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人口と世帯
《令和5年3月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7859人（53人減）　世帯数7万8261世帯（5減）
●男7万829人（7人減）　●女7万7030人（46人減）　
〔うち外国人住民数3339人（19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、「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。

　市長に就任以来、一貫して「子ども
子育て応援宣言のまち武蔵野」を目指

　市では国で法改正がされないために、
不利益を被っている人たちを少しでも支
えようと、令和４（2022）年４月にパー
トナーシップ制度を確立しました。同性
同士の関係だけでなく、事実婚関係の
異性のカップルも利用できることが本
市のパートナーシップ制度の特長です。
市としてできる範囲で努力をしています
が、やはり一日も早く法改正がなされ
て、誰も取り残さず、別姓を希望する人
は別姓を選ぶ選択的夫婦別姓制度や同
性婚の制度が確立されることを切に願
います。
　社会のあらゆる場面で困りごとを発
見し、課題解決に取り組む中で多様性
という価値観を重視し、違いも認め
合っていくことにより、個人の幸福感
が増し、社会に活力がみなぎるのだと
思います。多様性を認め尊重し合う平
和な社会の実現に向けて、できる取組
みを進めたいと思います。

　コロナ禍によって人と人とのつながり
が希薄になり、直接のコミュニケーショ
ンが減少していると思われます。しか
し、身近なコミュニティで直接交流しな
がら、仲良く楽しく活動することで地域
の課題解決にもつながり、何より人と人
とが知り合うことで、色々な可能性が広
がっていきます。昨年はコミュニティセ
ンターにＷｉ-Ｆｉを導入し、通信環境を
整備しました。オンラインの良さを取り入
れつつ、対面のコミュニケーションも大
切にしながら、豊かなコミュニティを育
んでいただきたいと思います。
　新たな市民参加の権利として自治基
本条例で定められた住民投票制度につ
いて、本市の市民自治にふさわしい制
度とするため、有識者や市民の意見を
参考に論点整理を行います。住民投票
制度とはどういうものか、自治基本条
例に基づく住民投票制度は、選挙や地
方自治法等に基づく住民投票制度とは
全く異なることなど、本市の制度につ
いて、市民の皆様に知って考えていた
だけるよう努めます。

　昨年は農産物品評会とＣＯ＋ＬＡＢ 
ＭＵＳＡＳＨＩＮＯ（コラボむさしの）
事業を同時開催しました。品評会は３
年ぶりの開催となりました。ＣＯ＋ＬＡＢ 
ＭＵＳＡＳＨＩＮＯは、試行事業として
武蔵野商工会議所等とともに始めた市
内の様々な事業を連携する取組みです。
今後もこのプロジェクトを契機に事業者
同士が相互に連携し、新たな商品開発
や事業を始める仕掛けづくりの場を提
供してまいります。

　農業ふれあい公園や吉祥寺東町農業
公園での収穫イベント等、市民が農に
触れることのできる事業により食と農

　新型コロナウイルス感染症の発生から３年が経過しました。いまだ続くコロナ禍に
おいて、感染拡大防止対策と生活・経済対策の両面から取り組み、さらには物価高
騰という難局を、市民の皆様と共に力を合わせて乗り越えてまいります。
　２月末で１年が経過するロシアのウクライナ侵攻で明らかになったことは、ひとた
び戦争が起きると、終結はとても難しいという事実です。市では非核都市宣言平和
事業実行委員会と共催で、様々な平和事業を行っています。未来を担う若い世代を
含む多くの市民の皆様と共に、今後も積極的に平和活動に取り組み、一人ひとりの
思いや行動で戦争のない平和な社会をつくるための努力を続けてまいりたいと考え
ています。
　昨年11月に市制施行75周年を迎え、これ
を機に、市政運営の基本的なルールなどを明
文化した武蔵野市自治基本条例への理解が広
がるよう、周知活動に取り組みました。こうし
た周知活動で心掛けていることは、市政情報を
わかりやすく市民の皆様にお伝えすることです。
　難しくわかりにくい行政用語を難しいまま使
用するのではなく、聞いた人が理解しやすい言
葉を用いて説明するなど、市民の皆様と情報を
共有して、より市民参加が進むように、工夫してまいりたいと思います。
　市民の皆様一人ひとりの声をいかに聴き、政策に反映させるか。熟慮と熟議を通じ
て論点を明らかにし、合意形成を図ることができるか。意思決定過程をできるだけ公に
明らかにすることで、より納得感のある市政運営に努めたいと思います。そして、市民
の皆様に身近な市政において、焦らず奢らず諦めずに、今年も精いっぱい、明るく楽し
く共感の輪を広げ、様々な課題の解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

　かつて市では、放置自転車対策が最
重要課題という時期もありましたが、
駅周辺における公共駐輪場の整備や、
放置自転車に対する指導・警告・撤去
などに継続して取り組んだ結果、放置
自転車は大幅に減少しました。しかし、
次なる課題として、定期利用契約は利
用頻度が低く、空きがあるのに対し、
一時利用は常に満車という状況が起き
ていました。全ての自転車利用者が目
的や利用時間に応じて、必要なときに
利用できるよう時間を掛けて利用方法
の見直しを行い今日に至ります。同時
に駅周辺の産業振興や交通安全対策な
どまちづくりの視点も踏まえて、公共
駐輪場の再編を行っております。吉祥
寺東部地区や三鷹駅北口エリアにおい
て、公共駐輪場の再編等を行いながら、
利便性や安全性の高い、より歩行者中
心の魅力的なまちづくりを行ってまい
ります。
　公共施設の建替えや大規模改修等の
進捗状況を踏まえ、適時適切に情報共
有を行ったうえで意思決定を諮り、第
六期長期計画・調整計画策定に向けた
取組みの中でも、今後の方向性や方針
を決めるべく課題については、しっかり
と議論をしてまいりたいと思います。

　差別や偏見を持たず尊厳ある生を一
人ひとりが全うするため、公の役割を
果たし、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。

　令和５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　平和が続く未来をつく
る予算」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

への関心を高め、食に関する様々な
テーマを考えてまいります。
　また、コロナ禍を様々なイベントや
事業を見直すきっかけとして捉え、行
政が取り組む意味や目的の整理・検討
を進めてまいります。
　市立小学校における市講師の取組み
により、高学年の児童たちはより質の高
い教育が受けられ、教員は子どもたちに
向き合う時間のほか、授業準備や研究
に掛ける時間を増やすことができます。
市講師の採用をさらに進めてまいりま
す。学校図書館を子どもたちの教室以
外の居場所としても活用していくため、
学校図書館サポーターの名称を学校司
書と変更し、役割を充実させてまい
ります。

令和 5（2023）年度一般会計予算総額 729億2200万円
前年度比3.3％、23億3600万円の増

コミュニティを育む
市民自治のまちづくり

詳しくは 7頁へ

し、子どもと子育て家庭への支援に取
り組んでいます。
　昨年新たに民間学童クラブ２施設の
開設を支援しました。利用者の選択肢
を増やすことができたと思います。今
後も利用者のニーズや利用状況を把握
しながら、就学後の放課後児童対策を
行ってまいります。

　子どもの最善の利益を尊重する社会
の実現に向けて、武蔵野市子どもの権
利条例を制定することでより一層の取
組みを推進するために、今市議会定例
会に議案を提出します。条例案の前文
に掲げる「子どもたちのことば」に
は、権利の主体である子どもたち自身
が考えた気持ちや願いが込められてい
ます。一人ひとりの子どもの気持ちや
願いを尊重し、子ども自身が自分のこ
とを大切に思い、幸せを感じられるよ
う、地域社会全体で子どもにやさしい
まちづくりを推進してまいります。

施政方針

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

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

子どもの権利条例について話し合う様子
（Teens ムサカツ）

CO+LAB MUSASHINOによる新商品の販売

市制施行 75周年記念事業
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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）

健康福祉に関する各種計画策定
の委員を募集します
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。
●健康福祉施策推進審議会
第 4期健康福祉総合計画を策定。
地域福祉計画専門部会委員を兼任
し、地域福祉計画、成年後見制度
利用促進基本計画、再犯防止推進
計画の策定も行う。
▶任期：5 月～令和 8年 3月（専
門部会委員兼任は 6年 3月まで）
▶会議：5 年 度 8 回 程度、6・
7 年度 2 回程度▶対象：市内在
住・在勤・在学で 5 月 1 日現在
18 歳以上の方、1名▶選考：作
文「地域住民が相互に支えあえ
るようなまちづくりを進めるた
めには」（800 字以内）、面接▶
報酬：日額 1万 2000 円▶申込・
問：3 月 31 日（必着）までに作
文・履歴書を郵送・Eメールまた
は直接〒 180-8777 地域支援課
☎ 60-1941、sec-chiiki@city.
musashino.lg.jpへ。
●高齢者福祉計画・第９期介護保
険事業計画専門部会
▶任期：５月～令和６年３月▶会
議：全 8 回程度▶対象：市内在

住・在勤・在学で５月１日現在①
40 歳以上 65 歳未満の方、１名
② 65 歳以上の方、１名▶選考：
作文「市の高齢者施策をより良く
していくために必要なこと」（800
字以内）▶報酬：日額 1万 2000
円▶申込・問：３月 31 日（必
着）までに指定の作文・応募用紙
（高齢者支援課で配布、市HPから
印刷可）を郵送・Eメールまたは
直 接 〒 180-8777
高齢者支援課☎ 60-
1940、sec-kourei@
city.musashino.
lg.jpへ。
●第5期健康推進計画・食育推進
計画・自殺総合対策計画専門部会
▶任期：4 月～令和 6年 3月▶会 
議：6 回程度▶対象：市内在住・
在勤・在学で 4月 1日現在 18歳
以上の方、1名▶選考：作文「市
民がいつまでも心身共に健康な生
活を送るために必要なこと」（800
字以内）▶報酬：日額 1万 2000
円▶申込・問：3 月 31 日（必着）
までに指定の作文・応募用紙（健
康課で配布、市HPから印刷可）
を郵送・E メールまたは直接健
康課☎ 51-7004（〒 180-0001
吉祥寺北町 4-8-10
保健センター内）、
sec-kenkou@city.
musashino.lg.jp
へ。

特別職報酬等審議会答申
（特別職の報酬は据え置き）
市議会議員および市長など特別職
の報酬などについて、武蔵野市特
別職報酬等審議会（会長：髙橋勇
［商工会議所会頭］）が 1月 31 日
に市長に答申書を提出しました。
答申では「市長、副市長などの給
料額および退職手当の額について
は、平成 23 年度の減額改定後の
改定状況や他市との比較を踏まえ
ると据え置くことが妥当。議員報
酬については、現在の社会情勢や
職務および活動内容を考慮した結
果、据え置くことが妥当」との結
論が示されました▶問：人事課☎
60-1810

狂犬病予防注射を接種してくだ
さい
飼い主は犬の登録後、毎年の予防
注射と注射済票の交付を受ける必
要があります。注射済票は集合注
射会場では同時交付、他病院は注
射済証明書を持参して、市役所、
各市政センター（休日・夜間を除
く）で交付を受けてください。（手
数料 550 円）。
▶日程：集合注射…4月 1日（土）
～ 14 日（金）▶場所：集合注射
会場…市内の獣医師
会加盟病院、三鷹市
内の獣医師会加盟病
院▶問：環境政策課
☎ 60-1842

武蔵野市くらし地域応援券の使
用期限は３月31日（金）までです
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
☎ 0570-002-680（平日午前９
時～午後６時。土・
日曜、祝日［3月 26
日まで］午前 10 時
～午後 6時）

２つの新しい民間学童クラブが
開設しました
学校の長期休暇期間中の受け入れ
も対応可能。
●三楽キッズクラブ武蔵野（吉祥
寺本町2-20-3Cima）
●武蔵境すみれ学童クラブ（境
1-17-16）
▶対象： 小学1～６年生、私立
小も可▶申込・問：三楽本部☎
048-767-8110、（株）すみれ☎28-
4775、児童青少年課☎60-1853

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 8773 人、女６万 5829 人、
計 12 万 4602 人です。また、在
外選挙人名簿の登録者数は、男
188 人、女 226 人、計 414 人で
す▶問：選挙管理委員会事務局☎
60-1893

1・2回目接種、乳幼児接種
（生後 6カ月～４歳）など

小児接種（5～ 11歳）について

接種できる会場など詳細は、二次元コード「市HP
（ワクチントップページ）」をご確認ください。

オミクロン株対応２価ワクチン接種（３～５回目接種）

使用するワクチン

接種対象者 ①②に該当する12歳以上の市民
①従来型の新型コロナワクチンを2回以上接種
②オミクロン株対応2価ワクチン未接種

3月31日(金)までの市集団接種・個別接種の予約受付中です。集団接種会場では
下表のとおり予約なし接種や平日午後８時まで接種を実施しています。詳細は
市HPやワクチン公式ツイッターなど各SNSでお知らせします。

集団接種（市民文化会館）、個別接種（市内約 60医療機関）、都大規模接種

市民文化会館

３月25日（土）
午前10 時～午後１時

今後の新型コロナワクチン接種について

接種間隔 最終接種日から３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（BA.4-5 対応型）、モデルナ（BA.4-5 対応型）

接種会場

接種会場

接種日時

市集団接種実施日時（3月）

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
（ワクチン公式）

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

　オミクロン株対応 2価ワクチンの接種は重症化・感染・発症を予防する効果が期待されています。特に、重症化リスクが高いとされている高齢
者や基礎疾患のある方で、オミクロン株対応２価ワクチンを未接種の方は、積極的に接種をご検討ください。なお、現在予約には空きがあるほか、
市集団接種では「予約なし」でも接種できます。ワクチン接種を希望する方は、早めの接種をお願いします。

※医療機関や接種会場によって接種日や使用ワクチンが異なります。

※ オミクロン株対応２価ワクチン接種の有無は接種時に交付する接種済証で確認できます。
５回目接種を完了した方は、すでに同ワクチンを接種済みです。

※市集団接種で使用するワクチンは原則、ファイザー（BA.4-5 対応型）です。

オミクロン株
対応 2価
ワクチン

医療機関一覧

小児接種

国は、令和５年度も引き続きワクチン接種を実施するこ
とを決定しました。４月以降の具体的な接種については、
国の示す接種方針に従って、市の接種体制を構築してい
きます。詳細が決定次第、市報、市HP、各 SNS などで
お知らせします。

最終接種日から３カ月以上経過した小児の３・４回目接種
で、オミクロン株対応 2価ワクチンが接種できるようにな
りました。
対象者への接種券の発送および同ワクチンを使用した集
団接種の予約受付は、３月中旬を予定しています。個別
接種では当面の間、従来型のワクチンを使用します。日
程など詳細は下記二次元コードをご確認ください。

接種日 接種時間 予約なし接種受付時間 接種会場

24 日（金） 昼 12時 30分～午後 3時 30分
午後 5時～ 8時

午後 1時～ 3時 15分
午後 5時 15分～ 7時 30分 市民文化会館

※駐車場あり
（有料）

25日（土） 午後２時 30分～５時 30分 午後２時 45分～５時

26日（日） 午前 10時～正午
※モデルナ（BA.4-5 対応型）を使用 午前 10時 30分～ 11時 30分

問
い
合
わ
せ

□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（予約、接種券、接種会場など）

☎ 03-6736-5604（平日午前８時30分～午後５時15分）

※ 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

□ 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）

□市インターネット予約
　システム
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会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
地域自立支援
協議会

3月22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

井之頭小学校
改築懇談会

3月28日（火）
午後6時

井之頭小体育
館トレーニン
グルーム

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課
☎60-1972

第五小学校改
築懇談会

3月29日（水）
午後2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

健康福祉総合
計画・地域共
生社会推進会
議

3月29日（水）
午後6時30分
～8時30分

市役所
802会議室

10名（申込順）／第3期
健康福祉総合計画の進
捗状況についてなど

前日までに
地域支援課
☎60-1941へ

教育委員会定
例会

4月5日（水）
午前10時

市役所
812会議室

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

第六期長期計
画・調整計画
策定委員会

4月7日（金）
午後7時～9時

①市役所
802会議室
②オンライン

①10名程度（先着順）／
市長との意見交換・討
議要綱への意見につい
て

①申込：不要
②４月５日までに
市HPから
企画調整課
☎60-1801

「季刊むさしの」春号を全戸配
布します（3月 20日発行）

特集は「つながる！広がる！多文
化共生の地域づくり」「令和５年
度予算案」です。３月 31 日まで
に全戸配布。
▶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

「まなこ」116号ができました

特集は「性について知ること、学
ぶこと」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

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・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

NPO法人補助金交付事業報告会

今年度補助対象となったNPO法
人による補助金交付事業の活動報
告会。
▶日時：３月 26 日（日）午後２
時～４時 30 分▶場所：商工会館
市民会議室▶対象：NPOの活動
に興味のある方▶申込：不要▶問：
市民活動推進課☎ 60-1830

令和 5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。
▶期間：4月3日（月）～5月31
日（水）午前8時30分～午後5時（土・
日曜、祝日を除く）▶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21日（金）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

市民会館でフリーWi-Fi の運
用を開始しました
３月１日から市民会館内でフリー
Wi-Fi の運用を開始しました。詳
細は市HP参照▶問：市民会館☎
51-9144

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。
※オンラインでの傍聴については、市HPの 
各会議ページから申し込み。

▶日時：3 月 18日（土）～ 4月 9日（日）午前 9時～午後 5時▶場所：
陸上競技場芝生席（北側～聖火台手前）、出入りは北門から（中央
門入場不可）▶そのほか：トラック・ジョギングコース・フィール
ド・聖火台付近は立入禁止。アルコール類持込不可。ごみは各自持
ち帰り。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・中止あり▶問：総合体育館☎ 56-2200

陸上競技場芝生席を無料開放します
お花見に

「農業体験教室」受講生募集

農業指導員の下、講座・実習を通して良質な旬の野菜を育てる農業体験。
カリキュラムに沿った野菜作り（自由栽培不可）。個別…世帯ごとに分か
れた区画で野菜作り。講習日以外も適宜各自で管理が必要。共同…講習生
全員による共通の畝

うね

での野菜作り。
【共通】▶申込・問：3月31日（必着）までに、ハガキ（申込要領参照し、①～
⑤の希望［第５希望まで可］、Eメールアドレス、世帯の参加者全員の氏名、
ふりがな、年齢も明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ。

中学生・高校生リーダー
令和５年度 登録者募集
むさしのジャンボリーのサブリー
ダーなどさまざまな活動を通じて
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▶申込・問：４月 17 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
地域の行事などに中学・高校生が
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。

場所 農業ふれあい公園
（関前5-18）

吉祥寺東町農業公園
（吉祥寺東町3-15）

区画 個別 共同 個別のみ
利用期間 ４月～令和６年１月 ５月～11月 ４月～令和６年１月

講習

①隔週木曜午前９時～午後
０時30分
②隔週土曜午前９時～正午
オンライン
③隔週土曜午後２時～５時
オンライン

⑤期間中の土曜午前10時～
11時30分、全6回 ④隔週土曜午前9時～正午

対象 市内在住の方（初参加者優先し抽選）
①10世帯②③20世帯 ⑤40人 ④18世帯

費用 2万3000円
（使用料・材料費）

8000円
（使用料・材料費）

2万3000円
（使用料・材料費）

そのほか
申込無効…同一世帯で複数申込、他人名義で申し込み。使用取消…長期間の耕作放
棄、著しく管理が悪い、講習への不参加、係員の指示に従わない、使用料の未納。結果
は講座開始の約２週間前までに発送
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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5年4月2日～平成14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58年4月2日～平成14年4月1日生まれ
／身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳の交付を受けている方／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58年4月2日～平成16年4月1日生まれ

３名程度

３名程度一般技術（建築）

若干名一般技術（電気）

保育士

昭和62年4月2日～平成14年4月1日生まれ
で以下の条件を満たす方
①保育士試験に合格し、保育士資格を有する方
②令和6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 若干名

保健師
昭和58年4月2日～平成14年4月1日生まれで
以下の条件を満たす方
①保健師国家試験に合格し、保健師資格を有す
る方（令和6年4月までに取得予定を含む）

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
2名

子どもと家庭の総合相談、児童
虐待・養育困難家庭への支援／
相談経験や知識がある方または
社会福祉士、精神保健福祉士、保
健師、公認心理師、臨床心理士、
臨床発達心理士、児童福祉司任
用資格など資格のある方／自転
車での移動／PC

6月1日～（勤務開
始日は応相談）／
週５日（月～金曜）
午前９時～午後５
時／月額28万700
円／期／交／社／
共

書類審査（職務経
験を重視）
実技試験・面接：４
月 19 日（水）（４月
14日［金］までに別
途案内通知）

▶申込・問：３月30日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送ま
たは直接〒180-8777子ども子育て支援課子ども家庭支援センター☎60-1850へ

資
産
活
用
課

旧赤星鉄馬邸
見学案内業務
30名程度

旧赤星鉄馬邸
見学受付・誘導
案内／週4日
以上勤務可能
な方、接客経験
者、展示会・イ
ベントなどの
スタッフ経験
者なお可

5月10日～16日（4月27日に事前説
明会あり）／①午前9時30分～午後
1時30分②午後0時30分～午後4時
30分、①②両方も可（休憩あり）／旧
赤星鉄馬邸（吉祥寺本町４-26-21）
／時給1080円／交

書類審査、面接：4
月12日（水）または
13日（木）（面接日
時は4月7日［金］ま
でに書類審査通過
者のみに連絡）
※合格者は名簿に
登載され、11月下
旬に同業務で任用
される可能性あり

▶申込・問：４月4日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、勤務可能日、①②の希望、E
メールアドレスを明記）を郵送または直接〒180-8777資産活用課☎60-1973へ

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。

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 6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
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

令和 6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（水）午
前9時～4月7日（金）午後5時（必
着）▶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

令和 5年度障害者福祉センター
講習会

【共通】▶対象：4 月 1 日現在、
市内在住の 18～ 74 歳で障害者
手帳を所持し 1人で受講できる
方（初参加者優先し、超えた場合
抽選）▶場所：①④⑤障害者福祉
センター（八幡町4-28-13）②③
総合体育館▶講師：①小菅和信②
④⑤昌浦龍男（障害者スポーツ指
導員）③多摩障害者スポーツ指導
員・スポーツ推進委員▶費用：無
料▶持ち物：飲み物、マスク、②
③は室内用運動靴▶そのほか：①
③④⑤送迎あり▶主催：武蔵野市
▶申込・問：4 月 12 日（必着）
までにハガキ・ファクス・Eメー
ル（申込要領参照し、希望の講習
会名［重複申込は希望順位］、年
齢、ファクス番号、障害者手帳の
種類と等級、送迎・手話通訳希望
の有無を明記）で障害者福祉セ
ンター☎ 55-3825、
FAX51-9951、cnt-
syogaisya@fuku-
musashino.or.jpへ。
①パーカッション教室
ラテン音楽の打楽器を使って、リ
ズムやアンサンブルを学ぶ▶日
時：5月 16日から第１・3火曜（祝
日、8月を除く）午前10時～11

時 30分（全13回）▶定員：６名
②エアロビクス
リズム体操とヨガマットを使用し
た筋トレやストレッチ▶日時：７
月 22日・29日、9月 2日・16日・
30 日、10 月 7 日の土曜午前 10
時～ 11 時（全 6 回）▶対象：1
人で起き上がりや仰向け・うつ伏
せ姿勢ができる方、12名
③ボッチャ入門
パラリンピック競技種目の一つ
で、ボールを投げて点数を競う▶
日時：5月９日から第2・4火曜（祝
日を除く）午前 10時～ 11時 30
分（全５回）▶定員：８名
④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、椅子に座ったままヨガ▶
日時：5月 11日から第2・4木曜
（祝日、8月を除く）午前10時～
11時（全 18回）▶対象：1人で
椅子に移乗できる方、10名
⑤椅子に座って健康体操A・B
椅子に座ったままストレッチ、リ
ズム体操、筋力トレーニングなど
▶日時：A…5月 15日から第 1・
3 月曜、B…5 月 8 日から第 2・
4月曜（祝日、8月を除く）午前
10時～ 11時（各 15回）▶対象：
ABどちらの日程も可能で 1人で
椅子に移乗できる方、各 10名

野外活動センター

【①②共通】▶そのほか：貸切バ
ス使用（係員同行）▶申込：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、
生年月日、市内在勤・在学者は勤
務先・学校名、②は部屋の希望も
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
①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6日（土）午前8時三鷹
駅北口出発～7日（日）午後5時解
散（1泊2日）▶対象：18歳以上の
方、10名（超えた場合抽選）。最少
催行5名▶講師：北崎勝彦、北崎
直子▶費用：1万3400円▶持ち
物：昼食（6日分のみ）
②「自然の村直行バス」1泊2日で
自然の村へ
往復送迎のバス運行を利用して増
富に立寄り、自由に散策・温泉など
を楽しみます。
▶日時：6月10日（土）午前8時三
鷹駅北口出発～11日（日）午後5時
解散▶対象：市内在住・在勤・在
学の方ほか、19名（超えた場合抽
選）。最少催行9名▶費用：中央棟
泊…大人5000円、小・中学生2400
円、キャビン棟泊…大人4200円、
小・中学生2100円、
未就学児無料（食事、
立寄り地での施設使
用料別途）

官公署だより

消費税インボイス制度説明会

10 月から開始される「適格請求
書等保存方式（インボイス制度）」
の説明会です。
▶日時：３月 23 日（木）午前
10 時～ 11 時・29 日（水）午後
２時～３時▶場所：法人会館会議
室（中町 2-11-13）▶対象：各
30 名▶費用：無料▶申込・問：
前日までに武蔵野税務署☎ 53-
1311へ。

東京都西部公園緑地事務所の工
事に関する説明会
庁舎建て替えに当たり、倉庫棟な
どの解体工事を行うため工事説明
会を開催します。
▶日時：3 月 24 日（金）午後 6
時 30 分、26 日（日）午前 10時
30 分（各回同内容）▶場所：御
殿山コミセン▶申込：不要▶問：
東京都建設局総務部用度課☎ 03-
5320-5248

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

ねずみ侵入防止対策講習会
（オンライン）
ねずみの生態や住宅への侵入被害
を減らす対策について専門家によ
る解説動画。市HPから視聴可。
▶講師：谷川力（東京都ペスト
コントロール協会理
事・技術委員長）▶
費用：無料▶申込：
不要▶問：環境政策
課☎ 60-1842
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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

「支援」から
「より良い共生社会の構築」へ

　令和 5年１月１日現在、市には
約 3300 人の外国籍の人が暮らして
います。その国籍は中国、韓国、ア
メリカ、ネパール、台湾など81の国・
地域にわたります。市では、外国人
市民（外国籍または日本国籍であっ
ても文化的背景が外国にある市内在
住・在勤・在学の市民）を支援する
ためのさまざまなサービスを行って
います。市ホームページは４カ国語、
市報は 10カ国語で読むことができ
ます。また、市役所での手続きの申
請書類には、漢字にふりがなを振っ
たり、記載例に英語で説明を加えた
りするなどしています。中でも好評
なのは、タブレットを使ったオンラ
イン通訳サービスです。これは、市
役所の窓口で手続きをする際、タブ
レットでオンライン上の通訳者につ
なげ、外国人市民と職員が通訳者を
介して話すというもので、13 カ国
語に対応しています。このサービス
はゆりかごむさしの面接（妊婦面接）
やこんにちは赤ちゃん訪問（新生児
訪問）にも活用されており、日本語
が分からない外国人市民にとって心
強い味方です。この他にも、新型コ
ロナウイルスワクチン接種について
のチラシを英語で作成したり、広報
物に「やさしい日本語」（分かりや
すい日本語）を使用するなど、情報
を分かりやすく伝えることに努めて
います。
　また、外国人市民の生活やコミュ
ニケーション支援を担う団体として
国際交流協会（MIA）があります。
同協会では、ボランティアの会員が
中心となり、日本語教室や生活面で

のサポート、法律や心理に関する専
門家相談などを多言語で行っていま
す。また、外国人市民が講師となっ
て自身の文化を伝える教室や留学生
と地域の家族が交流するプログラム
もあり、地域住民と外国人市民との
交流拠点となっています。
　一昨年実施した「外国籍市民意識
調査」で興味深い結果が見られまし
た。「市からの情報はどの言語だと
分かるか」の問いに「やさしい日本
語」が最も多く、「市役所に相談し
たときに良かった対応方法、やって
もらえると助かる対応方法」の問い
には、「ゆっくり話す日本語」が最
も多い回答となりました。この結果
は、「行政サービスをどの言語で行
うのが有効かを今一度考えるきっか
けとなった」（多文化共生・交流課）
といいます。
　同課の澤野さんに聞きました。「近
年は外国人市民の方の定住化が進
み、出産、子育て、就職、介護など各ラ
イフステージでの問題解決支援とい
う新しい課題が顕在化しています。
また、日本の制度や習慣、法律などの
理解が難しいという人も多く、その
ための支援も必要です。そして、支援
だけに終わることなく、互いに理解
を深め、協力し合いながら、より良い
共生社会を作っていけるよう、その
音頭をとっていくのが私どもの任務
だと考えています」（取材協力：多文
化共生・交流課／執筆者：矢後麻美）
▶問：記事で紹介した内容について
は多文化共生・交流課☎60-1806、
CIMコラム全般については市政資
料コーナー☎60-1809

ＣＩＭ=Civil Information Minimum（これだけは知っておきたい市民の情報）
競技名・日時 場所 対象／費用／そのほか 申込

陸上
4月23日（日）午前9時

陸上競技場 小学5年生以上／50円
（当日）／雨天決行

4月1日～5日、
中学校単位は市
陸上競技協会HP
から

弓道
4月23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

ソフトテニス
4月23日（日）午前9時

庭球場 高校生11円
一般・シニア500円（当
日）／予備日4月30日
（日）

3月16日～23日

卓球
5月7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（申込
時）

4月6日～19日

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

男子複・女子複
4月15日（土）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

男子単・女子単
4月22日（土）午前9時

総合体育館
サブアリーナ

クレー射撃
5月27日（土）午前8時

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8日～
19日（必着）にハ
ガキで

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

①9人制男子・女子
4月16日（日）午前9時

総合体育館
メインアリーナ
サブアリーナ

①③④は高校生以上／
①②③1チーム200円④
110円（申込時）／主将
会議…4月12日（水）午
後7時、総合体育館大会
議室

3月25日～4月
7日（午後4時ま
で）②6人制中学生男子・女子

4月16日（日）午前9時
③6人制男子・女子・混合
4月30日（日）午前9時
④4人制ソフトバレーボー
ル混合・レディース
4月30日（日）午前9時

合気道
5月7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

ソシアルダンス
4月9日（日）午後1時

総合体育館
ダンス室

11円（当日）／スタンダ
ード…ワルツ・タンゴ・
スロー。ラテン…ルンバ

不要

インディアカ
6月4日（日）午前9時

総合体育館　　　
サブアリーナ

中学生以上。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）／1
チーム90円（当日）

5月1日～7日

ターゲットバードゴルフ
5月6日（土）午前9時

陸上競技場
フィールド

11円（当日）／予備日5月
9日（火）

不要

テ
ニ
ス
・
シ
ン
グ
ル
ス

男子　予選
5月21日（日）午前9時

庭球場 高校生以上／11円（当
日）／予備日6月18日・
25日（日）

3月27日～4月
15日

男子・女子　予選
5月28日（日）午前9時
男子・女子・ベテラン　
予選、本戦
6月4・11日（日）午前9時

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。詳細は右記二次元コード参照。

●豊かな自然を満喫～長野県川上
村の市立自然の村へ行こう

千曲川源流に近い川上村で宿泊や
キャンプが楽しめます。

▶場所：長野県南佐久郡川上村大
字川端下547-1▶対象：市内在住・
在勤・在学の方、4市協定を結ぶ近
隣市に在住の方、市が認めた方・団
体（申請者が未成年の場合は親権
者同意書が必要）▶費用：宿泊料
…中央棟大人1000円・子ども400
円、キャビン棟大人200円・子ども
100円、食事代別途（現地払い）▶
そのほか：宿泊・キャンプ施設（テ

▶対象：①小学1～3年生②小学4
～6年生
●ジュニアチアダンス
▶日時：5月10日～6月28日の水
曜（全8回）午後4時30分～5時30
分▶場所：軽体操ダンス室▶定
員：40名▶費用：4100円

親子スケートボード体験①②

▶日時：４月29日（土・祝）①午前
9時45分～10時45分②午前11時
～正午▶場所：ストリートスポー
ツ広場▶対象：年長児～小学3年

スイムフォームチェック

水中から撮影した映像をもとに理
想とするフォームのアドバイスを
行います。
▶日時：4月26日（水）午後7時～
9時▶場所：温水プール▶対象：
15歳以上（妊婦、中学生を除く）、
10名（超えた場合抽選）▶講師：
藤村水泳教室▶費用：1400円▶
そのほか：映像のダビングサービ
スあり

小学生向けスポーツ教室

●はじめてのインラインスケート
▶日時：4月15日～5月20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：20名▶費用：6200円▶
対象：小学生
●ジュニアテニス①②
▶日程：4月15日～5月27日の土
曜（全6回）①午前10時15分～11
時15分②午前11時30分～午後0
時30分▶場所：テニスコート▶
定員：各30名▶費用：各4100円

▶申込・問：3 月 31 日（必着）までに同館HP・ハガキ・ファクス（申込要領参照し、①②がある
ものは時間の希望、性別、年齢、生年月日、在勤・在学・在園者は勤務先・学校名・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（要受信確認）へ。
当落一緒は家族のみ可。詳細は https://www.musashino.or.jp/sports/ 参照。

総合体育館
からのお知らせ

生と保護者▶定員：各6組（超え
た場合抽選）▶費用：1200円▶そ
のほか：スケートボード、プロテ
クターなどの貸し出しあり

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15日～5月27日の
土曜午前9時～10時（全6回）▶場
所：テニスコート▶対象：年長児
と保護者、18組（超えた場合抽選）
▶費用：4100円

ントサイト・炊事場）、遊歩道、ハ
イキングコースあり。
▶申込・問：利用日の
2カ月～2日前に直接
野外活動センター☎
54-4540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：月（3日、17日を除く）・火
（4日を除く）・木曜午前9時～午後
1時▶対象：生後10カ月～未就
学児、7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。



MUSASHINO CITY6 No.2215令和5年3月15日号

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）

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

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
必ず事前に連絡してから受診してください。
※ 症状などによってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
　なお、午前 9時～午後 5時の間に 1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住所 ☎

19 日
（日）

○わたなべ小児科 小児科 吉祥寺北町 1-18-7 28-1222
○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
（火・祝）

○中じまクリニック 内科・小児科
（乳児不可）

吉祥寺本町 2-14-5 21-6251

○メディカルクリニック武蔵境 内科 境南町 2-8-19 39-5654
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

26 日
（日）

○いるかこどもクリニック 小児科 桜堤 2-7-27 52-1650
○木下循環器呼吸器内科クリニック 内科 吉祥寺本町 1-33-6 22-8300
◎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
19日（日） 中川歯科医院 吉祥寺北町1-23-1 ☎ 22-3327
21 日（火・祝）鳴海デンタルクリニック 吉祥寺本町2-33-12　ビラ―ジュu ☎ 20-0066
26 日（日） さかいばし歯科 関前5-21-5 ☎ 50-0506

休日の医療機関 3/15（水）～ 31（金）

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

子供の健康相談室（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 休日に開いている薬局については市薬剤師会HP参照
https://www.musayaku.jp/holiday/

　 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

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

A 4月 21日（金）午前
B 4月 21日（金）午後
C 4月 24日（月）午前
D 4月 24日（月）午後
E 4月 26日（水）午前

●  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

　 電子書籍サービス体験会「おた
めし電子書籍」
タブレット端末を使って実際に電
子書籍を読めます。
▶日時：3月25日（土）午後２時～

３時（出入り自由）▶場所：中央図
書館▶対象：市内在住・在勤・在学
の方▶費用：無料▶持ち物：スマー
トフォンなど持参可▶申込：不要
▶問：中央図書館

　「土曜の午後の映画会」

「コーラス」（2004年、フランス、
97分）。
▶日時：3月25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、50名▶費
用：無料▶持ち物：図書館カード
▶申込・問：3月16日午前9時30
分から電話または直接中央図書館
へ。

「武蔵野桜まつり」はウェブ開催となります。同時に開催する、市
内回遊謎解きイベントもお楽しみください。
▶日程：予告サイトをhttps://musashino-kanko.com/sakurafes31/
で公開中。同ページで公式サイト・謎解きイベントを
公開中▶そのほか：市内物産紹介、イラストコンテス
ト作品の掲載、友好都市・協力団体の紹介など詳細は
右記二次元コード参照▶問：産業振興課☎ 60-1832

を開催しますすすす
第31回

ふるさと歴史館　企画展「武蔵
野のくらし」展示解説
国立公文書館公文書専門官が展示
を解説します。
▶ 日 時：3
月18日（土）
午後１時30
分（30 分 程
度）▶場所：
同館第二展
示室▶講師：鈴木隆春（国立公文
書館公文書専門官）▶費用：無料
▶申込：不要▶問：ふるさと歴史
館☎53-1811

コース名 運動強度 日時 場所 定員

①まるごと元気力向
上教室 弱

5月18日～7月27日（隔週木曜、全
６回）午前10時30分～11時30分 保健センター 各16名5月25日～ 8月3日（隔週木曜、全
６回）午前10時30分～11時30分

②健脚体操教室～目
指そう！アクティブ
シニア～

中
5月15日～7月31日（毎週月曜、全
12回）午前9時～10時 メガロス吉祥寺

（吉祥寺本町1-37-8）各20名5月17日～8月2日（毎週水曜、全
12回）午前９時～10時

③いきいき体づくり
教室 中

5月9日～7月25日（毎週火曜、全
12回）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18名5月12日～7月28日（毎週金曜、全
12回）午前11時～正午

④シニアフィット
中 5月17日～7月26日（隔週水曜、全

6回）午前10時～11時 保健センター 各16名
強 5月24日～8月2日（隔週水曜、全6

回）午前10時～11時

　 65 歳以上の方の健康づくり・運動講座　第 1期

▶対象：65歳以上の方（初参加者優先し、超えた場合抽選）、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②③2000円
▶そのほか：重複申込不可▶申込・問：3月31日までに申込フォームまたは①
④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。②20日午前11時～30日午後8時に電話で
メガロス吉祥寺☎21-8300（金曜休館）へ。③15日午前10時
～30日午後9時に電話でメディカルフィットネスクラブ武蔵境
☎33-1005（金曜休館）へ。

　 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70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：3月31日（必着）までに電子申

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
録のある方…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、頸動脈超音波、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

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
せたお話を予定。
▶日時：3月26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
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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
平和が続く未来をつくる予算平和が続く未来をつくる予算

予算の規模
会計別予算額

会計名 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率
一 般 会 計 729億2200万円 705億8600万円 23億3600万円 3.3%
国民健康保険事業会計 138億9018万円 132億6962万円 6億2056万円 4.7%
後期高齢者医療会計 42億5497万円 40億7839万円 1億7658万円 4.3%
介護保険事業会計 125億4166万円 122億6471万円 2億7696万円 2.3%

＊ 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
に把握する必要性があります。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５年度 令和４年度 増減額
市 税 432億  750万円 417億5377万円 14億5373万円
国 庫 支 出 金 106億  239万円 101億9609万円 4億  630万円
都 支 出 金 81億9449万円 76億5357万円 5億4092万円
地方消費税交付金 36億5000万円 36億4100万円 900万円
使用料及び手数料 14億8207万円 14億6340万円 1867万円
繰 入 金 11億3426万円 17億6869万円 △6億3443万円
そ の 他 46億5129万円 41億  948万円 5億4181万円
＊ 市税は、景気の動向、納税義務者数増加や企業収益の改善見通しなどの要因による個人・法
人市民税の増、土地における通常の負担調整措置適用などによる固定資産税の増などにより、
増額を見込んでいます。

＊ 国庫支出金は、保育所等運営費負担金や地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金の増な
どにより、増額を見込んでいます。

＊ 都支出金は、都市計画公園事業補助金やとうきょうママパパ応援事業補助金の増などにより、
増額を見込んでいます。

＊ 繰入金は、市税などの一般財源の増に伴い、公共施設や学校施設における改修工事などの財
源となる特定目的基金の繰り入れが抑えられたことにより、減額を見込んでいます。

＊ その他は、法人事業税交付金や地方特例交付金の増などにより、増額を見込んでいます。

区　分 令和５年度 令和４年度 増減額
民 生 費 327億8190万円 321億1351万円 6億6839万円
教 育 費 120億9729万円 105億7745万円 15億1984万円
総 務 費 93億2373万円 94億1317万円 △8944万円
衛 生 費 71億8673万円 68億1875万円 3億6798万円
土 木 費 65億9081万円 66億8210万円 △9129万円
消 防 費 21億5636万円 21億9542万円 △3906万円
公 債 費 13億7730万円 14億4107万円 △6377万円
そ の 他 14億  788万円 13億4453万円 6335万円

区　分 令和５年度 令和４年度 増減額
物 件 費 194億3408万円 183億3774万円 10億9634万円
扶 助 費 186億4388万円 186億  168万円 4220万円
人 件 費 106億6151万円 107億8509万円 △1億2358万円
補 助 費 等 85億2561万円 87億2726万円 △2億  165万円
投資的経費 78億1858万円 64億3305万円 13億8553万円
繰 出 金 56億1117万円 53億8441万円 2億2676万円
公 債 費 13億7730万円 14億4107万円 △6377万円
そ の 他 8億4987万円 8億7571万円 △2584万円

＊ 民生費は、国民健康保険事業会計繰出金の増、介護・訓練等給付費（障害者自立支援給付）
の増などにより、増額を見込んでいます。

＊ 教育費は、小中学校改築事業の増、小中学校電気料の増、小中学校校舎等改修の増などにより、
増額を見込んでいます。

＊ 総務費は、財務会計システム、人事給与システムなどの構築・改修作業の減などにより、減
額を見込んでいます。

＊ 衛生費は、出産・子育て応援広域連携事業の増、クリーンセンター電気料の増、保健センター
増築および複合施設整備設計の増などにより、増額を見込んでいます。

＊ 土木費は、自転車対策事業土地購入費の減、景観道路事業連系引込管設置の減などにより、
減額を見込んでいます。

＊ 物件費は、電気料の増、住民情報系システム構築・改修作業の増、出産・子育て応援広域連
携事業の増などにより、増額を見込んでいます。
＊ 扶助費は、介護・訓練等給付費（障害者自立支援給付）の増、保育所運営の増などにより、
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減、下水道事業会計負担金の減などにより、減額を見
込んでいます。
＊ 投資的経費は、中学校改築事業の増、公園等建設事業土地購入費の増、都市計画道路３・４・
２号線事業土地購入費の増などにより、増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５年度末残高
（当初予算ベース）

令和４年度末残高
（見込）

財 政 調 整 基 金 60億  943万円 60億  937万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 179億3499万円 181億4349万円
学 校 施 設 整 備 基 金 176億8258万円 180億8194万円
吉祥寺まちづくり基金 46億3058万円 46億9249万円
公 園 緑 化 基 金 51億8058万円 52億3048万円
その他の特定目的基金 10億5924万円 11億7577万円

一 般 会 計 合 計 524億9740万円 533億3354万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 11億4818万円 12億1332万円
下 水 道 事 業 基 金 9億1625万円 8億9625万円
合 計 545億6182万円 554億4311万円

○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５年度末残高
（見込）

令和４年度末残高
（見込）

一 般 会 計 105億  899万円 111億6629万円
下 水 道 事 業 会 計 77億9884万円 77億7209万円
土 地 開 発 公 社 99億1505万円 72億2941万円
合 計 282億2288万円 261億6779万円

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 (14.5%）
国からの負担金、補助金など

都支出金 (11.2%）
都からの負担金、
補助金など

繰入金 (1.6%）
基金の取り崩しなど

地方消費税交付金 (5.0%）
地方消費税に係る都からの交付金

使用料及び手数料 (2.0%）
ごみ処理手数料、道路占用料など

その他 (6.5%）
繰越金、市債、法人事業税交付金など

歳入
729億2200万円

民生費 (44.9％）
高齢者、児童の福祉など

教育費 (16.6%）
学校、生涯学習、スポーツ推進など

総務費 (12.8%）
庁舎管理、文化振興、
全児童対策など

衛生費 (9.9%）
ごみ処理、病気予防、
環境政策など

土木費 (9.0%）
道路、公園の整備など

公債費 (1.9%）
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 (3.0%）
消防、防災など

歳出（目的別）
729億2200万円

物件費 (26.7％）
委託料、光熱水費、
消耗品費など

人件費 (14.6%）
職員給与、議員報酬など

補助費等 (11.7%）
市民や各種団体への補助金など

投資的経費 (10.7%）
道路や学校などの
施設整備など

繰出金 (7.7%）
特別会計に繰り出す負担金など

その他 (1.1%）
維持修繕、貸付金、積立金など

扶助費 (25.6%）
福祉、医療給付費など

公債費 (1.9%）
市債（市の借金）の返済など

歳出（性質別）
729億2200万円

＊ 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５年度 令和４年度
収益的収入 38億  185万円 37億4508万円
収益的支出 37億5594万円 36億9221万円
資本的収入 3億  923万円 2億7829万円
資本的支出 9億  434万円 9億  823万円

下水道事業会計予算額
令和５年度 令和４年度
28億9294万円 30億1921万円
28億3433万円 29億1621万円
6億3219万円 7億    16万円
10億5278万円 11億1098万円

一般会計予算総額 729億2200万円
前年度比3.3％、23億3600万円の増
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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・公営企業会計を含む）。
◎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 363万円
○ 第４期健康福祉総合計画及び各個別計画の策定 2904万円
　 いきいきサロン事業 819万円
○ 健康長寿のまち武蔵野推進月間の実施 楽しく！元気に！長生き!! 255万円
　 レモンキャブ事業 2757万円
　 テンミリオンハウス事業 1億5428万円
　 障害者の権利を守る取組み 107万円
◎ 地域生活支援拠点の段階的整備 720万円
　 がん検診等事業の推進 2億1802万円
　 食育推進事業 154万円
◎ 国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画の改定 800万円
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
　 在宅医療・介護連携推進事業 880万円
　 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 231万円
　 武蔵野赤十字病院への支援 8300万円

　 予防接種事業 5億5999万円
　 新型コロナウイルスワクチン接種事業 8億7265万円
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 1292万円
　 生活困窮者自立支援事業 1億3166万円
　 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
○ 家族介護用品支給事業 1839万円
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
市有地活用による看護小規模多機能型居宅介護事業者の公募事業 392万円

◎ 高齢者総合センター大規模改修工事実施設計 4484万円
◎ 高齢者総合センター・障害者福祉センター仮設施設設置関連工事 2881万円
障害者福祉センター改築工事基本設計・実施設計 1260万円
保健センター増築及び複合施設整備事業 8117万円

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 474万円
○ 男女平等推進施策事業 2453万円
◎ 多文化共生推進事業 275万円
○ 窓口業務での通訳及び翻訳サービスの本格導入 99万円
災害への備えの拡充　
○ ペットの災害対策 96万円
○ 消防団員の報酬改定 1310万円
◎ 消防団第２分団詰所の改築 1272万円
　 消火栓の計画的改修 3600万円
安全・安心なまちづくり
○ 生活安全対策事業 1億3428万円

　 危機管理対策事業 1088万円
　 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 1億  634万円
民間住宅耐震化促進事業（耐震アドバイザー・耐震化助成） 1億8938万円

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 4億8556万円
　 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
◎ 武蔵野公会堂改修等基本設計関連事業 2810万円
　 武蔵野アール・ブリュット 2023の開催 360万円
　 海外・国内友好都市との交流事業 1677万円
　 友好都市アンテナショップ運営事業 642万円
多様な学びや運動・スポーツ活動の推進
◎ 体育施設の改修 1億2962万円

健康・福祉1

子ども・教育2

平和・文化・市民生活3

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
　 子どもの医療費助成事業 6億9798万円
保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 6億8939万円

子どもの「生きる力」を育む
　 市立自然の村の管理運営 5740万円
　 むさしのジャンボリ―事業 3273万円
　 青少年活動育成事業 4405万円
　 幼保小の連携推進 100万円
○ 学習者用コンピュータ活用の推進と ICT機器の追加整備 1億2977万円
○ セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億7392万円
○ 不登校対策と教育相談の総合的推進 1億6638万円
○ 特別支援教育の推進 1億6850万円
教育環境の充実と学校施設の整備
◎ 第四期学校教育計画の策定 272万円
○ 学校改築事業 33億6106万円
　 関前南小学校増築事業 1億7275万円
○ 学校図書館の機能の充実 3375万円
○ 教育の質の向上と教員の働き方改革の推進 9590万円
○ 中学校部活動指導員の配置 1732万円
○ 学校・家庭・地域の協働体制の充実 744万円

第五中学校改築イメージ図

健康長寿のまち武蔵野推進月間イベント
いきいき体操～吉祥寺deちょいトレ～

子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
○ 子どもの最善の利益を尊重する社会の実現に向けた取組み 2265万円
◎ 第六次子どもプラン武蔵野の策定 968万円
　 放課後等デイサービス施設「パレット」の運営 4638万円
　 子ども家庭支援センター事業 5020万円
　 子ども・子育て支援事業 6817万円
○ 母子保健事業 2億8949万円
　 出産・子育て応援事業 1億2553万円
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 6億7008万円
　 私立幼稚園に対する補助及び給付事業 1億2037万円
　 一時預かり事業（幼稚園型）の充実 6329万円

◎ 子どもの手当・助成に関する窓口ＤＸの試行（書かない・
待たない・スムーズな窓口の実現） 764万円

　 ０１２３施設の管理運営 1億4653万円
　 すくすく施設事業 1580万円
○ 民間子育て支援施設事業 6582万円
保育の質向上の取組み 962万円

　 児童手当・児童扶養手当等支給事業 19億3121万円
　 保育施設における使用済み紙おむつの回収 2255万円
○ 認可外保育施設入所児童保育助成事業 1億  180万円
　 企業主導型保育事業に対する支援 3235万円
多様な保育ニーズへの対応 4912万円

◎ 市立保育園における医療的ケア児受入体制の整備 1616万円
○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 9億7876万円
○ 民間学童クラブの開設支援 6082万円
　 学童クラブにおける第三者評価の実施 347万円
　 児童館の管理運営 2273万円
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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

「緑」を基軸としたまちづくりの推進　
　 公園等建設事業 5億4900万円
◎ 緑の基本計画 2019中間まとめの策定 244万円
○ 保存樹林等の指定及び助成 1754万円
　 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
　 ３Ｒ推進事業 52万円
 塵芥処理事業（収集運搬業務） 14億3390万円
 武蔵野クリーンセンターの安全・安定稼働 7億7170万円
様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保　
 受動喫煙防止の推進 2516万円

市民参加と連携・協働の推進
◎ 住民投票制度確立に向けた論点整理 304万円
○ 第六期長期計画・調整計画の策定 1400万円
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 1147万円
　 市民と市長のふれあいトーク 47万円
公共施設等の再構築と市有地の有効活用
◎ 吉祥寺本町一丁目 23番街区利活用に関する検討 300万円
○ 旧赤星鉄馬邸の利活用検討 1348万円
公共施設劣化保全整備 13億5769万円

社会の変化に対応していく行財政運営
◎ 次期指定管理者の選定準備 698万円
　 指定管理者に対する労働条件審査 66万円
　 住民情報系システムの標準化への対応 1億9576万円
　 情報システム仮想化基盤更改 1億8401万円
◎ 自動釣銭機付き POSレジ及びキャッシュレス決済の導入 481万円
◎ 個人情報保護法の改正に伴う制度見直しへの対応 339万円
多様な人材の確保・育成と組織の活性化　
◎ 滞納整理アドバイザーの活用 70万円
　 障害者の会計年度任用職員任用 1099万円

1 人当たり 49万2836円
人口（令和 5年 1月 1日現在） 14 万 7964人
人件費に係る予算額 7 万 2055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

12万6582円

子育て支援
のために

10万1979円

学校教育、
図書館、

スポーツ推進に

8万1758円

行政運営
のために

4万1748円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万4823円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万1924円

市民の健康
を守るために

2万7642円

消防、
防災対策に

1万4574円

コミュニティ、
文化、国際交流
のために

1万3262円

市債
（市の借金）
の返済に

9308円

商業振興、
消費者保護
のために

4458円

市議会運営に

3197円

その他

1581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

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
　 商店街チャレンジ戦略支援事業 4415万円
○ 第三期武蔵野市産業振興計画の策定 783万円

　 中小規模事業者等への補助事業 6134万円
　 産業連携プロジェクトCO+LAB MUSASHINO事業（コラボむさしの） 502万円
　 武蔵野市ふるさと応援寄附の充実 4511万円
　 武蔵野市商店会活性出店支援金 7448万円
◎ 商店会地区サポート事業 200万円

安全で快適な道路ネットワークの構築
　 都市計画道路の調査・検討 756万円
　 区画道路整備事業 7376万円
狭あい道路拡幅整備事業 8628万円

安心して心地よく住み続けられる住環境づくり
○ あんしん住まい推進事業 303万円
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策定に向けた地域展開 886万円
　 都市計画道路３・３・14号線南口駅前広場事業 6200万円
　 吉祥寺駅南口周辺交通体系検討 941万円
　（仮称）吉祥寺本町一丁目 27番街区自転車駐車場整備 1億1760万円
　 三鷹駅北口交通環境基本方針の策定 1095万円
　 都市計画道路（天文台通り）の整備促進 7億1257万円

三鷹駅北口交通環境基本方針の
策定に向けたオープンハウス

気候市民会議の様子

刻々と変化する環境問題への対応
◎ 気候危機打開武蔵野市民活動プラン（仮称）の作成 840万円
　 環境啓発施設事業 1400万円
　 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 401万円
地球温暖化対策の推進　
◎ むさしのゼロカーボン大賞事業（仮称） 50万円
◎ 家庭向け再エネ電気切替協力金支給事業 413万円
○ 効率的なエネルギー活用推進助成事業 1454万円
◎ 公共施設の実質再エネ100％電力の導入 878万円
環境舗装事業 3359万円

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 350万円

　 景観道路事業 2億4539万円
将来にわたり持続性ある都市基盤づくり
◎ 資材置場整備工事 4981万円
○ 装飾街路灯（水銀灯）ＬＥＤ化事業 9800万円
　 橋りょう長寿命化事業 1億2026万円
　 配水管網整備推進事業 3億2575万円
　 浄水場・水源施設維持更新事業 1億1759万円
　 下水道ストックマネジメント推進事業 4億7409万円
　 公共下水道建設事業 3866万円
　 区部流入及び流域下水道建設・改良負担金 1億2830万円
　 長期包括契約方式の試行的導入 1261万円
◎ 保健センター増築に伴う大野田ポンプ所の移設 1943万円
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 1439万円
　 放置自転車対策業務 1億7479万円
　 ムーバス運行事業 1億7562万円
道路新設改良事業 2億  219万円
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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）

　 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5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日までに子ども育成課☎60-
1854へ。

小学校入学の方、中学校卒業の方
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、青医療証を3
月中に発送します（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）▶問：子ども子
育て支援課☎60-1852

　 4 月から HPV感染症予防接種
でシルガード 9が選択可能
定期接種で使用可能なサーバリッ
クス（2価ワクチン）、ガーダシル
（4価ワクチン）に加え、シルガード9 

現在、市独自で実施している高校生相当年齢の子どもに対する医療費
助成事業が、4月 1日から東京都が開始する高校生等医療費助成制度
青へ移行します。この移行に伴い、4月 1日から利用する青医療証を
3月下旬に発送します（高校生等医療証を所持していない方は、要申
請）。医療証に係る主な変更点は次の 2点です▶問：子ども子育て支
援課☎ 60-1852
【変更点 1】医療証が東京都制度の青に変更します
義務教育就学児医療費助成子と同じ医療証になります。また、医療証
の更新月が 10月になります。更新にあたって子と同様に所得確認が
必要となる場合があります。
【変更点 2】医療証の利用範囲が市内から都内へと拡大します
東京都内の契約医療機関などで保険証とともに医療証を提示すると、
保険診療分の自己負担なく受診できます。
※青に移行後も所得制限および一部自己負担はありません。
※3月 31日までに発生した診療分の払い戻しによる助
成は、青に移行後も受け付けます。なるべく半年以内に
郵送または直接子ども子育て支援課へ申請してください。

（9価ワクチン）が追加されます。
▶そのほか：予診票の取り扱いな
ど詳細は市HPで決定次第お知ら
せ。1・2回目を2・4価ワクチンで接
種済みの方は、原則
同じワクチンで3回
目を接種▶問：健康
課☎51-0700

　 かみかみ教室（離乳後期）

離乳食・口の手入れの話。2グルー
プ制。離乳食サンプルあり。
▶日時：4月21日（金）グループ
Ａ…午前9時30分～10時15分、グ
ループＢ…午前11時～11時45分
▶場所：保健センター▶対象：
令和4年6月～8月生まれの子と親
（第1子優先）、32組（申込順）▶費
用：無料▶持ち物：母子健康手帳、
筆記用具▶申込・問：
4月11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18日（火）グループ
Ａ…午前9時30分～10時15分、グ
ループＢ…午前11時～11時45分
▶場所：保健センター▶対象：令
和4年8月～10月生まれの子と親
（第1子優先）、32組（申込順）▶費
用：無料▶持ち物：母子健康手帳・
筆記用具▶申込・問：
4月8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・歯磨きのポイント・栄
養の話、歯科健診を行います。
▶日時：5月15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4日まで
に電子申請で健康課
☎51-0700へ。

　 もうすぐママ・パパのためのこ
うのとり学級
▶対象：初産婦（開催日当日に妊
娠16～31週の方）とパートナー▶
費用：無料▶そのほか：動画視聴
あり（動画視聴のみ妊娠32週以降
の方、経産婦も可）▶
申込・問：3月27日～
4月9日に電子申請で
健康課☎51-0700へ。
①平日クラス…歯科や栄養、赤ちゃんにつ
いての講話、グループワークなど
4月17日（月）午後1時15分～3時20分／保
健センター15組（申込順）
②土曜日クラス（2日制）…もく浴・抱っこの
実習・保健師の話・子育てひろばの紹介など
1日目
（各２時間）

4月22日（土）午前9時10分・ 
10時20分／保健センター、
40組（申込順）

2日目 
（いずれか、
各1時間）

5月13日（土）午前9時45分・
11時／0123吉祥寺、14組
4月30日（日）午前9時45分・
11時／0123はらっぱ、20組
5月13日（土）午前10時／桜
堤児童館、15組

4月から高校生等への医療費助成が変わります

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

　　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）
●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

●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

●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
 ☎60-2015
　 リトミックであそぼう▶日時：3月
24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

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

子育て支援施設
▶対象：市内在住の方。2歳児対象
事業は令和5年4月2日以降に3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：②3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

● coco（0歳）コース
　 ▶日時：4月25日（火）午前10時～
10時45分▶対象：0歳と親、10組。
妊婦・パートナー、3組▶内容：親子
遊びとお話しタイム
● ico（1歳）コース
　 ▶日時：4月18日（火）午前10時～
10時45分▶対象：1歳と親、10組▶
内容：足型こいのぼりを作ろう
● nico（2歳）コース
　 ▶日時：4月11日（火）午前10時～
10時45分▶対象：2・3歳と親、10組
▶内容：足型こいのぼりを作ろう

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：日・月曜、祝日

● マタニティヨガ（オンライン）
　 ▶日時：4月12日（水）午前10時30
分▶対象：妊婦とパートナー、10組
▶講師：大坪三保子▶申込：とこと
こHP
● あかちゃんのやわらか抱き方講座
　 ▶日時：4月28日（金）午後1時・2時・
3時▶対象：1歳ぐらいまでの子と
親・妊婦、各回2組▶講師：中保子▶
申込：☎

● とことこ×むさしのチェリーズ・送
迎サポート付き！ふたごちゃんみつ
ごちゃん優先のひろば
　 ▶日時：3月24日（金）午前9時30分 
▶対象：多胎児の親子、3組▶申込：☎

●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
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
のみ正午～午後2時30分▶対象：未
就園児と親

● おもちゃ病院
　おもちゃを預かって修理します
　 ▶日程：3月16日（木）～24日（金）
▶対象：市民（1家族1点、上限に達
し次第受付終了）▶申込：開館時間
内に直接持参

● 手作りファースト・トイとお話会
　 ▶日時：4月15日（土）午前10時30
分～11時30分▶対象：妊娠6カ月
以降の方・生後5カ月頃までの子と
家族、８組▶申込：4月１日から開
館時間内に☎

②境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 090-3256-3126

午前10 時～午後4時
休館：日曜、祝日

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：4月19日（水）午
後1時30分～3時▶対象：2歳以上
▶申込：☎
●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 春に遊ぼう（ミニ説明会あり）▶日時：
4月12日（水）午後1時～2時▶申込：☎
●聖泉幼稚園 ☎53-3374
　 園庭開放▶日時：4月19日（水）午後
2時～3時
●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：4月26日（水）午後
2時～3時▶対象：満2歳以上、30組
▶申込：☎・園HP・LINE

●聖徳幼稚園 ☎31-3839
　 園庭開放▶日時：4月26日（水）午後
2時30分～3時30分▶対象：令和6
年度年少・年中予定児▶申込：園HP
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ガイド＆GUIDE

　境冒険遊び場公園プレーパーク
　開催日程の変更について
4月1日から開催日が金～日曜の
週３日に変更になります。
▶場所：境冒険遊び場公園（境3-20）
▶対象：乳幼児～小・中・高生▶問：
プレーパークむさしの☎26-9317
（開催日の午前10時
～午後5時）、児童青少
年課☎60-1853、詳
細は市HP参照

　 ひとり親家庭訪問型学習・生活
支援事業参加者募集

自宅で国語・算数（数学）・英語の学
習、生活支援を行います。
▶日時：6月～令和6年2月、月4回
程度、1回2時間以内▶対象：市内
在住で児童扶養手当受給世帯また
は児童扶養手当受給要件と同様の

所得水準にある世帯の小学4～中
学2年生のひとり親家庭の子ども
（ほかの学習支援事業との重複不
可）、15名（超えた場合選考）▶費
用：無料▶問：3月23日～4月13
日（必着）に申込書（児童扶養手当
受給世帯に送付。子ども子育て支
援課、市内公共施設で配布。市HPに
掲載）を郵送で〒180-8777子ど
も子育て支援課☎60-1850へ。

　 農業ふれあい公園キッズ野菜栽
培体験教室

夏野菜の栽培・収穫体験。
▶日時：4月30日、5月14日・28
日、6月11日・25日、7月9日・23日
の日曜（全7回）午前10時～正午
▶場所：農業ふれあい公園（関前
5-19）▶対象：市内在住・在学の
全回参加できる小学3～6年生、

16名（超えた場合抽選）▶費用：
7000円（教材費、保険代など）▶
持ち物：軍手、タオルなど▶申込・
問：3月23日（必着）までにハガ
キで（申込要領参照し、子の氏名
［ふりがな］、性別、年齢、学校名・
学年、保護者氏名、Eメールアドレ
スも明記）で〒180-8777緑のま
ち推進課☎60-1863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：4月8日～10月14日の土曜
（全18回）午後2時～3時▶場所：第
一中学校視聴覚室（予定）▶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：3月
22日（必着）までに申込
フォームからふるさと歴
史館☎53-1811へ。

　 こども国際交流クラブ　エネス
さんとヘルヴァをつくろう
セモリナ粉（あらびき小麦）を使っ
たトルコの伝統的なお菓子作りと
文化を紹介。
▶日時：4月15日（土）①午前10
時～正午②午後1時～3時▶場所：

市民会館料理室▶対象：5歳～小
学6年生の子と保護者、各４組（初
参加者優先し、超えた場合抽選）
きょうだいの参加は各回1組のみ
可▶講師：デュズダー・エネス・カ
ガンさん（トルコ出身）▶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、上履きなど▶申込・問：
4月4日午後５時までに電話また
はhttps://mia.gr.jp/から国際交
流協会☎36-4511へ。

　 親と子の教室　参加者募集「子
どもと食べるおやつ作り」

子どもは集団生活の体験を、大人は
子どもと食べるおやつを作ります。
▶日時：4月25日、5月9日・16日・
23日・30日、6月6日の火曜午前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歳の未就園児と親（全回出
席できる方）、12組（初参加者優先
し、超えた場合抽選）▶講師：平川
陽子（菓子屋おやつ店主）▶費用：
2000円（材料費）▶申込・問：4月7
日（必着）までに市HP・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。

◆ 講座・講習・イベント ◆
■糖尿病教室
「糖尿病の基礎、糖尿病の食事の基
本」▶日時：4月1日（土）午後1時
～3時（受付0時30分）▶場所：武
蔵野赤十字病院山﨑記念講堂（境
南町1-26-1）▶講師：杉山徹（同
病院内分泌代謝医）、杉澤舞（同病
院管理栄養士）▶費用：無料▶申
込：不要▶問：同病院医療社会事
業課☎32-3111へ。

■高齢者総合センター
　香りを楽しむアロマ講座
液体アロマソープ・クリーム・デ
ィフューザー作りなど▶日時：5
月2日・16日、6月6日・20日の火曜
（全4回）午後1時30分～2時30分
▶場所：同センター▶対象：市内
在住で4月1日現在60歳以上の方、
8名（超えた場合抽選）▶講師：今
村容子（日本アロマ環境協会）▶費
用：2000円（材料費、初回集金）▶
持ち物：筆記用具▶そのほか：詳
細はhttps://senta-kouza.com/
参照▶申込・問：3月31日（必着）
までにハガキ（申込要領参照し、性
別、生年月日、年齢も明記）で同セ
ンター☎51-1975へ。

■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45分▶
日時：4月2日（日）午後1時30分
～4時30分▶場所：本宿コミセン
▶対象：市内在住の方、3名（申込
順）▶講師：松田寿枝（看護師）▶
費用：無料▶問：ゆとりえデイサ
ービスセンター☎72-0311

■高齢者コーラス教室受講生募集
　（前期）
60歳から楽しむ初心者向けコー
ラス教室▶日時：4～9月（8月除
く）第2・4木曜（例外日あり）午後2

時～3時▶場所：スイングホール
▶対象：市内在住の60歳以上の
方、50名（申込順）▶講師：大村剛
士▶費用：3000円▶申込・問：3
月24日（必着）までに往復ハガキ
で市民社協☎23-0701へ。

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：3
月24日（金）午前10時～11時30分
▶場所：高齢者総合センター▶対
象：市内在住の方、10名（申込順）
▶講師：福祉公社職員▶費用：無
料▶問：同公社（権利擁護センタ
ー専用電話）☎27-5070

■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8日（土）午後1時～4時▶
場所：公会堂▶費用：無料▶問：
東京司法書士会武蔵野支部・勅使
☎27-6761

■ESD成蹊フォーラム2023
　～武蔵野の自然と成蹊の学び
実践報告、特別講演「持続可能な世
界地図とは」、ドローン操縦体験▶
日時：4月2日（日）午後1時～4時
30分▶場所：成蹊大学6号館（吉
祥寺北町3-3-1）▶定員：操縦体験
は30名（先着順）▶講師：古橋大
地（青山学院大学教授）▶費用：無
料▶申込：不要▶問：同学園サス
テナビリティ教育研究センター☎
37-3480、event-ercs@jc.seikei.
ac.jp、詳細は同学園HP参照。

■シティーウオーク　野川ウオー
ク（自由歩行）
野川の流域に沿って歩くコース▶
日時：4月16日（日）午前8時30分
集合、小雨実施▶場所：武蔵小金
井駅南口フェスティバルコート▶
▶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▶そのほか：途中解散あり▶
申込：不要▶問：同協会・榎本☎
080-9523-0557

■国際交流協会（MIA）
　ボランティア活動説明会
日本語学習支援・多文化交流ボラ
ンティアの活動概要、質疑応答な
ど▶日時：4月15日・22日（土）午
前10時～正午（同内容）▶場所：
スイングスカイルーム▶対象：在
住外国人との日本語交流やボラン
ティアに興味のある18歳以上の
方、各30名（申込順）▶費用：無料
▶持ち物：筆記用具▶申込・問： 4
月11日までに同協会HPから同協
会☎36-4511へ。

◆ スポーツ ◆
■アーチェリー初心者教室
▶日時：4月8日・22日、5月6日・
20日の土曜午後0時15分～3時▶
場所：総合体育館弓道場▶対象：
市内在住・在勤・在学の小学5年生
以上の方、6名▶費用：一般1600
円、学生800円▶申込：3月31日
までにアーチェリー協会HPから
▶問：同協会・須長☎090-8302-
9375、musashinoarchery@
yahoo.co.jp

■いきいき太極拳体験教室
▶日時：4月12・26日、5月10日・
24日、6月7・21・28日の水曜（全7
回）午後1時～2時15分▶場所：総
合体育館剣道場▶定員：30名▶
費用：無料▶申込・問：3月15日
～4月5日に武術太極拳連盟・小泉
☎070-6430-8201へ。

■ソシアルダンス教室
①初級②中級▶日時：①4月11日
～6月13日の火曜（全10回）午後3
時30分～4時55分②4月14日～6

月30日の金曜（全11回）午後6時
50分～8時30分▶場所：総合体
育館ダンス室▶費用：①4000円
②5000円（当日払い）▶申込・問：
3月25日までにハガキまたは所定
の申込用紙（同館で配布）を直接総
合体育館または電話、Eメール（申
込要領参照）でソシアルダンス連
合会・島森☎080-6555-2144、
t-shima2000@nifty.comへ。

■むさしのジュニアバレーボール
クラブ会員募集
▶日時：4月8日～令和6年2月24
日の土曜午前9時～正午、4月13
日～令和6年2月29日の木曜午後
4時30分～7時▶場所：総合体育
館サブアリーナほか▶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（申込
要領参照し、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3日～令和6年3月25
日の月曜（祝日を除く）午後6時45
分▶場所：総合体育館弓道場▶
対象：的前経験者の方▶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・本山☎090-
9827-4200（午後5時30分以降）

■前期剣道教室
①ジュニア②一般▶日時：4月8
日～7月8日の土曜（4月29日、5
月6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：市内在住・在勤・在学の
①小学生②中学生以上▶費用：
5000円（保険料含む）▶そのほ
か：竹刀・剣道具の貸し出しあり

▶申込・問：4月2日までにハガ
キまたはEメール（申込要領参照
し、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。

■初級テニス講習会①前期②後期
基礎・ゲームクラス▶日時：①5
月20日、6月3日・10日の土曜午
後5時～6時30分②11月4日・11
日・18日の土曜午後3時～4時30
分▶場所：庭球場▶対象：市内
在住・在勤・在学の高校生以上の
方、各30名（超えた場合抽選）▶費
用：各3000円（市テニス連盟会員
2000円）▶申込：4月1日午前9時
から庭球場で受け付け。詳細は同
連盟 HP参照▶問：同連盟・宇津
木☎090-7235-4464

■夜間水泳教室
▶日時：4月13日～6月8日の木曜
午後7時30分（全8回、90分）▶場
所：温水プール▶対象：市内在住
の18歳以上の方▶費用：6400円
▶申込：3月25日（必着）までに往
復ハガキ（申込要領参照し、生年月
日も明記）で体育協会へ▶問：水
泳連盟・佐藤☎080-8479-1573

◆ お知らせ ◆
■「東京都アレルギー情報navi.」
を活用してください
食物アレルギー・花粉症・ぜんそく
などの対応方法や花粉の飛散状況
などをHPで発信。医療機関検索も
可▶問：東京都福祉保健局環境保
健衛生課☎03-5320-5798

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。

子育ての中で、必要な情報を見つけるお手伝いをする
ツールです▶問：子ども子育て支援課☎60-1851

「むさしのすくすくナビ」に
 ぜひご登録ください

すくすくナビ 市公式 LINE

・ 子どもの予防接種スケジュールを管理・お知らせ
・ 保育施設など市内の施設を検索
・ お知らせや各種イベントなど、子ども・子育て情
報をメールで発信

・ 子ども・子育て情報は市公式 LINE からも発信し
ています
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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）

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
武蔵野・三鷹退
職校長会作品展

3月17日（金）～19日（日）午前10時～午後5時（初日午後
1時から、最終日4時まで）／かたらいの道市民スペース

狩野（かのう）
☎55-5433

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
シニアの軟式野球チーム「西東
京クラブ」（東京還暦野球西部連
盟で活動中）

毎週月・木曜（土曜に試合あり） 
午前9時～正午／武蔵野中央公園

月1000円
花村
☎090-3913-1883

仲間あつまれ

● 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

本
宿

４月8日（土）■足ゆび足腰体操▶時間：午後１時30分、３時▶内容：ストレッチ
▶定員：各10名▶持ち物：バスタオル、飲料▶申込

4月14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12名▶参加費：3000円▶申込：17
日から窓口へ

本
町 27日（月）

■わくわく体操でからだをほぐそう▶時間：午前10時30分～11時
30分▶対象：15名（吉祥寺本町・東町の方優先）▶持ち物：バスタオ
ル、水分補給飲料▶講師：桑島恵子▶申込

吉
西

25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）

30日（木） ■あるこうかい「飛鳥山公園周辺の桜ウオーク」▶時間：午前９時▶場
所：アトレ吉祥寺はなびの広場▶定員：20名▶申込：26日までに窓口へ

吉
北 お知らせ ■４月１日（土）から開館します▶内覧日時：28日（火）～31日（金）、

午前９時30分～午後４時30分

け
や
き

20日（月） ■こもれびひろば▶時間：午前10時～11時30分▶対象：妊婦、０歳
～未就学児と親▶内容：おもちゃ遊び、手遊びほか

25日（土） ■よみきかせ紙ふうせん▶時間：午前11時▶内容：指あそび・紙し
ばい・絵本・折り紙ほか

西
久
保

30日（木）
■西久保ウォーキング「はけ（国分寺崖線）をたどり、東京の名湧水を
訪ねます」▶時間：午前８時30分▶場所：西久保コミセン▶定員：20
名▶費用：交通費320円、保険料50円（入園料、食事代別途）▶申込

八
幡
町

30日（木） ■春コンサート「OKOTO」▶時間：午後１時▶定員：20名▶出演：
武蔵野大学邦楽部琴之音会▶申込

境
南

24日（金） ■くまのこひろば▶時間：午前10時▶対象：0～３歳児未満と保護
者、10組▶内容：読み聞かせ・手遊び・交流ほか▶申込

27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、５組▶内容：手合わせ遊びほか▶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。
▶問：各コミセン※マスク着用など基本的な感染症対策にご協力ください

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 29日、5/15 号…4月 11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 4月1日（土）から開館
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

　 クリーンセンター
　「春休み子どもワークショップ」
ワークショップ、廃材工作、施設見
学、見つけて妖怪アプリの体験、リ
チウムイオン電池の紹介。
▶日時：3月25日（土）～27日（月）
午前10時～午後4時▶場所：クリー
ンセンター▶費用：無料▶主催：
（株）むさしのＥサービス▶そのほ
か： 詳細はhttps://mues-ebara.
com/event/参照▶申込：不要▶
問：（株）むさしのE
サービス☎38-5541、
ごみ総合対策課ク
リーンセンター係

　 ごみ便利帳 eco ブックを改訂
しました（令和５年度版）
ごみ分別表（50音順）の更新など。
ごみの出し方・分別などごみ全般
に関する情報を載せた冊子。
▶配布：市役所案内、ごみ総合対
策課、各市政センター。市HPから
も閲覧可▶問：ごみ総合対策課

　 祝日のごみ収集

3月21日（火）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

　 ごみ分別案内所を開設します

ごみ収集開始の案内、ごみ減量の
取り組み紹介、クリーンむさしの
を推進する会による相談など。
▶日時：3月27日（月）～3月31日
（金）午前9時～午後4時▶場所：市
役所ロビー▶問：ごみ総合対策課

　 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
掲示板「むさしのエコボ」を市内
33箇所の施設内に設置していま
す。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・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

●ピョートル・アレクセイヴィチ　ピアノ・リサイタル
▶日時：６月23日（金）午後７時開演▶場所：市民文化会館小ホール
▶費用：一般3000円、◯友 2000円、◯251500円
●前橋汀子　ヴァイオリン・リサイタル
▶日時：６月25日（日）午後２時開演▶場所：市民文化会館大ホール
▶費用：一般3000円、◯友 2500円、◯251000円
●トリニティ（アイリッシュ・ダンス）
▶日時：６月30日（金）午後７時開演▶場所：市民文化会館大ホール
▶費用：一般プレミアム8000円・一般6000円、◯友 5000円、◯252000円

（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）

●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19日（日）公演「新版・くるみ割り人形」（全２幕）の出演者を募集します。
▶日時：4月16日（日）①午前11時②午後２時▶場所：市民文化会館大
ホール▶対象：①ジュニア②一般（年齢・身長制限あり）▶そのほか：振
付…中原麻里▶申込・問：4月12日までに同事業団HPから。

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）

＊特に表記のない公演は全席指定、電子チケットにも対応、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 3月 18日（土）発売

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

 ＊ インターネット申し込みには、事前に施設窓口での登録手続きが必要です。
＊ 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 2024年4月・5月 4月3日（月）市民文化会館
展示室、練習室、会議
室、和室、茶室

2023年10月

3月28日（火）
市民文化会館

4月1日（土）

芸能劇場 小劇場、小ホール 芸能劇場
公会堂 ホール、会議室、和室

3月29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

スイング
ホール

松露庵 茶室
3月28日（火）

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

2024年8月・9月 4月10日（月）吉祥寺シアター
5日未満使用 2024年4月・5月 改修工事期間のため貸し出し無し

舞台芸術の上演以外使
用

劇場
2023年10月

けいこ場 3月29日（水）吉祥寺シアター 4月1日（土）

舞台芸術以外で使用
劇場

2023年7月
けいこ場

＊ 抽選結果確定後、15日から通常の使用申し込みが可能となります。

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇

危険・有害ごみの分別を
お願いします


