
人口と世帯
《令和4年７月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8374人（35人増）　世帯数7万8650世帯（25減）
●男7万976人（9人減）　●女7万7398人（44人増）　
〔うち外国人住民数3181人（27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。

75周年75周年
令和 4年 11月３日に市制施行
75周年を迎えるにあたり、「市
制施行 75周年」の冠事業の冒
頭にマークを記載しています。

電力を減らす・創る・蓄める取り組みをお願いします

市民団体や事業者が日替わりでワークショップを開催し
ます。1回 30分程度の内容で、数回実施します。また、
小学 3年生向けに改訂発行する小冊子「武蔵
野市の自然 む ?!」を使った生き物探しも実施。
詳細はむさしのエコ re ゾートHP参照。

む さ し の エ コ re
ゾート前の芝生広場
で期間中打ち水体験
に参加できます。

ゴーヤ苗が育っている様子と、
緑のカーテンとなることで暑さ
の感じ方がどうなるか、緑の
カーテンレポーターからのレ
ポートを展示します。

　ウクライナ情勢の影響などにより、エネ
ルギーをめぐる厳しい世界情勢は長期化す
る恐れがあります。国からは今夏・今冬に
おける電力需給がひっ迫し、必要な供給量
が確保できない可能性が指摘されていま
す。今から取り組める対策へのご協力をお
願いします▶問：環境政策課☎ 60-1841

水にまつわるアンケートか
ら、8 月 1 日の「水の日」
にちなんだ展示を行います。

むさしの環境フェスタ
　　を開催します

●電気の契約アンペアを見
直す。

●夏は冷蔵庫の庫内温度を
「強」から「中」に。
●エアコンのフィルターを
小まめに掃除。

●断熱性の高い窓に改修。

●自宅に太陽光発電
と蓄電池を導入。
災害時も安心。

都や市の助成事業をご活用ください。
詳細は市HP参照。

減らす 創　る

蓄める

こどもワークショップ

inSUMMER

来館者に書いていただいた「住まいの
エネルギー『何にたくさん使っている
か』」から気候危機につながる情報や、
対応策について紹介します。

気候危機対応策についての展示気候危機対応策についての展示

（休館日を除く）

お楽しみ企画お楽しみ企画

打ち水 de COOL

SDGs展示SDGs展示 テーマはテーマは水水

開館時間 : 午前９時30分～午後５時
休 館 日： 火曜、祝日（月曜が祝日

の場合は月曜開館し、水曜
休館）、年末年始

むさしのエコreゾート（緑町 3-1-5）

● 備長炭電池をつくってみよう
● シルクスクリーン印刷をしてみよう
● ソーラーカーを走らせてみよう　ほか

プログラム

　環境啓発施設むさしのエコ re ゾートで環境フェスタを開催し
ます。さまざまなワークショップや体験に参加できます。ワーク
ショップの参加や展示の感想をまとめるだけでも、夏休みの自
由研究になるかもしれません。皆さんの参加をお待ちしていま
す▶問：環境政策課環境啓発施設係（エコ re ゾート内）☎ 60-
1945、FAX51-5590、ecoresort@city.musashino.lg.jp

～楽しみながら環境について考えてみませんか～

7月23日（土）～8月21日（日）
場　所 むさしのエコ reゾート

●みんなが描いた魚がスクリーンの水の中でス
イスイ泳ぐ（期間中の土・日曜。時間などの
詳細はむさしのエコ re ゾートHP参照）
●むさしの紙芝居一座がやってくる（８月７日
［日］午前 11時～正午）

お楽しみ
企画の内容
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申込要領 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（消せるボールペン不可）

国の方針変更などにより、内容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。

４回目接種 ４回目接種

　３回目・４回目接種は、接種券が届き次第、集団・個別接種の予約ができます。
また、３回目接種に加え、４回目接種も予約なしで接種できるようになりまし
た。ワクチン接種により、重症化予防効果などを高めるとされていることから、
接種を希望する方は、早めの接種をお願いします。
※ 基礎疾患のある18～59歳の方などで４回目接種を希望する方は、接種券の発行申請を
してください

新型コロナワクチン
接種・予約情報

予約情報

対 象 者

① 60 歳以上の方

３回目接種日から５カ月が経過し、下記①～③のいずれかに該当する方

18～59歳のうち、
②基礎疾患のある方
③新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
接種券

予約方法

接種を希望する方は、接種券発行の申請が必要です

接種券 ３月中に３回目接種した方には、７月19日（火）に発送します

※ 接種当日に個別接種の予約をキャンセルする場合は、
必ず医療機関に電話してください

【申請方法】 市ホームページ、郵送、窓口（保健センター）、市コールセンター
【発 送 日】 申請受理日によって異なります
申請方法や発送日などの詳細は右の二次元コードや市コールセンターでご確認ください。

・市インターネット予約システム（24時間）
・市コールセンター（受付時間内）☎03‒6736‒5604

４回目用の接種券が届き次第、集団・個別接種の予約ができます。

□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（通話料がかかります）

☎ 03-6736-5604（平日午前８時30分～午後５時15分）
※電話のかけ間違いにご注意ください
※医学的な質問は、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターをご利用ください

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）

市インターネット
予約システム

※７月21 日（木）までに届く予定です

※３回目接種日の５カ月後の同日以降の日程が予約可能です

1・2回目接種
市の集団接種会場（12歳以上
の方のみ）、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。 5～１１歳12歳以上

３回目・４回目
予約なし接種

対　象

会　場
（７月）

接種日

受付時間

持ち物

接種日時点で前回接種日から５カ月以上
経過し、接種券をお持ちの方

ファイザー：市民文化会館
モデルナ：吉祥寺南町コミセン、
　　　　 スイングホール

３回目・４回目接種を実施している日
右の二次元コードや市コールセンターで
ご確認ください
午後 3時～5時（定員：各会場最大 100名／１日）

接種券、本人確認書類、お薬手帳（お持ちの方）

集団接種の予約に空きがある場合、接種券を
お持ちの方は、予約なしでも接種ができます

３回目接種
（予約なし接種）

4回目接種
（予約なし接種）

３回目接種

※市の集団接種実施日を一部追加しています
※市の集団接種会場では、予約なしでも接種できます

市の集団接種会場、市内約40医療機関、
東京都大規模接種会場で接種が可能です。 ３回目接種

ワクチン
トップページ

２月末までに３回目接種した65歳以上の方のうち、７月10日時点で未予約・未接種の
方へ、７月15日（金）に「集団接種郵送申請書」と返信用封筒を発送します。申請書を
市に返送することで、集団接種の予約をとることができます。

【郵送申請予約】

令和４年度低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活支援特別給
付金の申請を受け付けています
低所得の子育て世帯への給付金の
申請を令和５年２月28日まで受け
付けています。支給金額は対象児
童１人につき５万円です。申請が
不要な対象者へは「支給のお知ら
せ」を送付します（４年４月分児童
扶養手当受給者…６月15日送付
済。４年４月分以降児童手当［また
は特別児童扶養手当］受給者で４
年度住民税均等割非課税の方…７
月中旬以降送付予定）▶そのほか：
詳細は市報６月15日号
または市HP参照▶申込・
問：子ども子育て支援
課☎60-1993

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：８月１日（月）
◎固定資産税・都市計画税（償却
資産含む）、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

国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料の納付をお忘れなく
7 月から令和 4年度国民健康保険
（国保）税および後期高齢者医療
保険料の納付が始まります。どち
らもコンビニおよびスマートフォ
ン決済アプリで納付できます。国
保税はインターネットによるクレ
ジットカード納付（納期限を過ぎ
ての利用不可）およびペイジー納
付が可能です。納税・納入通知書
が届きましたら、各納期限まで
に納付をお願いします。やむを得

吉祥寺東町 1丁目市有地の利活
用の方向性について（市民説明会）

吉祥寺東町１丁目市有地

吉祥寺東町１丁目市有地の利活用
について、庁内検討委員会報告書
（7月末完成予定）の市民説明会
を開催します。
▶日時：①８月２日（火）午後７時
②８月６日（土）午後２時 30分（開
場 15 分前から）▶場所：①公会
堂第１・２合同会議室②商工会館
市民会議室▶定員：各回 25名（申
込順）▶申込・問：7月15日～前
日に電話またはＥメール（申込要領
参照）で資産活用課☎ 60-1973、
sec-shisankatsuyou@city.
musashino.lg.jpへ。

ず納期限を過ぎてしまった場合で
も、金融機関などで納付できます
が、督促状の送付や延滞金発生の
場合があります。納め忘れのない
口座振替は、郵送やキャッシュ
カードでの申し込みもできます▶
問：国民健康保険税について…納
税課☎ 60-1827、後期高齢者医
療保険料について…保険年金課☎
60-1913

期別 納期限
（口座振替日）

郵送
口座振替
申込期限（必着）

金融機関窓口
口座振替
申込期限

1 期 8月１日 締め切り済み 締め切り済み

2期 8月 31日 締め切り済み 7月 20日

3期 9月 30日 8月 10日 8月 22日

4期 10月 31日 9月 12日 9月 20日

5期 11月 30日 10月 11日 10月 20日

6期 12月 28日 11月 10日 11月 21日

7期 令和 5年
1月 31日 12月 12日 12月 20日

8期 2月 28日 1月 10日 1月 20日

※キャッシュカードでの口座振替申
込期限は納期限の 10営業日前まで

（12歳以上・小児）

※４月末までに３回目接種した方の申請を受付中です

※ 接種日時・ワクチンの種類は選択できません　※接種日は８月以降になる見込みです
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最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
公会堂の改修
等に関する有
識者会議

７月21日（木）
午後6時30分

公会堂
第１・２会議
室

10名（申込順）／改修
などの基本方針につい
て

前日までに
市民活動推進課
☎60-1831へ

第８期廃棄物
に関する市民
会議

７月22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

第六期長期計
画・調整計画
市民会議

７月22日（金）
午後７時～９
時

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
意見交換、報告書の内
容検討ほか

申込：不要
企画調整課
☎60-1801

第五小学校改
築懇談会

７月26日（火）
午後６時

西久保コミセ
ン

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課
☎60-1972

気候市民会議 ７月26日（火）
午後６時

むさしのエコ
reゾート

５名程度（申込順）／地
球温暖化の現状などに
ついて

7月22日までに
環境政策課環境啓
発施設係
☎60-1945へ

井之頭小学校
改築懇談会

７月27日（水）
午前9時30分

井之頭小
体育館

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課
☎60-1972

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

７月27日（水）
午後７時

商工会館
第１・２会議
室

５名程度（先着順）／計
画案（主要事業計画な
ど）に対する意見聴取

申込：不要
下水道課
☎60-1868

第六期長期計
画・調整計画
むさしの未来
ワークショッ
プ

７月28日（木）
午前10時～午
後４時

スイングスカ
イルーム

10名程度（先着順）／
中高生世代が未来の市
長の立場から現在の市
長へ政策提言

申込：不要
企画調整課
☎60-1801

防災会議 ８月２日（火）
午前10時

市役所
対策本部室

10名（申込順）／地域
防災計画修正について
ほか

前日までに
防災課
☎60-1821へ

教育委員会定
例会

８月３日（水）
午後３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

三鷹駅北口交
通環境基本方
針の策定に向
けた研究会

８月５日（金）
午後２時～４
時

芸能劇場
小ホール

10名程度（先着順）／
三鷹駅北口駅前広場と
周辺道路の今後の再整
備について

申込：不要
まちづくり推進課
☎60-1872

第六期長期計
画・調整計画
無作為抽出と公
募による市民
ワークショップ

８月６日（土）
午後１時～５
時

スイングレイ
ンボーサロン

10名程度（先着順）／
「誰もが安心して暮ら
し続けられる魅力と活
力があふれるまち」を
実現するために、私た
ちができること

申込：不要
企画調整課
☎60-1801

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。

期日 会議名

８/１（月）
議会運営委員会（令和４年第３
回市議会定例会の日程予定案
についてほか）

市議会からのお知らせ

■第２回市議会定例会の結果
６月７日～ 22 日の 16 日間の
会期で開かれた第２回定例会で
は、20 名の議員による一般質
問が行われました。14 件の市
長提出議案が提出され、「武蔵
野市職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する条例の一部を改正
する条例」などが可決されまし
た。議員提出議案は１件提出さ
れ、「都立武蔵野中央公園から
掘削が行われる石神井川上流第
一調節池（仮称）工事に対する
安全対策を徹底することを求め
る意見書」が可決されました。
10 件の陳情の採決が行われ、
「武蔵野市立保健センター増築
及び複合施設整備基本計画（素
案）に関する陳情」など計３件
が採択され、「井の頭公園の緑

■期日・内容 開会時間：午前10時（予定）

 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／9：15、12：00、20：15、22：00
＊7月31日（日）まで放送時間が一部変わります
8：30、17：30、20：15、22：00

むさしの
シティニュース

LINE ツイッター フェイスブック

委員を募集します

市のほかの委員との兼任不可。作
文などの応募書類は返却不可。氏
名・住所（町名）は市報、市HP
などで公表。
●国民健康保険運営協議会委員
国民健康保険（国保）事業の運営
について、市長の諮問に応じた審
議や意見交換を行う国民健康保険
運営協議会の被保険者を代表する
委員を募集。
▶任期：９月１日～令和７年８月
31 日（１期３年間、原則として
３期まで）▶会議の開催：年４回
程度（平日午後、１時間程度）▶
場所：市役所会議室▶対象：市国
保の被保険者、２名（超えた場合
書類選考）▶選考：小論文「私に
とっての国民健康保険とは」（400
字程度）▶報酬：1 回１万 2000
円（源泉・交通費込み）▶申込・
問：７月 29 日（必着）までに郵
送・Ｅメール（氏名、住所、電話
番号を明記、小論文を添付）また
は直接〒 180-8777 保険年金課

と環境保全の意見書提出に関す
る陳情」が意見付き採択されま
した。また、「５歳から 11 歳
の子どもをワクチン接種から守
ることを求める意見書提出に関
する陳情」など６件が不採択と
なりました。詳しくは８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。
■委員会開催のお知らせ
下記の日程で、委員会を開催し
ます。傍聴についてはお問い合
わせください▶問：議会事務局
☎ 60-1883

☎ 60-1834、sec-hoken@city.
musashino.lg.jpへ。
●産業振興審議会専門部会
産業振興計画改定のための検討な
ど。
▶任期：9 月～令和 6 年 2 月▶
会議の開催：7 回程度（平日）▶
場所：市役所会議室▶対象：市内
在住・在勤・在学の18歳以上の方、
1名▶選考：作文「あなたが考え
る、武蔵野市らしい産業振興とは」
（800 字以内、様式自由）▶報酬：
1 回 1 万 2000 円▶申込・問：8
月 5 日（必着）までに郵送・Ｅ
メール（氏名、住所、年齢、電話
番号を明記、作文を添付）または
直接〒 180-8777 産業振興課☎
60-1832、sec-sangyou@city.
musashino.lg.jpへ。

負担割合 判定基準

３割 住民税課税標準額が 145 万円以上の 70～ 74歳の国保被保険者の方がい
る世帯

２割 上記に該当しない世帯
負担割合が３割の世帯のうち、以下の条件に該当する場合には、負担割合が２割に変
更となる場合があります。申請の必要はありません。
○ 70～ 74歳の国保被保険者の方が 1人の世帯：収入額が 383万円未満（同一世帯
に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合は、その方も含めた収入の合
計額が 520万円未満）
○ 70～ 74歳の国保被保険者の方が 2人以上の世帯：収入の合計額が 520万円未満

国民健康保険高齢受給者証の負担割合のお知らせ

8 月 1日から有効の高齢受給者証を 70～ 74 歳の被保険者に送付しま
す。負担割合は下記参照▶問：保険年金課☎ 60-1834
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申込要領 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（消せるボールペン不可）

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。

市民意識調査にご協力ください

第六期長期計画・調整計画の基礎
資料とするとともに今後の市政全
般に関する新たな行政課題や多様
な市民ニーズ、満足度を把握する
ことを目的として市民意識調査を
実施します。対象となる方には調
査票を郵送しますので、ご協力を
お願いします。８月 26 日（金）
までにご返送ください。
▶対象：18 歳以上の市民、4000
名（無作為抽出）▶問：市民活動
推進課☎ 60-1829

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。
必ず工事着手前に図面を持参の上、
窓口で助成の対象となるかをご相談
ください▶申込・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
塀取壊し 4000円／ｍ２ 30万円

※助成金は、施工費の範囲内です。

街路灯の故障は道路管理課へ
ご連絡ください
街路灯は、夜間の交通安全の確保
や犯罪防止などのために設置され
ています。点灯不良や故障にお気
付きの方は、街路灯の管理番号を
LINE または電話でご連絡くださ
い（通常、修理には 3 日間を要
します）。
◎道路などの不具合をLINEで通
報できます…市公式アカウント「武
蔵野市（ID：@musashinocity）」
を友だち登録し、画
面の案内に沿って写
真などを送信してく
ださい▶問：道路管
理課☎ 60-1857

「武蔵境駅南口公衆トイレ移設及び
周辺整備等工事」の説明会を開催
公衆トイレの老朽化により、境南
ふれあい広場公園内に新たに建て
替えます。工事の手順や安全対策
などについて。
▶日時：① 7月 24 日（日）午前
10 時 30 分～ 11 時 30 分② 7月

27 日（水）午後７時～ 8時▶場
所：①武蔵野プレイスフォーラ
ム②スイングスカイ
ルーム▶定員：各 40
名程度▶申込：不要
▶問：ごみ総合対策
課☎ 60-1802

「まなこ」114号ができました

特集は「見た目って大事？」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

第五中学校の改築に伴う防災行
政無線移設工事のお知らせ
放送ができなくなる期間がありま
す。ご理解ご協力をお願いします。
▶停止日：8 月 1 日（月）・2 日
（火）（予定、予備日含む）▶その
ほか：詳細は市HP参照▶問：防災
課☎60-1821

犬の散歩はルールを守って

犬をリードできちんとつなぎ、ト
イレは散歩前に済ませましょう。
もし散歩中にオシッコをしたらす
ぐに水で流し、ふんをしたら家ま
で持ち帰るのが飼い主の責任で
す。気持ちよく暮らせるよう、ルー
ルを守りましょう▶問：環境政策
課☎ 60-1842

善意の寄付ありがとうございま
した

認定特定非営利活動法人みらい
プラネット理事長 有富健様：学
習教材 22 点。市内小・中学校の
授業のため／特定非営利活動法
人 LARGO理事 永山雅章様：マ
リーゴールド 40 苗。園児の緑化
意識向上のため▶問：管財課☎
60-1816

地域子育て支援拠点（常設子育てひ
ろば）の整備・運営事業者を募集
乳幼児とその保護者が交流した
り、子育て相談などができる地域
の居場所を整備します。
▶応募書類：7 月 15 日から子ど
も子育て支援課で配布▶そのほ

か：市が選定▶申込・問：8 月
31 日までに企画提案書など（応
募書類に添付）を子ども子育て
支援課☎ 60-1239
へ。

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
政
セ
ン
タ
ー

市政センター
窓口業務
1名

窓口受付、各種証明
書発行、データ入力、
一般事務補助など／
PC

10月1日～（6年4月30日までの職。
ただし6年 9月 30日までの期間で
延長する可能性あり）／月～金曜のう
ち週４日午前 9時～午後 5時／中央
市政センター／月額 16 万 8300 円
／期／社／共／交／所定外労働あり

一次（書類選
考、小論文）
二次（面接）：
8月8日（月）

▶申込・問：7月29日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「市政センターに
求められることとあなたの強み」（800字以内）を郵送または直接中央市政センター☎ 56-
3800（〒180-0006 中町 1-2-8）へ

子
ど
も
育
成
課

保育認定事務
１名

認可保育施設入所関
係業務、無償化認定
業務、電話対応、窓
口対応、システム入
力／PC

9 月 1日～／週 5日（月～金曜）午
前 9時～午後 5時（実働７時間）／
市役所／月額 21 万 400 円／期／
社／共／交／業務によっては所定外
労働・休日勤務あり

一次（書類選
考、小論文）
二次（面接）：
8月9日（火）

▶申込・問：7月29日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、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）を郵送または直接〒180-8777
子ども育成課☎60-1854へ

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

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

関係団体の職員などの募集

特に記載のないものは令和 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）、社会
保険・雇用保険加入あり／期期末
手当あり／交交通費あり（上限あ

り）／PCパソコン（ワード、エク
セル）操作のできる方／普免要普
通自動車免許／面接の詳細は事前
に通知（届かない場合要連絡）、
提出書類の返却不可、結果は合
否に関わらず通知

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

給
食
・
食
育
振
興
財
団

学校給食配
置員
臨時職員
若干名

小・中学校における学校給食
の配膳など

8月29日～／週 2～ 4日（月
～金曜）午前 10 時 30 分～
午後 2時 30 分（休憩 15分）、
8 月 29 日は午後 1 時～ 3 時
（休憩なし）／市立小・中学
校／時給 1140 円／交／社
保・雇保なし

書類審査、
面接：随時日時
を連絡（平日午
後実施）

運転手
パートナー
職員
若干名

学校給食の配送作業（運転、
コンテナの積み込み、積み下
ろしなど）、用務など／中型、
準中型または普通自動車免許
（3t 車運転可能なもの）所
持で、2t 車（マニュアル）の
運転経験がある方

8月 29日～（試用期間あり）
／週 5日（月～金曜）午前 8
時～午後 4時／北町・桜堤調
理場／月額 20 万 9100 円／
8 月は３日程度、報酬日割／
期／交

書類審査、
面 接・ 実 技：
随時日時を連
絡（平日午後実
施）
※運転免許証を
持参

▶申込・問：7月29日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）を郵送ま
たは直接北町調理場☎54-2090（〒180-0001吉祥寺北町4-11-30）へ

文
化
生
涯
学
習
事
業
団

文化事業部
嘱託職員
若干名

芸術文化の企画・運営、施
設管理運営業務、庶務経理
など／PC／普免

10 月 1 日 ～ 令 和 5 年 9 月
30日／ 4週 8 休（土・日曜、
祝日勤務あり）午前 8 時 30
分～午後 11 時のうち7 時間
勤務（休憩 1時間・シフト制）
／市内文化施設／月額 22 万
6300 円／期／交

書類審査
筆記：8月 7日
（日）
面接：8月21日
（日）

生涯学習支
援
嘱託職員
若干名

各種生涯学習事業の企画・
運営業務など／PC

10 月 1 日 ～ 令 和 5 年 9 月
30日／ 4週 8 休（土・日曜、
祝日勤務あり）午前 9時～午
後 10 時 15 分のうち 7 時間
勤務（休憩 1時間・シフト制）
／武蔵野プレイス／月額22万
6300 円／期／交

▶申込・問：7月31日（日・必着）までに申込書（総合体育館、各図書館・文化施設で配布。
https://www.musashino.or.jp/から印刷および総合体育館に郵送請求可[120円切手貼
付の角型2号Ａ4サイズ封筒同封]。写真貼付。返信用封筒[84円切手貼付、長3型］）を郵送ま
たは直接総合体育館☎56-2200（〒180-0001吉祥寺北町5-11-20）へ
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パートナーシップ制度について

　市では4月1日、「男女平等の推進
に関する条例」を改正し、新たに
「パートナーシップ制度」を開始しま
した。第六期長期計画で「多様性を認
め合い尊重し合う平和な社会の構
築」を掲げており、「性別等にかかわ
りなく、お互いを人生のパートナー
として、日常生活において、互いに協
力し、及び扶助し合うことを約した
2人が、安心して暮らし続けられる
こと」を目的として、パートナーシッ
プの届を市長が受理し、それを証明
する受理証を交付します。
　改正条例には「市民はパートナー
シップ制度の目的を尊重するよう努
めること」「事業者等は、その活動に
おいてパートナーシップ制度に最大
限配慮し、その目的を達成するため
に必要な措置を講ずるよう努めるこ
と」が盛り込まれたほか、「性自認又
は性的指向に関して本人が公表する
カミングアウトを他者が強制しては
いけないこと」「本人がカミングアウ
トをしようとするのを他者が禁止し
てはいけないこと」「本人の意思に反
して第三者に公表するアウティング
をしてはならないこと」も新たに定
められました。
　また、制度の届出ができる方は「性
別等にかかわりなく、お互いを人生
のパートナーとして、日常生活にお
いて、互いに協力し、及び扶助し合う

ことを約した2人であること」「民法
に規定する成年に達していること」
「双方に、配偶者がいないこと」「双方
に、当該届出者の他に事実上婚姻関
係と同様の事情にある者がいないこ
と」「双方が、当該届出者以外の者と
武蔵野市及び他の自治体のパート
ナーシップ制度や類する制度を利用
していないこと」「届出者同士が民法
に規定する婚姻をすることができな
い関係にないこと」「届出者の双方が
市内に住所を有している、もしくは、
市内に住所を有することを予定して
いること」などすべての条件を満た
す必要があります。
　制度の概要や多様性に配慮した事
業者などの取り組み事例について
は、市役所・市政センターなどで
「パートナーシップ制度ガイドブッ
ク」を配布しているほか、市HPにも
掲載しています。
　制度に法律上の効力はありません
が、市は制度に最大限配慮し、届出を
した2人が安心して暮らし続けられ
るよう取り組んでいきたいと考えて
います。（取材協力：男女平等推進セ
ンター/執筆者：遠藤梨栄）
▶問：記事で紹介した内容について
は男女平等推進センター☎37-
3410、ＣＩＭコラム全般について
は市政資料コーナー☎60-1809

ＣＩＭ=CivilInformationMinimum（これだけは知っておきたい市民の情報）

華
道
展

▶日時：前期…10月14日（金）・15日（土）、後期…10月16日（日）・17日（月）
午前 10時～午後 6時（15・17日は午後 5時まで）▶定員：各 3名▶費用：無料
▶申込：8月 5日（必着）までにハガキ（申込要領参照し、雅号、流派、前期か後
期の希望も明記）で華道連盟・中山☎ 20-7201（〒180-0002 吉祥寺東町 2-15-
7）へ

美
術
展

絵画の部（油絵、版画、日本画、洋画、水彩画ほか）、書道の部（額装［アクリルのみ・
ガラス不可］、掛け軸、てん刻）、写真の部（額装［ガラス不可］、パネル）、各部門
1人 1点。サイズ（絵画：6号～ 30号、書道：条幅 220㎝以内幅 50㎝以内、茶
掛 150㎝以内幅 70㎝以内、てん刻 38㎝×29㎝以内［外寸］、写真：半切～全紙）
自作未発表のもの▶日時：10月 7日（金）～10日（月・祝）午前 10時～午後 4
時（最終日午後 3時まで）、搬入…10月6日（木）午前 10時～午後２時、搬出…
10月10日（月・祝）午後 3時 30分～ 4時 30分▶対象：16 歳以上の方▶申込：
9月 9日（必着）までにハガキ（申込要領参照し、年齢、出品部門、題名［ふりがな］、
サイズ、搬入搬出希望時間も明記）で〒180-8777 芸文協美術展係（生涯学習スポー
ツ課内）へ

市民文化祭（華道展・美術展）参加者募集

作品の搬入 ･搬出費、保険料は自己負担。
▶場所：市民文化会館展示室▶対象：市内在住・在勤・在学の方▶問：
芸文協（生涯学習スポーツ課内）☎ 60-1856（火・金曜午前 9時～午
後 4時）

官公署だより
東京都都市計画審議会の傍聴者
募集
▶日時：９月２日（金）午後１時
30 分▶場所：東京都庁内会議室
▶定員：15 名（超えた場合抽選）
▶そのほか：個人のプライバシー
に関わる案件などがあるときは、

会議が一部非公開となる場合あり
▶申込・問：８月10日（消印有効）
までに往復ハガキ（申込要領参照
し、１人１通）で都市整備局都市
計画課計画監理担当☎ 03-5388-
3225（〒 163-8001新宿区西新
宿2-8-1）へ。

明るい選挙啓発ポスター
作品募集

選挙が明るく正しく行われること
や、投票することの大切さを啓発
するためのポスターを募集。
▶対象：市内在住・在学の小・
中・高生▶そのほか：大きさ…四
つ切（542mm× 382mm）また
は八つ切（382mm× 271mm）。
画材・材料…自由。裏面右下に学
校名・学年、氏名（ふりがな）を
明記。作品返却不可。主催者は作
品を自由に使用できることとしま
す。1次審査…市選挙管理委員会、
2次…東京都選挙管理委員会、3
次…全国審査。入賞者は学校名・
学年、氏名を公表▶申込・問：9
月 9 日（必着）までに作品（申
込要領参照）を郵送または直接
〒 180-8777 選挙管理委員会事
務局☎ 60-1893へ。

防災推進員の募集

担当区域内の市が設置する消火器
点検（目視点検）・町中の安全点
検など。
▶対象：次の地域に居住する 72
歳未満（令和 4 年 10 月 1 日現
在）の健康な方。吉祥寺東町 2
名、吉祥寺南町 2 名、御殿山 2

名、吉祥寺本町 1 名、西久保 1
名、八幡町 3 名、関前 3 名、境
3 名、桜堤 1 名▶報酬：年額 6
万円▶そのほか：任期…10 月 1
日～令和 6 年 9 月 30 日（2 年
間）▶申込：8 月 15 日までに応
募用紙（市民防災協会HPから印
刷可）を郵送・ファクス・Eメー
ルまたは直接〒 187-8777 市民
防災協会（市役所西棟）FAX51-
9523、musashino@shimin-
bousai.jpへ▶問：防災協会☎
60-1926

環境の学校 PRプロジェクト
メンバー募集
環境や地域に関わる問題を学び、
情報発信します。イベントの企画・
開催、フリーペーパーを発行。
▶日時：８月 27 日（土）午後２
時～３時 30 分、2回目以降は９
～ 12 月（月 1 回程度）、全 5 回
▶場所：むさしのエコ re ゾート、
吉祥寺商業施設▶対象：市内また
は隣接市区在住・在学の高校・大
学生、30 名（申込順）▶講師：
小崎奈央子（けやき出版代表）ほ
か▶費用：無料▶そのほか：3 月
にむさしのエコ・チャレンジで
発表▶申込・問：8 月 15 日まで
に Eメール（申込要領参照）で
環境政策課環境啓発施設係（エコ
re ゾート内）☎ 60-
1945、ecoresort@
city.musashino.
lg.jpへ。

時～４時▶場所：芸能劇場小ホー
ル▶対象：不登校・ひきこもり
などの悩みをもつ家族など、100
名（申込順）▶講師：川名典子
（元杏林大学大学院客員教授）▶
費用：無料▶主催：武蔵野市▶申
込・問：文化学習協同ネットワー
ク☎ 24-6491

ひきこもりサポート事業
「それいゆ」家族セミナー
親が子どもとどう関わるか、会話
をはじめるヒントになる話。
▶日時：7 月 16 日（土）午後２

亜細亜大学（境 5-8）

現代教養特講　SDGs という現代の課題▶日時：10 月７日～令和５年１月 20日の
金曜（全 13回）午後１時 15分～３時▶コーディネーター：江川美紀夫（国際関
係学部教授）、大塚直樹（国際関係学部教授）

成蹊大学（吉祥寺北町 3-3-1）

感染症と文学▶日時：９月 29日～令和５年１月 19日の木曜（全 14回）午後４時
50分～６時 30分▶コーディネーター：遠藤不比人（文学部教授）

武蔵野大学（西東京市新町 1-1-20）

市民が動き出す私たちのまちづくり講座▶日時：9 月 28日～令和 5年 1月 18日
の水曜（全 14回）午後 4時 50分～ 6時 30分▶コーディネーター：渡辺裕一（人
間科学部社会福祉学科学科長）

令和４年度後期武蔵野市寄付講座

▶対象：市内在住・在勤・在学で 18歳以上の方および地域自由大学学
生、各大学 50 名（超えた場合抽選）▶費用：5000 円（資料代）▶そ
のほか：自由大学ポイント付与対象講座（各大学４分の３以上の出席で
1ポイント）。詳細は自由大学通信Vol.75 または自由大学HP https://
www.jiyu-musashino.org/ 参照▶申込・問：７月 29日（必着）まで
にハガキ（申込要領参照し、希望大学名、生年月日、在勤・在学者は勤
務先・学校名、地域自由大学学生は学籍番号も明記、1講座 1枚）で郵
送または直接武蔵野プレイス自由大学事務局☎ 30-1904へ。同館HPか
ら申し込み・当選確認（８月 10日～各大学開講日）可。自由大学学生
は電話申込可。受講決定後、講座ごとに①健康診断書（結
果票）（令和３年８月１日以降に受診した胸部レントゲン検
査結果、医師の総合所見のあるもの、コピー可）②証明写
真（成蹊大学は不要）③受講同意書を提出。
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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。

野外活動センター

▶申込・問：7 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、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☎ 54-4540、
FAX51-9810へ。
＊旅行条件説明書は同センターHPまた
はDO SPORTS!をご覧ください。（公
財）武蔵野文化生涯学習事業団野外
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

●　　　Sports for All カヌー

初心者向けのカヌー体験教室。現
役パラカヌー選手のデモンスト
レーション予定。
▶日時：9 月 17 日（土）①午前
10時～ 11時 30分②午後 1時～
2時 30 分③ 3 時～ 4時 30 分▶

ふるさと歴史館　企画展「武蔵
野地域探究」の開催

「武蔵野」（個人蔵）

歴史・気象・生物学の分野から、
武蔵野について考えます。
▶日程：７月 23 日（土）～９月
22 日（木）▶場所：同館第二展
示室▶費用：無料▶共催：成蹊中
学・高等学校▶問：ふるさと歴史
館☎ 53-1811

ふるさと歴史館　戦争資料展示
「戦争と武蔵野Ⅷ」

昭和 20 年 2 月 15 日、航空母艦 Bunker 
Hill 内で作戦の説明を行っている様子

米国国立公文書館の資料や市歴史
公文書などを用いて武蔵製作所の
空襲について展示。
▶日時：７月 30 日（土）～８月
15 日（月）午前９時 30 分～午
後５時▶場所：同館会議室▶費用：
無料▶問：ふるさと歴史館☎ 53-
1811

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第２回）

口演風景

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：７月 24 日（日）午後１
時 30 分～２時 30 分▶場所：ふ
るさと歴史館▶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

青少年フロア
「みんなでB2水族館をつくろう」

オリジナルの海の生き物を制作し

場所：武蔵野プール▶対象：①②
小学１～３年生③小学４年～中学
３年生、各 24名（超えた場合抽
選）。最少催行各12名▶講師：本
田宗洋（東京女子体育大学カヌー
部顧問）、ゲスト…瀬立モニカ（パ
ラカヌー日本代表）▶費用：無料
▶そのほか：①②重複申込不可
●親子キャンプ
キャンプで発見。親子のつながり。
▶日時：8 月 27 日（土）午前７
時三鷹駅集合～ 28 日（日）午後
5時 30 分解散（１泊２日）▶場
所：千葉県南房総市大房岬キャ
ンプ場▶対象：小学生と保護者、
25名（超えた場合抽選）。最少催
行人数 13 名▶講師：国際自然大
学校▶費用：大人 1万 7000 円、
子ども 1 万 3000 円▶持ち物：
27 日の昼食

一時保育（8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：午前９時～午後１時、火
曜（2 日を除く）、木曜（４日・
11 日を除く）、金曜（５日・12
日・19 日を除く）▶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。

展示。
▶日程：８月 30 日（火）まで▶
場所：武蔵野プレイス▶対象：小
学生～ 20歳になった年の年度末
までの方▶費用：無料▶申込：不
要▶問：武蔵野プレイス青少年活
動支援担当☎ 30-1902

ゆっくり、のんびり、稲作体験
稲刈りと秋野菜の収穫

稲作体験のイメージ

水や自然の大切さを学び、家族で
農業体験。稲刈りと秋野菜の収穫、
地元食材の郷土料理など。
▶日程：９月 10 日（土）・11 日
（日）１泊２日▶場所：友好都市・
新潟県長岡市小国町▶対象：市内
在住・在勤・在学・在園で３～
18歳と保護者（保護者在勤も可、
稲刈りの際に鎌を扱うため刃物
を扱える年齢を推奨）、５家族 20
名程度（初参加者を優先し、超え
た場合抽選）▶費用：高校生以上
9800 円、４歳～中学生 7500 円
（保険料・宿泊費を含む）、3 歳
300 円（食事なし）▶そのほか：
後日、収穫したお米を進呈▶申込・
問：８月２日（必着）までに電子
申請で児童青少年課
☎ 60-1853、sec-
jidouseisyo@city.
musashino.lg.jp
へ。

となりまちプロジェクト
イベント
武蔵野・三鷹・小金井市の市民と
事業者、行政が連携して地域をつ
なぐプロジェクト。
▶そのほか：詳細は
https://tonarimachi.
net/ 参照▶問：産業
振興課☎60-1832
●３市のおすすめスポットを募集
抽選で限定グッズをプレゼント。
▶期間：７月 18 日（月・祝）
～９月 30 日（金）▶応募方
法：インスタグラムで同プロ
ジェクト公式アカウント（@
tonarimachi_otonari3）をフォ
ローし、ハッシュタグ「＃となり
まち観光協会」、メンション（@
tonarimachi_otonari3）を付け
てインスタグラムに投稿
●となりまちラリー企画部メン
バー募集
「散歩の達人」編集部と３市を巡
るまち歩きツアーの仕組みを考え
る（後日まち歩きを実施）。
▶日程：8 月 20 日（土）・9月 4
日・18 日（日）▶対象：全日参
加できる方、20名程度▶申込：8
月 7日までに上記二次元コードか
ら申し込み

♯らしく武蔵野♯らしく武蔵野
インスタグラムインスタグラムでで写真投稿写真投稿をを募集中募集中

「わたしらしく、あなたらしくいられる
武蔵野市」をテーマに、市内のお気に入
りの場所や風景の写真、市内で過ごす・
活動する自身や仲間同士での写真を募集します。
▶期間：8月31日（水）まで
▶そのほか：詳細は市HP参照
▶参加方法：インスタグラムでハッシュタ
グ「＃らしく武蔵野」を付けて投稿
▶問：秘書広報課☎60-1804

75周年75周年

写真募集案内

75周年75周年

☎51-0119
武蔵野消防署

☎55-0110
武蔵野警察署

暑さが増し、熱中症が発生しやす
い季節になりました。気温や湿度
が高いこの時期は、屋外だけでな
く室内においても熱中症のリスク
が高まります。小まめに水を飲ん
だり、冷房をつけたり、風通しを
良くして、熱中症にならないよう
予防し、暑い夏を上手に乗り切り
ましょう。
令和４年５月中の災害件数　
火災・救助など 36 件、救急 643
件

市内では息子をかたる詐欺の電話
が非常に増えています。犯人は、
息子を装い「痴漢をしてしまって
示談金が必要」などと言って、あ
なたの優しさや親心を利用して、
貴重な預貯金を執拗に狙っていま
す。一度家族にかけ直し、事実か
確認しましょう。また、近所の方
や友人が、既に詐欺犯人に騙され
ている可能性もあります。家族・
友人と情報共有して詐欺被害を防
ぎましょう。

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

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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 ☎

17 日
（日）

○ はせがわ内科 内科・小児科
（乳幼児不可）境 4-4-1 53-0001

○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

18 日
（月・祝）

○境橋クリニック 内科・小児科 関前 5-21-5 53-5984
○武蔵境病院付属あんずクリニック 内科 境南町 4-1-15 50-9770
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

24 日
（日）

○前澤クリニック 内科・小児科 境南町 3-15-21 30-2861
○もとはし内科 内科 吉祥寺北町 2-19-9 23-6886
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

31 日
（日）

○春木医院 内科・小児科 境 1-5-4 51-4567
○沼田内科小児科医院 内科 吉祥寺北町 2-5-17 22-7260
◎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

17日（日） フルールおやこデンタルク
リニック 境1-1-7　QuOLa2階D号 ☎56-8655

18 日（月・祝）パルデンタルクリニック 吉祥寺本町 1-13-6　古谷ビル 2階 ☎28-4618

24 日（日） 遊佐歯科医院 境南町 2-3-16　武蔵境第一髙木ビ
ル 7階 ☎31-2951

31 日（日） よしおかデンタルオフィス 西久保 1-1-1　井野ビル 1階 ☎51-4199

休日の医療機関 7/15（金）～ 31（日）

東京都医療機関案内「ひまわり」
☎ 03-5272-0303（自動応答）
FAX03-5285-8080（聴覚障害者向け）
☎ 03-5285-8181（外国語）毎日 9-20
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/

東京都小児救急相談
月～金 18- 翌 8／土日祝年末年始 24時間
＃8000 または☎ 03-5285-8898

東京消防庁救急相談センター
電話相談＃7119または☎ 042-521-2323

東京版救急受診ガイド 検索

調剤薬局 日曜午前 9時～午後 5時
当番薬局は市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/ 参照

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

65歳以上の方の健康づくり
第2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（初参加者優先し、
超えた場合抽選）▶費用：①④無
料②③ 1000円▶そのほか：重複
申込不可。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 弱

9月1日～11月17日、9月8日～11月
24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

9月5日～11月14日、9月12日～11月
21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9月7日～11月16日、9月14日～11月
23日（隔週水曜）午前９時～10時

③いきいき体づく
り教室 中

9月6日～11月15日、9月13日～11月
22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
9月2日～11月11日、9月9日～11月
18日（隔週金曜）午前11時～正午

④シニアフィット
中 9月7日～11月16日（隔週水曜）午前

10時～11時
保健センター 各13名

強 9月14日～11月30日（隔週水曜）午前
10時～11時

④ 7月29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 7月20日から電話
でメガロス吉祥寺☎ 21-8300へ
③7月16日から電話でメディカル
フィットネスクラブ武蔵境☎ 33-
1005へ。①～④7月31日までに
メルマガ応募フォームで申込可。

▶日時：Aコース…９月３日・17
日、10月１日・15日・29日、Bコー
ス…９月10日・24日、10月８日・
22日、11月12日の土曜（全５回）
午後０時30分～１時30分・１時
50分～２時50分（時間指定不可）
▶場所：総合体育館柔道場▶対
象：要介護認定を受けていない
65歳以上の市民で医師などから
運動制限を受けていない方、44
名（初参加者優先し、超えた場合ロ
コモテストの結果により選考）▶
講師：柔道整復師▶費用：無料▶
持ち物：筆記用具、飲み物▶申込・
問：８月12日（必着）までに申込
書（健康課で配布、市HPから印刷
可、郵送希望の方は電話で同課へ）
を郵送または直接健康課☎51-
7006へ。

　 人間ドック（生活習慣病予防、
病気の早期発見のために）

午前に検査、午後に医師による結
果説明。保健師・管理栄養士によ
る健康相談可。
▶実施日：火・木曜▶場所：健康
づくり事業団▶費用：市内住民登
録の方…2万 1000 円、そのほか
の方…4万 2600 円▶そのほか：
オプション検査（別途料金）…胸
部ヘリカルＣＴ、頚動脈超音波、
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：８月10日（水）午前10時
～正午（１名10分）▶場所：保健
センター▶対象：60歳以上で過
去に「知って得する！カラダのセ
ミナー」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）、12名（申込順）
▶費用：無料▶申込・問：８月９
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。

　 健康やわら体操

転倒予防など運動機能の維持を目
指す教室です。

子どもは体温調節の機能が未熟な上、大人に比べて背が低く、地面
からの熱や照り返しの影響を受けやすいので、周りにいる大人が熱
中症予防をすることが必要です。外出時は、帽子をかぶせ、通気性
の良い服を選んでください。小まめに涼しいところで休憩を取り、
水分補給をさせましょう。また、車内に子どもを残したまま車から
離れないでください▶問：健康課☎ 51-0700

子どもの熱中症に気をつけましょう

　 骨粗しょう症検診

骨量検査、身
体測定、リー
フレット配
付。結果は後
日郵送、要精
密検査者には
紹介状を同
封。
▶場所：保健センター▶対象：４
月１日時点で20・25・30・35・40・
45・50・55・60・65・70歳の市民の
女性（骨粗しょう症・リウマチ・妊
娠中の方は不可）、各コース75名
（申込順）▶費用：無料▶持ち物：

骨粗しょう症検診問診票▶申込・
問：７月29日（必着）までに電子申
請・ハガキ・封書（申込要領参照し、
第３希望までのコース［時間指定
不可］・生年月日も明
記）または直接健康
づくり事業団☎51-
2828へ。

コース
日時

午前…8時 45分～ 11時 15分
午後…1時 15分～ 3時 45分

F 8月 19日（金）午前
G 8月 19日（金）午後
H 8月 22日（月）午前
I 8 月 22日（月）午後
J 8月 24日（水）午前

※A～ Eコースはすでに終了
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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。

申込要領 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（消せるボールペン不可）

楽しくありながらも忙しい子育
ての中で、本当に必要な情報を自
分で探し出すのは大変。むさしの
すくすくナビはそんな保護者の
方をお手伝いするツー
ルです▶問：子ども子
育て支援課☎ 60-1851

夏休み 夏休み期間（7～8月）
の子ども向けイベントで
す。市HPのキッズペー
ジに掲載しています。

　 ひとり親家庭総合相談会

法律・生活・就労・子育て相談に
専門家が対応（1 日 5 コマ、各
45分、複数相談可。原則予約制）。
▶日時：8月18日（木）・19日（金）
午後３時～７時▶場所：市役所
411・413会議室▶対象：市内在
住のひとり親、その予定のある方
▶費用：無料▶託児：あり▶申
込・問：前日までにEメール（申込
要領参照し、希望する相談内容・日
時、託児希望は子の氏名［ふりが
な］・当日の月齢も明記）、電話また
は直接子ども子育て支援課☎60-
1850、sec-kodomokosodate@
city.musashino.lg.jp へ。

　 児童手当・特例給付の支給がな
くなる方へ通知を発送しました
令和４年度児童手当・特例給付の

現況の審査により所得が所得上限
限度額を超えた方には支給事由消
滅通知を7月8日に発送しました。
支給がなくなった方で今後、所得
が所得上限限度額未満になった場
合、児童手当・特例給付を受給する
ためには改めて申請が必要です。
また、３年度から支給額が変わる
方には、認定通知書を同日に発送
しました。支払予定を記載した支
払通知は10月上旬に
発送。詳細は市HP参
照▶問：子ども子育
て支援課☎60-1852

　 子育て支援情報誌「すくすく」
令和４年版ができました

0～5歳児の子育て情報総合冊
子。子ども子育て支
援課、保健センター、
各市政センター・コ
ミセン、桜堤児童館、

0123施設、いこっとなどで配布。
市HPに掲載▶問：子ども子育て
支援課☎60-1851

　 0123 施設で 4・5歳児の支援
を試行します

4・5歳児も各施設で過ごせます。
子育て家庭への切れ目ない支援を
充実させるため、利用者へのアン
ケートを実施します。
▶日程：8月1日（月）～31日（水）▶
場所：0123吉祥寺・はらっぱ▶問：
子ども協会事務局☎36-0673、子
ども子育て支援課☎60-1239

　 訪問型産後ケア事業を開始しま
す

自宅へ助産師が訪問し、育児相談
や授乳支援などを行います。
▶受付：7月15日（金）から▶対象：
市内在住の産後１年未満の子ども
と母親で家族からのサポートが十
分でない、または体調や授乳・育児
について不安がある方▶費用：１
回（90分）3000円、多胎は1回（120
分）3500円▶そのほか：詳細は市
HP参照▶申込：すでに市産後ケ
ア事業へ登録している方は市助産
師会HPから申込可。未登録の方は
妊娠28週以降に保健センターま
たは子ども家庭支援センターで登
録申請のための面接
（予約制）を受けてく
ださい▶問：健康課
☎51-0700

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：記載
のあるもの以外無料▶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

プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：7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

●精華第一保育園 ☎54-3854
▶日時：7月30日（土）午前9時30分
～10時15分プあ
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園

☎60-2015
▶日時：7月27日（水）午前10時あ
●グローバルキッズ武蔵境園 ☎51-2242
▶日時：8月4日（木）午前10時プあ

●桜堤保育園 ☎52-4671
▶日時：7月27日（水）午前11時30
分～正午▶場所：桜堤児童館プあ

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
●武蔵野中央幼稚園 ☎52-1136
令和5年度入園説明会▶日時：8月
31日（水）午前▶対象：令和2年4月
1日以前生の子と親1名▶申込：園
HPまたは☎

●武蔵野中央第二幼稚園 ☎52-1136
令和5年度入園説明会▶日時：8月
31日（水）午前▶対象：令和2年4月
1日以前生の子と親1名▶申込：園
HPまたは☎

●けやき幼稚園 ☎52-2186
サマースクール幼児の部情報講座遊
びの提案▶日時：8月1日（月）～6日
（土）午前10時～11時（何回でも可）
▶対象：2・3歳児と親▶申込：☎

●栄光乃園幼稚園 ☎54-1200
たんぽぽクラス▶日時：8月24日
（水）午後2時▶対象：平成31年4月
2日～令和2年8月24日生の方▶申
込：往復ハガキ

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歳になった子も対象▶内容：詳
細は各施設HP参照▶託児：なし▶
申込：②7月15日午前10時から電
話または直接各施設へ

①おもちゃのぐるりん
緑町2-6-8緑町二丁目
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

②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：月・日曜、祝日

●栄養士講座（オンライン）
子どもの食事について聞こう
▶日時：7月22日（金）午前10時30
分▶内容：離乳食から幼児食までの
子どもの食事について▶講師：田倉
由祈子▶申込：とことこHP
●お迎え付き　ふたごちゃんみつご
ちゃん優先のおやこひろば
▶日時：7月29日（金）午後1時～3時
▶対象：多胎児の親子、3組▶そのほ
か：送迎のサポートあり▶申込：☎
●オンラインプレパパ3回連続講座②
▶日時：7月30日（土）午前10時▶
対象：プレパパ～産後３カ月頃の子
の父親▶講師：高祖常子▶申込：と
ことこHP

　　保育園であそぼう

▶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）
●吉祥寺東町すみれ保育園☎20-6640
リトミックで遊ぼう▶日時：7月27
日（水）午前10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
おにわであそぼ▶日時：平日のみ午
後1時～3時

●うぃず吉祥寺第一保育園 ☎27-1565
身体測定・水遊び▶日時：8月2日（火）
午前10時▶対象：2・3歳児と親、３
組

●精華第一保育園 ☎54-3854
一緒に遊ぼう▶日時：7月28日（木）
午前9時40分～10時10分▶対象：0
歳児と親
●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
水遊びであそぼう▶日時：7月30日
（土）午前10時～11時▶対象：0～
２歳未満児と親
●精華第二保育園 ☎38-7352
一緒にあそびましょう　水あそび▶
日時：7月28日（木）午前9時30分～
10時50分▶対象：1歳児と親
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園

☎60-2015
リトミックで遊ぼう▶日時：7月22
日（金）午前9時30分▶対象：未就園
児と親

●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

●ひまわり保育園 ☎56-8732
水遊び・救命救急▶日時：7月27日
（水）午前10時～11時▶対象：１・２
歳児と親、３組

●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▶対象：未就
園児と親

●グローバルキッズ武蔵境園☎51-2242
みずあそび▶日時：8月2日（火）午
前10時▶対象：1歳～未就学児と親

●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

●おもちゃ病院
　おもちゃを預かって修理します
▶日程：7月22日（金）まで▶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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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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

が家庭訪問（こんにちは赤ちゃ
ん訪問）し、健康チェックや相談
を行っています。「お誕生連絡
票」のない方は電子申請または
電話で健康課へ。
● 3～4カ月児、6・9カ月児、
1歳6カ月児、3歳児になったら
乳幼児健康診査を受けましょ
う。対象者には、個別に通知し
ます。
●子どもの予防接種
標準的な接種期間に合わせて予
診票などを郵送します。市内の
指定医療機関で予防接種を受け
るときは①接種前に冊子「予防
接種と子どもの健康」を読んで
ください②必ず予診票と母子健
康手帳を持参し、お子さんに同
伴してください。予診票をお持
ちでない方は、電子申請・郵送
または母子健康手帳を持って直
接健康課へ。

●妊娠したら
妊娠が分かったら保健センター
（健康課）に届け出てください。
①母子健康手帳・妊婦健康診査
受診票などを交付します②専任
の保健師などが「ゆりかごむさし
の面接（予約制）」をし、妊娠
中の疑問や不安にお応えします。
妊娠中に同面接を受けた方には、
子ども・子育て応援券（こども商
品券）を1万円分配付します▶問：
母子健康手帳の交付について…
マタニティ安心コール
☎ 51-0703、子ども・
子育て応援券について
…子ども子育て支援課
☎ 60-1239
●出産したら
母子健康手帳にとじてある「お
誕生連絡票」を早めに投函しま
しょう。生後4カ月ごろまでの
赤ちゃん全員を助産師・保健師

妊娠、出産したら、健康課でも
手続きを ▶問：健康課☎ 51-0700

ゆりかご
むさしの
面接予約

転入された方へは各種お知らせが届か
ない場合があります。必ず健康課へご連絡ください。
※子ども家庭支援センターでも各種手続きができます。

●転入された方へ●

　 広報誌「季刊むさしの」仕事体
験をする中学生を募集します

今回は「カフェ店員」です。飲食店内
での準備や接客を行う仕事です。
▶日時：７・８月のうち１日（応
相談）で日中２～３時間程度▶対
象：市内在住・在学の中学生、２名
（申込順）▶発行：秋号（９月末）▶
申込・問：秘書広報課☎60-1804

　 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：９月５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：８月25日までに
電子申請で健康課☎51-0700へ。

　 むさしの自然観察園「貝がらを
使ってフォトスタンドを作ろう」

夏休み 紙粘土を砂浜に見立てて
貝殻を飾り、貝の絵を描いて南国
風のフォトフレームを作ります。
▶日時：7月24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（大人も可、申込順）▶申込・問：
むさしの自然観察園☎55-7109
（正午～午後５時）

　 土曜保育コンシェルジュ

平日来庁が難しい世帯を対象に子
どもの預け先や保育サービスなど
の相談を受けます。
▶日時：８月６日（土）午前９時・
10時30分、午後１時・２時30分・
４時（各45分）▶場所：市役所会
議室▶対象：市内保育施設・幼稚
園に申し込む予定のある方、10組
▶申込・問：７月19日から電話で
子ども育成課☎60-1854へ。

　 親子で参加！こども国際交流ク
ラブ「テレンスさんの文化教室」

夏休み レモンマフィン作り、
クッキング英会話、文化紹介など。
▶日時：８月６日（土）午前 10
時～正午、午後１時～３時（同内
容）▶場所：市民会館料理室▶対
象：５歳～小学６年生の子と保護
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：テ
レンス・リー（イギリス出身）▶
費用：一般 1000 円、同協会会員
500 円（子ども１人追加 250 円）
▶持ち物：エプロン、上履き▶申
込・問：７月 29 日までに電話ま
たは https://mia.gr.jp/ か ら国
際交流協会☎ 36-4511へ。

　 自然を知る
　家族でデイキャンプ体験

夏休み テント（貸出）建て、まき
割り、火おこし体験など（野外調理
は炊飯のみ。昼食各自一部持参）。
▶日時：① 8 月 13 日（土）②
14日（日）午前 9時 10 分 JR 二
俣尾駅改札集合・午後 4 時ごろ
解散予定▶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・
在学の小学 2年生以上と保護者
（保護者在勤も可）、各日 6家族
18 名（市内在住者優先し、超え
た場合抽選）▶費用：1 人 500
円（保険、材料代など）、交通費
各自負担▶持ち物：後日通知▶そ
のほか：宿泊なし。申込不備は無
効▶申込・問：7月 27日（必着）
までにハガキ（申込要領参照し、
①②の希望、希望日以外の参加の
可否、Ｅメールアドレス、参加者
全員の氏名・生年月日・学年、在
勤・在学者は勤務先・学校名も明
記）で〒 180-8777 緑のまち推
進課☎ 60-1863へ。

　 土曜学校「武蔵野大学アートひ
ろば、色と形の冒険」
単純な色と形による表現の面白さ
を平面（版画）や立体（工作）で楽し
んでみましょう。
▶日時：９月 24 日・10 月１日
午前 10 時～正午（全２回）▶場
所：武蔵野大学４号館 4401 教室
（西東京市新町 1-1-20）▶対象：
市内在住・在学の小学１～３年生、
25名（超えた場合抽選）▶講師：
生井亮司（同大学教授）▶費用：
無料▶申込・問：８月 14日（必着）
までに同館HPまたは直接武蔵野
プレイス生涯学習支
援係☎ 30-1901へ。
当落確認（８月 22
日～９月 24 日）可。

　 土曜学校
　「成蹊大学ロボット教室」

ロボットについて学んで、大学の
先生・学生と一緒にロボット作り
にチャレンジします。
▶日時：９月 17 日・24 日・10
月１日、午前 10 時～正午（全 3
回）▶場所：成蹊大学（吉祥寺北
町 3-3-1）▶対象：市内在住・在
学の小学５・６年生、20 名（超
えた場合抽選）▶講師：小方博
之（同大学教授）ほか▶費用：
2000 円（教材費）▶申込・問：
８月 20日までに同館HPまたは直
接武蔵野プレイス生涯学習支援係
☎ 30-1901へ。当落確認（９月
１日～ 17日）可。

　 子ども考古学講座「考古学へのはじめの一歩」

縄文時代を中心とした暮らしや文化を知るための研究方法や研究分野の
解説と考古学の学び方について。全 6回。
▶時間：①②⑤⑥午後１時30分～３時③午後1時30分～3
時30分④午前10時～正午・午後1時30分～3時30分（同内
容）▶場所：ふるさと歴史館ほか▶対象：全回参加できる
小学５年～中学３年生、15名（市内在住・在学の方優先し、超えた場合抽
選）▶費用：無料▶申込・問：７月24日（必着）までに専用フォームからふ
るさと歴史館☎53-1811へ。

プログラム 日程 講師

前
期

①この土器はどっちが古い！？いま
から何年前のもの！？－考古学で時
間を調べる方法を学ぼう－

８月２日（火） 工藤雄一郎（学習院女子大
学准教授）

②縄文ランドスケープ－縄文人の自
然観・宗教観－

８月８日（月） 大工原豊（國學院大學栃木
短期大學准教授）

③縄文時代の生業～狩り、集め、育
てる～

８月９日（火） 林徹（国際基督教大学非常
勤講師）

後
期

④土器片形クッキー・ドッキーづく
り講座－土器片の情報を読み解きな
がら、クッキーづくりに挑戦！－

12月 10日（土）ヤミラ（おかしづくり作家）

⑤縄文土器研究入門－土器を調べて
拓本をとろう－

令和５年
１月８日（日）

小林謙一（中央大学教授）

⑥旧石器時代の主要石器の変遷とナ
イフ形石器（仮）

３月 19日（日）鈴木美保（東京大学総合研
究博物館学術支援専門職員）
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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。

申込要領 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（消せるボールペン不可）

●ごみ総合対策課：〒180-0012
　緑町3-1-5 ☎60-1802
クリーンセンター係：☎54-1221

●粗大ごみ受付センター：☎60-1844

危険・有害ごみを
ほかのごみと

混ぜて出さないで
ください

　火災の原因となり
　非常に危険です

家電製品などの電池や充電池は必
ず取り外してください。取り外し
たことが分かるように（ふたを開
けたままにするなど）してお出し
ください。電池の取り外せない小
型家電は、本体のみ（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。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：７
月 25 日（月）午前 10 時 30 分
～正午▶場所：福祉公社会議室▶
対象：市内在住の方、10 名（申
込順）▶講師：同公社職員▶費
用：無料▶申込・問：同公社（権
利擁護センター専用電話）☎ 27-
5070

■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 人
30 分▶日時：8 月 7 日（日）午
後２時～４時▶場所：本宿コミ
セン▶対象：市内在住の方、4名
（申込順）▶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

■高齢者総合センター「囲碁将棋
開放デー」「マッサージの日」
①囲碁将棋スペースの開放②プ
ロによるマッサージ▶日時：7月
29日（金）①午前9時30分～11時
30分、午後1時30分～3時30分②
午後1時30分・2時・2時30分・3時
（各回20分、入れ替え制）▶場所：
同センター▶対象：市内在住の
60歳以上の方、①各16名、パソコ
ンゲーム3名②各3名（申込順）▶
費用：無料▶持ち物：②手拭いま
たはタオル▶そのほか：②ペース
メーカー、人工透析、そのほか施
術により病状悪化のおそれのあ
る方は参加不可。詳細はhttps://
fukushikosha.jp/ 参 照▶申込・
問：電話または直接同センター☎
51-1975（緑町2-4-1）へ（日曜・祝
日除く）。

■十色の会「知っておくと得をす
る認知症のこと」
認知症を理解するには、まず知る
ことが大切▶日時：７月29日（金）
午後 1時 30分～ 3時▶場所：吉
祥寺本町在宅介護支援センター▶
対象：介護をしている・始める予
定の方、在宅介護に興味のある方、
15 名（申込順）▶講師：繁田雅
弘（東京慈恵会医科大学教授）▶
費用：無料▶持ち物：マスク着用
▶申込・問：前日までに同センタ
ー☎ 23-1213へ。

■地域福祉権利擁護事業生活支援
員募集（説明会）
10 月に開催する生活支援員養成
講習の説明会です▶日時：8 月
18日（木）午後 1時 30分～ 3時、
24日（水）午前 10時 30 分～正
午▶場所：福祉公社会議室▶対象：
市内在住でおおむね 65歳未満の
自転車移動ができる方、各回 10
名程度（申込順）▶講師：同公社
職員▶費用：無料▶持ち物：筆記
用具▶そのほか：活動希望の方は
説明会に参加の上、別途申し込
み（選考あり）▶申込・問：同公
社権利擁護センター・小山☎ 27-
5070

■ライフサポートMEW「ゲスト
を招いてコーヒートーク」
「おこんじょうるり」の一人語り
とMEW利用者作品の朗読、参
加者同士の意見交換会▶日時：７
月 30 日（土）午後２時～４時▶
場所：ライフサポートMEW（中
町 3-4-9 ディアハイム武蔵野）
▶対象：市民、ミュー利用者▶
講師：森うたう（女優）▶費用：
無料▶申込・問：同事業所☎ 36-
3830へ。

■ゆとりえオンライン家族介護者
個別相談会
介護に悩まれている家族の相談
会▶日時：7月 22 日（金）①午
後１時 30 分～２時②２時 15 分
～２時 45 分▶場所：オンライン
（Zoom）▶対象：介護をしてい
る市民、2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

■若者と企業の交流会 in 武蔵野
参加企業４社のブースを回り、面
接で聞けないことも質問できます
▶日時：８月 19 日（金）正午～
午後 4時 10 分▶場所：スイング
ホール▶対象：おおむね 29 歳以
下の方（学生も可）、30名（申込
順）▶費用：無料▶そのほか：履
歴書不要。普段着参加可。後日、
企業見学会・職場体験も開催▶申
込・問：東京しごとセンター多摩
☎ 042-329-4510

■吉祥寺ふれあい夏まつり
縁日のみの開催▶日時：７月 21
日（木）・22 日（金）午後 2 時
～ 7 時▶場所：東急百貨店吉祥
寺店北側広場▶対象：小学生以下
▶そのほか：チケット制（当日配
布）による人数制限あり。1人１
回入場▶問：吉祥寺公園通り商店
会☎ 21-2485

■夏休み「親子教室」～親子で一
緒に楽しく学ぼう！～
ダンゴムシと遊ぼう、ユニット折
り紙で立体に親しむなど（全13講
座）▶日程：８月３日（水）・４日
（木）（1講座90分）▶場所：武蔵野
大学（西東京市新町1-1-20）▶対
象：小学生と保護者、24組（申込

順）▶講師：同大学教授ほか▶費
用：3000円▶そのほか：詳細は
同大学 HP http://lifelongstudy.
musashino-u.ac.jp/参照▶申込・
問：同大学☎042-468-3222

■まちのインキュベーションゼミ
「お店づくり」をテーマに、事業
創造を目指すゼミの参加者を募集
▶日程：７月 30 日（土）～ 12
月 10 日（土）▶場所：東小金井
事業創造センターKO-TO（小金
井市梶野町 1-2-36）ほか▶対象：
創業希望者など、30名（申込順）
▶費用：3300 円▶申込・問：
7 月 25 日までに https://here-
kougai.com/ または電話で（株）
タウンキッチン☎ 30-5800へ。

■むさしの創業塾・創業フォロー
アップ講座
市特定創業支援の対象事業。受講
後申請すると市から証明書が発行
され、優遇策を受けられます▶日
時：①創業塾（全4回）…８月18
日・25日、９月１日・８日（木）午
後６時～８時②創業フォローアッ
プ講座（全2回）…９月15日・22
日（木）午後６時～８時▶場所：
商工会議所市民会議室▶対象：
創業希望者など、各 30名（申込
順）▶費用：① 2000 円② 1000
円▶持ち物：筆記用具▶そのほ
か：詳細は https://musashino-
sogyojuku.com/index.html 参
照▶申込・問：商工会議所企業支
援部支援２課☎22-3631

■国際交流協会（MIA）市民講座
　国際理解トーク
一緒に考えよう「多文化共生」～
視点と課題▶日時：７月 23 日
（土）午後２時～４時▶場所：ス
イングスカイルーム▶対象：16

歳以上の方、50 名（申込順）▶
講師：渡戸一郎（明星大学名誉教
授）▶費用：無料▶申込・問：７
月 21日までに電話または同協会
HP https://mia.gr.jp/ から国際
交流協会☎ 36-4511へ。

◆ スポーツ ◆
■ジュニアソフトテニス教室
東京都ジュニア育成地域推進事業
▶日時：８月６日（土）午前９時
～午後３時、予備日８月７日（日）
▶場所：庭球場▶対象：市内在住・
在学の中学生（経験者）▶費用：
無料▶申込：不要▶問：ソフト
テニス連盟・竹内☎ 090-2550-
0430、takeu_yasubou@yahoo.
co.jp

■上期卓球リーグ戦
4 単 1 複で男女各 3 名以上のリ
ーグ戦。3 点先取▶日時：8 月
14 日（日）午前 9時▶場所：総
合体育館メインアリーナ▶対象：
市内在住・在勤・在学または令和
4年度市卓球連盟登録者で編成し
たチーム▶費用：1チーム 3000
円（連盟未登録は 6000 円）▶申
込：所定の申込用紙（体育協会で
配布）を代議員会（8月 6日［土］
午後 7時、中央コミセン）へ▶問：
同連盟・井谷☎ 50-2486（平日
は午後 7時以降）

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。

 ペットボトルは必ずキャップ・
ラベルを外して出してください

ペットボトルのリサイクルは本体
のみです。キャップとラベルは必
ず外して、「プラスチック製容器
包装」の収集日に出してください。
キャップとラベルが混合したまま
では、収集できないことがありま
す▶問：ごみ総合対策課

 ざつがみ（雑紙）を「燃やすご
み」に出していませんか？
お菓子の紙箱・封筒・メモ用紙・
シュレッダーした紙などは透明袋
や紙袋などに入れ、「ざつがみ」

と書いて、「古紙」の収集日に出
してください。ボール紙、包装
紙、コピー用紙なども資源になり
ます。雨の日に屋根のあるところ
に移動させるなど所定の位置から
ずらしたところに排出すると回収
されません。古紙は雨に濡れると
カビが発生して資源化できなくな
りますので、雨の日の排出はでき
るだけ避けてください▶問：ごみ
総合対策課

　 夏季のごみ収集について

熱中症予防のため、新型コロナウ
イルス感染症対策を十分にとった
上でごみ収集員がマスクを外して
作業をしている場合があります。
ご理解をお願いします▶問：ごみ
総合対策課

 祝日のごみ収集

7 月 18 日（月）のごみ収集は通
常通り行います。年間の祝日（年
末年始および土・日曜の祝日を除
く）・振替休日も通常通り行いま
す▶問：ごみ総合対策課

●中央図書館：吉祥寺北町4-8-3　
☎51-5145

●吉祥寺図書館：吉祥寺本町1-21-
13 ☎20-1011

●武蔵野プレイス：境南町2-3-18
☎30-1900

https://www.library.musashino.
tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を
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最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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
「広がる読書」SDGs
を知ろう／読み聞か
せ、図書館で調べる

8月20日（土）小学1～3年生…午前
10時30分～正午、4～6年生…午後1
時30分～4時30分／武蔵野プレイス

午前500円、午後1000円
田中☎54-8892、sumie634
@jcom.zaq.ne.jp

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
写真俳句（誰でもできる写
真と俳句のコラボレーショ
ンです）

日程・場所応相談 鈴木
☎090-3818-8739、
jazztime11028@gmail.com

絵画クラブ、エコル・ド、井
の頭／写生会デッサン教室

春秋年2回の野外絵画展／
第３日曜／井の頭公園野口
雨情の歌碑前集合

月500円
髙野
☎090-3513-2534

むさしのシルバーズ（還暦
野球）60歳以上の野球がで
きる方。70歳以上も可

毎週日曜（時間不規則）…第
二中。毎週水曜午後1時…
武蔵野中央公園

月2500円、入1000円
室岡
☎22-4863

仲間あつまれ

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：9/1 号…7月 29日、9/15 号…8月 15日

掲
載
希
望
の
方
へ

Ⓐ明日のアー vol.8本人コント公
演 「カニカマの自己喪失」
▶日程：8月5日（金）～7日（日）▶
場所：吉祥寺シアター劇場▶費
用：一般3800円、◯友市民（在勤・在
学可）3300円、◯25 2500円、高校生
以下1000円▶そのほか：作・演出
…大北栄人、電子チケット非対応

Ⓑ庭劇団ペニノ「笑顔の砦」
▶日程：9月10日（土）～19日（月・
祝）▶場所：吉祥寺シアター劇場
▶費用：一般4800円、◯友 4500円、
学生3800円、高校生以下1000円
▶そのほか：作・演出…タニノク
ロウ、バックステージツアー実施
回あり、託児実施回あり、電子チ
ケット非対応

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。
＊発売日当日：午前 10時から電話・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。
年会費 1000円。

◇ ◇ ◇   公演チケット申込   ◇ ◇ ◇
■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■ 文化生涯学習事業団HP https://www.musashino.or.jp/ 参照
■ 上記公演のチケットはⒶは発売中、Ⓑ 7月 23日（土）発売

（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）

文化・芸術文化・芸術
（武蔵野文化生涯学習事業団）（武蔵野文化生涯学習事業団）

＊インターネット申込には、事前に施設窓口での登録手続が必要です。
＊ホール・劇場には、非営利の市内アマチュア芸術文化団体の優先制度（要事前登録、審査あり）
があります。

＊施設の利用条件、抽選の申込要件、上記優先制度などについての詳細は、文化生涯学習事業
団HP（各施設ページ）をご覧いただくか、直接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 インターネット

受付締切

市民文化会館
大ホール、小ホール 2023年8月・9月 8月1日（月）市民文化会館
展示室、練習室、会議
室、和室、茶室 2023年2月 7月29日（金）市民文化会館 8月1日（月）

芸能劇場 小劇場、小ホール 2023年2月 全館工事のため申込停止
公会堂 ホール、会議室、和室

2023年2月 7月29日（金）

公会堂

8月1日（月）

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

スイング
ホール

松露庵 茶室 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 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12月・
2024年1月 8月10日（水）

吉祥寺
シアター

5日未満使用 2023年8月・9月

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2023年2月けいこ場 7月29日（金） 8月1日（月）

舞台芸術以外で使用
劇場

2022年11月
けいこ場

＊抽選結果確定後、15日から通常の使用申込が可能となります。
＊芸能劇場の令和 5年 1月 16日～ 2月 28日は工事のため施設の使用はできません。窓口の
みとなります。

◇ ◇ ◇   施設の使用申込   ◇ ◇ ◇

撮影：堀川高志ⒷⒶ

●吉祥寺シアターダンス部 2022
「からだとことばで街を味わう in 吉祥寺！」
▶日時：① 8月 10日（水）② 11日（木・祝）、午後２時～６時（同内容）
▶場所：吉祥寺シアターけいこ場▶対象：①小学 4年～中学生②高校
生～大人、各回 8～ 10名（申込順）▶講師：涌田悠（短歌を詠むダン
サー）▶費用：各回 500 円▶申込・問：吉祥寺シアターHPへ。

●武蔵野アール・ブリュット 2022について
年間を通じて市内各所で作品や活動を紹介していきます。
イベントなどの情報は武蔵野アール・ブリュット実行委員
会フェイスブック参照▶問：吉祥寺美術館

吉
東 30日（土）

■地域フォーラム 講演「市のゴミ減量と食品ロスについて」
（ごみ総合対策課）▶時間：午後２時▶内容：地域から環境問
題を考えよう、植木鉢で生ごみ堆肥化・プラゴミ削減▶共催：
クリーンむさしのを推進する会▶持ち物：スリッパ▶申込

本
宿

８月12日（金）～
９月23日（金・祝）

■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12名▶参加費：3000円
▶申込：16日から窓口

御
殿
山

21日（木） ■みんなでカフェ▶時間：午後２時～３時30分▶費用：100
円（飲み物代）

吉
西 23日（土） ■ホっとCaféシェ・モア▶時間：午後２時～４時▶費用：

100円（飲み物代）
け
や
き

23日（土） ■よみきかせ紙ふうせん▶時間：午前11時～正午▶内容：紙
芝居・絵本・折り紙ほか

緑
町

21日（木）
■初心者限定スマホ体験教室▶時間：午後２時～４時▶対象：
市内在住の60歳以上の方、16名▶そのほか：スマホ貸し出し
あり▶申込：電話のみ

30日（土） ■スティールパントリオコンサート▶時間：午後２時～３時
30分▶対象：市内在住の高校生以上の方、30名▶申込

八
幡
町

30日（土）
■はちコミきもだめし▶時間：午後７時▶対象：親子・小学生・
未就学児、16組（２班に分けて実施）▶そのほか：行き来は保
護者が付き添い▶申込

境
南

８月８日（月） ■わらべうたあそびの会「どんぐり」▶時間：午前10時30分▶
対象：未就園児と保護者▶主催：げっくりかっくり

８月12日（金） ■くまのこひろば▶時間：午前10時▶対象：0～３歳児未満
とその保護者、10組▶内容：読み聞かせ・紙芝居▶申込

コミュニティセンター事業案内 ７月
コミセンの利用条件などを一部変更しています。詳細は各コミセンにお問い合わせくだ
さい▶申込：事前に電話または窓口へ（市報発行日1日・15日から受け付け［休館日を
除く］）。特に表記のないものは、会場は各コミセン、申込順、無料、当日直接会場へ。
※マスク着用、検温、手指や貸出用具の消毒、氏名・連絡先の記帳、身体的距離の確
保、小まめな換気の実施など、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力くだ
さい▶問：各コミセン

吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6）☎21-4141
本宿（吉祥寺東町3-25-2） ☎22-0763
吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1）☎43-6372
御殿山（御殿山1-5-11） ☎48-9309
本町（吉祥寺本町1-22-2） ☎22-7002
吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17）☎55-3297
吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7）☎55-3297
吉祥寺北 令和5年3月（予定）まで休館
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

撮影：明田川志保
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市民の個人情報を保護し
適正な管理と運用を行っています

　市は、市民の皆さんから預かった個人情報を用いて、市民生活に密
着したさまざまな業務を行っています。個人情報保護制度は、市個人
情報保護条例で規定されています。この条例では、市が個人情報を取
り扱う際のルールやチェック体制について定めるとともに、市が保有
している個人情報について、本人が開示請求などをする権利を保障し
ています▶問：市民活動推進課情報公開担当☎ 60-1809

　個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報のことです。

個人情報の取り扱いについてのルール

•  法令や条例で定められている場合を除いて、収集、保管するこ
とは禁止されています。
•  マイナンバーの利用範囲は法令や条例で限定されており、人の
生命、身体もしくは財産の保護のために必要がある場合を除い
て、異なる目的で利用することは禁止されています。
•  法令や条例で定められている場合を除いて、外部に提供するこ
とは禁止されています。
•  不正な目的でのマイナンバーの取得や特定個人情報の漏えいな
どの違法行為に対して、市個人情報保護条例よりも重い罰則が
定められています。

　新たな業務を始めるときに、個人情報や特定個人情報を取り扱
う場合には、収集の目的、対象者の範囲、記録する項目などを記
載した届出書を作成します。この届出書は、市政資料コーナー（市
役所西棟７階）で公開しています。市では令和４年４月１日現在、
665 の事務で個人情報を、38の事務で特定個人情報を取り扱っ
ています。

　個人情報の取り扱いが適正に行われているか第三者の視
点でチェックするため、「個人情報保護審議会」と「外部
団体による監査」の制度を設けています。
　また、庁内に設置した個人情報取扱事務関係課調整会に
より、個人情報を取り扱う事務についてセルフチェックを
実施するなど全庁的な取り組みを行っています。

　個人情報を保護し公正な運用を図るため、弁護士、大学教授、医師な
ど学識経験者５名、市民委員３名で構成する個人情報保護審議会を設置しています。審議会
では、市長の諮問に応じ個人情報の取り扱いについて審議し、市長に答申を行います。令和 3
年度は、「電子計算組織による処理及び外部結合」、「学習者用端末を使用した個人情報及びク
ラウドサービスの取り扱い」などが諮問され、審議の結果、すべての諮問事項について承認す
る旨の答申を行いました。

　市が保有している市民の皆さんの個人情報については、本人が開示を求
めることができます。また、場合により訂正や消去、利用の停止などを求
めることもできます。

令和３年度自己情報の開示などの請求　

実施機関 件
数

請求内容 決定内容
審
査
請
求

開
示

訂
正

消
去

停
止

認
め
る

一
部
認
め
る

認
め
な
い

請
求
を
拒
否

不
存
在

市長部局 51 51 0 0 0 16 27 2 1 5 1
教育委員会 5 5 0 0 0 2 2 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 56 56 0 0 0 18 29 2 1 6 1

＊ 令和３年度は特定個人情報の開示等請求は４件あり、いずれも請求の一部を認める
決定をしました。

　令和３年度は、介護保険の「認定調査票」「主治医
意見書」、子ども家庭部や教育部に対する自己の相談
記録などについて開示請求がありました。

収集
するとき

・原則として本人から直接収集します
・ 収集目的を明らかにし、必要かつ最小限の範囲で適法かつ公正な方法で収集します
・要配慮個人情報は原則として収集しません

管理
するとき

・正確かつ最新の状態で管理します
・漏えい、改ざんなどの事故を防止します
・必要がなくなった際には、速やかに廃棄します

利用
するとき

・ 収集の目的を越えて市内部で利用することや、市外部への提供は、原則として行いません
・ 個人情報を取り扱う業務を外部事業者に委託するときは、その事業者が個人情報を保護
するために必要な措置を講ずることを条件にします

1 市が保有する個人情報と取り扱いのルール
「個人情報」とは

•  住民基本台帳、戸籍、税、国民健康保険、介護保険、市立学校の児童生徒の成績などの情報
•  国民健康保険や介護保険の被保険者証の記号・番号も、個人識別符号として、記号・番号の
みで個人情報となります

　個人情報の中でも、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などの情報は、収集に制限
がかかる要配慮個人情報となります。
　また、マイナンバー制度によるマイナンバー（個人番号）や個人番号を含む個人情報は、通
常の個人情報よりも厳しい規制が設けられている特定個人情報となります。

2  個人情報の取り扱いのチェックと取り組み
個人情報保護審議会

特定個人情報の規制について

個人情報取扱事務届出書の公開

3  自分の個人情報を確認したいときは

本人の確認が必要なため、運転免許証、パスポート、マイナ
ンバーカードなどをご持参ください。印鑑は不要です。
本人に対しても開示できない、以下などの情報もあります。
①請求者以外の個人情報が含まれる情報
②法令や条例で開示できないとされている情報
③市が行う事務の適正な遂行に著しく支障が生じるおそれの
ある情報

市が保有している自己の個人情報や特定個人情報について開示
などを希望するときは、市民活動推進課（市役所西棟７階）で請
求を受け付けています。開示などの請求は本人のみができます。

開示などの請求があると、実施機関（市長、教育委員会、選挙
管理委員会、監査委員、議会など）が請求について取り扱いを
決定し、本人に開示などを行います。
決定内容に不服があるときは、情報公開・個人情報保護審査会
へ審査請求をすることができます。

請
求
か
ら
決
定
ま
で 開示など請求された自己情報の例

請　求

決　定

具体例

　電子計算システムで保有している個人情報のセキュリティ対
策を客観的に検証するため、外部団体による監査を受けています。令和３年度は、水道料金シ
ステムについて外部監査を行いました。監査の結果、運用面、セキュリティ状態はおおむね適
切である旨の報告がされました。

電子計算システムの外部監査

個人情報保護制度

　従来、国の行政機関、独立行政法人など、地方公
共団体、民間事業者での個人情報の取り扱いについ
ては、各々の機関を対象にして制定された法令や条
例により保護などを行ってきましたが、令和３年の
デジタル社会形成整備法による個人情報保護法の一
部改正により、各法令および条例が個人情報保護法
に一本化され、その規律に従い個人情報保護を行っ
ていくことになりました。
　そのため、現在市では、市個人情報保護条例によ
る運用から、改正された個人情報保護法に基づく運
用へ移行するための検討を行っています。
　今後はパブリックコメントにより市民の意見を聴
きながら、条例や規則の整備を行い、改正された個
人情報保護法が適用される５年４月１日に向けて準
備を進めてまいります。

個人情報保護制度の一元化について（令和5年 4月 1日施行）

法 令

対 象 国の行政機関

所 管 総務省

民間
事業者

個人情報
保護委員会

独立行政
法人など

独立行政法人等
個人情報保護法

行政機関
個人情報保護法

個人情報
保護法

地方公共
団体など

各地方
公共団体

個人情報
保護条例

個人情報
保護法
施行条例

個人情報保護委員会

国の行政
機関など
民間事業者

地方公共
団体など

個人情報保護法

【現行】 【改正後】
令和５年４月


