
人口と世帯
《令和4年10月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8260人（85人減）　世帯数7万8548世帯（38減）
●男7万961人（36人減）　●女7万7299人（49人減）　

〔うち外国人住民数3253人（25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。

　避難所での生活はさまざまな制約があり、大勢の避難者により混乱も予想されます。
しっかり備えて、自宅での生活を継続できるように、日ごろから食べ物や日用品を多め
に備えておきましょう。食べ慣れているものを少し多めに備え、消費・購入を繰り返す
ローリングストック法も有効です。

地震による市民の生命・財産
を守り、災害に強いまちづく
りを進めるため、住宅、マン
ションの耐震化に関する助
成・支援制度があります▶問：
住宅対策課☎ 60-1976

飲料水９ℓ 食料９食分 携帯トイレ 15回分

道路に面しているブロック塀などを改善する
際に必要な経費の一部を補助しています。ま
た、生垣などに変更し、緑化をする場合にも
費用の一部を助成しています。必ずブロック
塀取り壊し前にご連絡ください▶問：ブロッ
ク塀について…防災課☎ 60-1821、生垣に
ついて…緑のまち推進課☎ 60-1863

建物が無事でも家具が転倒するとその下敷きになっ
てけがをします。家庭での被害を防ぐためにも、対
策をしましょう▶対象：全員が 65歳以上の世帯ま
たは身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・2度、
精神障害者保健福祉手帳１・２級の障害のある方が
いる世帯（過去に市の事業で金具の取付や支給を受
けた世帯は対象外、点検は対象）▶問：高齢者支援
課☎ 60-1846、障害者福祉課☎ 60-1904

災害時、ペットは在宅避難が基本です。餌
やトイレ用品などは多めに備蓄するように
しましょう。万が一の場合、犬や猫などの
小動物は飼い主と共に避難所に同行避難で
きますが、体育館などの居室内にペットを
入れることはできません。持参したケージ
に入れて人とは別の場所で生活します▶
問：環境政策課☎ 60-1842

震 に 備 え る
　地震をはじめとした自然災害は、発災時のリスクを下げることができても避けること
はできません。新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行している状況においては、
避難所は感染拡大のリスクが高まる可能性があります。災害発生時、自身の安全が確保
できる方は、在宅で避難生活を継続することを基本とした避難行動をとってください。
そのために、災害が来る前に、自宅の安全性やお住いの地域の災害リスクを確認しましょ
う▶問：防災課☎ 60-1821

地

自宅での生活を継続できる備え
〔参考〕備蓄量の目安（大人１人）

建物の耐震化を進めましょう

家具転倒防止金具などの取付・点検（無料）

ブロック塀などの安全性を高めましょう

ペットも自宅での生活が継続できるよう備えを

しっかり備えて
自宅での生活継続を

（３日分、推奨１週間程度）
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そのほかの防災対策

３日分の例

正しい情報を入手し、
地震や台風などに備えましょう

LINEツイッター むさしの
防災・安全
メール

市では災害時の情報を防災行政無線
で放送しており、同内容を電話応答
サービス☎ 60-1920でも確認でき
ます（通話料がかかります）。また、
ツイッター、LINE、むさしの防災・
安全メール、市HPでも情報を発信
しています。最新の情報をチェック
し、備えることが重要です。
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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）

　訓練では、災害発生時に避難所が開設されるまでの流れを実演するほか、
災害時の食事・トイレ、安否確認の方法、ペットの避難方法などを展示しま
す。また、初期消火などの訓練や、防災関係機関による演習も行います。訓
練に参加し、いざという時の備えを進めましょう▶問：防災課☎ 60-1821
避難所開設訓練　　　　　　　　　
大地震の発生を想定した、避難所の
開設などの訓練を実施します。

要配慮者トリアージ訓練　　　　　
避難者のうち特に配慮を要する方
を、避難所内の個室スペースや、福
祉避難所、医療機関などに振り分け
る訓練を行います。

医療連携訓練（別会場）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
発災時に多数の傷病者が発生することを想定し、医師会・歯科医師会・薬
剤師会・柔道整復師会・助産師会などを中心に、市内３カ所の病院前に設
置される緊急医療救護所の設置・運営や、トリアージ、応急処置などの訓
練を行います▶問：健康課☎ 51-7004

避難行動要支援者対策訓練　　　　
災害時に特に配慮を要する方の生命
と身体を守る避難行動支援対策につ
いての訓練を行います。

ペット（犬）対策訓練　　　　　　
災害時のペットの備えを考えてみま
しょう。「ペット同行避難訓練」参
加者を募集します。
▶時間：午前９時～ 11時▶対象：
市内在住でケージを持参、徒歩で
来場できる方とペット（犬）、20
組（申込順）▶協力：（公社）東京
都獣医師会武蔵野三鷹支部▶申込・
問：10 月 20 日までに環境政策課
☎ 60-1842 へ。

初期消火・救助工具取り扱い訓練　
消火器や救助工具（バールやジャッ
キなど）の取り扱い訓練を行います。

防災関係機関による演習　　　　　
午前 11時から武蔵野消防署・市消
防団・武蔵野警察署、武蔵野建設業
協会などによる災害時の活動演習を
見学できます。

◦車・バイクでの来場は出来ません。
◦自宅の防犯、防火対策を忘れずに。

◦動きやすい服装でご参加ください。
◦会場内は禁煙です。

※午前9時に関前地区周辺で防災行政無線の屋外スピーカーから訓練開始を
知らせるサイレンを流します

総合防災訓練

お願い

日時 10月23日（日）午前９時～11時45分、荒天中止（当日午前７時までに市 HP などに掲載）

＊会場周辺では訓練車両の出入りなどでご迷惑をお掛けすることがあります。

場所  関前南小学校（メイン会場）

【オミクロン株対応 2価ワクチン】 オミクロン
株対応２価
ワクチン

集団接種
について

個別接種
について

新型コロナワクチン
接種・予約情報 市 HP

（ワクチントップページ）
ツイッター

接種対象者

接種回数

接種間隔

接種券発送・予約受付

使用ワクチン
（オミクロン株［BA.1］
対応２価ワクチン）

予約方法

接種会場

既に２回以上ワクチンを接種した 12 歳以上の市民

今後現在使用しているオミクロン株（BA.1）に対応した２価
ワクチンに替わって、オミクロン株（BA.4/5）に対応した２
価ワクチンを使用した接種が開始される可能性があります。国
から、接種開始時期や接種方針など詳細が示され次第、市 HP
や各 SNS でお知らせします。

現時点では１人１回

最終の接種日から５カ月後の同日
（同日がない方は翌月の１日）以降

ファイザー：12 歳以上
モデルナ：18 歳以上

・市インターネット予約システム
・市コールセンター
・予約サポートセンター（65 歳以上の方）

※�未使用の３・４回目用の接種券を使用して「オミクロン株対
応２価ワクチン」の接種が可能です。市から届いた接種券を
破棄・紛失された方は右の二次元コードまたは市コールセン
ターから接種券の再発行申請をお願いします

※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 HPや各 SNSでお知らせします

最新情報はこちらから

次頁参照

※�集団接種会場や医療機関によって接種日や使用ワクチンが異な
ります。市インターネット予約システムまたは市コールセンターで
ご確認ください

※�集団接種では、10月21日・28日（金）の一部の会場で、夜間
接種（午後５時～８時）を実施します。詳細は市HPまたは市コー
ルセンターでご確認ください

※�今後、接種間隔が短縮されることが見込まれています。国が接種
間隔を短縮した場合は、市HPや各SNSでお知らせします

再発行申請

対象者
（�下記期間に最終の
接種をした方）

接種券発送日 予約開始日時
（昼 12 時 30 分から）

令和４年
５月 31日まで 発送済み 予約受付中

６月 １日～ 30日 10月 18日（火）
21日（金）頃までに到着予定 10月 24日（月）

７月 １日～ 15日 10月 21日（金）
27日（木）頃までに到着予定

10月 28日（金）
７月16日～ 31日 11月���2 日（水）

８月 １日～ 31日 10月 28日（金）
11月 2日（水）頃までに到着予定 11月��４日（金）

予約開始日は市コールセンターが混み合うことが想定されますが、予約枠は
十分に用意していますので、ご安心ください。市コールセンターへの電話が
つながりにくい場合は、時間をおいてからおかけ直しください。 集団接種：（10 月中）

個別接種：市内約 60 医療機関

• 商工会館（吉祥寺本町 1-10-7）
• 吉祥寺南町コミュニティセンター（吉祥
  寺南町 3-13-1）
• 芸能劇場（中町 1-15-10）
• 市役所（緑町 2-2-28）
• むさしのエコ re ゾート（緑町 3-1-5）
• 西部コミュニティセンター（境 5-6-20）

（ 接種実施医療機関の一覧は右の二次元
コードをご確認ください）
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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、5頁、15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

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
～申請期間を 12 月末まで延長～
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活困窮者世帯を新たな就労
や生活保護の受給につなげていくための支援金。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：社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金（初
回）をいずれも受けた世帯などで、下表の収入・資産などの要件を満た
す世帯の生計中心者。ハローワークに求職申込を行い、特定の求職活動
または生活保護の申請が必要▶そのほか：支給期間中にハローワークな
どの月１回以上の職業相談および福祉公社（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。支給終了した方に対して、
１度限り再支給が可能▶申込・問：
12 月 28 日までに生活福祉課☎
60-1254へ。

住居確保給付金
～過去に支給した方への特例再支給の申請期間を12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。本特例の再支給の申請は１
度限り。生活保護受給者は対象外▶そのほか：新型コロナ感染症の影響
を踏まえ、令和４年９月末までとしていた特例再支給の申請受付期間を
12月末まで延長し、支給終了した方に対して３カ月間の特例再支給が
可能となりました。ハローワークへの求職申込や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：12 月 28 日までに生活福祉課☎ 60-1254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

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☎03-6736-5604（受付時間内）
・�予約開始日は電話が混み合うことが想定されるため、インターネット予約システムの利用をおすすめします
（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、予約操作はできません）
・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
・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。

・�新型コロナワクチンとインフル
エンザワクチンは、接種間隔に
関する規定がなくなりました。
インフルエンザワクチン以外の
ワクチンは、互いに、片方のワ
クチンを受けてから 2週間後以
降に接種できます。

・�５～ 15 歳の方は接種当日に保
護者（親権者や後見人）の同伴
が必要です。

予 

約 

方 

法

注 意 事 項

市インターネット
予約システム

小児１〜３回目接種  （5〜11歳）

市集団接種会場、市内７医療機関、都
大規模接種会場で接種が可能です。

小児接種

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・オミクロン株コールセンター
☎ 0570-550-571 （土・日曜、祝日含む午前9時～午後10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
☎03-6258-5802 （土・日曜、祝日含む24時間）

▪市コールセンター
☎03-6736-5604 （平日午前８時30分～午後５時15分）

【オミクロン株対応 2 価ワクチン】

※電話のかけ間違いにご注意ください

※�5～11歳の方は、オミクロン株対応
２価ワクチンの対象ではありません

開設日時点で予約の対象となってい
る 65歳以上の市民で、自身や家族
による予約が困難な方
10月 28日（金）・11月 2日（水）・
４日（金）
各日昼12時30分～午後3時30分

対　象

未使用の接種券

�吉祥寺南町コミュニティセンター
（吉祥寺南町 3-13-1）

市役所西棟８階
（緑町 2-2-28）

市民会館内男女平等推進センター
（境 2-3-7）

持ち物

会　場

◉�予約サポートセンターでは、市職員が予約
のお手伝いをします。予約サポートセンター
で接種はできません。
◉�会場へ電話などでの問い合わせはご遠慮く
ださい。
◉�予約状況によっては、希望の接種日時・会場
（集団接種会場・医療機関）の予約を取れな
いことがあります。

注意事項

開設日時

予約サポートセンター（65 歳以上の方）
Q  「オミクロン株対応２価ワクチン」とはどのような

ワクチンですか？
Ａ�オミクロン株対応２価ワクチンは、従来株に由来す
る成分と、オミクロン株に由来する成分の両方を含
む「2価ワクチン」です。従来型ワクチンと比較し
て、オミクロン株に対する重症化・感染・発症予防
効果がそれぞれ強いことが期待されています。

Q  オミクロン株対応２価ワクチンにはどのような副
反応がありますか？

A �主な副反応として、注射した部分の痛み、頭痛、
疲労、発熱などがありますが、現時点で重大な懸
念は認められないとされています。

Q  オミクロン株対応２価ワクチンではなく、従来型
ワクチンを接種することはできますか？

A �現時点では、1・2回目接種を完了した方は、3回
目接種以降はオミクロン株対応２価ワクチンを 1
回接種することとされています。

（厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」より一部抜粋）

よくある質問Q A&

1・2 回目接種（12 歳以上）

市集団接種会場、市内２医療機関、都大規模接種会場で接種が可能です。
※�１・２回目を未接種の方はオミクロン株対応２価ワクチンの接種対象外
です。従来型ワクチンで２回接種を受けてから５カ月経過後にオミク
ロン株対応２価ワクチンの接種が可能です

１・２回目接種
について

世帯人員 収入要件 資産要件
１人世帯 13万7700円 50万4000円
２人世帯 19万4000円 78万円
３人世帯 24万1800円 100万円
※金額は上限額。4人世帯以上も要件あり

三鷹駅

クリーンセンター

総合体育館

井ノ頭通り

五日市街道
武蔵野警察署

市役所 五日市街道
吾妻通り

井の頭通り

末広通り

吉祥寺駅

吉祥寺南町
コミュニティ
センター 武蔵境駅

武
蔵
境
通
り

Nonowa口

ス
イ
ン
グ

ホ
ー
ル

す
き
っ
ぷ
通
り北口

市民会館



MUSASHINO CITY4 No.2204令和4年10月15日号

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）

11月１日（火）から家庭ごみ処
理手数料の減免申請の受付開始
①～③いずれかの手帳を持ち、住
民票の世帯員全員が市民税非課税
の方（毎年度申請が必要）。①身
体障害者手帳1・2級②愛の手帳1・
2度③精神障害者保健福祉手帳1・
2級。ほかの減免要件（生活保護、
中国残留邦人等支援、特別障害者
手当、児童扶養手当、特別児童扶
養手当、老齢福祉年金を受給）で
引換券が交付されている世帯は対
象外▶申込・問：申請書（11月
１日からごみ総合対策課、障害者
福祉課、各市政センターで配布。
市HPから印刷可）をごみ総合対策
課☎ 60-1802へ。

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：10 月 31 日（月）
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845
◎後期高齢者医療保険料▶問：保
険年金課☎ 60-1913
◎市民税・都民税、国民健康保険
税▶納税課☎ 60-1828

令和５年度いきいきサロン運営
団体募集説明会
市が団体に対し活動場所の開設・
運営に対する補助を行う事業で
す。
▶日時：11 月 18 日（金）午後
2時～ 3時 30 分▶場所：市役所
111 会議室▶対象：週 1回以上 2
時間程度の介護予防・認知症予防
に資する活動を行う 3名以上の
地域住民団体・NPO法人など▶
申込・問：11 月 16 日までに電
話または Eメール（申込要領参
照）で高齢者支援課☎ 60-1940、
sec-kourei@city.musashino.
lg.jp へ。

武蔵野市議会議員選挙に係る
政治活動用ポスターの掲示禁止
公職選挙法により、武蔵野市議会
議員選挙に立候補を予定している
個人（後援団体を含む）の政治活
動用ポスターは、任期満了日の 6
カ月前に当たる日（10 月 30 日
［日］）から当該選挙期日までの
間、当該選挙区内において掲示が
禁止されます。この期間に掲示さ
れている個人の政治活動用ポス
ターは、同法の規定により撤去の
対象となります。なお、選挙期日
については決まり次第お知らせし
ます▶問：選挙管理委員会事務局
☎ 60-1893

10月15日（土）～21日（金）は
違反建築防止週間です

カーポート、門、塀、物置などを
設置する際、建築確認申請が必要
な場合があります。設置可能か、
事前に市や建築士などにご相談く
ださい。違反建築の未然防止にご
協力をお願いします▶問：建築指
導課☎ 60-1875

「油・断・快適！下水道」
キャンペーン

台所などから流れた油は、下水道
管の詰まりや悪臭の原因となりま
す。鍋や食器に付いた油汚れを、
洗う前に拭き取るなどの行動が良
好な水環境につながります▶問：
東京都下水道局流域下水道本部
☎ 042-527-4828、下水道課☎
60-1914

① ②

現在の吉祥寺駅周辺 平成 6 年の吉祥寺駅周辺

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

10月21日（金）
午前10時

商工会館
第１・２会議
室

10名（申込順） 前日までに
市民活動推進課
☎60-1831へ

男女平等推進
審議会

10月24日（月）
午後６時

男女平等推進
センター会議
室

５名程度（先着順）／ 第
四次男女平等推進計画
推進状況評価について

申込：不要
男女平等推進セン
ター
☎37-3410

井之頭小学校
改築懇談会

10月25日（火）
午後６時

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

気候市民会議 10月25日（火）
午後６時30分

むさしのエコ
reゾート

5名程度（申込順）／住
まいのエネルギー

前日までに
環境政策課
☎60-1945へ

北町高齢者セ
ンターあり方
懇談会

10月26日（水）
午後６時

市役所
812会議室

５名（申込順） 前日までに
高齢者支援課
☎60-1940へ

三鷹駅北口交
通環境基本方
針の策定に向
けた研究会

10月28日（金）
午後2時～4時

総合体育館
大会議室

５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

第五小学校改
築懇談会

10月31日（月）
午後６時

西久保コミセ
ン大会議室

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課
☎60-1972

教育委員会定
例会

11月２日（水）
午前10時

市役所
412会議室

10名（先着順） 申込：不要
（当日、申込用紙へ
の記入あり）
教育企画課
☎60-1894

総合教育会議 11月2日（水）
午後2時～4時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／学
校・家庭・地域の協働体
制についてなど

申込：不要
企画調整課
☎60-1801

第８期廃棄物
に関する市民
会議

11月４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）

11月７日（月）
午後６時30分

市役所
111会議室

10名程度（先着順）／今
年度の各部会の活動内
容ついてほか

申込：不要
障害者福祉課
☎60-1904

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。

市議会からのお知らせ
■第３回市議会定例会の結果
　９月１日～ 28日の 28日間の会期で開かれた第３回定例会では、
18名の議員による一般質問が行われました。25件の市長提出議案
が提出され、「令和３年度武蔵野市決算の認定について」などが可
決されました。議員提出議案は２件提出され、「郵便等による不在
者投票の対象者拡大等を求める意見書」などが可決されました。２
件の陳情の採決が行われ、「児童虐待防止法の見直しに関する陳情」
などが不採択となりました。詳しくは 11月 15 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☎ 60-
1883

▶配布：市役所、各市政セ
ンター・図書館・コミセ
ン、市民会館▶閲覧：市
HP▶問：企画調整課☎ 60-
1801

第六期長期計画・調整計画①中高生世代向けむさしの未来ワークショップ
②無作為抽出と公募による市民ワークショップの報告書ができました

駅前放置自転車　クリーンキャンペーン

自転車の適正利用の啓発や放置自転車の撤去を都内全域で重点的に実
施。放置自転車は、歩行者・車椅子などの通行の妨げになり大変危険です。
また、災害時に避難・救出活動を妨げ、まちの景観を損ねます。放置自
転車は、皆さんのご協力のおかげで減少していますが、引き続き、一人
ひとりが自転車を放置しない、安全で美しいまちづくりにご協力をお願
いします。市内の 3駅には 1日約 2万 1000 台もの自転車が乗り入れ
ています。公共交通機関も併せてご利用ください。
▶日程：10月 22日（土）～31日（月）▶問：交通企画課☎ 60-1860

むさしの未来ワークショップ 市民ワークショップ

議論の内容は調整計画策定委員会に報告し、今後の議論の参考とします。
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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、5頁、15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

福祉型軽乗用車（レモンキャブ）
運行協力員募集

公共交通機関の単独利用が困難な
高齢者や障害者を病院や施設など
へ送迎する有償ボランティア。
▶日時：12 月 1 日から（予定）
▶対象：①～④すべて満たす方①
過去２年間免許停止処分のない方
② 69 歳以下、心身ともに健康③ 1
週間に 1 日～数日従事できる④ 11
月 13 日（日）午前 9 時～午後６
時 30 分の事前研修の受講可。選
考あり（書類・面接 [11 月上旬］）、
若干名（吉祥寺南町在住の方優先）、
月～土曜の午前 8 時～午後 6 時、
30 分以内 1 件につき 800 円▶そ
のほか：詳細は募集要領（市民社
協、高齢者支援課、各市政センター
で配布）参照▶申込・問：10 月
31 日までに市販の履歴書と運転記

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

給食調理員
正規職員
若干名

学校給食の調理・洗浄作業
など／昭和 53年 4月2日
以降生（長期勤続によるキャ
リア形成を図るため）で調
理師の免許を有する方（見
込み可）

令和 5年 4月1日～（試
用期間あり）／期／交
／詳細は試験案内（申込
書）、同財団HP参照

一次（実技・筆記）：
11月12日（土）
二次（［一次試験
合格者］面接）：
11月26日（土）
※試験日程を短
縮する場合あり

▶申込・問：10月21日（金・消印有効）までに試験案内（申込書）（市役所案内、北町・桜堤調理
場、各市政センターなどで配布。同財団HPから印刷可）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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
育
成
課

保育士アルバイト
（通年）
若干名

保育補助／保育士資格有資
格者

勤務開始日は応相談／週
５日（月～金曜）午前 9
時～午後 5時（シフト応
相談）／市立南・吉祥寺・
境南保育園／時給 1250
～ 1440 円／交／社※
勤務条件による

書類審査
（書類審査通過者
のみ面接日随時
連絡）

▶申込・問：10月31日（月・必着）までに履歴書（写真貼付、希望園、「アルバイト希望」と明
記）、保育士証の写しを郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

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

　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）／面接の詳細は事前に通知（届
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／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

関係団体の職員などの募集

特に記載のないものは社会保険・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

まちの地球温暖化対策を推進　
「2050ゼロパートナー」募集

2050 年ゼロカーボンシティ実現
に向け、地球温暖化対策を推進
する事業者の認定制度を開始しま
す。認定された事業者に対し、市
から認定証が交付されます。認定
要件など詳細は市HP参照。

▶対象：市 内 事 業
者など▶申込・問：
環境政策課☎ 60-
1841
●キックオフイベントを開催
中小企業の地球温暖化対策につ
いて、事例を交えたパネルトー
ク▶日時：11 月 上
旬▶場所：市 内 公
共 施 設▶申込：右
記二次元コードから

新しいホームページの
概要紹介

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

むさしの
シティニュース

LINE ツイッター フェイスブック
ケーブルテレビ（11ch）◦毎日／9：15、12：00、20：15、22：00　

�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）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。

�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

現在のホームページよりも、市民の皆さんが必要とする情報の探し
やすさの改善や機能面での使いやすさの向上などを目的として新し
いホームページへの切り替えを行います。切り替えを行うことで、
これまでと画面の見え方や情報の掲載箇所が一部変更となりますの
で、ご注意ください。
▶公開日時：11 月 1 日（火）午後 1 時（予定）（切り替え後は、
市公式ホームページのトップページにアクセスすると自動で新しい
ホームページが表示されるようになります）▶そのほか：切り替え
に伴ない URL が変更になるページがあります。一部の URL では、
旧URLにアクセスした場合に新URLに自動で転送する措置も行っ
ていますが、ブックマークやリンクを活用されていた方は再度の登
録をおすすめします▶問：秘書広報課☎ 60-1804

11月１日（火）から市公式ホームページが変わります

●必要な情報をさまざまな方法で
　探すことができます
画面イメージ左に配置されている情報分類のメ
ニューから探すことができるほか、対象者別の
メニューやライフイベント別のメニューを新た
に配置したことで、さまざまな方法で必要な
ページにたどり着くことができるようになりま
す。また、分類で探すことが難しい場合にはこ
れまでと同様にサイト内検索が活用できます。

●緊急情報が入手しやすくなります
災害発生時には、「むさしの防災・安全メール」
の情報がホームページに自動連携される仕組みを
導入したことで、メール配信などの登録をされて
いない方でも緊急情報が入手しやすくなります。

●災害時にも備えた強靭性を確保しています
大規模、広域的な災害時に備え、市民の方が閲
覧するために使用するサーバをそれぞれ遠隔の
2 地域に準備し、災害が発生した場合にも閲覧
し続けることができるような強靭性を確保して
います。

●セキュリティ対策により安心して
　利用できるようになります
ウイルス対策や不正アクセス対策のほか全
ページ SSL 化（暗号化）を導入し、これ
まで以上に安心して利用できます。

●「参加したい」「意見を言いたい」が
　探しやすくなります
イベントカレンダー表示のほか、開催され
る会議に特化したカレンダーやパブリック
コメント（意見募集）メニューを導入し、
参加したいイベント・会議や意見募集をし
ている案件が見つけやすくなります。

●スマートフォン・タブレットでの
　閲覧環境が改善されます
パソコン以外で閲覧した際の画面表示や片
手で操作した際の操作性が向上します。基
本メニューのボタンを下部に配置すること
で、どのページを閲覧していてもメニュー
から必要とする情報へアクセスすることが
できます。

変更点などについて一部紹介します

録証明書（過去３年分）を持って
直接市民社協☎ 23-0701へ。

令和５年度放課後等デイサービ
ス「パレット」の利用申込

身体障害（肢体不自由）児、医療的
ケアの必要な小・中・高校生の放
課後等デイサービス利用児募集。
▶対象：市内在住の小学１年～高
校３年生で身体障害（肢体不自由）
児または医療的な生活援助や配慮
が必要な方（保護者の就労などの
優先あり）▶申込：11 月 15 日
までに申込書（障害者福祉課、パ
レットで配布）・就労証明書など
を放課後等デイサービスパレット

（桜堤 1-9-9、午前 10 時 30 分～
午後 6 時）へ▶問：パレット☎
36-5127、障害者福祉課☎ 60-
1847
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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）

講演会「出会いこそ、生きる力」、青少年平和
交流派遣団報告会。
▶日時：11 月 23 日（水・祝）午後１時 30 分
～３時 30 分（開場 1 時）▶場所：公会堂ホー
ル▶定員：200 名（超えた場合抽選）▶講師：
サヘル・ローズ▶費用：無料▶託児：1 歳～未
就学児、5 名▶そのほか：手話通訳あり▶申込・
問：11 月 7 日（必着）までにハガキ・ファク
ス・E メール（参加者全員の住所・氏名・電話番号、
託児希望は子の氏名［ふりがな］・生年月日・性別を
明記）、電話または直接〒 180-8777 市民活動推進課
☎ 60-1829、FAX51-2000、sec-katsudou@city.
musashino.lg.jpへ。市HPから申し込み可。

むさしのあったかまつり

作品展示、ゲームコーナー、フリー
マーケット、自主製品販売、ボッ
チャ、ワークショップなど。
▶日時：10 月 15 日（土）午前
10 時～午後２時、雨天実施、荒
天中止▶場所：むさしのエコ re
ゾート▶共催：武蔵野市▶申込：
不要▶問：むさしのあったかまつ
り実行委員会事務局（ワークセン
ター大地内）☎ 54-5112、障害
者福祉課☎ 60-1904

菊花展

千秋会会員が育てた菊の展示会。
競技花・厚物・管物・福助の部など。
▶日時：11月2日（水）～8日（火）
午前 9 時 30 分（2 日は正午）～

午後 3 時 30 分▶場所：むさしの
市民公園（緑町 2-2）▶そのほか：
優等花展示…11 月 9 日（水）午
後 2 時～ 15 日（火）正午、市役
所ロビー▶申込：不要▶問：緑の
まち推進課☎ 60-1863、千秋会
☎ 51-8377

農業ふれあい公園
「秋の収穫体験会」

ダイコン収穫
ダイコンなどの農作物無料収穫体
験（数に制限あり）、野菜の格安
提供。飲食物の提供なし。
▶日時：10 月 29 日（土）午後 1
時～ 2 時 30 分、小雨実施、荒天
翌日▶場所：同公園（関前 5-19）
▶申込：不要▶問：コミュニティ
フ ァ ー ム ☎ 080-8848-5169、
緑のまち推進課☎ 60-1863

プロに学ぶ！～水村里奈による
ダンスの生み出し方～

ダンス表現を学ぶとともに講師の
人生観に触れ将来を考える。
▶日時：11 月 26 日（土）午後
3 時～ 4 時 30 分▶場所：スイン
グホール▶対象：中学生以上の青

▶場所：スイング①②レインボーサロン③④ホール▶定員：①②各 20
名③④各 140 名（申込順）▶費用：① 200 円②③④無料▶そのほか：
ほかのイベントなどの情報は市報 10 月 1 日号 5・9 頁参照▶申込・問：
10 月 15 日午前 9 時～ 11 月 4 日午後 5 時に電話または https://mia.
gr.jp/ から国際交流協会☎ 36-4511へ。

75周年75周年 MIA多文化体験ウィーク～見る・聞く・感じる　参加者募集

プログラム 日程 時間／講師
①多文化トーク～スリランカの食・
スパイスの多様性

11 月 12 日
（土）

午前 10 時～11時30分／山崎シルヴァ
（スリランカ）

②ティニさんのインドネシア民族舞
踊体験教室

午後 4 時～ 5 時 30 分／ティニ・コドラッ
ト（インドネシア）

③はじめての体験　コピーニさんの
「落語」を楽しもう！

午後 6 時 30 分～ 8 時／シリル・コピー
ニ（フランス）

④ペルーの文化紹介と民族音楽ス
テージ

11 月 13 日
（日）

午後 3 時～ 4 時 30 分／ウィニャイ（フォ
ルクローレバンド）、寺岡デルフィナ（ペ
ルー）

　武蔵野市平和の日イベント
～戦争も核もない世界を武蔵野から～

11月24日は「武蔵野市平和の日」

自治基本条例に関するシンポジウムを開催します

75周年75周年

市ではこれまで培ってきた市政
運営の理念などを明文化した

「自治基本条例」を令和２年４
月に施行しました。市の市民自
治の理念などを未来へ継承し、
さらに発展させていくためシン
ポジウムを開催します。
▶日時：11 月 3 日（木・祝）午後２時 45 分～４時（開場２時 30
分）▶場所：市民文化会館大ホール▶パネリスト：松下玲子（市長）、
天野巡一（岩手県立大学名誉教授）など▶コーディネーター：見城
武秀（成蹊大学文学部長）▶そのほか：市制施行 75 周年記念事業
に引き続いての開催▶申込：不要▶問：企画調整課☎ 60-1801

ウィニャイシリル・コピーニ

少年（20 歳になった年の年度末
までの方）、15 名（市内在住・在
勤・在学者優先し、超えた場合抽
選）▶講師：水村里奈（コンテン
ポラリーダンサー）▶費用：無料
▶持ち物：飲み物、筆記用具▶申
込・問：11 月 14 日までに E メー
ル（申込要領参照）または直接武
蔵野プレイス青少年活動支援担
当 ☎ 30-1902、gr-
youth@musashino.
or.jp へ。11 月 18
日から当落通知。

　「子育て・ゆりかごむさしのフェスティバル（10月 29日 [ 土 ]
午前 10時～午後 3時）」をはじめとした、さまざまなイベント・
企画を通じて、「子ども・子育てを応援するまち」のメッセージを
発信していきます。▶問：子ども子育て支援課☎ 60-1851

10月は
「子ども・子育て
応援月間」です

特設サイト

イベント フェスティバル 子どもの権利 子育て支援情報

　子ども・子育て応援月間の取り組みを紹介する
ため、特設サイトを開設しました。市で行ってい
る子育て支援サービスの紹介や、サイト限定のコ
ラムなど、子育てに役立つ情報が満載です。

特設サイト
＜特設サイトのメニュー＞

75周年75周年

市内の事業者同士の
連携を促進するため、
新たな仕掛けづくりのプラットフォーム運営を実施しています。今
年は市内飲食店と市内農業者を結びつける取り組みを
行っています。詳細は CO ＋ LAB MUSASHINO 公
式HP参照▶問：産業振興課☎ 60-1832

CO＋LAB MUSASHINOを
試行実施しています

コ ラ ボ む さ し の

食と農のおいしい出会い
“今年のテーマ”は
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●申込先の市内施設の住所は、5 頁、15 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
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差額 
31億円 
（2.1万円）

差額 
31億円 
（2.1万円）

収入
（税収含む） 
715億円 

（48.3万円） 

税収等 
571億円 
（38.6万円）

支出 
684億円 
（46.2万円）

億円 

国県等補助金 
120億円 
（8.1万円）

経常収益  
22億円 
（1.5万円）

経常収益  
22億円 
（1.5万円）

物件費等 
279億円 
（18.9万円）

うち 減価償却費 
36億円 
（2.5万円）

補助金等  
104億円 
（7.1万円）

社会保障給付
130億円 
（8.8万円）

人件費  
106億円 
（7.1万円）

その他 
65億円 
（4.4万円）

その他  
3億円

（0.2万円） 

その他  
3億円

（0.2万円） 

　令和３年度決算について、年次財務報告書 ( 速報版 ) をもとに財務状況をお知らせします。
下記〔1〕の年次財務報告書は、一般会計決算をもとに作成した財務書類です。
　また、〔2〕の財政健全化法に基づく健全化判断比率および資金不足比率は、財政の健全性
を示す比率で、いずれも健全な財務状況を示しています。
　現在の財務状況は健全な水準を維持していますが、今後は施設の更新費用や社会保障費など
の歳出の増加が見込まれています。さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やウクライ
ナ情勢などによる物価高騰の影響により、財政運営の先行きについてはいまだ不透明です。市
民サービスの充実を図りながら、より効率的、効果的な行財政運営を進めていきます。なお、
各項目の金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳が一致しない場合があり
ます▶問：財政課☎ 60-1803
▶配布：年次財務報告書（速報版）…市政資料コーナー、各市政センター。市HPに掲載。
各図書館で閲覧可。財政援助出資団体、一部事務組合、広域連合といった連結対象
団体を含めた連結財務書類は、令和 5年３月末までに同様に配布・公表予定。

固定資産（土地、建物）、基金などの資産と、それらの資産
形成に要する（要した）世代間の負担バランスを表します。

財政の健全性を示すも
ので、早期健全化基準、
財政再生基準以上の場
合は財政状況の改善が
必要とみなされ、財政
健全化計画の策定など
が必要になります。

１年間に提供された行政サービスの費用が、その年度の収入で賄えているかを示します。
民間企業の損益計算書にあたります。

令和３年度末の資産は 3474 億円、負債は 275 億円、純資産は
3199 億円となりました。純資産の比率が 92.1％と高い水準にあり、
将来世代へ負担を先送りしない健全な財政構造になっています。また、
資産のうち一般会計の施設の更新・新設に備えた基金は 438 億円、
負債のうち一般会計の借入金（市債）は 120 億円となっています。
固定資産のうち建物・工作物やインフラ等の経年の程度を示す有形
固定資産減価償却率は 57.3％となり、前年度と比べて 0.4 ポイント
上昇しました。

行政サービスに要した支出 684 億円に対し、経
常収益や税収等の合計は 715 億円で、収支差
額は 31億円となりました。市民 1人当たりに換
算すると 46.2 万円のコストがかかり、そのうち
の 18.9 万円が物件費等に、8.8 万円が社会保
障給付に、7.1万円が人件費にかかったことにな
ります。
この計算書では減価償却費など発生主義による
非現金コストを含めた「フル・コスト」で計算し
ており、収支差額とその他の要因を合わせて、
当期の純資産は29 億円の増加となりました（貸
借対照表の純資産の増加額と一致します）。

武蔵野市の財務状況武蔵野市の財務状況 令和３年度
年次財務報告書（速報版）より

〔1〕年次財務報告書

〔2〕財政健全化法に基づく健全化判断比率および
　  資金不足比率

行政コスト計算書および
純資産変動計算書

貸 借 対 照 表

（　）は市民 1 人当たりの金額。

＊比率がマイナスの場合は財政が健全なことを、プラスの場合は財政が悪化した状態にあることを示します。

＜本年度純資産変動額＞

差額31億円 − 　　　　 2億円
＝ 29億円

その他の要因
による純資産
の減少

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字
比率

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」
などに生じている赤字の大きさを、その地方公共団
体の財政規模に対する割合で表したものです。

連結実質
赤字比率

全ての特別会計、公営企業会計を含む「地方公共団
体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規
模に対する割合で表したものです。

実質公債
費比率

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）
の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する
割合で表したものです（３カ年平均）。

将来負担
比率

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えてい
る負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に
対する割合で表したものです。

資金不足比率
公営企業の資金不足を、事業規模である
料金収入の規模と比較して指標化し、経
営状態の悪化の度合いを示すものです。

水道事業

下水道事業

ポ
イ
ン
ト

武蔵野市の算定結果
は、全ての比率で基
準を大きく下回って
おり、健全な財政状
況を維持しています。

ポイント

▪財務書類とは
　企業会計的な手法で作成される決算書類であ
り、現行の地方公共団体の決算書である「歳入歳
出決算書」を補完する目的で作成するものです。

歳入歳出
決算書

予算の適正・確実な執行を図るため、「予
算がどのように使われたか」が分かりやす
い「現金主義会計」を採用し、議会におい
ても十分な審査が行われています。

  補完

財務書類
「企業会計的な手法（発生主義会計）」によ
り、「資産・負債」や現金支出を伴わない「減
価償却費、各種引当金」を明示し、現金主
義会計を補完します。

（　）は前年比

貸借対照表（令和３年度末現在）

資産 3474 億円
（34 億円増）

負　債   275 億円（  ６億円増）

純資産 3199 億円（29 億円増）

将来世代が負担する分（7.9％）

これまでの世代が負担した分（92.1％）

｝
｝

健全な財政状態 悪化した財政状態

健
全
団
体

健
全
団
体

早
期
健
全
化
団
体

経
営
健
全
化

団
体
　
　
　

財
政
再
生
団
体

武蔵野市
−9.12%( 黒字 )

早期健全化基準

経営健全化基準

11.41% 20.00%

16.41% 30.00%

25.0% 35.0%

350.0%

20.0%

20.0%

財政再生基準

武蔵野市
−14.96%( 黒字 )

武蔵野市
−1.1%

武蔵野市
−90.1%

武蔵野市
−44.3%( 黒字 )

武蔵野市
−20.9%( 黒字 )

貸借対照表の資産に対して、純資産の比率は 92.1％と高い水準であり、
固定資産残高に占める借入金の比率は 3.6％と低く、良好な財務状況です。

財務内容の
健全性

行政コスト計算書および純資産変動計算書において、純資産は増加してお
り、効率的な行財政運営がなされています。しかし今後も社会保障費など
の増加が見込まれるため、より一層効率的、効果的な行財政運営を行う必
要があります。

行財政運営
の効率性

貸借対照表の資産のうち施設の更新・新設に備えた基金は 438 億円です。
施設の更新などには多額の費用が必要なため、今後も経常経費の縮減を図
るとともに基金の積立を着実に実行します。

施設更新へ
の備え
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