修を進めてまいります。
　第六期長期計画・調整計画の策定が
始まります。武蔵野市方式による策定
方法を継承しつつ、コロナ禍への対策
を踏まえた策定作業を進めてまいりま
す。

　武蔵野市に「住んで良かった」「さ
らに住み続けたい」と実感していただ
けるよう、市民の皆様と共に誰も取り
残さない支え合いのまちづくりを推進
してまいります。福祉公社（ホームヘルプセンター武蔵野）

の訪問介護のヘルパー体験

　令和４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　くらしと地域を守り育
む予算」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

限りある資源を生かした
持続可能なまちづくり

べく、いくつもの事業者がひとり暮ら
しの重度の要介護状態の方の命を守り
支えています。様々な手法を用いて、
介護職の魅力ややりがいを発信すると
ともに要介護高齢者の尊厳ある生き方
を支えてまいります。

発展することで、農業振興と食育に繋
がると考えます。
　市が人や企業、団体等を繋ぎ新たな
価値を創造する出会いの場となるよ
う、継続して取り組んでいきたいと考
えます。

令和 4（2022）年度一般会計予算総額 705億8600万円
前年度比1.5％、10億4700万円の増 詳しくは7頁へ

多様性を認め合う
支え合いのまちづくり

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

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

市政運営の基本的考え

施政方針

むさしのエコ re ゾート

コミュニティ構想 50周年記念シンポジウム
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　３回目接種について、集団接種会場における当日予約や予約なし接種のほか、
平日の夜間接種の開始など、接種体制のさらなる充実に努めています。また３
月 11日からは、小児（５～ 11歳の方）を対象とした１・２回目接種を実施
しています。
　ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づき受けるものです。接種の
安全性や効果とリスクの双方を理解したうえで、接種の判断をしてください。

令和３年 10月 31日までに
２回目接種した 18歳以上の市民の方
５月６日（金）まで
※２回目接種日の６カ月後の同日以降の日程が予約可能

３月 25日（金）昼 12時 30分予約開始日時

予約できる方

予約できる
接種日

注意事項

接種券

国や都の方針変更などにより、今後のスケジュールなどを変更する場合があります。変更した場合は市ホームページや各 SNSでお知らせします。

新型コロナワクチン
接種・予約情報

再発行申請
について

・ ２回目接種日の６カ月後に同日がない方は、翌月の１日以降接種可能です。
・ ２回目接種日は、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」
や１・２回目接種後に交付した「接種済証」などで確認できます。

２回目接種月の５カ月後の月の下旬までに発送しています。

1・2回目接種

３回目接種

小児用ファイザー小児（５～ 11歳）の方

対　象　者

３週間の間隔をおいて２回接種接種回数・間隔

注意事項

市が実施する
小児接種

※5歳になる誕生日の前日～12歳になる誕生日の前々日が小児接種の対象期間

接種券 ２月 25日に発送済み
※ 新たに５歳になるお子さんには、誕生月の前月末に送付します

【集団接種】

次回の予約開始時期

１回目接種日

接種会場

４月21日（木）～24日（日）・28日（木）～５月１日（日）

４月上旬（市報４月１日号でお知らせします）

３月４日に受付開始した予約はいったん満了となりました。

むさしのエコreゾート（市役所北側すぐ）
※ ２回目接種は、１回目接種の３週間後の同じ時間です（セット予約）

※会場には小児科医が常駐しています

※ 基礎疾患のあるお子さんを対象に、先行予約を受付予定です

市が実施する
１・２回目接種

12 歳以上の方 ファイザー
市の集団接種、市内の一部医療機関、
東京都大規模接種会場で接種が可能です。

【集団接種】

【個別接種】 上記二次元バーコードを参照し、医療機関に電話で予約してください

市インターネット予約システム、市コールセンター予約方法

予約開始日時

接種会場／１回目接種日
３月 18日（金）昼 12時 30分

市民文化会館／４月２日（土）・23日（土）
※ ２回目接種は、１回目接種の３週間後の同じ時間です（セット予約）
※２回目のみの接種は、各日の一部時間帯で受け付けます
※４月23日（土）に１回目接種をした方の２回目接種会場は、芸能劇場です

５～ 11歳の市民の方

４月以降に個別接種を実施する医療機関や、その予約方法
は、市報１月 15日号や２月 18日までに発送した接種券
に同封している「個別接種を行う医療機関一覧」から、大
幅に変更されています。最新の情報は、市ホームページで
確認してください。

・接種日が 3月末まで… 医療機関ごとに異なります
  　　　　（上記二次元バーコード参照）
・ 接種日が４月以降… 市インターネット予約システム、市コールセンター

予約方法

ファイザー（一部モデルナ）【個別接種】

インターネット

予約開始日の午前９時
～昼 12 時 30 分はシ
ステムメンテナンスの
ため、予約操作不可 （通話料がかかります）

☎0570-666-852

電　話
（予約開始日昼１２時３０分 以降の平日
  市コールセンター受付時間内）

（予約開始日昼１２時３０分
以降24時間予約可能）

予
約
方
法

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）
※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

・ 基礎疾患のある方などを対象に、先行予約を受け付けています
　 ３月 24日（木）午前８時 30分から基礎疾患のある方、妊婦等や医療従事者
等を対象に、市コールセンターのみで先行予約を受け付けます。

・ 予約なしで接種ができます（１日 40名限定）
 　会場：市民文化会館
　受付時間：午前 11時～昼 12時 30分、午後 3時～ 4時 30分
 ・当日予約を受け付けています
 　 予約枠に空きがある場合、午後 2時 30分～ 5時 30分の予約を当日午後１時
まで受け付けています。

・平日に夜間接種を実施します
４月１日（金）以降、平日は午後 8時まで接種可能になります。

　【４月以降の接種の時間】
 　平日：午後 1時 30分～ 4時 30分、6時～ 8時
　土曜：午前 10時～午後１時、２時 30分～５時 30分
　日曜：午前 10時～午後 1時

集団接種
について

【集団接種】モデルナ（一部ファイザー）

４月以降は各医療機関でかかりつけなどに
関係なく、どなたでも接種可能となります注目情報

注目情報

３月末までの
医療機関一覧

４月以降の
医療機関一覧

【個別接種】 予約方法は医療機関ごとに異なり
ます（右記二次元バーコード参照） 医療機関一覧

・ 接種当日は、必ず母子健康手帳もお持ちください。そのほかの持ち物は接種
券に同封のお知らせで確認してください。

・ 接種当日は保護者（親権者や後見人）の同伴が必要です。特段の事情で同伴
できない場合は委任状が必要です。詳細は上記二次元バーコードを確認して
ください。なお、個別接種の場合は各医療機関に確認してください。

・ 同時にほかの予防接種を行わないでください。前後にほかの予防接種を行う場
合、原則として新型コロナワクチン接種と13 日以上の間隔を空けてください。

・ 市外での接種を希望する方は、市ホームページを確認してください。新型コ
ロナワクチン以外の予防接種とは手続きが異なります。

・ 急を要する副反応などによる救急受け入れについて、市と市医師会は３月１
日に武蔵野赤十字病院と協定を締結しました。

市インターネット予約システム、市コールセンター予約方法

会　場

集団接種
スケジュール

※ むさしのエコ re ゾート、芸能劇場、４月 16日（土）以降の市民文化会館では、
ファイザー社製ワクチンを使用します

接種会場 最寄
吉祥寺南町コミセン 吉祥寺駅公園口
商工会館 吉祥寺駅北口

むさしのエコ re ゾート 三鷹駅北口
（市役所北側すぐ）

市民文化会館 三鷹駅北口
芸能劇場 三鷹駅北口
市民会館 武蔵境駅北口

会場ごとに接種日程が異な
ります。詳細は下記二次元
バーコード参照。
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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。

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-

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

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）。

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
非核都市宣言
平和事業実行
委員会

３月24日（木）
午後６時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／憲法月
間記念行事についてほ
か

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

健康福祉総合
計画・地域共生
社会推進会議

３月24日（木）
午後６時30分

市役所
412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

前日までに
地域支援課
☎60-1941へ

第８期廃棄物に
関する市民会
議

３月25日（金）
午後３時

クリーンセン
ター見学者
ホール

３名程度（先着順） 申込：不要
ごみ総合対策課
☎60-1802

地域自立支援
協議会（親会）

３月30日（水）
午後６時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／今
年度の協議会活動の総
括ほか

申込：不要
障害者福祉課
☎60-1904

教育委員会定
例会

４月６日（水）
午後１時30分

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

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。

子育て世帯への臨時特別給付金（支
援給付金）の申請を受け付けています
基準日（令和３年９月30日、中学
生以下にあっては８月３１日）以降の

離婚などで給付金を受け取れなかっ
た方を支援するため、申請を受け
付けています。詳細は市HP参照▶
申込・問：4月15日（必
着）までに申請書を子
ども子育て支援課☎
60-1993へ。

支給対象 ①～③のすべてに該当する方
①令和３年９月 30日（中学生以下にあっては８月 31日）～４年２月 28
日までに離婚等をし、新たに対象児童の養育者となった方（※離婚等とは、
離婚および離婚協議中で配偶者と別居していること、または児童が海外か
ら帰国したこと）
②元養育者などから令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取る
ことができない方
③所得制限限度額未満（児童手当［本則支給］）相当の方

対象児童 平成 15年 4月 2日～令和４年２月 28日生まれの子
支給金額 対象児童一人当たり 10万円相当

※元養育者等が受け取った給付金を対象児童のために使っていた場合はそ
の額を控除する

都市計画の変更と縦覧

３月 11日付の都市計画変更に伴
い、関係図書の縦覧ができます。
▶場所：まちづくり推進課▶問：
まちづくり推進課☎ 60-1873
●生産緑地地区…区域の変更９件
（八幡町３丁目、関前２・３丁目、
境２・４丁目、境南町１・２丁目）、
削除２件（関前２丁目、境南町１
丁目）
●都市計画緑地…十一小路緑地
（吉祥寺東町二丁目 24番地内）

都市計画図書の縦覧

武蔵野都市計画河川第２号石神井
川の都市計画決定に伴い、都市計
画図書の写しの縦覧ができます。
▶場所：まちづくり推進課▶問：
まちづくり推進課☎ 60-1872

令和 4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
などについて、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無料
で閲覧できます。
▶閲覧無料期間：4 月 1 日（金）
～ 5 月 31 日（火）（土・日曜、
休日を除く）午前 8時 30 分～午
後 5時▶持ち物：納税通知書（前
年度分で可）や本人確認ができる
マイナンバーカード・運転免許証
など。借地・借家人の場合は賃貸
借契約書、代理人の場合は委任状
▶そのほか：4 月 22 日発送予定
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▶問：資産
税課…土地について☎60-1826、
家屋について☎ 60-1825

外国籍市民意識調査の報告書が
できました
外国籍（がいこくせき）の方（か
た）に行（おこな）ったアンケー
トの報告書（ほうこくしょ）がで
きました。
▶閲覧：市政資料（しせいしりょ
う）コーナーや図書館（としょか
ん）、市（し）HPで見（み）るこ
とができます▶問：
多文化共生・交流課
☎ 60-1806 ※やさ
しい日本語を使って
います。

 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、
12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

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

武蔵野市くらし地域応援券武蔵野市くらし地域応援券のの 
　使用期限　使用期限はは3/313/31（木）（木）までまでですです

・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）
　飲食店（取扱加盟店）リスト

市内の取扱加盟店で使用できる割引券です。詳細は特設サイト、
市報１月 15日号１・２頁参照
▶問：武蔵野市くらし地域応援券事務局☎ 0570-034-077

で検索できます応援券特設サイト
市公式 LINE アカウント 特設サイト
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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

【期間延長】３月21日（月・祝）までまん延防止等重点措置期間です。不要不急の外出を控え、基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

全戸配布。
▶そのほか：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）小
平広告☎ 042-300-
3131

善意の寄付ありがとうございま
した

（株）東京武蔵野ユナイテッド
FC代表取締役CEO 福田雅：金
3万円。医療従事者のため▶問：
管財課☎ 60-1816

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
５万8959人、女６万5954人、計
12万4913人です。また、在外選
挙人名簿の登録者数は、男198人、
女211人、計 409人です▶問：選
挙管理委員会事務局☎ 60-1893

市民公園周辺の桜の開花状況を、360 度カメラの映像でお楽しみ
ください。川柳コンテスト、写真投稿キャンペーンはそれぞれ 3
月 20日（日）、4月 30日（土）まで募集中です。そのほか、イラ
ストコンテスト、なんでも発表ショー、友好都市・
協力団体の紹介など。詳細は https://musashino-
kanko.com/sakurafes30/ 参照。
▶日程：3 月 15 日（火）から公開▶問：桜まつり実
行委員会（産業振興課内）☎ 60-1832

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

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５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）／災害時に
所属課の災害活動（所掌事務）に従

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

管
財
課

当直業務
１名

開庁時間外における戸
籍の届出受領、埋火葬
許可証および出生届出
済証明書交付、代表電
話対応並びに緊急連絡
対応など／PC

５月１日～／勤務（月12日程度）平
日午後５時～10時。休日午前８時
30分～午後10時（休憩２時間を含
む）／待機（月６日程度）平日午後４
時30分～５時30分。休日午前８時～
９時／月額15万4300円／期／交
／社／共※社会保険は4年10月か
ら加入

書類審査、
小論文、
面接：
４月6日（水）

▶申込・問：3 月 25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 管財課☎ 60-1815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

４月１日～（応相談）／週４日（水曜と
月・火・木・金曜のうち３日）午前9時
～午後5時／教育支援センター／
月額22万4600円／期／交／社／
共

書類審査、論文、
面接：
３月27日（日)

▶申込・問：３月22日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）、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）、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

市
民
活
動
推
進
課

男女平等推
進センター
一般事務
1名

夜間窓口業務、図書整
理・印刷・封入・名簿
作成など事務補助業務
／PC

5月１日～（応相談）／週3日（土・日曜、
祝日勤務あり。木曜・年末年始除く）
午後4時30分～10時／男女平等推
進センター／月額9万9200円／社
保・雇保・共済会加入なし／期／交

書類審査、
筆記試験、
面接：
4月15日（金）

▶申込・問：4月6日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接男女平等推進
センター☎37-3410（〒180-0022境２-３-７市民会館1階）へ

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４月
１日～5年3月31日まで（試用期
間なし。再度任用される場合あり）、
所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
協
会

地域子ども
館（あそべ
え・学童ク
ラブ）アル
バイト
若干名

①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
②早朝校庭開放見守
り・事故対応など

月～土曜のシフト勤務／交
①午後1時～6時のうち2時間以上（7時
まで勤務の可能性あり）／子ども協会が
運営する地域子ども館／時給 1170円
②土曜は学校公開時、午前7時15分～8
時20分(事故対応時延長あり)／四小地
域子ども館／時給 1440円（事故対応
時1170円)

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、「地域子ども館アルバイト希望」および①②の希望、①は希
望勤務館を明記）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

社会保険・雇用保険加入あり／交交
通費あり（上限あり）／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

中学生・高校生リーダー養成講
座　令和４年度参加者募集

ボランティア活動などを通じて、
新たなことにチャレンジしよう。
▶対象：市内在住・在学の中学・
高校生（私立・国公立を含む）▶
そのほか：同講座の各種プログラ

「まなこ」113号ができました

特集は「ケッ
コンの形 いろ
いろ」です。
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 カ所で順次無料配布▶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「未来の
ための選択～
わたしが今で
きることを考
えよう～」「令
和４年度予算
案」です。３
月 31 日までに

ムに参加するためには、一定の講
習を受講する必要があります。令
和３年度までに講習を受講した方
は４年度も継続登録の上、各種プ
ログラムに参加でき
ます▶申込・問：４
月 15 日までに電子
申請で児童青少年課
☎ 60-1853へ。
●中学・高校生の活躍の場を募集
同講座の参加者がボランティアと
して、地域のお祭りやイベントな
どに協力できる機会も募集してい
ます。詳細は児童青少年課へ要問
い合わせ。

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4年4月2日～13年4月1日生まれ 20名程度
WEB試験方式

一般事務
（障害者採用） 教養試験

昭和57年4月2日～平成13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
相談所など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57年4月2日～平成15年4月1日生まれ一般技術（建築）
一般技術（電気）

保育士

昭和61年4月2日～平成13年4月1日生まれ
①保育士試験に合格し、保育士資格を有する方
②令和5年3月以前に厚生労働大臣の指定す
る保育士養成学校または養成施設を卒業し、
保育士資格を有する方または資格取得見込
みの方

保健師
昭和57年4月2日～平成13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
る方（令和5年4月までに取得予定を含む）

　令和 5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、総合体
育館、市民会館で配布。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：3 月 15 日（火）午
前 9 時～ 4 月 8 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て以下の条
件を満たす方▶そのほか：職員
採用 PR 動画、パン
フレットをご覧くだ
さい▶問：人事課☎
60-1810
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第30回

ウェブで開催します

▶日程：４月４日（月）まで▶場所：市役所
案内、各市政センター・図書館、市民社協、
国際交流協会▶問：地域支援課☎ 60-1941

ウクライナ人道危機救援金
募金箱を設置しています
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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。

市民の健康を守る
保健センター

　武蔵野市をはじめ近隣6市を管轄
する多摩府中保健所が、感染症対策、
食品・環境衛生、精神保健を主な業務
とするのに対し、保健センターは関
係機関と連携しながら、市民の健康
を守るためのさまざまな保健事業を
実施しています。主なものに次のよ
うな事業があります。
●老成人保健事業：健康増進を図る
ため原則40歳以上を対象に、健康教
育・相談、特定健康診査、特定保健指
導、がん検診などを行っている。ま
た、市独自の施策として、学校や勤務
先などでの検診の機会がない39歳
までが対象の若年層健診やメタボ
リックシンドロームおよびその予備
軍に該当する方を対象に若年層保健
指導を行うなど、若い頃からの健康
意識向上の啓発に取り組んでいる。
ほかに生活習慣病予防や健康増進に
ついての講座を開催。
●母子保健事業：妊産婦、新生児、乳
幼児などを対象としたサービス。母
子健康手帳交付時の保健師などに
よる妊婦面接（ゆりかごむさしの面
接）、産後4カ月未満の母と子を対象
に助産師らが心身のケアや育児のサ
ポートを行う産後ケア、妊婦健診・乳
児健診・1歳6カ月児健診・3歳児健診
などを行っている。
●歯科衛生事業：歯周疾患の早期発
見・治療を目的に、全市民対象の口腔
健診（無料）、40歳以上が対象の歯科
健診を行っている。
●食育事業：食育推進を図るため「こ
うのとり学級」（栄養講座）、乳幼児健
診（栄養相談）、離乳食教室などを実
施。また、市HPの特設サイト「食を育

む。むさしの」では、学校給食や市内
農家の様子、「クックパッド武蔵野市
の公式キッチン」でレシピを掲載す
るなど、食育の普及に努めている。今
年度の食育フェスタはオンラインで
12月15日～１月31日に開催。
　また、地域内の病院・医院の建物老
朽化問題などについて市ができる範
囲で関与するなどして、「地域の病床
数をできるだけ減らさない」ことに
も取り組み、医療体制の確保に努め
ています。
　コロナ禍での施策について健康
課の一ノ関秀人さんに聞きました。
「新型コロナウイルス感染症などの
感染症対策として、市民へのワクチ
ン接種や医師会と連携したPCR検
査などの検査体制の整備、自宅療養
者への医療的支援体制の整備を行っ
ています。また、コロナで社会活動が
停滞したことにより、体力が落ちた、
認知症が進んだなど健康への悪影響
がないように、健康維持につなげる
ための施策が重要だと考えます。現
在は検診や予防接種の実施期間の延
長や、健康講座や介護予防事業の開
催にあたっては、１回の受講人数を
減らし、開催回数を増やすなどして
います。これからもコロナの状況に
応じ、市民の方がすべての年代でさ
まざまな検診や講座を受けられるよ
うに体制を整えていきたいと思いま
す」（取材協力：健康課／執筆者：矢後
麻美）
▶問：記事で紹介した内容について
は健康課☎51-7004、CIMコラム全
般については市政資料コーナー☎
60-1809

令和 4年度
障害者福祉センター前期講習会

【共通】▶対象：市内在住の 18
～ 74歳（令和 4年 4月 1日現在）
で障害者手帳を持つ、一人で受講
できる方⑤は一人でヨガマットか
らの起き上がりや仰向け姿勢・う
つ伏せ姿勢ができること▶場所：
①②③障害者福祉センター④⑤総
合体育館▶講師：①②⑤昌浦龍
男（障害者スポーツ指導員）③茂
井健司（造形作家）④多摩スポー
ツ指導員、市スポーツ推進委員▶
費用：無料▶持ち物：マスク・飲
み物④⑤室内履き運動靴・タオル
▶主催：武蔵野市▶そのほか：重
複申込可、①～④送迎あり⑤送迎
なし▶申込・問：4 月 13 日（必
着）までにハガキ・ファクス・E
メール（申込要領参照し、年齢、
FAX 番号、障害者手帳の種類・
等級、希望する講習会名［希望順
位］、手話通訳希望の有無、送迎
ありの講座は送迎希望の有無も
明記）で障害者福祉センター☎
55-3825、FAX51-9951、cnt-
syogaisya@fuku-musashino.
or.jpへ。
①椅子に座って健康体操（A）（B）
ストレッチ、リズム体操、筋力ト
レーニングなど。運動が初心者の
方でも参加できます。
▶日時：（A）5月16日からの第1・
3月曜（B）5月 9日からの第 2・
4 月曜（各 17 回、祝日・8 月は

休み）午前 10時～ 11時▶定員：
各 8 名（初参加者優先し、超え
た場合抽選）▶そのほか：どちら
の日程でも参加可能な方応募可
②椅子に座ってヨガ
呼吸法の指導、柔軟性や筋力の向
上など、椅子に座ったままでヨガ
を行います。
▶日時：5 月 12 日からの第 2・
4 木曜（全 17 回、祝日・8 月は
休み）午前 10時～ 11時▶定員：
8 名（初参加者優先し、超えた場
合抽選）
③美術教室
どなたでも主人公に。身近な物や
絵の具などで美術、造形を楽しみ
ます。
▶日時：5 月 17 日からの第１・
３火曜（全 18 回、祝日・8月は
休み）午前 10 時～ 11 時 30 分
▶定員：8 名（初参加者優先し、
超えた場合抽選）
④ボッチャ入門
パラリンピック競技種目の一つ
で、ボールを交互に投げて点数を
競い合うスポーツです。
▶日時：5 月 10 日からの第 2・4
火曜（全５回）午前 10 時～ 11
時 30 分▶定員：8 名（超えた場
合抽選）
⑤障害のある方のエアロビクス
立ってリズム体操を行い、後半は
ヨガマットを使用し、筋トレやス
トレッチを行います。
▶日時：7 月 9日・16日・23日、
9 月 3 日・17 日・24 日、10 月
1 日（土）（全 7 回）午前 10 時
～ 11 時▶定員：12 名（初参加
者優先し、超えた場合抽選）

マスク生活が長くなり、口が動かしにくかったり、口が渇きやすく
なったと感じることはありませんか。人と話す機会が減った今、か
んだり飲み込む力などの衰え「オーラルフレイル」が問題となっ
ています。オーラルフレイルが進むと、肺炎や栄養不足につなが
りやすく、体力の低下から全身の問題へとつながります。口のちょっ
とした衰えを見逃さず、早めに対処し、笑顔で好きなことを楽し
める元気を持ち続けましょう▶問：高齢者支援課☎ 60-1947

お口の衰え「オーラルフレイル」に
ご注意を！

～高齢者の皆さんへ～

オーラルフレイルを防ぐ方法
① 口の中の清潔を保つ
・毎食後の歯磨き、入れ歯は口から外して洗う。舌の上の汚れ
も取る。

②口や舌を積極的に使う
・新聞を音読する、早口言葉、歌を歌う、口を閉じてガムを左
右均等にかむ。

・人と会ったり電話などで話す。笑顔で話すと表情筋を使って
効果的。

・かみ応えのある食材（根菜類、海藻、ナッツなど）を選んだり、
食材を厚く大きく切るなどの工夫をして歯ごたえを残す。

・口全体を膨らませてブクブクする「ブクブクうがい」、上を
向いてのどの奥でガラガラする「ガラガラうがい」を行う。
歯みがきとセットで行うと続けやすい。

③半年に１度は歯科健診を受ける
・かかりつけ歯科医を持ち、口の中の状態のチェックや手入れ
のアドバイスを受ける。

●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

「ラジオ」、2014 年、日本、89分、
カラー、演出…岸善幸、出演…刈
谷友衣子・安藤サクラほか。
▶日時：3 月 26 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・在勤・在学で図書
館カードを登録している中学生以
上の方、30名（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：図書館カード▶申
込・問：3 月 15 日午前 9 時 30
分から電話または直接中央図書館
へ。

　 音訳ボランティア養成講座説明
会

市立図書館朗読奉仕の会会員とし
て視覚障害者などへの音訳や録音
製作をするボランティアです。
▶日時：４月 12 日（火）午後２
時～４時・16 日（土）午前 10
時～正午（同内容）▶場所：中央
図書館視聴覚ホール▶対象：市内
在住の 70歳未満で簡単なパソコ
ン操作ができる方、各 30 名（申
込順）▶費用：無料▶持ち物：筆
記用具▶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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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

【期間延長】３月21日（月・祝）までまん延防止等重点措置期間です。不要不急の外出を控え、基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

競技名・日時 場所 対象／費用／そのほか 申込
陸上
4月24日（日）午前9時

陸上競技場 小学 5年生以上／ 50円（当
日）／雨天実施

4月 4日～ 10
日。市陸上競技
協会HPから申
込可（中学校単
位はHPから）

弓道
4月24日（日）午前9時

総合体育館
弓道場

中学生以上の的前経験者／
11円（申込時）

3月 16日～
4月 4日

空手道
6月26日（日）午前9時

総合体育館
メインアリー
ナ

幼児以上／ 100円（当日） 5月 10日～
24日。団体の
申し込みは E
メール（申込要
領参照）で市空
手道連盟 info
＠musashino-
karate.org へ

剣道・個人戦
5月15日（日）
午前9時15分

総合体育館
メインアリー
ナ

50円（申込時）／小学生の部、
中学生の部、一般の部、四段
以上の部

4月 3日～
17日

ソフトテニス
4月17日（日）午前9時
予備日 4月 24日（日）

庭球場 高校生 11円
一般・シニア 500円
（当日）

3月 16日～
4月 1日

卓球
5月22日（日）午前9時

総合体育館
メインアリー
ナ

小学生以上／ 11円（当日） 4月 21日～
5月 3日

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

男子複・女子単
4月10日（日）午前9時

総合体育館
メインアリー
ナ

中学生以上／ 11円（申込時）3月 16日～
26日

女子複・男子単
4月17日（日）午前9時　　　　

山岳
5月29日（日）
午前6時30分

三鷹駅北口
東急ストア前
集合～入笠山
（長野県諏訪
郡富士見町・
標高1955ｍ）

16～ 69歳で登山のできる
健康な方、20名（超えた場
合抽選）／ 1500円（当日、
ゴンドラ代含む）

4月 1日～ 20
日。ファクス・
郵送（申込要領
参照）可

クレー
5月28日（土）
午前8時30分

大月クレー射
撃場（山梨県
大月市）

銃砲所持許可を受け、散弾
銃を所持している方／ 3000
円（当日）

5月 5日～ 18
日（必着）にハ
ガキ（申込要領
参照）で

民謡舞踊
4月17日（日）
午後0時30分

公会堂 無料／観覧のみ 不要

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

① 9人制男子・女子
4月24日（日）午前9時

総合体育館メ
インアリー
ナ・サブアリ
ーナ

高校生以上／①② 1チーム
180円③1チーム100円（申
込時）／主将会議…4月 13
日（水）午後 7時、総合体
育館大会議室

3月 16日～
4月 4日

② 6人制男子・女子・
混合
5月1日（日）午前9時
③ 4人制ソフトバレー
ボール　混合・女子
5月1日（日）午前9時

合気道
5月1日（日）午後1時30分

合気道月窓
寺道場 (吉祥
寺本町 1-11-
26)

無料／観覧のみ 不要

インディアカ
6月5日（日）午前9時

総合体育館　　　
サブアリーナ

中学生以上／ 1チーム 90円
（当日）／一般女子の部（4
人制）・混合の部（コート内
男子 2名以内、女子 3名以
内の 4人制）

5月 1日～
7日

ターゲットバードゴルフ
5月7日（土）午前9時
予備日 5月 10日（火）

陸上競技場
フィールド

11円（当日） 不要

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☎・
FAX55-4119へ。詳細は https://musashino-taikyo.jp/ 参照。

親子テニス

親子で楽しくテニスの基礎を学び
ます。
▶日時：4 月 16 日～ 5 月 21 日
の土曜（全 6回）午前 9時～ 10
時▶場所：庭球場▶対象：年長児
と保護者、18 組（超えた場合抽
選）▶費用：3600 円▶そのほか：
当落一緒を希望する方はきょうだ
いのみ可。詳細は https://www.

musashino.or.jp/ 参照▶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。

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（5日を除く）・木曜
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
時までに直接総合体育館☎ 56-
2200（休館日は☎ 56-1612）へ。

総合体育館
小学生向けスポーツ教室
▶申込・問：3 月 31 日（必着）
までに同館HP・ハガキ・ファク
ス（要受信確認）（申込要領参照し、
性別、年齢、生年月日、在学者は
学校名も明記）または所定の申込
用紙（同館で配布）で総合体育館
☎ 56-2200、FAX51-5493 へ。
重複申込不可。当落一緒を希望す
る方はきょうだいのみ可。詳細は
https://www.musashino.or.jp/
参照。
●ジュニアテニス①②
▶日時：4 月 16 日～ 5 月 21 日
の土曜（全 6 回）①午前 10 時
15 分～ 11 時 15 分② 11 時 30
分～午後 0 時 30 分▶場所：庭
球場▶定員：各 30 名▶費用：各
3600 円
●はじめてのインラインスケート
▶日時：4 月 16 日～ 5 月 14 日
の土曜（全 5 回）午前 10 時～
11 時 30 分▶場所：ストリート
スポーツ広場▶定員：16 名▶費
用：5500 円
●出張開催スポーツ教室ジュニア
HIPHOPダンス
▶日時：5 月 10 日～ 6 月 28 日
の火曜（全 8 回）午後 5 時～ 6
時▶場所：桜野小（桜堤 1-8-19）
▶定員：30 名▶費用：4800 円
●ジュニア剣道①②
▶日時：5 月 11 日～ 7月 6日の
水曜（全 8回）①午後 3時 30分
～ 4時 30 分② 4時 45 分～ 6時
▶場所：剣道場▶定員：各 15 名
▶費用：① 4000 円② 4400 円
●ジュニアチアダンス
▶日時：5 月 11 日～ 7月 6日の
水曜（全 8 回）午後 4 時～ 5 時
▶場所：軽体操ダンス室▶定員：
36 名▶費用：4800 円

スケートボード体験イベント

▶日時：４月 29 日（金・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：
①③年長児～小学生、各 12 名②
④年長児～小学生と保護者、各 6
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。重複申込不
可。当落一緒を希望する方はきょ
うだいのみ可。詳細は https://
www.musashino.or.jp/ 参照▶
申込・問：3 月 31 日（必着）ま
でに総合体育HP・ハガキ・ファ
クス（要受信確認）（申込要領参
照し、性別、年齢、生年月日、在
園・在学者は園名・学校名、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。

野外活動センター
天体望遠鏡操作講習会
大型天体望遠鏡を個人利用できる
修了証を発行します。
▶日時：5 月 7 日（土）午前 8
時三鷹駅出発～ 8日（日）午後 5
時解散（1泊 2日）▶場所：市立
自然の村（長野県南佐久郡川上村）
▶対象：18 歳以上の方、10名（超
えた場合抽選）▶講師：北崎勝彦、
北崎直子▶費用：9700 円▶持ち
物：昼食（7日分のみ）▶申込・
問：3 月 31 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、
市内在勤・在学者は勤務先・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☎ 54-4540、FAX51-
9810へ。
＊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

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第 6回）
武蔵野にまつわる昔話の紙芝居を
6本口演。開催中の展示に合わせ
た話を予定。
▶日時：3 月 27 日（日）午後 1
時 30 分～ 2 時 30 分▶場所：同

館市民スペース▶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

お花見に陸上競技場北側通路を無料開放します。歩きながら桜を観
覧ください（一方通行での開放）。
▶日時：3 月 19 日（土）～ 4月 10日（日）（予定）午前 9時～午後 5
時▶場所：陸上競技場内北側通路▶費用：無料▶そのほか：芝生ス
タンド、トラック、ジョギングコース、フィールド、聖火台付近立
入禁止。飲食不可。ペットを連れての入場禁止。開花状況、貸切使
用などにより変更・中止の場合あり▶問：総合体育館☎ 56-2200

陸上競技場花見開放の案内
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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
くらしと地域を守り育む予算くらしと地域を守り育む予算

令和 4年度予算案
一般会計予算総額 705億8600万円
前年度比1.5％、10億4700万円の増

予算の規模
会計別予算額

会計名 令和 4年度 令和 3年度 増減額 増減率
一 般 会 計 705億8600万円 695億3900万円 10億4700万円 1.5%
国民健康保険事業会計 132億6962万円 128億5923万円 4億1039万円 3.2%
後期高齢者医療会計 40億7839万円 38億1662万円 2億6178万円 6.9%
介護保険事業会計 122億6471万円 122億6247万円 224万円 0.0%

＊ 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 4年度 令和 3年度 増減額
市 税 417億5377万円 381億 500万円 36億4877万円
国 庫 支 出 金 101億9609万円 101億1981万円 7628万円
都 支 出 金 76億5357万円 76億9805万円 △4448万円
地方消費税交付金 36億4100万円 30億9800万円 5億4300万円
繰 入 金 17億6869万円 42億　　79万円 △24億3210万円
使用料及び手数料 14億6340万円 14億1439万円 4901万円
そ の 他 41億 948万円 49億 296万円 △7億9348万円
＊ 市税は、納税義務者数の増加や企業収益の改善見通しによる個人・法人市民税の増、土地の
税額を前年度の税額に据え置く特例措置の終了による固定資産税の増、本市独自の施策とし
て行った都市計画税率２分の１軽減の終了による増などにより、増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接種体制確保事業費補助金の増などにより、増
額を見込んでいます。

＊ 都支出金は、都議会議員選挙委託金や衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金
の皆減などにより、減額を見込んでいます。

＊ 繰入金は、前年度財源不足を補うために計上した財政調整基金繰入金の皆減のほか、特定目
的基金の繰入金の減により、減額を見込んでいます。

＊ その他は、調理場施設整備事業債の皆減、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特
別交付金の皆減などにより、減額を見込んでいます。

区　分 令和 4年度 令和 3年度 増減額
民 生 費 321億1351万円 313億6981万円 7億4370万円
教 育 費 105億7745万円 112億8482万円 △7億 737万円
総 務 費 94億1317万円 95億6394万円 △1億5077万円
衛 生 費 68億1875万円 62億5715万円 5億6160万円
土 木 費 66億8210万円 60億7156万円 6億1054万円
消 防 費 21億9542万円 20億3902万円 1億5640万円
公 債 費 14億4107万円 15億4683万円 △1億 576万円
そ の 他 13億4453万円 14億 587万円 △6134万円

区　分 令和 4年度 令和 3年度 増減額
扶 助 費 186億 168万円 183億1896万円 2億8272万円
物 件 費 183億3774万円 170億9419万円 12億4355万円
人 件 費 107億8509万円 112億8224万円 △4億9715万円
補 助 費 等 87億2726万円 86億2573万円 1億 153万円
投資的経費 64億3305万円 67億6864万円 △3億3559万円
繰 出 金 53億8441万円 51億1800万円 2億6641万円
公 債 費 14億4107万円 15億4683万円 △1億 576万円
そ の 他 8億7571万円 7億8442万円 9129万円

＊ 民生費は、保育所運営の増、国民健康保険事業会計繰出金の増などにより、増額を見込んで
います。

＊ 教育費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の減、中央図書館施設改修の減などにより、
減額を見込んでいます。

＊ 総務費は、退職手当の減、個人番号通知書・個人番号カード関連事務交付金の減などにより、
減額を見込んでいます。

＊ 衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の増、公衆トイレ移設の増、予防接種事業
の増などにより、増額を見込んでいます。

＊ 土木費は、自転車対策事業の増、公園等改修の増、景観道路事業連系引込管設置の増などに
より、増額を見込んでいます。

＊ 扶助費は、保育所運営の増、障害者自立支援給付事業の介護・訓練給付費の増などにより、
増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等の増、内部統合情報システム構築作業の
増などにより、増額を見込んでいます。
＊  人件費は、退職手当の減、期末勤勉手当の減などにより、減額を見込んでいます。
＊ 補助費等は、中学校改築事業補償金の増、子ども協会保育園事業補助金の増などにより、増
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）建設事業の減、中央図書館施設改修の減など
により、減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。

区　分 令和 4年度末残高
（当初予算ベース）

令和 3年度末残高
（見込）

財 政 調 整 基 金 60億 877万円 60億 871万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 168億3522万円 172億4704万円
学 校 施 設 整 備 基 金 157億8623万円 166億4570万円
吉祥寺まちづくり基金 46億3015万円 46億9201万円
公 園 緑 化 基 金 52億 985万円 52億2970万円
その他の特定目的基金 11億7213万円 12億9122万円

一 般 会 計 合 計 496億4236万円 511億1438万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 11億 128万円 11億3346万円
下 水 道 事 業 基 金 8億9625万円 8億7625万円
合 計 516億3988万円 531億2410万円

○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 4年度末残高
（見込）

令和 3年度末残高
（見込）

一 般 会 計 113億3429万円 120億4790万円
下 水 道 事 業 会 計 78億 219万円 77億8205万円
土 地 開 発 公 社 111億7931万円 78億5141万円
合 計 303億1578万円 276億8135万円

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 (59.2%）
市民税、固定資産税など

国庫支出金 (14.4%）
国からの負担金、補助金など

都支出金 (10.8%）
都からの負担金、
補助金など

繰入金 (2.5%）
基金の取崩しなど

地方消費税交付金 (5.1%）
地方消費税に係る都からの交付金

使用料及び手数料 (2.1%）
ごみ処理手数料、道路占用料など

その他 (5.9%）
繰越金、市債、法人事業税交付金など

歳入
705億8600万円

民生費 (45.5％）
高齢者、児童の福祉など

教育費 (15.0%）
学校、生涯学習、スポーツ推進など

総務費 (13.3%）
庁舎管理、文化振興、
全児童対策など

衛生費 (9.7%）
ごみ処理、病気予防、
環境政策など

土木費 (9.5%）
道路、公園の整備など

公債費 (2.0%）
市債（市の借金）の返済など

その他 (1.9%）
商工費や議会費など

消防費 (3.1%）
消防、防災など

歳出（目的別）
705億8600万円

物件費 (26.0％）
物品費、光熱水費、
委託料など

人件費 (15.3%）
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 (9.1%）
道路や学校などの
施設整備など

繰出金 (7.6%）
特別会計に繰出す負担金など

その他 (1.2%）
維持修繕、貸付金、積立金など

扶助費 (26.4%）
福祉、医療給付費など

公債費 (2.0%）
市債（市の借金）の返済など

歳出（性質別）
705億8600万円

＊ 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 4年度 令和 3年度
収益的収入 37億4508万円 37億1353万円
収益的支出 36億9221万円 36億6353万円
資本的収入 2億7829万円 2億6104万円
資本的支出 9億 823万円 9億4265万円

下水道事業会計予算額
令和 4年度 令和 3年度
30億1921万円 31億 567万円
29億1621万円 30億4016万円
7億　　16万円 10億8369万円
11億1098万円 14億4057万円
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主な事業と予算主な事業と予算 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・水道事業会計・下水道事業会計を含む）。
◎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
シニア支え合いポイント制度の推進 372万円

○ 第４期健康福祉総合計画及び各個別計画策定に係る各種実態調査 2811万円
○ 敬老福祉の集い 1031万円
いきいきサロン事業 783万円

◎ 健康長寿のまち武蔵野推進月間（仮称）の実施 230万円
○ レモンキャブ事業 2952万円
テンミリオンハウス事業 9955万円

◎ 北町高齢者センターあり方検討委員会 73万円
○ 障害者差別解消の推進 226万円
食育推進事業 187万円

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
自宅療養者支援事業 264万円
在宅医療・介護連携推進事業 879万円
高齢者施設及び障害者施設におけるＰＣＲ検査等費用助成事業 644万円

武蔵野赤十字病院への支援 8300万円
◎ 保健センター増築及び複合施設整備検討 2499万円
○ 予防接種事業 5億6128万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業 8億7088万円

安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実
成年後見制度連携ネットワークと成年後見利用支援センターの運営 835万円

○ 福祉総合相談窓口の充実 1281万円
○ 生活困窮者自立支援事業 1億4261万円
○ 高齢者等緊急訪問介護事業（レスキューヘルパー事業） 292万円
◎ ＩＣＴ（検索連動型エリア広告）活用による自殺対策事業 117万円
福祉人材の確保と育成に向けた取組み
　 地域包括ケア人材育成センター事業 2126万円
○ 介護職・看護職 Reスタート支援金 700万円
新しい福祉サービスの整備
◎ 看護小規模多機能型居宅介護事業者の公募事業 931万円
◎ 障害者福祉センター建替え工事基本計画の策定 1279万円

子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
子どもの権利に関する条例（仮称）の検討 454万円
放課後等デイサービス施設「パレット」の運営 4082万円
子ども家庭支援センター事業 5215万円
子ども・子育て支援事業 7455万円
児童手当・児童扶養手当等支給事業 20億7773万円

◎ 養育費確保支援事業 56万円
○ 母子保健事業 2億5118万円
安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援
私立幼稚園等園児保護者に対する助成事業 6億8452万円
私立幼稚園に対する補助及び給付事業 1億1906万円
一時預かり事業（幼稚園型）の充実 5438万円
乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 6億3488万円

○ 高校生等医療費助成事業 7949万円
０１２３施設の管理運営 1億1221万円
すくすく施設事業 1598万円

○ 民間子育て支援施設事業 4772万円
保育の質向上の取組み 1211万円
保育施設における使用済み紙おむつの回収 2147万円
認可外保育施設入所児童保育助成事業 9401万円
企業主導型保育事業に対する支援 2147万円
多様な保育ニーズへの対応 1412万円

◎ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 5088万円
○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 9億6237万円
◎ 民間学童クラブの開設支援 2664万円
◎ 学童クラブにおける第三者評価の導入 129万円

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 959万円
○ 男女平等推進施策事業 2555万円
窓口業務での通訳・翻訳サービスの試行導入の継続 59万円

◎ 多文化共生推進プラン（仮称）の策定 39万円
国際交流協会事業 7450万円

災害への備えの拡充
◎ ペットの災害対策 38万円
◎ 防火水槽の新設 3740万円
消火栓の計画的改修 3696万円
地域防災計画の見直し 443万円
雨水貯留浸透施設設置事業 3920万円

安全・安心なまちづくり
生活安全対策事業 1億3401万円
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 1億 500万円

民間住宅耐震化促進事業（耐震アドバイザー・耐震化助成） 9980万円
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 5億4178万円
○ 市民活動促進基本計画の推進 302万円
豊かで多様な文化の醸成
○ 吉祥寺本町４丁目寄贈物件（旧赤星邸）の利活用検討 594万円
◎ 武蔵野公会堂改修等に向けた基本計画の策定 1348万円
武蔵野アール・ブリュット2022の開催 264万円

○ 海外・国内友好都市との交流事業 1748万円
友好都市アンテナショップ運営事業 633万円

多様な学びや運動・スポーツ活動の推進
むさしのサイエンスフェスタの開催 317万円
文化財保護普及事業 2593万円
武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 5846万円
土曜学校事業 204万円
ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスの管理運営 5億7909万円

健康・福祉1

子ども・教育2

平和・文化・市民生活3

新型コロナウイルスワクチン接種会場
第一中学校改築イメージ図

児童館の管理運営 2207万円
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
保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 6億5960万円

子どもの「生きる力」を育む
市立自然の村の管理運営 5076万円
むさしのジャンボリー事業 2342万円
青少年活動育成事業 4835万円

○ 学校情報システムの更改 3億9134万円
学習者用コンピュータ活用の推進 1億7134万円
セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億5900万円

○ 不登校対策と教育相談の総合的推進 1億5707万円
特別支援教育の推進 1億8339万円

教育環境の充実と学校施設の整備
○ 学校改築事業 20億 870万円
学校体育館バスケットゴール改修 4906万円
学校体育館照明ＬＥＤ化工事 2053万円

◎ 関前南小学校増築事業 1億3549万円
○ 教育の質の向上と教員の働き方改革の推進 7064万円
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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
◎ 気候市民会議の開催及び気候危機打開武蔵野市民活動
プラン（仮称）の作成 349万円

環境啓発施設事業 1811万円
雨水浸透施設等助成事業 3570万円
緑ボランティア団体事業助成 402万円

地球温暖化対策の推進　
◎ 公共施設環境配慮指針の策定 886万円
環境舗装事業 3720万円

「緑」を基軸としたまちづくりの推進　
公園等建設事業 3億4849万円
保存樹林等の指定 1094万円

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 1262万円

省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築　
集団回収事業 2467万円

○ 一般廃棄物処理基本計画改定 478万円
◎ ３Ｒ推進事業 84万円
塵芥処理事業（収集委託料） 13億9214万円
武蔵野クリーンセンターの安全・安定稼働 6億5502万円

様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保　
◎ 地域における要支援動物の相談支援体制構築モデル事業 353万円
○ 公害対策事業（アスベスト対策の強化） 2242万円
◎ 武蔵境駅南口公衆トイレの移設 8597万円
受動喫煙防止の推進 2382万円
放射線に関する対策 598万円

個性あふれる魅力的な地域のまちづくり　
◎ 吉祥寺エリアにおける駐車場整備ルールの検討 450万円
用途地域の一斉点検 1043万円
景観道路事業 3億2497万円

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 1億8087万円

◎ 八丁地下道補修工事 1812万円
◎ 資材置場更新に伴う実施設計 425万円
◎ 装飾街路灯（水銀灯）ＬＥＤ化事業 609万円
大型街路灯ＬＥＤ化事業 1億1500万円
橋りょう長寿命化事業 1億6688万円
配水管網整備推進事業 2億8762万円
浄水場・水源施設維持更新事業 1億5034万円
下水道ストックマネジメント推進事業 4億6048万円
公共下水道建設事業 3525万円
区部流入及び流域下水道建設・改良負担金 1億2231万円

○ 下水道総合計画見直し及び下水道事業経営の在り方等の検討 1352万円
◎ 下水道管路施設における長期包括契約方式の試行的導入の検討 1222万円
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 2540万円
放置自転車対策業務 1億7982万円

市民参加と連携・協働の推進　
○ 行政評価制度導入 331万円
○ 武蔵野市自治基本条例周知事業 405万円
◎ 第六期長期計画・調整計画の策定 2325万円
◎ 市制施行 75周年記念事業 572万円
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（生中継及び録画による配信等） 1477万円

○ 公式ホームページ管理システムの更改 1560万円
◎ 市勢要覧・プロモーションWEBサイトの作成 604万円
市民と市長のふれあいトーク 63万円

公共施設等の再構築と市有地の有効活用
公民連携による吉祥寺東町１丁目市有地利活用事業 408万円
公共施設劣化保全整備 14億7817万円

社会の変化に対応していく行財政運営
◎ 個人情報保護法の改正に伴う制度見直しへの対応 409万円
◎ 武蔵野市の将来人口推計 449万円
◎ 指定管理者に対する労働条件審査 83万円
◎ ＣＩＯ補佐官（仮称）等の専門人材の活用 921万円
○ 仮想化基盤・住民情報系システムの更改検討 2635万円
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 1090万円

1 人当たり 47万6852円
人口（令和４年 1月 1日現在） 14 万 8025人
人件費に係る予算額 7 万 2860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

12万2838円

子育て支援
のために

10万883円

学校教育、
図書館、

スポーツ推進に

7万1457円

行政運営
のために

4万4023円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万5421円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万1318円

市民の健康
を守るために

2万5759円

消防、
防災対策に

1万4832円

コミュニティ、
文化、国際交流
のために

1万1782円

市債
（市の借金）
の返済に

9735円

商業振興、
消費者保護
のために

4096円

市議会運営に

3180円

その他

1528円

市民 1人当たりの
予算額（一般会計）

施政方針 予算の概要

総合体育館大規模改修工事基本計画の策定 1669万円
◎ 吉祥寺図書館エレベーター改修工事 1958万円
まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興
勤労者互助会補助 2300万円
認定農業者等経営改善支援補助事業 1039万円
都市農地保全支援プロジェクト 524万円

商店街チャレンジ戦略支援事業 4054万円
コンテンツを活用した連携事業 110万円

○ 第三期産業振興計画の策定準備 750万円
中小規模事業者等への補助事業 5968万円

◎ むさしのフェスタ（仮称）事業 502万円
○ 武蔵野市ふるさと応援寄附の充実 4300万円

ムーバス運行事業 1億7924万円
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 5億2584万円
狭あい道路拡幅整備事業 8625万円

活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり　
◎ 吉祥寺パークエリアまちの将来像試案策定事業 980万円
三鷹駅北口交通環境基本方針の地域展開 744万円
都市計画道路の調査・検討 416万円
都市計画道路３・３・14号線南口駅前広場事業 6200万円
吉祥寺ウエストエリアの交通環境改善調査 502万円
吉祥寺駅南口周辺交通体系検討 503万円

◎（仮称）吉祥寺本町一丁目 27番街区自転車駐車場整備 5億9690万円

公園改修事例（中央通り公園）
三鷹駅北口駅前広場
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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

【期間延長】３月21日（月・祝）までまん延防止等重点措置期間です。不要不急の外出を控え、基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

　　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）
●境保育園 ☎53-1783
お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み午後0時30分～3時
●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

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

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
たまごの会▶日時：4月13日（水）午
後1時30分～2時30分▶対象：2歳
以上の未就園児と親▶申込：4月6
日から☎
●けやき幼稚園 ☎52-2186
春にあそぼう▶日時：4月13日（水）
午後1時～2時▶対象：2・3歳児と親
▶申込：☎
●聖泉幼稚園 ☎51-8254
園庭開放▶日時：4月20日（水）午後
2時～3時

●みやま幼稚園 ☎51-6029
園庭開放▶日時：4月27日（水）午後
2時～3時▶対象：満2歳以上の未就
園児と親▶申込：4月15日から☎ま
たは園HP

子育て支援施設
▶対象：①②市内在住の方。3歳児
対象事業は令和4年4月2日以降に
4歳になる子も対象▶内容：詳細
は各施設HP参照▶託児：なし▶申
込：②3月15日午前10時から電話
または直接いこっとへ

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

①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

●coco（0歳）コース
▶日時：4月26日（火）午前10時～10
時45分▶対象：0歳と親、10組▶内
容：親子遊びと話タイム▶申込：要

●ico（1歳）コース
▶日時：4月20日（水）午前10時～10
時45分▶対象：1歳と親、10組▶内
容：いないいないばぁのおもちゃを
作ろう▶申込：要

●nico（2歳）コース
▶日時：4月15日（金）午前10時～10
時45分▶対象：2・3歳と親、10組▶内
容：身近な材料で工作弁当を作ろう▶
申込：要

③みんなのとことこ
（とことこおやこひろば）

関前4-17-10  ☎27-7195
休館：土・日曜、祝日

●オンラインマタニティヨガ
▶日時：3月23日（水）午後1時15
分、4月10日（日）午前10時30分▶対
象：妊婦、10名▶申込：HP

●あかちゃんのやわらか抱き方講座
▶日時：4月14日（木）午後1時・2時・
3時▶対象：1歳位までの子と親・妊婦、
各回2組▶講師：中保子▶申込：☎

新小学１年生、新高校１年生等
は医療証が切り替えになります

小学校入学、中学校卒業などに伴
い、乳医療証または子医療証を
保有している児童にそれぞれ４月
から有効の子医療証（３月 11日
発送）、高校生等医療証（３月 18
日［金］発送）を交付します（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
月からは新しい医療証を医療機関
などに提示してください（乳・子
医療証の有効期限は３月末。要返
却）▶問：子ども子育て支援課☎
60-1852

　 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 4年 1月～ 3月利用分。
▶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。

　 ごっくん教室（離乳初期）

離乳食・生活リズムの話。2グルー
プ制。離乳食サンプルあり。
▶日時：4月15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：令和３

年10月～12月生の子と親（第1子
優先）、32組（申込順）▶費用：無
料▶持ち物：母子健康手帳・バス
タオルなど▶申込・
問：４月５日までに
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。離乳食サンプルあり。
▶日時：４月26日（火）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・
問：４月16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・歯みがきのポイント・
栄養の話、歯科健診を行います。
▶日時：５月16日（月）午前９時
30分～11時30分▶場所：保健セ
ンター▶対象：保健センターでの
１歳６カ月児健康診査（保育相談・
歯科健診）を受診した後～２歳６
カ月の子と親、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
兄姉のいる子は、定期的な歯科健
診を電話で予約可▶
申込・問：５月５日
までに電子申請で健
康課☎51-0700へ。

　 むさしのばやしチビッコ教室

市指定無形民俗文化財である「む
さしのばやし」の練習教室。
▶日時：5月14日～11月19日の土曜
（夏休み期間などを除く全18回予定）
午後2時～3時15分▶場所：第一中
視聴覚室▶対象：市内在住・在学の
小学3～6年生、20名（超えた場合抽
選）▶講師：むさしのばやし保存会
▶費用：1200円（バチ代）▶申込・
問：4月18日（必着）ま
でに専用フォームから
ふるさと歴史館☎53-
1811へ。

　 ｢親と子の教室｣ 参加者募集

子どもは集団生活の体験、大人は
「スマホ写真撮影のコツ」と「スク
ラップブッキング」講座受講。
▶日時：4月26日、5月10日・17日・
24日・31日、6月7日（火）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：坂本千晶（ママ
と初心者のための写真教室インス
トラクター）、大坪幸代（ISA国際ス
クラップブッキング協会インストラク

ター）▶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：4月10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。

　 親子で参加！こども国際交流ク
ラブ

リョウさんの文化体験教室。手羽
先のコーラ煮込みと親子で楽しめ
る香港の紹介など。
▶日時：①４月23日（土）午前10
時～正午②23日（土）午後１時～
３時▶場所：市民会館料理室▶
対象：５歳～小学６年生と保護
者（10歳以上は子どものみの参加
可）、各回４組（初参加者優先し、超
えた場合抽選）▶講師：リョウ・
セイブン（香港出身）▶費用：一
般1000円、国際交流協会会員500
円（子ども1人追加250円）▶持ち
物：エプロン、上履き▶申込・問：
４月８日までに国際交流協会☎36-
4511または https://mia.gr.jp/
へ。

　 むさしの自然観察園
　「カブトムシはかせになろう」
カブトムシってどんな虫？上手な
育て方を学ぼう。
▶日時：3月27日（日）午前10時～
10時50分、11時10分～正午（時間
指定不可）▶場所：同園（吉祥寺北
町3-12）▶対象：5歳以上と保護
者、各回5組（申込順）▶費用：無
料▶そのほか：参加者以外の同伴
不可▶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）

②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

●おもちゃ病院
　おもちゃを預かって修理します
▶日時：3月17日（木）～25（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
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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。

「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）

◆ 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 24 日（木）午前 10 時～ 11
時 30 分▶場所：高齢者総合セン
ター研修室▶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

■国際交流協会　留学生とのホー
ムビジット交流プログラム説明会
概要説明、留学生・ファミリー体
験談、質疑応答▶日時：3月 26
日（土）午後３時～４時 30 分▶
場所：スイングスカイルーム▶定
員：10 家庭（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：筆記用具▶申込・
問：３月24日までに同協会（MIA）
☎ 36-4511 へ。https：//mia.
gr.jp/から申込可。

■暮らしの保健室mini
医療・介護・健康について気軽に
相談できる場。個別相談 1名 30
分▶日時：４月 3 日（日）午後
２時～４時▶場所：本宿コミセン
▶対象：市内在住の方（個別相談
は４名まで）▶講師：松田寿枝（看
護師）▶費用：無料▶申込・問：
ゆとりえデイサービスセンター☎
72-0311

■司法書士による相談会（予約制）
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空き家問題などの相談▶
日時：4 月 9 日（土）午後 1 時
～ 4 時▶場所：公会堂第３会議
室▶費用：無料▶申込・問：東京
司法書士会武蔵野支部・勅使☎
27-6761

■むさしのまち歩きツアー
街道とみず道散策。徒歩約4.5㎞、
約 2時間 15 分▶日時：4月 3日
（日）午前 9時 45 分▶場所：JR
武蔵境駅中央改札前▶定員：15
名（申込順）▶費用：500円▶申込・
問：観光機構☎ 23-5900

◆ スポーツ ◆
■シティーウオーク 滄浪泉園緑
地から深大寺へ（団体歩行）
滄浪泉園緑地から野川沿いに深大
寺まで約 10㎞歩きます▶日時：
4 月 17 日（日）午前 9 時集合、
小雨実施▶場所：JR 武蔵小金井
駅南口バスターミナル前▶費用：
500 円（保険料・資料代）、市ウ
ォーキング協会会員 200 円、中
学生以下無料▶持ち物：飲み物、
敷物▶申込：不要▶問：同協会・
榎本☎ 080-9523-0557

■がんばれ ! 東京武蔵野ユナイテ
ッドフットボールクラブ
①vsFC大阪②vs鈴鹿ポイントゲ
ッターズ▶日時：①３月20日（日）
午後１時②４月3日（日）午後１時
▶場所：陸上競技場▶費用：高校
生以下は入場無料（年齢を確認で
きるものを提示）▶そのほか：詳
細はhttps://tokyo-musashino-
united-fc.com/参照▶申込：不
要▶問：同クラブ☎51-7751

■むさしのジュニアバレーボール
クラブ会員募集

東京都ジュニア育成地域推進事業
▶日時：4月2日～令和5年1月28
日の毎週土曜午前9時～正午▶場
所：大野田小体育館ほか▶対象：
市内在住・在学の小学生、20名（申
込順）▶費用：無料▶申込：3月16
日～4月30日に往復ハガキ（学校名・
学年も明記）で体育協会へ▶問：
バレーボール連盟・後藤☎090-
4913-0466、ginzou7@movie.
ocn.ne.jp

■弓道教室
▶日時：4月4日～令和5年3月27
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

■ソシアルダンス教室
①中級②初級▶日時：①4月8日
～6月24日の金曜（全10回）午後6
時50分～8時30分②4月12日～6
月21日の火曜（全10回）午後3時
30分～5時▶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：
3月25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。

■前期剣道教室
①ジュニア②一般▶日時：4月9
日～7月2日の毎週土曜（4月30日
を除く全12回）①午前9時～10時
②10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：未経験者歓迎、竹刀・剣道具
貸し出しあり▶申込・問：3月16
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。

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。

ガイド＆GUIDE

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
（日）

○春木医院 内科・小児科 境 1-5-4 51-4567
○第一臼田医院 内科 西久保 1-18-16 54-1032
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

21 日
（月・祝）

○おおやクリニック 内科・小児科 境 2-8-3 51-3001
○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
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

27 日
（日）

○前澤クリニック 内科・小児科 境南町 3-15-21 30-2861
○むらくにクリニック 内科 吉祥寺南町 1-5-12 76-8036
◎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

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
20日（日） 田辺歯科医院 境5-20-5 ☎51-2400

21 日（月・祝）谷口歯科クリニック 境南町2-12-12　ヴィラキャスケード1階 ☎34-4451
27 日（日） つるが歯科医院 境1-4-12　六花クラブ1階 ☎51-9070

休日の医療機関 3/15（火）～ 31（木）

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

65歳以上の方の健康づくり
第1期
▶対象：65歳以上の方①②③要支
援要相談・要介護不可④要支援・
要介護不可▶費用：①④無料②③
1000円▶そのほか：重複申込不
可。定員を超えた場合、初参加者
優先し抽選。メルマガ登録はdan@
star7.jp へ空メール▶申込・問：①

コース名 運動
強度 日時（全 6回） 場所 定員

①まるごと元気力
向上教室（旧ころ
ばぬコース）

弱
５月12日～７月21日、５月19日～
７月28日（隔週木曜）午前10時30分
～11時30分

保健センター 各16名

②つくろう！健脚
教室 中

５月16日～７月25日、５月23日～
８月１日（隔週月曜）午前9時～10時 メガロス吉祥寺

（吉祥寺本町1-37-8）各12名５月18日～７月27日、５月25日～
８月３日（隔週水曜）午前９時～10時

③いきいき体づく
り教室 中

５月10日～７月19日、５月17日～
７月26日（隔週火曜）午前11時～正午 メディカルフィット

ネスクラブ武蔵境
（境南町 2-8-19）

各12名
５月13日～７月22日、５月20日～
７月29日（隔週金曜）午前11時～正午

④シニアフィット
中 ５月18日～７月27日（隔週水曜）午前

10時～11時
保健センター 各13名

強 ５月25日～８月３日（隔週水曜）午前
10時～11時

④ 3月31日までにチラシ（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☎
51-0793へ② 3月23日から電話
でメガロス吉祥寺☎ 21-8300へ
③電話でメディカルフィットネス
クラブ武蔵境☎ 33-1005へ。①
～④３月31日までにメルマガ応募
フォームで申込可。

 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、
甲状腺ホルモン検査、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☎ 51-
2828

　 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。結果票の
見方の説明はありません。
▶日時：４月 11 日（月）午前
10時～正午（１人 15分）▶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
方は不可）、８名（申込順）▶費用：
無料▶申込・問：３月 31 日まで
に電話または直接健康づくり支援
センター☎ 51-0793へ。
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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

【期間延長】３月21日（月・祝）までまん延防止等重点措置期間です。不要不急の外出を控え、基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

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。

市民が市内で活動しているサークルなど
入は入会金。特に表記のないものは無料

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／申込・問
絵手紙れもんの会
絵手紙始めてみませんか

第１・３金曜（月２回）午前９時45
分～正午／市民会館

月2000円
堀内☎55-2841

サンフラワー（日常英会話、
初心者）55歳以上の方

火曜午後３時～３時45分／本町
コミセンほか

月3000円
上原☎080-1148-3907

仲間あつまれ

吉
東 20日（日）

■都市基盤シンポジウム「吉祥寺を考える～まちづくりの手法に
ついて学ぶ～」▶時間：午後2時▶講師：星卓志（工学院大学教授）
▶持ち物：上履き▶申込

本
宿

4月8日（金）～
5月27日（金）

■背骨コンディショニング教室▶日時：第2・4金曜（全4回）午前9
時30分、10時50分▶定員：各8名▶参加費：3000円▶申込：16日
から窓口

け
や
き

26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

西
久
保

30日（水）
■歩こう会「春の都立武蔵野公園と野川公園ほか」▶時間：午前8
時30分コミセンロビー集合▶定員：10名▶費用：380円（交通費）、
50円（保険料）▶持ち物：敷物、水筒など▶申込：26日まで

八
幡
町

27日（日） ■はちコミ映画会「ハウルの動く城」▶時間：午前9時30分、午後1
時30分▶定員：各10名▶申込

コミュニティセンター事業案内 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

　境南コミセンは一昨年からの改修工
事を経て昨年夏にリニューアルオープ
ンし、半年余りが経ちました。ロビーや
トイレなどが新しくなり、体育室には冷
暖房、児童室には床暖房が設置され、快
適に生まれ変わったと皆さんに喜ばれ
ています。さらに昨年末には駐輪場も改
修され、スタンドを設置したことで自転
車を整然と停められるようになりまし
た。駐輪場周辺はアスファルトで舗装さ
れて雨の日の泥汚れも心配なくなり、ピ

駐輪場がきれいになりました

境南コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

ロティと合
わせて子ど
もたちの遊
び場となっ
ていて、幼
稚園のバス
送迎の集合
場所としても利用されています。
　なお現在、境南コミセンを含め各コミ
センでフリーWi-Fiの試行を始めてい
ます。インターネットを使った打ち合わ
せや講習会など、さまざまなオンライン
の活動に役立てていただきたいと思い
ます。市民が運営する市民のための活動
拠点として、各地域のコミュニティ協議
会が日々工夫を重ね、利用しやすいコミ
センづくりに取り組んでいます。

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：5/1 号…3月 30日、5/15 号…4月 7日

掲
載
希
望
の
方
へ吉祥寺東（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

●武蔵野シティバレエ定期公演 出演者オーディション
11月20日（日）公演「ジゼル」（全幕）の出演者を募集します。
▶日時：4月17日（日）午前11時、午後２時▶場所：市民文化会館大ホール
▶対象：年齢・身長の規定あり。詳細は同事業団HP参照▶そのほか：振付
…安田由貴子▶申込・問：4月10日までに同事業団HPから。

文化事業団文化事業団

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

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

施設
DATA

※文化事業団チケット・システムは、３月 30日（水）午前 9時～ 4月１日（金）午前 9時に
改修のため停止します。窓口・電話予約・インターネットいずれも利用できません。

※４月１日から、チケットと施設利用などの情報は、「文化・芸術（文化生涯学習事業団）」欄に掲載
となります。

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

＊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4月・5月 4月1日（金） 市民文化会館
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2022年10月 4月1日（金） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2022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

2022年10月

4月6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5日（火） スイング

ホール
松露庵 茶室 4月11日（月） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 4月1日（金） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2022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
2023年8月・9月 4月10日（日）

吉祥寺
シアター

5日未満使用 2023年4月・5月 4月1日（金）

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2022年10月けいこ場 4月1日（金）

舞台芸術以外で使用 劇場 2022年7月けいこ場 4月1日（金）
＊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。

＊ 3月30日（水）はシステム停止のため、各窓口での申請・変更などの手続きができません。

◇ ◇ ◇   施設の使用申込   ◇ ◇ ◇

整備された駐輪場

●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

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

危険・有害ごみを
ほかのごみと

混ぜて出さないで
ください

　火災の原因となり
　非常に危険です

家電製品などの電池や充電池は必
ず取り外してください。取り外し
たことが分かるように（ふたを開
けたままにするなど）してお出し
ください。電池の取り外せない小
型家電は、本体ごと（部品や付属
品は除く）危険・有害ごみでお出
しください▶問：ごみ総合対策課

危険・有害ごみ袋（配布：市役所案内、
ごみ総合対策課、各市政センター・コミ
セン）か「危険・有害ごみ」と書いた透
明または半透明の袋に入れて指定の収集
日に出してください。

掲示板。
▶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、0123 吉祥寺・はらっ
ぱ、本宿・吉祥寺南町・境南コミ
セン、各市政センター▶そのほか：
閲覧は各施設の開館時間内。市HP
に掲載。掲示の申込方法は掲示板
に設置されている利用案内または
市HP参照。利用者間で直接交渉
（市は交渉には関与しません）▶
問：ごみ総合対策課


