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市の組織改正などのお知らせ

2面

市の各種検診をご利用ください
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は
「（公財）三鷹市芸術文化振興財団」
「（公財）三鷹市スポーツと文化財団」
に
名称を変更しました
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市からのお知らせ

11面から

4月23日は
「子ども読書の日」
みたか子ども読書フェア開催

12面

三鷹市自治基本条例 施行から10年

自 治
基 本
条 例

「協働のまちづくり」
の成果が着実に実っています

市民を主権者とした自治の原理や基本原則を定めた三鷹市自治基本条例の施行から10年を迎えました。同条例の施行以来、市民のみなさんに
市政に参画していただくための仕組みづくりが一層進み、三鷹らしい協働のまちづくりがさまざまな場で実践されてきました。
企画経営課☎内線︎2150
今号では、同条例の理念の基に、この10年間に広がった協働の主な取り組みを紹介します。

三鷹市自治基本条例とは
市民自治による協働のまちづくりを推進するための「最高規範」とし
て、全国の自治体に先駆けて平成18年4月に施行された、いわば三鷹
のまちづくりの
「憲法」といえるものです。市政運営の最上位計画であ
る「基本構想」で描く都市の未来像を、市民が実現していくための制
度・仕組みを定めており、自治基本条例と基本構想がそれぞれの役割
を果たすことで、協働のまちづくりが円滑に進められます。

◇主な特徴 条例前文で「三鷹市政は、参加と協働を基本とする」と定め、各条文には参加と協働に
基づく市の自治の理念がちりばめられています
（市政における市民の権利、責務等
〈5条〉
、市民会議
等の設置及び運営〈30条〉、コミュニティ活動〈31条〉、協働のまちづくり〈32条〉、学校と地域との
連携協力〈33条〉など）。なお、「三鷹市職員の服務の宣誓に関する条例」により、一般職の職員は採
用時に自治基本条例の遵守を宣誓しています。
※同条例の全文は市ホームページでご覧いただけます。また、全文などを掲載した
「三鷹市自治基本
条例ハンドブック」は、相談・情報センター
（市役所2階）
、市民協働センターで閲覧できます。

市内7つの住民協議会との協働（31条）

民学産公の協働を進める
「パートナーシップ協定」
の締結
（32条）

コミュニティセンターの管理運営を行う住民協

議会は、平成27年2月に全市展開された
「地域ケア

市では、まちづくりのさまざまな分野において、事業者・団体など

ネットワーク」の各拠点としても大きな役割を担っ

とパートナーシップ協定を締結し、協働による事業を推進してきま

てきました。ほかにも「まち歩きワークショップ」な

した。この10年間で、「防災」や「見守り」など、日々の暮らしに関わ

ど、市と協働で地域におけるさまざまな市民参加の
取り組みを展開しています。

る重要な協定を数多く結び、市民サービスの向上につなげています。
まち歩きワークショップの様子

コミュニティ・スクールを基盤とした
小・中一貫教育の推進（33条）

市民討議会
「みたかまちづくりディスカッション」
の開催
（32条）

に参加する
「コミュニティ・スクール」が「にしみたか学

を対象に無作為抽出で参加を呼び掛け、承諾いただいた方々

は全市展開し、小・中一貫教育による円滑な学校運営や

会を立ち上げ、市民による管理・運営の下、これまでに三鷹

せた特色ある学園づくりが進められています。

環状道路の整備などのテーマで計7回開催しています。

市政への参加経験がない方も含め、より多くの市民のみな

平成18年4月、保護者や地域住民が積極的に学校運営

さんの意見を市政に生かすため、平成18年から、18歳以上

園
（二小・井口小・二中）」でスタートしました。3年後に

による2日程度のグループ討議を実施しています。実行委員

教育内容の質の向上を図るとともに、地域の声を反映さ

市基本計画の策定・改定のほか、地域防災計画、東京外かく

市民会議などの公開と
無作為抽出による公募委員候補者の募集
（30条）

三鷹市
自治基本
条例

平成18年度から市民会議や審議会などを公開しています。

また、22年度から、市民会議などの公募委員の募集は、18歳
以上を対象とした無作為抽出方式で行っています。これは、委
員の改選時や欠員時に、公募委員候補者名簿への登録に同意い
ただいた方の中から就任を依頼するもので、これまでに308人
の方が同名簿に登録し、活躍していただいています。この方式
で公募委員となった方の8割以上から「市政への関心が高まっ
た」
との感想が寄せられています。

みたかまちづくりディスカッションの様子

三鷹市自治基本条例施行10年を記念して
講演会とパネルディスカッションを開催します

例年5月に行う
「憲法を記念する市民のつどい」において、

憲法と地方自治を中心に、
「自治基本条例」に基づく市の
「参
加と協働」
の取り組みに関連する講演会と、市民団体によるパ
ネルディスカッションを開催します。
5月14日㈯午後1時から

三鷹市公会堂光のホール

基調講演は元国際基督教大学教授の西尾勝さん
当日会場へ

企画経営課☎︎内線2115

3月28日に開催した
「みたかまちづく
りディスカッション実施報告会」にて

市長の

ひと
こと

コーナー

ケーブルテレビの広報番組
「み
る・みる・三鷹」では
「市長の
ひとことコーナー」を放送して
います
（放送時間は12面参照）
。

市外局番「0422」は省略。

主催者
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問い合わせ

保育あり

参加と協働のまちづくりのその先へ

10

三鷹市長

桜咲く４月、三鷹市政も新しい年度に入り、三
鷹市政の基本理念を定める最高規範である
『三鷹
市自治基本条例』
は、平成 （２００６）
年４月 日
に施行されて以来 年を迎えました。
その前文には、
「主権者である市民の信託に基づ
く三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のため
に行われるものでなければならない。 市民にとっ
て最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に
応え、市民のためのまちづくりを進めるとともに、
まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合
い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくり
を進めることを基調とし、魅力と個性のあふれる
まち三鷹を創ることを目指すものである。（後略）
」
とあります。
自治基本条例が定めているのは三鷹市政の基本
的な理念であり、三鷹市ではこの間、町会・自治
会や住民協議会との協働を基礎に、
「地域ケアネッ
トワーク」
「 コ ミ ュ ニ テ ィ・ ス ク ー ル を 基 盤 と し
た小・中一貫教育」
「見守りネットワーク」をはじ
め、多世代交流と多職種連携による
「民学産公の
協働」
の実践を具体化してきました。
今年３月には、パートナーシップ協定のもと、第
４次三鷹市基本計画第１次改定に向けて、昨秋に
無作為抽出の市民による
「みたかまちづくりディ
スカッション」を実施していただいたＮＰＯ法人
みたか市民協働ネットワークの実行委員会から報
告書が提出されました
（写真）
。
三鷹市の新任職員
（新採用の教育職員を含む）
は、
『職員の服務の宣誓に関する条例』に基づき、
採用時に自治基本条例を遵守することを宣誓し
ています。職員が研修や日常業務で使っているの
が
『三鷹市自治基本条例ハンドブック』
で、条例の
内容を分かりやすく説明するとともに、協働の取
り 組 み 事 例 な ど を 紹 介 し て い ま す。 今 年 の 秋 に
は、広く市民の皆様にも活用していただけるよう
に 自 治 基 本 条 例 ハ ン ド ブ ッ ク を 再 編・ 発 行 す る
予定ですので、ぜひ、ご期待ください。
条例施行から 年を迎えている今、心も新たに
三鷹市の参加と協働のまちづくりのその先を切り
ひらいてまいりましょう。

市長コラム

手話・要約筆記あり

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は 11 面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

平成28年度予算が
成立しました
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組織改正などのお知らせ
財政課☎内線2122

企画経営課☎内線2150
市では、施策の一層の充実を図るため、４月1日付で組織改正を行いました。

新年度の市の予算が、市議会で可決され成立しました。同予算は、一般会計が

695億3,892万8千円で、前年度予算（6月補正後の額）と比較すると1億3,747万
2千円
（0.2％）
の増です。

各特別会計の予算の合計は、412億143万1千円で、前年度予算と比較すると

4億8,204万7千円（1.2％）の増です。

施政方針の全文と予算の概要は、市ホームページで公開しています。また、

「平成28年度施政方針・予算概要」
（1冊200円）
、
「平成28年度三鷹市一般会計・
特別会計予算及び同説明書」
（1冊900円）
は、相談・情報センター
（市役所2階）
☎︎
内線2215で販売しているほか、同センター、市立図書館などで閲覧できます。

企画部
「新川防災公園・多機能複合施設
（仮称）
開設準備室」
を
「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設準備室」
に名称変更
（4面参照）
さらなる福祉施策の充実に向けた、新たな係の設置など
◇健康福祉部障がい者支援課に
「基幹相談支援センター担当」
を新設
（市役所1階15番窓口☎内線2657）

◇健康福祉部高齢者支援課に
「介護事業者指導担当」
を新設
（市役所1階13番窓口☎内線2628）

◇市民部保険課の
「特定健診係」
を健康福祉部健康推進課へ移管
（総合保健センター☎46-3271）

〝がんばる地域応援プロジェクト”
に
ご応募ください
コミュニティ文化課☎内線2516

都市再生の推進に向けた実施体制の強化
◇都市整備部まちづくり推進課を2つの課に再編
（市役所5階）

外環事業や再開発事業などが実施段階を迎えることから、計画立案や行政指導な

どを担当する
「都市計画課」
と、事業を推進する
「まちづくり推進課」
に再編します。

地域の元気づくりに取り組む町会・自治会などの活動を助成します。
①町会・自治会、管理組合、商店会など

の地域自治組織、②町会・自治会などがな

い地域で防災活動など公益的な活動を実

施する団体が、平成29年3月31日㈮まで
・地域の課題解決のために取り組む事業

・地域の特性を生かして地域住民相互の
交流、ほかの団体・市民などとの連携を
促進するための事業

書類（市ホームページから入手可）
を同課（第二庁舎2階）へ

※助成は7月9日㈯に実施するヒ
アリング形式の審査会で決定。

◇説明会を実施します

制度の概要や申請方法、今後の

スケジュールなどを説明後、参加
者同士で交流する時間を設けます。
4月16日㈯午前10時から

・地域の活力を生み出すための事業

市民協働センター

◆助成金額

①事業経費の3分の2に相当する額（上限

100,000円、事業経費が70,000円以下の

場合は全額助成）、②全額（上限50,000円）
※同一事業を継続して申請する場合は、初
年度助成額の2分の1が上限
（2回まで）
。

当日会場へ

◇実例集をご覧ください

昨年度の助成対象事業をまとめ

都市計画、用途地域、地区計画、景観など

開発指導係

まちづくり条例に基づく開発事業などの指

住宅政策係

市営住宅、市民住宅、都営住宅の募集、空き

まちづくり推進係

都市計画道路事業、まちづくり推進地区など

（53番窓口☎︎内線2816） 導、バリアフリーのまちづくりの推進など
（52番窓口☎︎内線2812） 家対策(※)など

まちづくり推進課

に行う次の事業

4月8日 ㈮ ～6月30日 ㈭ に 申 請

都市計画課

◆対象事業

都市計画係

（54番窓口☎︎内線2811）

（55番窓口☎︎内線2862） の企画・調査など
再開発係

（55番窓口☎︎内線2866）
外環対策担当

（55番窓口☎︎内線2864）

再開発事業の企画・調査・実施など
東京外かく環状道路に関すること

※住宅政策として総合的に推進するため、総務部安全安心課から業務を移管します。

た実例集を同課で配布していま

◇都市整備部道路交通課に「狭あい道路担当」
を新設

して、ぜひご活用ください。

※5月中旬に第二庁舎1階に窓口移転予定。

す。地域での取り組みのヒントと

（市役所5階50番窓口☎内線2853）

みんなで行う環境活動を
応援します
環境政策課☎内線2523

新エネルギー・省エネルギー
環境政策課☎内線2523
設備設置助成金

市民のみなさんが環境のために取り組む活動を助成します。

◆対象事業

構成人員の過半数が市民で市内に活動拠点のある非営利団体が、

平成29年3月31日㈮までに実施する次の事業

公害防止、地球温暖化防止、緑化を進める事業／自然環境の保護に関する事

業／環境に関するセミナーや講座、資料作成などの知識の提供に関すること／
環境に関する調査、研究
◆助成金額

事業経費の2分の1（1団体1事業、上限100,000円）

29年1月16日㈪までに申請書と必要書類を同課（第二庁舎2階）へ（事業実施

後でも申請可）

※審査のうえ交付を決定し、予算の範囲内で助成します。

地球温暖化防止対策を推進するため、市内に設置する次の設備の設置費の一部を助

成します。

新エネルギー設備
◇対象設備

置工事を発注して設置した場合の額

力発電設備

にあらかじめ設置されていた場合の

◇助成金額

ありの場合は15,000円を加算）
。

太陽光発電設備（蓄電池あり、なし）、風

※全量売電の設備を除く。
設備の最大出力値に対し、1kw当たり

20,000円（上限80,000円）。蓄電池ありの

環境への思いを
標語にしませんか
環境政策課☎内線2523
テーマは
「みんなでつくる三鷹の未来」。優秀作品には賞状と三鷹の森ジブリ

美術館のペア招待券を贈呈し、市の出版物や環境関連事業などで使用します。
在学・在勤を含む市民

5月6日㈮
（必着）までに必要事項（11面参照）・作品（オリジナルで未発表の

もの。1人2点まで）
・在学（在勤）の方は学校（勤務先）を「〒181-8555環境政策
課」
・

45-5291・

kankyo@city.mitaka.tokyo.jpへ

※表彰は6月26日㈰に開催する「環境活動イベント」で行う予定です。

※助成金額は、申請者が自ら設備の設

場合は100,000円を加算（条件あり）
太陽熱利用システム
◇対象設備

①強制循環式ソーラーシステム
②自然循環式太陽熱温水器

◇助成金額

①50,000円、②20,000円

高効率給湯器
◇対象設備

①燃料電池コージェネレーション
②自然冷媒ヒートポンプ給湯器
③ガスエンジン給湯器

◇助成金額

①30,000円、②③20,000円

です。申請者が新たに購入した建物

助成額は全て15,000円です（蓄電池
※国、東京都の助成対象となった設備
についても対象となります。

※
「設置後6カ月を経過した設備」
「中古

品の設備」
「リースの設備」および「転

売を目的とする設備」の設置は、助
成の対象となりません。

対象設備を自ら所有し使用する市民

で、市税を滞納していない方

※新エネルギー設備については市内に
事業所などを有する方を含む。

申請書と必要書類を同課（第二庁舎

2階）
へ

※いずれも審査のうえ交付を決定し、
予算の範囲内で助成します。くわし
くは同課へお問い合わせください。

上記3事業は、みなさんの寄付金などを積み立てた「三鷹市環境基金」を活用しています。
市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。
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2016.4.3

市の各種検診を
ご利用ください

チェックし、早期発見・早期治療につなげることが重要です。元気

総合保健センター☎46-3254

※対象年齢は平成28年4月1日〜29年3月31日に達する年齢です。

平成28年度
特定健康診査・
後期高齢者健康診査

深刻な病気を未然に防ぐためには、定期的に自分の健康状態を

で健やかな生活を送るためにもぜひご利用ください。

①〜④⑥⑦市内協力医療機関（市ホームページに掲載）、⑤下記

①肺がん検診
問診、胸部レントゲン（直接）撮影、喀痰（かくた

ん）
細胞診。

6月1日㈬〜30日㈭

40歳以上の市民で、次のいずれかに該当する方。

喫煙指数
（1日の喫煙本数×年数）
が400以上、せき・
痰が1カ月以上続いている、最近血痰が出る、粉じん
の多い職業に従事している、受動喫煙が心配
1,000円

健康推進課☎︎46-3271

⑤ 胃がん集団検診
（前期）

生活習慣病の予防・早期発見を目的とし

問診、バリウムを飲んでの胃部レントゲン撮影。

た、無料で受診できる健診です。対象者に

6月7日㈫・13日㈪・17日㈮・29日㈬、7月2日㈯・11日

は、受診期間に合わせて市から受診票をお

㈪・14日㈭・16日㈯・27日㈬・28日㈭＝総合保健センター、6

送りします。

月8日㈬＝牟礼コミュニティセンター、6月20日㈪＝大沢コミ

※今年度から各受診期間を5カ月間に延長

ュニティセンター、6月21日㈫＝井口コミュニティセンター、6

しました。従来実施していた便潜血検査

月28日㈫＝新川中原コミュニティセンター

（1回法）を廃止し、希望者対象の大腸が

30歳以上の市民1,250人

ん検診
（便潜血検査2回法）を実施します

※次のいずれかに該当する方は受診できません。妊娠中または妊

（自己負担金500円）
。

娠の可能性がある、腎臓病
（人工透析）などで水分制限を受け

②大腸がん検診（前期）

4〜7月生まれの方＝5月1日㈰〜9月30

ている、バリウム製剤に対し過敏症の既往歴がある、2カ月以

問診、便潜血反応検査（2日法）。

日㈮
（4月下旬受診票送付）
、8〜11月生まれ

内に大腸ポリープを切除した、1年以内に腹部の手術や整形外

6月1日㈬〜7月16日㈯

の方＝7月1日㈮〜11月30日㈬
（6月下旬受

科などの手術をした、1年以内に腸閉塞を起こした、1年以内

40歳以上の市民

※市の特定健康診査・後期高齢者健康診査の対象

者は、同健康診査の受診票で大腸がん検診を受

診できますので申し込みは不要です（右記参照）。

診票送付）
、12〜3月生まれの方＝10月1日

に心筋梗塞や脳梗塞などの病気を発症した、検診台の上で自

㈯〜29年2月28日㈫
（9月下旬受診票送付）

力での体位変換が困難。

4月1日から継続して、特定健康診査＝三

※治療中の疾病のある方や高齢で飲み込みなどに不安のある方

鷹市国民健康保険に加入し29年3月31日

は、事前に主治医にご相談ください。なお、問診の結果によ

500円

までに40〜75歳になる方、後期高齢者健

り、検診を受けられない場合があります。

康診査＝後期高齢者医療制度に加入してい

500円

③子宮がん検診（前期）

る方

⑥ 眼科検診
（前期）

問診、頸部
（けいぶ）
視診・触診、検体採取細胞診。

※問診の結果、医師が必要と認めた方は、体がん検

覧参照）
へ

血圧、視力、外眼部、眼圧、眼底、透光体の検査。

診も行う場合があります。

9月1日㈭〜11月30日㈬

6月1日㈬〜10月31日㈪

40歳以上の市民

※受診当日までに、加入保険の変更や市外

500円

転出した方は受診できません。会社勤務

⑦胃がんリスク検診
（ABC検診）

20歳以上の女性市民

※4月1日現在で満20歳の方は、5月下旬に無料クー
ポンを送付しますので申し込みは不要です。

の方やその扶養家族は、各自加入の健康

保険組合などにお問い合わせください。

問診、血液検査
（ヘリコバクター・ピロリ菌、ペプシノゲン値）
。

生活保護受給世帯の方は、担当ケースワー

※ピロリ菌感染の有無と、胃の萎縮度（老化度）を測定し、どの

カーにご相談ください。

くらい胃がんにかかりやすい状態にあるかを判定します（胃

500円（体がん検診も行った場合は1,000円）

がんを発見する検査ではありません）。

④乳がん検診（前期）

4〜7月生まれの方＝5月1日㈰〜9月30日㈮、8〜11月生ま

問診、視診、触診、マンモグラフィーまたはエコー

（超音波検査）
。

れの方＝7月1日㈮〜11月30日㈬、12〜3月生まれの方＝10月

肝炎ウイルス
検査
（B型・C型）

1日㈯〜29年2月28日㈫

40・45・50・55・60・65・70歳になる市民

6月1日㈬〜10月31日㈪

30歳以上の女性市民（27年6月〜28年2月に受

※次のいずれかに該当する方は受診できません。胃の痛み・胸焼

※4月1日現在で満40歳の方は、5月下旬に無料クー

中、胃酸分泌抑制薬
（プロトンポンプ阻害薬）
を服用中または2

※妊娠・授乳中の方は授乳が終了してからの受診を

チニン値が3mg/dl以上）
、過去にヘリコバクター・ピロリ菌

けなどの症状がある、食道・胃または十二指腸の病気で治療

診した方を除く）

ポンを送付しますので申し込みは不要です。

カ月以内に服用、胃を切除した
（一部を含む）
、腎不全
（クレア

お勧めします。

の除菌を行った。

特定健康診査（上記）との同時受診を
お勧めします

500円

1,000円

総合保健センター☎46-3254

①〜⑤4月22日㈮、⑥7月15日㈮（いずれも消印有効）までに、直接またははがきで検診名(⑤は希望日・会場）、必要

5月1日㈰〜平成29年2月28日㈫

事項（11面参照）、生年月日、性別を「〒181-0004新川6-35-28総合保健センター」へ（①②⑤⑥は申込多数の場合は抽

40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査を

選。電話での申し込みは不可）。⑦は健康保険証を持参し医療機関へ
※①〜⑥は電子申請サービス

受診していない方、職場などで肝炎ウイル

http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/からも申し込めます。

ス検査を受ける機会のない方

※受診費用は検診時に医療機関にお支払いください。検診後に精密検査が必要な場合は、別途自己負担（保険診療）とな

健康保険証を市内協力医療機関（市ホー

りますので、健康保険証を持参してください。

ムページに掲載）
へ

◇いずれも生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は自己負担金が免除されます。生活福祉課（市役

※16〜39歳の方は多摩府中保健所☎︎042-

所2階21番窓口）で交付する保護受給等証明書を医療機関へお持ちください。

362-2334へお問い合わせください。

長時間の座位と死亡リスク

86

歳、男性が約

位 で す。 平 均 寿 命 か ら、

3

日本人の平均寿命は、女性が約

１

位と

保育あり

79

歳 で、 世 界 の

77

日常生活に障害が出るようなケガや病気の期間を

歳だそうです。日本人の高齢者の死亡

72

差し引いたものを健康寿命と呼び、女性が約 歳、

男性が約

原 因 の 大 部 分 を 占 め る の は、 悪 性 新 生 物
（が ん）
、

問い合わせ

循環器を含む脳血管疾患、肺炎、老衰です。病気

に関しては健診などでチェックや適切な治療をし

ていれば良いですが、ケガとなるとそうもいきま

申込方法

（ピンピンコロリ）を

P
P
K

せん。

理想の亡くなり方の

目標とするためには、ケガをして寝たきりになり

認知症や誤嚥
（ごえん）性の肺炎を起こしたりする

持ち物

ことのないよう、日頃から体のバランスを保ち筋

力をつけて、骨を丈夫にすることが必要と考えま

す。座位時間が長いとエネルギーの消費量が減少

費用
（記載のないものは無料）

し、体重増加を起こし肥満になりやすく、中性脂

肪やコレステロール、安静時血圧など心疾患のリ

スクマーカーに影響します。下肢の筋肉を動かさ

ないことにより筋肉量や筋力の低下はもちろん、

ホルモン分泌にも影響があるといわれています。

時間経過すると、血中の善玉コレス

20 ２
％減り、その後インスリンの効果は

6

座ってから

1

テロールが

24

％減って糖尿病になりやすくなります。 日

講師

時間しか座らない人と比べると、その

％増えるそうです。注

40

3

時間以上座っていると、たとえ適度な運動をして

年以内に死ぬ確率が

15

いても、

後

場所・会場

意していただきたいのは、これらの研究は座位の

時間と死亡リスクの関連性を示したもので、その

因果関係を証明したものではないことです。しか

２

倍の重さが腰

対象・定員

倍ですが、座位では

1.5

し、背骨にかかる重力はテコの原理もあり、立位

では体重の

にかかり、腰痛の方は要注意です。

ちなみにフェイスブック社やグーグル社では、

スタンディングデスクを選ぶ従業員が多くなり、

日時・期間

福利厚生の一環として取り入れているそうです。

確かに会議室の椅子を取っ払えば、太めの役員の

みならず従業員の健康も増進し、備品代もかから

-

主催者

ず居眠りもできず、何よりも長い会議時間が短縮

するのは確実でしょう。

三鷹市医師会☎
47
2
1
5
5

市内実施医療機関
（受診票に同封の一

手話・要約筆記あり

広報みたか

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は 11 面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

「三鷹駅前地区再開発基本計画2022」
（素案）
市では、三鷹駅前地区において、歩行者の回遊性やにぎ

わいの創出、景観づくりの誘導などにより、三鷹の歴史と

文化を生かした質の高い総合的なまちづくりを進めるた
め、「三鷹駅前地区再開発基本計画2022」の策定を進めて
います。

市では、都市計画道路を計画的・効

率的に整備するため、東京都と連携し

ながらおおむね10年間で優先的に整備

すべき路線を定めた
「事業化計画」
を過

去3回にわたり策定し、事業を推進して

きました。このたび、より効率的な道路

整備を推進するため、都区市町が協働

◆基本的な考え方

し、区部と多摩地域を統合した東京全

・都市の危機管理（安全と安心のまちづくり）

体の事業化計画として
「東京における都

・都市の活性化
（にぎわいのまちづくり）

・良好な市街地の形成（バリアフリーのまちづくり）

・まちの個性の創出
（三鷹市の玄関口としてのまちづくり）
・環境に配慮したまちづくり
（サステナブルな都市づくり）
◆重点事業

市計画道路の整備方針
（第四次事業化

計画）
」
を3月に策定しました。同整備方

針では、市内の優先整備路線について

下記❶〜❼のとおり定めています。

・中央通り買物空間整備事業

N

・回遊性を生む道路環境整備事業

S

❶

❹
●

❺

❻

❸
●

東八道路

配布します（市立図書館でも閲覧可）。

※計画の策定は6月を予定しています。

業

❷
●

農業公園

通り
文

三小

連雀

通り

3月の第1回市議会定例会において、「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」と
同プラザ各施設の設置条例が可決され、名称が正式決定しました。今号は、各
施設の利用方法について紹介します。
都市再生推進本部事務局、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設準備室（※）☎内線2054

仙川公園

❹

文

高山小

東部図書館

吉

祥

寺

島屋敷通り

事

三鷹産業
プラザ

四中

文

文 一小

新道北

文

三中 文

通

り

❻

東八道路

南部図書館
みんなみ

❼

原
山
通
り

備

❶

中央通り

整

❺

三鷹駅

三鷹通り

三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ

新武蔵境通り

パブリックコメント 市の重要な政策を策定する際に、
原案を公表して広く市民のみなさんから意見を求め、
いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。

り

庫通

電車

◆みなさんのご意見をお寄せください
4月7〜27日 ㈬
（必 着）に 住 所・ 氏 名・ 電 話 番 号（団
体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番
号）を直接または郵 送・ ファ クス・電 子メ ール で「〒
46-4745・
181-8555ま ち づ く り 推 進 課」・
machidukuri@city.mitaka.tokyo.jpへ

り

六小

中央道

❼

協働センター、コミュニティセンターで4月7日㈭から

連雀通

弘済園
通り

か、相談・情報センター
（市役所2階）
、市政窓口、市民

http://www.
※同整備方針は、東京都都市整備局ホームページ
toshiseibi.metro.tokyo.jp/kiban/tokyo/iken_kohyo.htmlま
たは市まちづくり推進課
（市役所5階55番窓口）でご覧いただける
ほか、都民情報ルーム
（都庁第一庁舎）
で閲覧・販売の予定です。く
わしくは同局街路計画課☎︎03-5388-3379へ。

吉祥寺通り

※計画
（素案）の全文は、市ホームページでご覧になれるほ

路線名
区間
延長
❶三鷹3・4・9号 三鷹3・4・17号〜三鷹3・2・6号
750m
❷三鷹3・4・13号 三鷹3・4・7号〜連雀通り
70m
❸三鷹3・4・3号 世田谷区境〜北野1丁目
270m
❹三鷹3・4・7号 三鷹3・4・12号〜三鷹3・4・14号付近 1,020m
❺三鷹3・4・7号 三鷹3・4・17号付近〜三鷹3・4・18号付近 1,000m
❻三鷹3・4・12号 三鷹3・2・2号〜三鷹3・4・7号
800m
❼三鷹3・4・12号 三鷹3・4・14号〜三鷹3・4・13号
860m
※❶❷は市が、❸ 〜 ❼は東京都が整備します。

外環道路
（点線は地下部）

❷
●

・三鷹駅南口西側中央地区再開発事業共同ビル建設支援事業

まちづくり推進課☎︎内線2862

むらさき
橋通り

・駐輪場・駐車場整備事業

年度竣工予定

4

り
園通
頭公
井の

・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業

平成28

2016.4.3

「東京における都市計画道路の整備方針
（第四次事業化計画）」を策定しました

パブリックコメントを
実施します
まちづくり推進課☎内線2866

No.1568

三鷹料金所

❸

東京外かく環状道路
整備後の中央ジャン
クション（イメージ）

N

市民センター
クリーンプラザ
ふじみ

S

西広場

総合スポーツセンター
（点線下部）

元気創造プラザ

※4月1日付の組織改正により、新川防災公園・多機能複合施設
（仮称）
開設準備室から名称変更しました。

中央広場

事業概要 市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市役所東側の東京多摩青果㈱三鷹市場跡地（新川6丁目）
東広場
を中心とした約2.0haに、防災公園（災害時には一時避難場所として機能）とその下部には総合スポーツセンターを、そして老朽化
し耐震性に課題のある公共施設を集約し防災センター機能を加えた施設である元気創造プラザを一体的に整備します。また、防災
東八道路
施設配置図
むらさき橋
機能の向上のため、敷地北側の市道を拡幅し、周辺道路の無電柱化を実施します。竣工（しゅんこう）は平成28年度末を予定してい
通り
（イメージ模型）
ます。
なお、独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど、財政負担の軽減を
※総合スポーツセンターの範囲を示す点線はおおよそのものです。
図りながら事業を推進していきます。

◆各施設の利用対象
階数
施設名
利用は、予約不要で当日利用できます。団体利用（※1）は、事前の団体登
録と「三鷹市生涯学習施設等予約システム（仮称）
」による予約が必要で、 5階
施設の利用には、個人利用と団体利用の2つの方法があります。個人

市内団体と市外団体で予約の受付開始時期が異なります（下図参照）。

利用の開始は平成29年4月の予定で、団体登録の受け付けや予約申し

込みの開始は決まり次第、
「広報みたか」や市ホームページなどでお知
らせします。

◆団体利用の施設予約の流れ
利用月の…

3カ月より前

団体登録

3カ月前
市内団体受付開始

抽選の申し込み（1〜10日）
抽選（11日）
落選

当選

予約完了（15日）

2カ月前

空き状況の確認・申し込み（先着制）
予約完了（1〜31日）

1カ月前
市外団体受付開始

空き状況の確認・申し込み（先着制）
予約完了（1〜31日）

※1 団体利用は、18歳以上の責任者がいる6人以上のグループが対象。市内団
体は、グループの半数が市民
（在学・在勤を含む）
であることが要件
（大沢
グラウンドなどの屋外体育施設や学校体育施設、民間体育施設の団体登録
の要件とは異なります）
。

諸室名
利用対象
学習室
（3室）
団体
ホール
団体
学習室
（3室）
団体
創作室
（2室）
団体
生涯学習センター
4階
料理実習室
団体
和室
団体
学習室
（パソコン室）
団体
3階
福祉センター
会議室
（4室）
団体
2階
総合保健センター
多目的室
（2室）
団体
子ども発達支援センター 体育室
個人、団体
プール
（※）
個人、団体
1階
軽体操室
個人、団体
多目的体育室
個人、団体
トレーニング室
（※）
個人
地下
総合スポーツ
1階
ランニング走路（※）
個人
センター
メインアリーナ
個人、団体
サブアリーナ
個人、団体
地下
2階
武道場
個人、団体
小体育室
個人、団体

主な用途
小規模の学習会、会議
劇、合唱、発表会（舞台設置）
学習会、会議
陶芸、木工、絵画
料理実習
学習会、文化活動
パソコンを使った学習
会議、講演会、研修会、学習会
ヨガ、ストレッチ、軽体操
水泳、水中ウオーキング
ヨガ、ストレッチ、ダンス
相撲、多目的利用
トレーニング、リコンディショニング
ランニング、ウオーキング
バレーボール、バスケットボール、
バドミントン、卓球
剣道、柔道、なぎなた、合気道
ヨガ、ストレッチ、軽体操、卓球

※プール・トレーニング室・ランニング走路は、常時個人利用が可能です（大会などの貸切利用時を除く）。その
ほかの施設の個人利用については時間帯などの指定があります。

「（公財）三鷹市芸術文化振興財団」
は
市と協働で三鷹中央防災公園・元気創造プラザの運営
「（公財）三鷹市スポーツと文化財団」 を担う予定の同財団は、4月1日付で名称を変更しました。
に変わりました
コミュニティ文化課☎内線2150

市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。
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（公財）三鷹市スポーツと文化財団
特別雇用職員

◆職種 施設管理を含む一般事務
（2人）
、
スポーツ事業に関する事務
（1人）
◆資格 大 卒または同 程 度の学 力と普
通自動車運転免許を持つ方
◆勤務期間 7月1日 ～ 平成29年6月30
日
（更新の場合あり）
◆勤務時間 午 前8時30分～午 後10時
15分
（実働7時間45分）
◆勤務場所 同財団の管理する施設
◆報酬 月額208,380円
（地域手当を含
む。経験加算あり）
、交通費支給、社会

保険などの適用あり
4月5日 ㈫ ～17日 ㈰
（必 着）にエント
リーシート
（同 財 団 ホ ー ム ペ ー ジ
http://mitaka.jpn.org/から入 手）と小
論文を「〒181-0012上連雀6-12-14 三
鷹市芸術文化センター」へ
同センター☎47-9100

教育委員会 嘱託員
（若干名）

◆職種 ①補助教員、②介助員
◆職務内容 ①市内小・中一貫教育校

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2016.4.3
での教科指導など、②固定制の教育支
援 学 級での障がいのある児 童・生 徒の
介助業務
◆資格 ①小学校全科または中学・高
校理科の教育職員免許を有する方
◆勤務期間 5月1日～平 成29年3月31
日
（長期休業期間を除く。更新の場合あ
り）
◆勤務時間 月～金曜日のうち①週11
時間以内
（学 校により異なる）
・② 週30
時間
（おおむね午前8時～午後4時）
◆勤務場所 市立小・中学校
◆報酬 ①時給2,090円、②時給1,286
円、交通費支給
（日額上限1,000円・月
額上限20,000円）
、社会保険の適用あり

4月13日㈬
（必着）
までに履歴書
（写真
貼付）
・小論文①「私がつくる『子どもに
とって魅力ある授業』
」
・②「介助員とし
て心 掛けたいこと」
（いずれも800字 程
度）を直 接または郵 送で「〒181-8505
指導課」
（教育センター1階）
へ
（書類選考
合格者は4月下旬に面接あり）
同課☎内線3267

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員

◆職種 ①保育士、②看護師、③④保
育職、⑤調理員
（①②正職員、③～⑤パー
トタイマー）
◆資格 ①昭和50年4月2日以降生まれ
の保育士
（取得見込みも可。教育職員免
許
〈幼稚園〉
があればなお可）
、②看護師
または准看護師免許を有する臨床経験3
年以上の方、③④保育士
◆ 勤 務 時 間 ①月～土曜日のうち5日

（交代制。勤務場所により日曜日、祝日の
勤務あり）
、②午前8時30分～午後5時
15分、午後5時〜午前9時
（2交代制、月
4〜6回程度の夜勤あり）
、③月～金曜日
午後4時30分～7時30分、土曜日午後5
時～7時30分、④月〜金曜日午前7時30
分〜9時、⑤土曜日午前9時～正午
◆勤務場所 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②老人保健施設はな
かいどう、③三鷹駅前保育園、④⑤三
鷹赤とんぼ保育園

◆報酬 ①月額176,960円～218,064
円
（経 験などによる）
、② 月 額255,136

円〜280,000円
（経験などによる。別途
夜 勤 手 当1回7,000円）
、③ 時 給1,120
円～1,400円
（時 間 帯による）
、④ 時 給
1,060円〜1,325円
（時間帯による）
、⑤
時給1,010円
※①②諸手当・賞与あり
（昨年度実績4.3
カ月。採用1年目は異なる）
。
◆採用予定日 ①③〜⑤随時、②6月1
日
電話連絡 の う え 履歴書
（写 真 貼
付）
・あれば資 格 証の写しを直 接または
郵送で①②「〒181-0002牟礼6-12-30
三鷹市社会福祉事業団」
・☎44-5211、
③「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅
前保育園」
・☎79-5441、④⑤「〒1810002牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」
・
☎40-0600へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

催し………主催者が市民・市内の団体／市内で開催／参加費（材料・教材代など）が１回3,000円以内

会員募集…主な会員が市民／市内で活動／入会金・会費（月額）の合計が5,000円以内／新規または前回

の掲載から6カ月経過した団体を優先（紙面の都合で6カ月以上お待たせすることもあります）

伝言板……市内の医療・教育機関、公共機関などの催しやお知らせ
76-2490へ

原稿締切日
原稿締切日

秘書広報課☎内線2129

ぎゃらりー由芽の催し
①イタリアでみた夢＝4月10日
㈰まで、②一ノ瀬智恵乎展 Nostalgie 望 郷 ＝4月9日 ㈯ ～24日
（①10
㈰、いずれも正午～午後7時
日、②24日は5時まで） ①ぎゃら
りー由芽のつづき、②同画廊 期
間中会場へ 同画廊☎47-5241
（②木曜日休み）
みたかふれあいサロンの催し
①Windows10・Office2013
を基礎から学びたい方へ
（4回コー
ス）
＝毎週月曜日、②iPad＆タブ
レット講座・個別指導＝毎週火・
金曜日、いずれも午後1時15分～
2時45分 ②10人 三鷹産業プ
（1回）
、②2,000
ラザ ①1,600円
円
（1回。 Pad貸し出しあり）
NPO法人シニアSOHO普及サロ
40-26
ン・ 三 鷹 ☎40-2663・
64
（②先着制。当日参加も可）
親子でえいご広場
ナーサリー・ライムの会 4
月5～19日の 毎 週 火曜日午 前10
時から 下連雀南浦地区公会堂
800円
久保
mother.
goose.club.777@gmail.com
笑って元気！ラフターヨガ
（笑いヨ
ガ）
三鷹台ラフタークラブ 4月
5・19日の火曜日午前10時30分
～正午 牟礼地区公会堂 500
櫻 井 ☎090-4212円
（1回）
mitaka.
3307・ 43-6137・
ahaha@gmail.com
元気ひろば おれんじの催し
①役に立つ折り紙―小物を作
ってみよう！＝4月6日㈬午後1時
～2時30分、②ラフターヨガ
（笑い
ヨガ）
＝4月13日㈬午前10時30分
～正午、③子どもアートセラピー
心のままに描く・作るを楽しも
う！＝4月15日 ㈮ 午 前10時 ～11
（中原3-1-65） ②
時30分 同会
石橋☎
600円、 ③1,000円
76-5940・ 26-9419

主催者  

日時・期間  

助産師によるナチュラル離乳食
講座
ははこぐさの会 4月7日㈭午
三鷹駅前
前10時 ～11時30分
地区公会堂 3,000円 エプロ
平松☎
ン、三角巾、筆記用具
hahacogu
090-9824-3673・
sanokai@gmail.com
朗読
「伊藤左千夫作：野菊の墓」
をみんなで朗読しましょう！
めんこい朗読の会 4月8日㈮
午後1時30分～4時 連雀コミュ
（テキス
ニティセンター 100円
ト代） 当日会場へ 宮川☎0801281-1782
第8回
「森の地図スタンプラリー」
（一社）武蔵野コッツウォルズ
4月9日 ㈯ ～5月29日 ㈰ 午 前9時
から 三鷹市、小金井市、調布
市、武 蔵 野 市、府 中 市、小 平 市
一部入園料などが掛かります
期間中各会場へ※詳細は同法
http://www.musashino人
（鈴木）☎
cotswolds.jp/ 同法人
32-0962
第8回キルターズウェブ作品展
4月14日㈭～17日㈰午前10時
～午後5時
（17日は4時まで） 芸
術文化センター 期間中会場へ
山城☎49-0328
気 楽に手 作りの会
（粘土花・羊
毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）
4月14日 ㈭ 午 後1時 ～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
1,200円
野間☎090-53016818
講座
「名作
『晩春』
監督と女優と鎌
倉散策と」
みんなのみたか 4月16日㈯
社会教育
午 後2時 ～3時30分
会館 当日会場へ 倉林☎0902741-1208
第132回井の頭かんさつ会
「春色
観察会—春のお花観
（はなみ）
」
井 の 頭 か ん さ つ 会 4月17
井の頭
日 ㈰ 午 前10時 ～ 正 午
http://
公 園 300円 同 会

対象・定員  

場所・会場  

講師  

kansatsukai.net/ 同 会
（小 町）
petittown@jcom.zaq.ne.jp

おやこ自転車ワークショップ
すぺーすはちのこ 4月17日
保護
㈰ 午 前10時30分 ～ 正 午
者
（お子さん連れ可） はちのこ
保 育園
（野 崎3-22-16） 1,500円
出 口 ☎32（資 料 代 を 含 む）
3081・ 32-9372
子育てコンビニカフェ
「羊毛フェ
ルトでつるし端午を作りましょ
う」
NPO法人子育てコンビニ 4
月18日㈪午前10時30分～正午
元気ひろば おれんじ
（中原3-1-65）
1,800円
同法人
info2@
kosodate.or.jp 同法人☎41-70
21

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートークNPOグレ
ース・ケア山田涼子さん
「介護保
険で準備すること」＝4月25日㈪
午 後1時30分 ～3時、 ② お 茶 と
雑談：市民の居場所
「みたか・み
んなの広場」＝毎週木・金・土曜
（下連雀
日午後 ①10人 同会
4-5-19み た か の 家 内） ①200
①なりきよ☎
円、②500円
080-1362-5359
（先 着 制。 当 日
参加も可）
、②当日会場へ
国際ケッコンのパパ・ママ・こど
もの交流・友達・仲間づくりの
会
インターナショナルフレンズ
4月26日㈫午前11時30分～午
後1時30分 井の頭東部地区公
当日会場へ
楠 ☎090会堂
Intl.Friends123
6405-5120・
@gmail.com

世界のおもちゃと絵本のワーク
ショップ
奥 山 4月19日 ㈫ 午 前10時
～午後1時 3歳までのお子さん
と母親 コワーキングスペース
Hammock
（上連雀2-4-1） 3,000
円 奥山 harikyuhahacogusa
@gmail.com 奥山☎090-61717117

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール
4月26日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は春物
衣類と新品の食器やタオルのみ。
セール当日を除く平日午前9時～
午後5時 同センター☎48-0648

第38回月曜会絵画展
4月19日㈫～24日㈰午前10時
～ 午 後6時30分
（19日 は 午 後2時
から、
24日は4時まで） 美術ギャ
ラリー 期間中会場へ 田内☎
45-0084

Y-wai 4th ファンタジー結成15
周年記念吹奏楽コンサート
5月8日㈰午後1時30分から
芸術文化センター風のホール
当日会場へ 畠村
（はたむら）☎
090-2549-8799

春のミニコンサート
三鷹市PMSジャズオーケスト
ラ 4月23日 ㈯ 午 後6時30分 か
ら 三鷹駅前コミュニティセン
ター 当日会場へ 仲川☎0909963-3710

会員募集

第150回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会
4
月24日㈰午前9時50分集合
（雨天
決行）三鷹駅南口デッキ上、市民
ガイドが持つのぼりが目印。コー
スは約2時間40分。希望者は朗読
を聞きながら昼食も 当日集合
場所へ こやの☎44-0981

費用
（記載のないものは無料）
  

持ち物  

ラベンダーローズ
（旅行英会話）
月2回水曜日午前10時～11時
30分 三 鷹 市 公 会 堂 入 会 金
下平
1,000円、月額4,000円
☎080-5863-4783
さくらんぼの会
（親子体育遊び）
月3回金曜日、①0～1歳＝午前
9時45分 ～10時30分、 ②2歳 以
上＝10時40分～正午 第二体育
館 入会金1,200円、保険料年額
800円、月額①1,000円、②1,800
岡☎090-9977-6310
円

申込方法  

問い合わせ  

4月18日（月）

いずれも午後5時まで

※掲載依頼をされた方に編集業務委託事業者
（㈱文化工房）
が内容確認の電話
（またはファクス）
をさせていただきます。

催し

4月 7日（木）

5月15日発行号

上記以外は紙面に余裕があれば掲載します。政治・宗教・営利目的のものは掲載不可。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/または

5月1日発行号

サニーマルチカラーキルト
（手芸）
毎月第1・3金曜日午前10時～午
後0時30分 新川宿地区公会堂
入 会 金1,500円、 月 額2,500円
植 原 ☎080-5922-2999・
45-3604
こまち
（シニア初心者向けソフト
テニス）
毎 週 月・ 水 曜 日 午 前10時 ～
正午 新川テニスコート 月額
田中☎080-49251,000円
2627
いきいき料理クラブ
（シニア男性
対象）
毎月第2木曜日午前10時～午
後1時 福祉会館 月額1,200円
村上☎090（材料代を含む）
2156-5762
ラブリーハンズ
（フラダンス）
① 毎 週 木 曜 日 午 前10時 ～ 正
午、 ② 毎 週 水 曜 日 午 後1時30分
～3時30分 福祉会館 入会金
広谷
1,000円、月額1,500円
☎042-485-0683

伝言板
学生とランチを一緒に！食DE絆
地域福祉ファシリテーター第
5期修了生・ルーテル学院大学学
生有志 4月20日㈬午前11時～
午後1時 同大学学生食堂 昼
食代実費 当日会場へ 同大学
コミュニティ人材養成センター☎
31-7920

月刊わがまちジャーナル
4月号地上11chで放送中

チョコボラとさとうさんち
（仮題）ほか
NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434

mmctv@jcom.zaq.ne.jp

※ご意見、情報をお寄せください。

保育あり  

手話・要約筆記あり

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
※くわしくは同社ホームページをご覧く
ださい。

筆記用具、雇用保険受給者は雇用保
険受給資格者証
4月18日㈪までに必要事項
（11面参
照）
をわくわくサポート三鷹☎45-8645・
45-8646へ
（先着制）

三鷹市職員
しごとの相談窓口

就職・再就職の相談や、年金・労務
相談、内職の相談・あっせんなど。

4月13日 ㈬ 午 前9時30分 ～ 正 午
（11
時30分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ

雇用保険受給者は雇用保険受給資格
者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543

多様な働き方セミナー
「セカンドライフに向けてどのよう
な働き方があるのか」

4月21日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方
28人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹所長の霧島誠
さん

◆職種・採用試験日程 一般事務上級
＝6月5日 ㈰、土 木 技 術・土 木 技 術
（経
験者採用）
・建築技術・建築技術
（経験者
採用）
・電気技術・電気技術
（経験者採

用）
＝7月24日㈰、保育士・栄養士・保
健師＝9月18日㈰
※職種・採用試験日程は、変更になる
場合があります。
※募集概要や上記以外の採用試験実施
職種・日程などについては、決定次第、
市ホームページなどでお知らせします。
◆平成28年度職員採用セミナー
内容は、市のプロフィル紹介、組織・
勤務条件・業務内容、職員採用試験の
実施内容、先輩職員の経験談、質疑応
答など。
4月27日㈬午後1時～4時15分
700人
三鷹市公会堂光のホール

4月11日㈪～26日㈫午後5時に東京電子
自治体共同運営サービス http://www.
shinsei.elg-front.jp/tokyo/へ
（先着制）

「経済的に苦しい」
「生活に困っている」方へ

三鷹市生活・就労支援窓口へ
ご相談ください

広報みたか

職員課☎内線2234
※くわしくは市ホームページをご覧く
ださい。

平成28年度市政嘱託員
（若干名）

◆職種 一般事務
（身体障がい者対象）
◆職務内容 窓口・電話対応、経理を含
む一般事務、諸証明発行関連事務、戸籍
記録に関する事務、市税などの徴収に関
する事務、福祉に関する事務、市内小・

中学校の一般事務など
◆資格 昭和30年4月2日以降生まれで、
身体障害者手帳の交付を受けている方。
配属先の業務により、パソコン操作
（ワー
ド・エクセル）
、相談業務経験、社会 保
険労務関係事務経験など

◆勤務期間 任用日～29年3月31日
（更
新の場合あり）
◆勤務時間 月 ～ 金 曜 日 午 前8時30分
～午後5時
（実働週30時間、土・日曜日
と平日夜間を含む変則勤務の場合あり）
◆勤務場所 市役所・市内関連施設
◆報酬 月額173,800円、交通費支給
（月額上限20,000円）
、社会保険などの
適用あり
◆試験 第1次＝4月16日㈯
※くわしくは募 集 要 項
（市ホームペー
ジ、職員課
〈市役所3階〉
、市政窓口で入
手可）
をご覧ください。
4月11日㈪
（消印有効）
までに受験申

No.1568

市では、生活相談や就労などを支援する
「生活困窮者自立相談支援事
業」を同窓口で実施しています。
なかなか仕事が見つからない、家賃が払えず退去を求められている、不
登校で勉強が遅れているなど、さまざまな不安や心配を抱えている方の
相談を専門相談員が伺い、関係機関と連携しながら、状況の改善を支援し
ます。
※生活保護を受給している方は同事業の対象になりません。
月～金曜日午前8時30分～午後5時
市役所2階

込書
（写真貼付）
・受験票返信用切手
（52
円切手）
・受験調査票を特定記録郵便で
「〒181-8555職員課」へ
同課☎内線2235

高齢者支援課 嘱託員
（1人）

◆職務内容 介護保険事業者の実地指
導、軽度者福祉用具貸与、地域密着型
サービス関連事務、給付適正化に伴う
事業者の指導、助言など
◆資格 昭和30年4月2日以降生まれで、
介護支援専門員・保健師免許・看護師
免許のいずれか、または同等の知識・経
験がある方
◆勤務期間 5月1日 ～ 平成29年3月31
日
（更新の場合あり）
◆勤務時間 月～金曜日のうち週4日午

前8時30分～午後5時
（実働週30時間）
◆勤務場所 市役所
◆報酬 月額196,500円、交通費支給
（月額上限20,000円）
、社会保険などの
適用あり
4月8日 ㈮
（消 印 有 効）ま で に 履 歴 書
（写 真 貼 付、日 中 連 絡できる電 話 番 号
を必ず記 載）
・資 格 証の写し・作 文「応
募の動 機」
（400字 詰め原 稿 用 紙1枚に
手 書き）を直 接または特 定 記 録 郵 便で
「〒181-8555高齢者支援課」
（市役所1
階12番窓口）
へ
同課☎内線2624

「糖尿病から身を守る」

◆内容 ①糖尿病患者とともに歩む―チーム医療の取り組み、②糖尿病の合
併症を克服する、③日本人のための糖尿病食事療法を考える

5月7日㈯午後2時～3時30分
（1時30分開場）
100人
三鷹ネットワーク大学
①杏林大学医学部付属病院看護部の山田光洋さん、②杏林大学医学部講師
の保坂利男さん、③杏林大学医学部教授の石田均さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

三鷹ネットワーク大学 春学期受講者募集中！

三鷹ネットワーク大学

★

基礎講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階 ☎40-0313・ 40-0314・
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

★

4月24日㈰午前10時30分〜正午
高校生以上の方32人
くらしとバイオプラザ21主席研究員の笹川由紀さん
当日会場へ
（先着制）

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座／
NPO法人シニアSOHO普及サロン･三鷹共同企画
これからの生き方を考える― 夢ある人生 5月 ★

①老いを考える― 地域高齢者とともに歩んで＝5月11日、②そばの雑学講座―あ
なたも今日からそば通になる＝5月25日、いずれも水曜日午後3時～4時30分
各回20人
①シニア産業カウンセラーでB級ロゴセラピストの深津孝雄さん、②BAAライフデ
各回500円
ザインアドバイザーでそば打ち講座講師の後関悦久さん

東京女子大学寄付講座
数学はこんなに面白い！ 7

5月 「射影幾何学の初歩」 ★★

5月12日㈭午前10時～11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

東京女子大学寄付講座
数学カフェみたか3 5月 「合同数と楕円
（だえん）
曲線」 ★★
5月17日㈫午前10時～11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

6

杏林大学・杏林医学会・三鷹ネットワーク大学共催
「地
（知）
の拠点整備事業」無料講演会

同窓口☎内線2678

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか4月特別編・第27回
おいしい野菜のヒミツ
（大人Ver.）— 品種改良とDNAの関係

2016.4.3

★★

応用講座

★★★専門講座

http://www.mitaka-univ.org/

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか5月・第28回
ダチョウのタマゴの解体ショーとタマゴの殻のストラップ作り ★
ゲストはチーム Ms.さいえんすの原田佐和子さんと二階堂恵理さん。
5月12日㈭午後7時～8時30分
24人
1,500円
（茶菓代、工作材料代を含む）

国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ5月・第117回
宇宙取材の現場から ★★

ゲストはライターの林公代さん、ホストは国立天文台天文情報センター広報室の
小野智子さん。
5月21日㈯午後6時30分～8時30分
25人
3,000円
（飲食代を含む）
4月5日㈫午前9時30分～5月6日㈮午後5時に申込書を直接または郵送、ファクス、
ホームページで同大学へ
（申込多数の場合は抽選）
特に記載のないものは4月5日㈫午前9時30分から申込書を直接または郵送、
ファクス、ホームページで同大学へ（先着制）
いずれも同大学
※受 講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録につい
ては、ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

市外局番
「0422」
は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。

7

広報みたか
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300円
（資料代）
4月4日㈪から参加費を同センターへ
（先着制）
同センター☎45-5100

ペットボトルカバー作り

4月27日㈬午後1時～3時30分
12人

リサイクル市民工房
表布32×25㎝、裏布32×32㎝、ひ
も1ⅿ、裁縫道具、筆記用具
4月19日 ㈫
（必 着）までに往 復はがき
で必要事項
（11面参照）
を「〒181-8555
ごみ対策課」へ
（申込多数の場合は抽選）

平成28年度 三鷹市手話講習会

同課☎内線2533

三鷹市民大学総合コース

① 共 育―多 様な社 会が子どもを育て
る、② 混 沌
（こんとん）とした現 代の源
は！？―19から20世紀大英帝国の展開
を軸に、③科学の進歩と私たちの生活、

④ 経 済から見た日 本のゆくえ―若 者に
明るい未 来を！、⑤ 激 動する世 界―日
本はどうあるべきか。
① ～ ③5月13日 ～ 平成29年3月10日
の金曜日、④⑤5月14日～29年3月11日
の土曜日、いずれも午前10時～正午
（全
30回）
在学・在勤を含む16歳以上の市民各
コース28人、保 育は満1歳 以 上の未 就
学児①～③20人、④⑤10人

社会教育会館
①新渡戸文化短期大学教授の汐見和
恵さんほか、②青山学院大学文学部史学
科教授の平田雅博さんほか、③宇宙物理
学者の池内了さんほか、④横浜国立大学

名誉教授の萩原伸次郎さんほか、⑤早稲
田大学大学院政治学研究科客員教授の
春名幹男さんほか
4月11日㈪午前9時30分～15日㈮
午後5時に直接または電話・インターネッ
トで同館☎49-2521・ http://www.
pf489.com/mitaka/webkm/
（生涯学習
システム）
へ
（申込多数の場合は抽選）
※同日開催の講座の重複申し込みは不
可。くわしくは「みたかの教 育」４月10
日発行号をご覧ください。

生涯学習講座
日本古典文学
「源氏物語」

連雀地区住民協議会
5月10～31日の毎週火曜日午後2時
～4時
（全4回）
市民54人
連雀コミュニティセンター
元武蔵野大学教授の深澤邦弘さん

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2016.4.3

5月31日～平成29年2月28日の火曜日、
昼の部＝午後1時30分～3時30分、夜の
部＝午後6時50分～8時50分
（全32回）
在学・在勤を含む高校生以上の市民
（健聴者）
。①初級＝初めて手話を学び、
会 話 程 度の技 術を身に付けたい方、昼
夜各20人、②中級＝初級修了者または
同程度の手話技術があり、専門語の手
話を覚え、聴 覚 障がい者の生 活を学び
たい方、昼夜各20人、③上級＝中級修
了者または同程度の手話技術がある方、
昼夜各25人、④通訳＝上級修了者また
は同 程 度の手 話 技 術があり4月23日 ㈯
の選考試験を受験できる方
（受講は合格
者のみ）
、昼夜各10人
（③④は三鷹市登
録手話通訳者を目指す方）
市民センター内

3,000円
（別途教材代3,000円程度が
掛かります）
4月11日㈪
（消印有効）
までに往復はが
きで必要事項
（11面参照）
、希望コース
（昼
夜の別も）
、過去の同講習会受講者は修了
コース名
（修了年度）
、手話学習経験、手
話サークルに所属している方はサークル
名、在学
（在勤）
の方は学校
（勤務先）
名・
所在地・電話番号を「〒181-8555障が
い者支援課」へ
（申込多数の場合は抽選）
※①②修了者の同一コース再受講は不
可。③は④ の選考試験に不合格となった
方に限り1回のみ再受講可。

※②③は、27年度初級・中級コース修
了者優先。
※同講習会以外で手話の学習経験がある
方は、レベル判定会を実施します
（日程
は別途調整）
。
※お子さん連れでの受講はできません。
同課☎内線2651

する認可保育所の事業者。
◆選考スケジュール 4月3日㈰＝募集
開始、4月22日㈮＝申請書類提出期限、
4月下旬＝第一次審査
（申請書類の内容
審査）
、5月中旬＝第二次審査
（プレゼン
テーション）
、5月下旬＝事業者選定結
果通知発送
子ども育成課☎内線2731

講師の派遣を希望する
市民自主グループ

①高齢者自主グループ
（60歳以上の
市民）
10団体、②自主グループ
（市民を
含む5人以上）
45団体
※ほかの公共機関の助成を受けている、

◆利用期間 29年3月31日㈮までの午
前9時～午後10時
◆環境・設備 LAN回線、メールボック
ス、ロッカー、机、椅子、袖机
三鷹産業プラザ

利用累計年数が3年未満の方＝月額
9,750円、それ以外の方＝月額14,625
円
（いずれも三鷹 iクラブ会費・消費税
を含む）
応募書類を「〒181-8525㈱まちづく

り三鷹」
・ mitacafe@mitaka.ne.jpへ
同社☎40-9669
※くわしくは同社ホームページ http:

//www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。
または営 利・政 治・宗 教を目 的とする 「第19回SOHOフェスタ
グループを除く。
in MITAKA」
テーマデザイン
◆講師派遣期間 6月20日㈪～平成29
テーマは「We Make ! 」
。大賞受賞作
年3月31日㈮
品には賞金30,000円を進呈し、SOHO
◆回数 ①年2回、②年1回
フェスタの広報媒体などに使用します。
4月22日 ㈮までの午 前9時30分～午
また、全作品を11月11日㈮開催予定の
後5時に社会教育会館
（本館・東・西）
へ。 同フェスタ会場に展示します。
申込用紙などは各館で配布
（申込多数の
◆ 応 募 規 定 作品はA4縦でパソコン、
場合は過去の派遣実績をもとに抽選）
手描きのいずれも可。
「We Make！」と
※説明会
（5月9日㈪①午前10時30分か 「第19回SOHOフェスタ in MITAKA」の
ら、②午後1時30分から）
を同館
（本館） 文字を入れること
で実施します。必ず参加してください。
4月11日 ㈪～6月15日 ㈬
（消 印 有 効）
同館
（本館）
☎49-2521
に作 品と応 募 用 紙
（㈱まちづくり三 鷹
ホームページ http://www.mitaka.
平成28年度
「ミタカフェマイデスク

（貸しデスク）
」
利用者

今 後ビジネスを始めようとしている
方、創業間もない方

ne.jp/sohofesta/から入 手）
を「〒1810013下連雀3-27-1三協ビル2階㈲そー
ほっと」へ

サイクルシェア事業社会実験の参加者を
引き続き募集しています
道路交通課☎内線2884
放置自転車数の減少、環境負荷の軽減、まちの活性化などの効果が期待
できるサイクルシェア事業の社会実験を、4月1日から実施しています。
◇駐輪場 さくら通り第2駐輪場の一部
（三鷹駅から徒歩3分）
市のアンケートなどに協力でき、通勤・通学に三鷹駅を利用する市民で、
原則午前8 時30分までに駐輪し、午後5時以降に駐輪場から出車できる方
10人程度
月額1,000円
（自転車は市が新規に用意します）
申込書
（市ホームページ・同課
〈市役所5階51番窓口〉
で入手可）
を直接ま

たは郵送、ファクス、電子メールで「〒181-8555道路交通課」
・

民間認可保育所の設立運営事業者

75・

doro@city.mitaka.tokyo.jpへ
（申込多数の場合は選考）

48-09

新 築 整 備により平 成29年4月に開 設

チケットインフォメーション

（公財）三鷹市スポーツと文化財団（※）
☎47-5122・

http://mitaka.jpn.org/

※昨年、設立20周年を迎えた
「（公財）三鷹市芸術文化振興財団」
は、これまでの芸術文化の振興に加え、スポーツや生涯学習に関する事業も展開することになりました。このため、
4月1日付で「（公財）三鷹市スポーツと文化財団」
に名称を変更しました。

CINEMA SPECIAL 男はつらいよ
第9作～第18作 連続上映 【原作・監督：山田洋次】
芸術文化センター 星のホール 全席指定
4月16日㈯ 各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始

チケット発売中
各回 会員＝900円 一般＝1,000円 学生＝800円
第15作
『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』
『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』
©1975 松竹株式会社
（1975年／90分／カラー／松竹）
出演：渥美清、浅丘ルリ子
（マドンナ）
、船越英二、岩崎加根子
第16作
『男はつらいよ 葛飾立志篇』
（1975年／100分／カラー／松竹）
出演：渥美清、樫山文枝
（マドンナ）
、大滝秀治、小林桂樹
渥美清のうまさにうなり、脇を固める芸達者との掛け合いに笑って泣ける、
今なお愛され続ける
「男はつらいよ」
を、大きなスクリーンでお楽しみください。
※このシリーズは5月まで続きます。

立川志らく独演会

芸術文化センター 星のホール 全席指定
7月9日㈯
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演

チケット発売日
会員＝4月17日㈰
一般＝4月22日㈮
各回 会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
※昼と夜の部は別の演目です。
夏の声を聞くころ、志らく
落語で爽快に、心の暑気払い
はいかがでしょうか。

立川志らく
©山田雅子

柳家さん喬独演会

芸術文化センター 星のホール 全席指定
7月30日㈯
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演

チケット発売日
会員＝4月17日㈰
一般＝4月22日㈮
各回 会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
※昼と夜の部は別の演目です。

柳家さん喬
自然に笑いがこぼれ落ちる
©横井洋司
滑稽噺
（ばなし）
に、ふと涙を
誘う人情噺。円熟のさん喬落語をご堪能ください。

発売初日は電話とインターネットで受け付けし、窓口販売は翌日からです。

チケット
お求め方法

● 電話予約

●インターネット予約（要事前登録）

☎47-5122

パソコン
携帯電話

芸術文化センター

10:00〜19:00

http://mitaka-art.jp/ticket
http://mitaka-art.jp/ticket-m
（座席自動採番）

● 窓口販売 10:00〜19:00 月曜日休館
（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー

料金500円、対象は1歳～未就学
児、定員10人
（公演の2週間前までに
申し込む）

※学生券をお求めの方は、公演当日学生証をお持ちください。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

※特に記載のない場合は、公演事業は
未就学児の入場をお断りしています。

友の会『マークル』会員募集中！年会費／2,000円 会員特典／チケットの優先予約・割引
（1公演2枚まで）
・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付
（口座会員のみ）
、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話・要約筆記あり

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

みたかスポーツインフォメーション
を発行します
市のイベントやスポーツ教 室、市 民
体 育 施 設についての情 報を掲 載した小
冊子を、市内公共施設
（市立図書館・社
会教育会館・市政窓口など）
で4月中旬
から配 布します。くわしくはスポーツ
振興課へお問い合わせください。
同課☎内線3324

市民のための卓球教室

三鷹市体育協会、三鷹市卓球連盟

4月9日、5月14日の土 曜 日 午 前9時
45分～正午
（9時30分から受付）
在学・在勤を含む小学生以上の市民
第二体育館
300円、中学生以下200円
ラケット、室内履き
当日会場へ
同連盟
（八木）
☎44-4828

連コミスポーツ塾 パドルテニス
連雀地区住民協議会

さん
室内履き、タオル、飲み物
4月13日㈬までに直接または電話
で同センター本館☎44-7321へ
（先着制）

①少年・少女相撲教室、
②第34回わんぱく相撲三鷹場所

三鷹市相撲連盟、②三鷹青年会議所、
同実行委員会
①4月17日㈰午前9時30分～11時
（9
時集合。小雨決行）
、②5月1日㈰午前9
時30分から
（9時集合。雨天決行）

①市内の5歳～小学生25人、②市内
の4歳～小学生
市役所内相撲場

①タオル、飲み物、②着替え、タオル、
弁当
①4月15日 ㈮までに必 要 事 項
（11面
参照）
・学校名・性別・保護者名を同連

盟
mitaka-sumo@outlook.comへ
（先着制）
、②4月8日㈮～20日㈬に同会
議所ホームページ http://jci-mitaka.
com/へ
①三鷹市体育協会☎43-2500
（日・月
曜日、祝日を除く午前10時〜午後5時）
、
②同会議所事務局☎46-4199

広報みたか

市民
連雀コミュニティセンター
当日会場へ

会

同センター☎45-5100

※申込用紙は三鷹市陸上競技協会ホーム
http://mitakatf.net/ま た は
ページ
三鷹市体育協会ホームページ http://
www.mitaka-taikyo.com/で入手可。
東京陸上競技協会
（新井田）
☎03-33
30-2794

ピラティス体験講座

井の頭地区住民協議会

4月14・21日の木 曜 日 午 前10時15
分～正午
市民20人
井の頭コミュニティセンター新館
ピラティストレーナーの小 田 島 夏 希

味の素スタジアム西競技場
（調布市西
町376-3）

①小学生＝500円
（記録証代を含む）
、
②中学生＝1種目600円、2種目1,000
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500円
エプロン、三角巾、筆記用具
同センター☎32-6986へ
（先着制）

農業公園の催し

三鷹市体育協会、三鷹市合気道連盟

①夏野菜のつくりかた相談＝4月18
日㈪～5月5日㈷午前9時～午後5時、②
夏野菜苗物の植え付け講習会＝4月23
日 ㈯ 午 後1時30分～3時
（雨 天の場 合は

当日会場へ
（先着制）
同連盟
（鈴木）
☎090-8045-5748
（日
中のみ）

JA東 京むさし三 鷹 緑 化センター☎
48-7482
※②自家用車での来場はご遠慮ください。

合気道初心者体験講習会

5月7日㈯午後4時～5時
在学・在勤を含む8歳以上の市民15人
第二体育館

三鷹市陸上競技協会、三鷹市体育協

5月5日㈷午前9時～午後5時
（雨天決
行）
在学・在勤を含む小学生以上の市民
700人

2016.4.3

円、③高校生＝1種目1,000円、2種目
当日会場へ
同センター☎48-7482
1,500円、 ④一般＝1種目2,000円、2
※自家用車での来場はご遠慮ください。
種目3,000円、⑤リレー＝1チーム2,000
円。②～⑤記録証は別途1種目につき
栄養料理教室
300円
（当日申し込みの場合は500円）
「イタリアンでおもてなし」
4月9日㈯・10日㈰午後1時 ～4時30
大沢住民協議会
4月15日㈮午前10時～午後1時
分に申込用紙と参加費を第一体育館へ。
または4月10日
（必着）
までに現金書留も
24人
しくは定額小為替で
「〒165-0035中野区
大沢コミュニティセンター
白鷺1-7-16-301新井田幸三」へ
（先着制）
栄養士の奈良理香子さん

第59回三鷹市陸上競技選手権大会
兼記録会

4月9日㈯午後1時～4時

No.1568

第2回大菊作り講習会

挿し芽、発根までの管理、小鉢上げ、
三本立ての摘芯など。

4月10日㈰午後1時30分から
JA東 京むさし三 鷹 緑 化センター
（農
業公園内）
三鷹菊友会のみなさん
作業に適した服装

翌日に順延）
②作業に適した服装
（長靴など）
当日会場へ

三鷹いきいきプラス
無料iPad体験会

4月19日 ㈫・21日 ㈭ 午 前10時45分
～午後0時45分
（全2回）
おおむね55歳以上で、iPad初心者ま
たは未経験者の市民10人
三鷹産業プラザ
あればiPad

4月4日 ㈪ 以 降の月・水・金 曜 日
午前10時～午後4時に同会事務局☎705753へ
（先着制）
※ 受 講 者は同 会の会 員になっていただ
きます
（入会金・会費は無料）
。

平成28年度 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成

総合保健センター☎︎46-3254

29年3月31日㈮まで
過去に接種を受けたことがない市民で、①29年3月31日までに65・70・
75・80・85・90・95・100歳になる方、②接種日当日60歳以上65歳未満
の方のうち、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度

自己負担金5,000円（医療機関で支払い）
健康保険証など年齢や住所を確認できるものを医療機関に提示し、所定の予
診票を記入して接種を受けてください
（検温や診察の結果により、接種できな
い場合があります）

常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方
市内協力医療機関
（下表）

※生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、自己負担金
が免除されます。生活福祉課（市役所2階21番窓口）で交付する免除用予診
票と保護受給等証明書を医療機関へお持ちください。

に制限される程度の障がいや、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日

※武蔵野市、調布市の協力医療機関でも接種できます（武蔵野市で接種の場
合は、同センターで発行する予診票が必要）。
医療機関

電話番号

下連雀

医療機関

※下表のうち★は予約不要。それ以外は要予約。

電話番号

下連雀

医療機関

医療機関

電話番号

電話番号

上連雀

井の頭

173総合内科クリニック ★

26-5173

みたか中村脳神経外科クリニック

40-5070

笹本医院

44-5802

岩崎医院

44-1535

今給黎整形外科クリニック

26-5320

三鷹病院

47-0800

下川整形外科

43-5933

うちはら内科クリニック

40-6180

角田外科消化器科医院

45-3251

みたかヘルスケアクリニック

40-0102

高水クリニック

76-1232

小島内科クリニック

45-1210

片平内科クリニック

79-0271

三鷹南口内科

43-2122

藤林医院

43-4322

篠原医院 ★

45-1859

鎌田医院

43-4621

みなみうら生協診療所

48-4121

松川内科クリニック

70-5525

高山医院

43-0700

かんの内科

40-5022

むさし野さいとうクリニック

70-1071

牟礼の里駅前クリニック

40-6054

松﨑整形外科医院

48-3151

くぼかわ内科医院

24-7353

武蔵野病院

47-1000

若林医院

43-0526

三鷹医院

47-7775

サウスポイントMYクリニック 46-7851

渡辺こどもクリニック

41-1550

中原

三鷹中央病院

44-6161

サンクリニック三鷹

44-5660

牟礼

篠原病院

46-2251

しんかわ医院

70-5711

下田医院

44-3710

天神前クリニック

71-8191

第一医院

43-8636

本田医院

43-8310

高松メディカルクリニック ★

70-1035

むれクリニック

のぞみメモリークリニック

70-3880

野村病院

47-4848

平嶺医院
堀メディカルクリニック

鈴木クリニック

46-1066

井口
ヨシコクリニック

北野

32-5517

いりえ内科クリニック

03-5314
-3577

深大寺

44-1739

まさ整形外科

70-6670

野崎

牟礼高山診療所

70-4976

新川

野崎医院

31-8373

山本医院

43-6410

川越内科クリニック

24-2231

萩原医院

31-1500

43-2838

横内医院

43-0910

所澤クリニック

76-6055

大沢

70-5112

井の頭

新川クリニック ★

43-0123

奥田医院

32-8151

三木クリニック

71-7001

石井医院

44-3090

ゆうあいクリニック

41-6611

天文台クリニック

30-7929

三鷹痛みのクリニック

79-2103

岡庭医院

43-8367

上連雀

長谷川病院

31-8600

三鷹第一クリニック

46-4141

慶真整形外科

79-7600

浅野クリニック

八幡診療所

31-8092

46-5512

あかいしクリニック

39-5941

市外局番
「0422」
は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。
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むらさき子どもひろばの催し
（4月）

◆乳幼児のあそびひろば
① 大 型 遊 具で遊ぼう・ボールプール
＝ 月 曜 日 午 前9時～正 午、②げんきっ
子ランド＝火～金曜日午前9時～10時
50分
（5日㈫・21日㈭・27日㈬を除く）
、
③みんなであそぼ！＝ 火～金 曜 日 午 前
11時～11時30分
（19日 ㈫・20日 ㈬・
21・27日を除く）
就学前までのお子さん

当日会場へ
◆乳幼児対象のスペシャルイベント
① 変身！スペシャルバースデー＝13
日㈬・14日㈭午前11時～11時30分、②
手形スタンプ＝19・20日 午 前11時～
11時30分、 ③mamaカ フ ェ ＝21日 午

午後3時30分～4時30分
（雨天中止）
、⑤
入学・進級おめでとう会＝23日午後1
時30分～2時30分、⑥卓球大会＝25日
午後3時30分～4時45分

⑤15人
①③④⑥飲み物、タオル
（③④⑥運動
靴、④あれば一輪車）
当日会場へ
（⑤は直接または電話で同
ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
同ひろば☎49-5500

すくすくひろばの催し
◆ベビーヨガ

4月20日 ㈬ ① 午 前10時30分 ～11時
30分、②午後1時30分～2時30分
初めて受 講する①6～9カ月のお子さ
んと母 親、②3～5カ月のお子さんと母
親、各15組
バスタオル

4月6日㈬から直接または電話で同ひ
ろば☎45-7710へ
（先着制）
◆フリーマーケット出店者募集
出店物は就学前の子育てに関する物

（食品、生き物、ゲームは不可）
。
5月29日㈰午前10時～午後0時30分
就 学 前のお子さんを持つ市 民3人 以
上のグループ8店舗
（1区画1.2×1.8m）
4月26日㈫
（必着）までに往復はがき
で全員の必要事項
（11面参照）
・お子さん
の年齢・販売予定品目を「〒181-0013
下連雀4-19-6すくすくひろば」へ
（申込
多数の場合は抽選）
※5月12日㈭午後1時30分～3時の事前
ミーティングに、グループから1人出席
してください。
同ひろば☎45-7710

前10時30分～11時30分、④ 入 園・進
級おめでとう会＝23日㈯午後2時30分
～3時30分、⑤リズム遊び＝28日 ㈭ 午
前11時～11時30分
①②就学前までのお子さん、③1歳6
カ月までのお子さんと母 親15組、④3
歳～就 学 前のお子さんと保 護 者15組、
⑤1歳6カ月～就学前のお子さん
②③タオル

当日会場へ
（③④は直接または電話で
同ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
◆小学生対象のスペシャルイベント
①卓球の日＝月・金曜日午後3時30
分～5時
（25日㈪を除く）
、②みんなであ
そぼうデー＝火曜日午後3時30分～4時
30分、③スポーツの日＝14・28日午後
3時30分～5時、④一輪車教室＝22日㈮

●市役所電話（代表） ☎45-1151
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お買い物を楽しめる定期市

特別障害者手当などの手当額が
変わりました

国の法 改 正により、4月から以 下の
とおり手当額
（月額）
が変更となり、5月
10日㈫支給予定分から振込金額が変わ
ります。
◆特別障害者手当 26,830円
◆障害児福祉手当 14,600円
◆経過的福祉手当 14,600円
障がい者支援課☎内線2619

障がい者自主グループに
講師を派遣します
高齢者保養宿泊助成制度は
平成27年度をもって廃止しました

70歳 以 上の方を対 象に、25年 度の
三鷹市市民保養所「箱根みたか荘」の廃
止に伴う経過措置として同助成事業を
行ってきましたが、3月31日をもって
廃止しました。
高齢者支援課☎内線2627

徘徊
（はいかい）
高齢者等位置情報
確認システムのご案内

24時間対応で徘徊時の位置情報が分
かる端末機を貸し出します。

徘徊行動のある認知症高齢者を在宅
で介 護している家 族、または近 隣の援
助者
月額216円
（生活保護受給世帯は無料）
高齢者支援課☎内線2627へ

高齢者の生活相談会

4月15日㈮午後1時～3時

1人暮らしで生活に不安のある方、介
護や認知症について聞いてみたい方など
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-2635

こもれび ほっと・サークル
「楽しいフラダンス」

4～11月の毎月第3金曜日午後2時～
4時
（全8回）
おおむね65歳以上の市民10人
福祉会館
ダンス講師の今村トシミさん

1回500円
4月8日 ㈮
（消 印 有 効）ま で に 往 復 は
がきで必 要 事 項
（11面 参 照）
を「〒1810012上連雀7-6-24-5NPO法人こもれ
び事務局」へ
（申込多数の場合は抽選）
同事務局☎42-4471

◆ 派 遣 期 間 5月1日㈰～平成29年3月
31日㈮
次の要 件を満たす自 主グループ
（1グ
ループ15人 以 上）
。① 構 成 人 員の半 数
以上が障がい者で市内で活動している、
②教養や趣味などの学習活動を行って

いる、③活動実績がおおむね1年以上
4月4日㈪～8日㈮に社会教育会館
（本
館・東・西）
へ。申込用紙は各館で配布
※4月12日㈫午後1時30分～3時の調整
会議に、代表者は必ず参加してください。
同館
（本館）
☎49-2521

第41回障がい児水泳教室

6月～平成29年3月の日曜日午前9時
～11時
（全10回）
市内在住の障がいのある小学生～19
歳の方と保護者60組程度
※ 水 着を着 用しプールに入ることがで
きる保護者の同伴が必要です。

第二体育館屋内プール
4月4日㈪～15日㈮
（必着）
にはがきで
必要事項
（11面参照）
・生年月日・保護
者名を「〒181-8555障がい者支援課」へ
（申込多数の場合は抽選。定員に満たな

い場合は20歳以上の方も応募可）
※5月8日㈰に保護者説明会を行います。
同課☎内線2652

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

認知症の方を支える家族の会

4月13日㈬午後1時30分～3時30分
家族の介護をしている方

連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-26
35

第21回三鷹まちづくりフォトコン
テスト入賞作品展

市、㈱まちづくり三鷹
4月15日㈮までの改札営業時間内
（15
日は午後2時まで）

三鷹駅改札内コンコース
期間中会場へ
※駅構内へは入場券
（大人140円、子ど
も70円）
が必要です。
同社☎40-9669

春のフリーマーケット

リサイクル自転車の抽選販売など。

4月16日㈯午前10時～午後1時
（雨天
時は翌日に順延）
リサイクル市民工房
当日会場へ
ごみ対策課☎内線2533
※出店者の募集は終了しました。

※自家用車での来場はご遠慮ください。

①4月21日 ㈭ 午 後2時～4時、②4月
22日㈮午後1時～3時
介護者、介護経験者

生活用品活用市

三鷹市消費者活動センター運営協議会
4月5～26日の火 曜 日 午 前10時～午
後2時
消費者活動センター
当日会場へ
同センター☎43-7874

① 高 齢 者センターけやき苑
（深 大 寺
2-29-13）
、②みんなの家6丁目
（下連雀
6-13-10、篠原病院敷地内）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

東京都シルバーパス新規取得のお知らせ
（一社）東京バス協会（シルバーパス専用）☎03-5308-6950

総合保健センター☎46-3254

の勤務する事業所を対象に、助成金を交付します。
◆助成内容
骨髄などの提供のための通院または入院について、7日を上限として、1日に
つきドナーには20,000円、勤務事業所などには10,000円を交付します。
①骨髄などの提供を行った日に市内に住所があり、同財団が実施する骨髄
バンク事業において骨髄などの提供を完了し、それを証明する書類の交付を
受けた方、②①に該当する方が従事している勤務事業所など
骨髄などの提供が完了した日から90日以内に、申請書と必要書類を同セン
ターへ

4月16日 ㈯
（時 間は各 店 舗の営 業 時
間）
元気ひろばおれんじ☎76-5940

介護者ひろば

骨髄移植ドナー支援制度が始まりました
市では、4月から（公財）日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、
骨髄または末梢
（まっしょう）
血幹細胞の提供者
（ドナー）
となった市民と、ドナー

当日会場へ
買物支援本部事務局☎40-9669
◆連じゃく朝市
数量限定の海鮮朝市丼や軽食、和洋
菓子、三鷹産新鮮野菜などを販売。
連雀通り商店会
4月9日㈯午前9時～正午
「魚鶴」前
（下連雀6-6-71）
魚鶴☎48-3131
◆消研だいいち
参加店での特別なサービス・メニュー
などを提供。
消研大通り商店会
（中原3-11周辺、
のぼりが目印）

満70歳以上の都民（寝たきりの方を除く）に、都内民営バスや都営交
通を利用できる「東京都シルバーパス」を発行します。満70歳の誕生月
の初日から申し込めます（有効期限は9月30日㈮まで）。
①市民税が非課税の方・②市民税が課税であるが、年間の合計所
得金額が125万円以下の方＝1,000円、③市民税が課税で②以外の方
＝10,255円
本人確認書類（保険証または運転免許証など）、①②は直近の年間合
計所得金額を確認できる書類（介護保険料納入〈決定〉通知書、市民税非
課税証明書または課税証明書、生活保護受給証明書のいずれか一つ）
必要書類と代金を最寄りの小田急バス・関東バスなどの営業所へ

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話・要約筆記あり

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

shien/jyosei/をご覧ください。
同課☎内線2751

自立支援医療
（育成医療）
・
小児慢性疾患医療費を助成します

◆自立支援医療
（育成医療）
体に障がいのある18歳未満の児童が、
指定医療機関で確実な効果が期待できる
手術などの治療を受けた場合、医療費の
一部を助成します
（所得制限あり）
。

◆小児慢性疾患医療費助成
対象疾病の認定基準に該当している
18歳未満
（継続の場合は20歳未満）
の児
童の治 療にかかる医 療 費の一 部を、認
定された病名・期間に限り助成します。
子 育て支 援 課
（市 役 所4階43番 窓
口）
☎内線2753へ

就学援助費の申請を受け付け中

市内在住で国公立の小・中学校に在
学・入 学したお子さんがいて、経 済 的
にお困りの家庭に、給食費や学用品費
などを援助します。
申請書
（市立小・中学校で配布）
を学
校へ
（郵送も可）
※ 申 請 書を提 出した月の1日にさかの
ぼって認定します。
※市立小・中学校に在学していない方
は学務課へご相談ください。
※東日本大震災に伴い被災地から三鷹市
に避難している児童・生徒がいる世帯は
経済状況にかかわらず対象となります。
同課☎内線3234

児童扶養手当を振り込みます

ひとり親家庭などの経済的負担軽減の
ために支給する手当です。平成27年12
月～28年3月分の児童扶養手当を、4月
8日㈮に指定預金口座に振り込みます。
子育て支援課☎内線2756

ご利用ください みたかファミリー・
サポート・センター
お子さんの送 迎や預かりなどの手 助
けを必 要とする方
（利 用 会 員）
と、子 育
ての援 助ができる方
（援 助 会 員）がそれ
ぞれ会員登録をし、会員同士で支え合
う活動を行っています。
◆利用会員

平日午前7時30分～午後6時30分
＝1時間800円・30分以内500円、それ
以外の時間帯と土・日曜日、祝日の全時

間帯＝1時間1,000円・30分以内600円
（必要に応じ、別途食事代400円、おや
つ代100円）
市内在住で3カ月～小学4年生のお子
さんの親

消費者相談窓口から
相談事例

広報みたか

会 員 登 録する方の写 真2枚を同セン
ター
（下連雀4-19-6）
へ
◆援助会員
心 身ともに健 康で、同センターが主
催する「援助会員養成講座」
（年3回開催）
を修了した市民
※会員同士の交流会や援助会員のため
のフォローアップ研 修などがあります。

①わくわくランド＝4～15日の月・
火・木・金曜日午前10時～午後2時
（4・
5日は1時まで、木 曜 日は別 内 容）
、②
ひよこランド＝6・13日の水 曜 日 午 前
10時～午後1時、③お父さんもいっしょ

おやこでよってチョコっとあっぷ
るーむ
（4月）

将棋の日＝7日㈭午後3時30分～4時
50分、トランポリンの日 ＝12・26日
の火曜日午後3時30分～4時45分
※そのほかの定 例 行 事は、同 館で配 布

男性も歓迎。
同センター☎76-6817

NPO法人みたか市民協働ネットワーク
①マタニティヨガ＝4日㈪、②ママ護
身術エクササイズ
（パンチ編）＝7日㈭、
③親子ヨガレッチ＝9日㈯、④産前・産
後の骨盤ケア＝11日㈪、⑤羊毛フェル
トでつるし端午をつくりましょう＝14

日㈭、⑥パパの子育て講座「ベビーマッ
サージ」＝16日㈯、⑦みんな一緒に「ベ
ビーマッサージ」＝18日㈪、⑧「ベビー
サイン」
で楽しい子育て＝21日㈭、
⑨抱っ
こひもの安全な使い方・選び方＝23日㈯、
⑩ヨガママで骨盤調整
（ハイハイ前）
＝25

日㈪、⑪子育てコンビニメンバーとお茶
会＝28日㈭、いずれも午前10時30分～
正午
特に記載のないものはおおむね3歳
までのお子さんと親、妊婦、①妊娠15
週以降の妊婦9組
（お子さん連れは2組）
、
②首据わり～1歳6カ月のお子さんと母
親6組、③6カ月～2歳前のお子さんと保
護者6組、④⑤8組、⑥9カ月前のお子さ
んと保護者6組、⑦9カ月までのお子さ
んと保護者8組、⑧4カ月～1歳6カ月の
お子さんと保護者8組、⑨6組、⑩ハイ
ハイ前のお子さんと母親8組、⑪10組

市民協働センター
①〜③⑧⑩1,500円、④2,000円、⑤
1,600円、⑥⑦1,800円、⑨1,500円
（夫
婦2,000円）
、⑪300円
※ ② 防 犯ホイッスル付き、④さらし付
き、⑤材料代を含む、⑥⑦オイル・シー
ト代を含む。
①タオル、② 抱っこひも、飲み物、
タオル、③バスタオル、⑥⑦バスタオル、
授乳ケープ
必要事項（11面参照）
・お子さんの
名前
（ふりがな）
・年齢を同センター☎460048・
46-0148・
kyoudou@
collabo-mitaka.jpへ
（先着制）

東児童館の催し

わくわくランド＝9日 ㈯ 午 前10時～11
時30分
①③就学前までのお子さん、②0・1
歳のお子さん
◆定例行事
（4月）

の「じどうかんだより」や市ホームペー
ジをご覧ください。
◆おもちゃの病院
4月13日㈬午後2時～4時
特殊部品などの交換は実費
いずれも当日会場へ
◆キッズダンスクラブ
（ヒップホップ）
5月12日からの毎週木曜日午後4時～
5時
小学3～6年生30人

ダンスインストラクターの久 安 貴 子
さん
4月14日 ㈭から直 接または電 話で同

No.1568

2016.4.3 10

館☎44-2150へ
（先着制）
同館☎44-2150

星と森と絵本の家の催し
（4月）
◆絵本のおはなし「たまご」
6日㈬午後2時から
◆おやじの読み聞かせ
9日㈯午前10時30分から
◆絵本リレーぷらす「ワクワク」
13日㈬午後3時30分から
◆街頭紙芝居

16日㈯午前11時30分から、午後1時
から
◆ICU留学生のおはなし会
17日㈰午後1時30分から、2時30分
から
◆絵本リレー
20日㈬午後3時30分から
いずれも当日会場へ
同施設☎39-3401

おもちゃの病院
（4月）

三鷹市消費者活動センター運営協議会
消費者活動センター＝6・20日の水
曜日、リサイクル市民工房＝9・23日の
土曜日、いずれも午後1時～3時
特殊部品などの交換は実費
当日会場へ
同センター☎43-7874

西児童館に
子育てサポーターを配置します
同館☎31-6039
4月4日㈪から遊戯室内に
「子育てサポーター」
を配置し、地域で暮らす
親子や妊娠中の方の相談や、子育てサービスなどの情報提供を行います。
平日午前9時15分～午後0時30分
（祝日、年末年始を除く）

18歳までのお子さん（主に未就学児）
を持つ保護者や妊娠中の方
当日会場へ

西児童館の催し
（4月）
◆乳幼児のあそびひろば
乳幼児タイム＝開館日
の午前9時～午後1時、サー
クルタイム＝月～土曜日午
前11時30分～正午、乳幼
児タイムスペシャル
「お花
見演芸会」＝5日㈫午前10
時30分～正午
当日会場へ

◆幼児料理教室「チョコバナナクッキー」
20日㈬午後2時から、3時から

物

幼児と保護者
150円
エプロン、三角巾、タオル、皿、飲み

18日㈪午後5時までに直接または電
話、ファクスで同館☎31-6039・
316261へ

◆乳幼児親子ひろば
（4月）

305

宅配型クリーニングのトラブルにご注意！

消費者相談窓口☎47-9042

アドバイス

「クリーニング何でも5点で5,000

円！」という宅配型クリーニング店

宅配型クリーニングは、 インターネットで申し込み、宅配便で衣類の受け渡しを行うサービスです。消費者とク
リーニング業者が直接対面しないため、従来の店舗型クリーニングとは異なる問題が生じています。

のインターネット広告を見てクレ

◇申し込み時の注意点

◇受け取り後のチェックポイント

ター4点と毛布1点を宅配便で送付

ありません。料金や対象品について消費者が誤って認識していても

リーニング業者と一緒に確認できません。受

ニング業者には大量の衣類が一斉に宅配便で届くため、管理体制が

し、紛失や損傷に気付いたときはすぐにクリー

ジットカード決済で申し込み、セー
した。事業者から来た検品内容の

メールには、
「対象は衣類のみで、
毛布は布団なので別途料金が発生
する」と書かれていた。 納得できず
キャンセルする旨のメールを送った

が、
「すでにクリーニング作業に着
手しているためキャンセルはできな
い」との回答だった。

（40代・女性）

宅配型クリーニングでは、消費者と事業者が顔を合わせることが

気付かず、思わぬ追加費用が発生することがあります。また、クリー
不十分だと紛失や誤配送につながる恐れがあります。衣類の発送後

はキャンセルに応じてもらえない、事業者と連絡が取れないなど
のトラブルも起きています。申し込みの際は、内容・規約・賠償基
準・事業者の連絡先などを確認し、不明な点は問い合わせてから利
用を検討しましょう。

宅配型クリーニングでは、仕上がり状態をク

け取ったらすぐに点数や仕上がり状態を確認
ニング業者に連絡しましょう。規約に明記され
ている苦情申し出期間内に連絡しないと、対応
してもらえないこともあります。紛失や損傷が

起きたときの賠償基準をクリーニング業者が
独自に設定している場合もあります。

困ったときや判断に迷うときは、すぐに消費者相談窓口へご相談ください。

市外局番
「0422」
は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。

11 広報みたか
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●市役所電話（代表） ☎45-1151

2016.4.3
記号の意味
主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり
手話・要約筆記あり

お知らせ
「広報みたか」に「手話」の記号
を追加しました
4月1日施行の障害者差別解消法
を踏まえ、多くの参 加 者が見 込ま
れる事 業
（おおむね100人 程 度）に
手話通訳者または要約筆記者を配
置します。それに伴い、
今号から
「広
の記号を追加しま
報みたか」に
した。記 号の表 示がない事 業でも
市が主 催するものについては、開
催日の1週間前までに事業の担当課
へ申し込みいただければ、手 話 通
訳者などを派遣します。
障がい者支援課☎内線2651
（手
話通訳者などの派遣について）
、秘
書広報課☎内線2134
（広報紙の記
号について）

はがきのリサイクルに
ご協力ありがとうございました

市では、市内の郵便局と市役所
（1階
受付・ごみ対策課
〈第二庁舎〉
）
、リサイ
クル市民工房、市政窓口に専用の箱を
設 置し、家 庭で不 用になったはがきを
回収しました。今回は約1,800kg
（はが
き648,000枚分）
を回収し、製紙工場で
トイレットペーパーにリサイクルしま
した。
同課☎内線2533

「三鷹市用途地域等の見直し方針」
を策定しました
平成24年に都から市に用途地域の都
市計画決定権限が移譲されたことを受
け、市では「三鷹市用途地域等に関する
指定方針及び指定基準」を策定し、26
年から運 用しています。また、良 好な
住環境を整備・誘導しながら商工業と
のさらなる共 生を図るため、このたび
「用途地域等の見直し方針」を策定しま
した。今後、同方針に基づき用途地域

などの都 市 計 画の見 直しを検 討してい
きます。
同 方 針の全 文は、市ホームページで
ご覧いただけます。
都市計画課☎内線2811

「三鷹市公共施設景観づくりの手引
き」
を策定しました
市の景 観を構 成
する重 要な要 素で
ある公共建築物や
道 路、公 園、橋な

どの公共施設の整
備に当たり、三 鷹
らしい景 観づくり
の先 導的な役割を
担い、景観づくり
計画を推進するため同手引きを策定し
ました。
同 手 引きの全 文は、市ホームページ
でご覧いただけます。
都市計画課☎内線2811

街路灯交換工事を行っています

市では、市 内 全 域の街 路 灯をLED灯
へ交換する工事を、9月下旬までの予定
で行っています
（既 設のLED灯、デザイ
ン灯を除く）
。今月の工事は下連雀・井

の頭・牟礼・北野・中原・大沢地区です。
工事の際、市の腕章を着けた作業員が、
私道・私有地内で作業する場合があり
ますので、ご協力をお願いします。
道路交通課☎内線2855

申し 込 み記入例

たに都内の13農業協同組合で市税や保
険料などを納付できます。
会計課☎内線3013

行政不服審査制度が変わりました

行政不服審査法の改正により、4月1
日から行政処分などに対する不服申立
ての制度が変わりました。
◆主な改正点

不 服 申 立ての手 続きは、原 則として
「審査請求」に一元化されます。
審理員による審理手続きや、三鷹市
行政不服審査会への諮問手続きが導入
されます
（法律で定める場合や情報公開
など一部の不服申立てを除く）
。
●

●

不服申立てができる期間が、60日か
ら3カ月に延長されます。
※3月31日までの行 政 処 分などに対す
る不服申立ては、4月1日以降に申立て
●

た場合でも、旧制度が適用されます。
政策法務課☎内線2216

家内労働の委託状況届の提出は
4月30日㈯までに

家内労働者へ仕事
（内職など）
を委託
している事業主は、毎年4月1日現在の
家 内 労 働 者 数などについて、4月30日
までに労働基準監督署に届け出ること

が義務付けられています。
「委託状況届」
は最寄りの労働基準監督署にあります
ので、忘れずに提出してください。
東京労働局賃金課☎03-3512-1614

男女平等参画を考える情報誌
「コーヒー入れて」
62号配布中

今号のテーマは、
「外国人市民に聞き
ました—ニッポンとどう違う？各 国の
お家事情」
。市の関連施設、市内の郵便

局・金融機関などで配布中です。
企画経営課☎内線2115
※バックナンバーは、女性交流室
（中央
通りタウンプラザ4階）
、男女平等参画
情報提供コーナー
（第二庁舎1階）
でご覧
いただけます。

都内の13農業協同組合が市の公金
収納取扱金融機関になりました

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

税

金

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者が、自身の土地
や家 屋の価 格と市 内のほかの価 格を比
較できます。

5月31日 ㈫までの午 前8時30分～午
後5時
（土・日曜日、祝日を除く）
市内に所在する土地、家屋の固定資
産税の納税者

すでに指 定されている東 京むさし農
業協同組合に加えて、4月1日からは新

１. 行事・事業名
（希望日・コー
ス・回）
２.郵便番号・住所
３. 氏名
（ふりがな）
４. 年齢
（学年）
５. 連絡先
（電話番号・ファク
ス番号、メールアドレス）
６.そのほか必要事項
（保育・
手話希望の有無など）

本人確認書類
（代理人の場合は納税者
の委任状と代理人の確認書類）
を資産税
課
（市役所2階28番窓口）
へ

同課☎内線2363
※市内の路線価および標準宅地の一覧
表も同課で公開します。

法人市民税の減免申請

収益事業を行っていない公益社団法
人、公益財団法人、NPO法人、認可地
縁団体は、法人市民税の減免を受けら
れる場合があります。
5月2日㈪までに均等割申告書、法人
市民税減免申請書、収益事業を行って
いないことを証明する書類
（活動計算書
と事業報告書など）
を直接または郵送で

「〒181-8555市民税課」
（市役所2階26
番窓口）
へ

同課☎内線2355
※申請は毎年必要です。
※提出期限を過ぎると減免できません。

お子さんが誕生したら
児童手当・マル乳の申請を

出生日の翌日から15日以内に次の申
請をしてください。
◆児童手当
保護者の所得に応じて、1人につき月額
15,000円または5,000円を支給します。
※3歳以上は手当額が変わります。

※公務員は勤務先で申請してください。
◆マル乳
（乳幼児医療費助成制度）
0歳～就 学 前のお子さんの医 療 費
（保
険診療分）
の自己負担額を全額助成しま
す。児童手当と同時に申請できます。
いずれも申請書を子育て支援課
（市役
所4階43番窓口）
、市政窓口へ
※申請書は同課、市政窓口で配布。
※くわしくは「みたか子 育てねっと」
http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/

（敬称略）

三鷹市社会福祉協議会への寄付（2 月分）
〒384-1406 長野県南佐久郡川上村大字原591番362

☎ 0267-97-3206

0267-97-3207
http://www.sizennomura.jp/
［体育館・グラウンドなどを完備］

JRをご利 用の方は、最 寄
駅（信 濃 川 上 駅）
まで車で
送 迎します。宿 泊 申 込の
際にご予約ください。

◆7・8月分の優先申込
（団体分）
団体
（15人以上）
受付は、4月15日㈮午前8時30分から。ホームページから申込
用紙を印刷し、必要事項を記入のうえファクスまたは電話で仮予約の後、郵送。
◆宿泊のお申し込みは簡単です！
〔宿泊受付〕宿泊希望日の3日前までに電話
（午前8時30分～午後7時30分）
・ファ
クス・インターネットで
〔宿泊料金〕大人3,500円から、小学生2,400円から
（1泊2食付き）

●一般寄付
清水 孝祐
の崎 H・Y
須田 守彦
根道 一男
石原商店
廣田 一男
匿名（7 件）

5,000 円
3,180 円
3,000 円
2,000 円
2,000 円
1,000 円
44,868 円

●ボランティア基金
第 20 回福祉映画会募金箱 7,825 円
三鷹駅前ボランティアコーナー
募金箱
493円

市主催の事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）
。

●一円硬貨募金
福祉会館募金箱
四ツ葉ときわクラブ
東明会
くぬぎ会
森山 福雄
明朗会
いきいきコーラス
堀合友の会
牟礼笑楽会
三鷹市赤十字奉仕団
上二親交クラブ
匿名（2 件）

10,406 円
3,284 円
2,634 円
1,786 円
1,079 円
1,077 円
905 円
787 円
767 円
708 円
521 円
2,418 円

古紙配合率100％再生紙を使用しています

●市役所代表電話
☎0422-45-1151

J：COMチャンネル武蔵野・三鷹
（地デジ11チャンネル）
「みる·みる·三鷹」

第473回（4月3日〜4月16日）
ようこそ三鷹へ！
「みたか散策マップ」
で巡る市内のお薦めスポット／
市ホームページ特設サイト
「みたかデジタル平和資料館」
開設
放送時間／月〜日曜日 9：00 12：30 20：00 23：30

代表電話ダイヤル後、交換手に各課の内線
番号をお伝えください。

●困りごとの相談は

市民相談専用電話

●あなたのご意見を

市民の声専用FAX

むさしのFM 78.2MHz
放送時間／月〜金曜日 10：20〜10：25
「おはよう! 三鷹市です」
放送時間／木曜日 9：45〜9：55
「三鷹くちこみテレフォン」

☎0422-44-6600

広報

0422-48-2810

●子どもを見守る
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maam@req.jp

    あてに空メールを送信してください

開催館

4月23日は
「子ども読書の日」

みたか子ども読書
フェア開催
①1・2歳のお子さんと保護者15組、②

0歳 の お 子 さ ん と 保 護 者15組、 ③ ④3～
5歳のお子さん20人、⑤幼児と保護者10

組、⑥〜⑧⑩〜⑬⑮3歳〜小学生20人、⑨

本館

下連雀

いずれも当日会場へ(先着制)

小学生以下のお子さん

4月13日㈬〜27日㈬に各 館へ（無くな

三鷹駅前

書館☎43-9159、東部図書館☎49-3851、
西部図書館☎33-1311、三鷹駅前図書館☎

）
内は前月との増減

男：89,629人
（10人増 ）
／女：93,321人
（44人増 ）

みんなでこいのぼりをつくろう

⑤おはなし会 絵本「はらぺこあおむし」 ほか
⑥わくわくはるのおはなし会 おはなし
「スヌークスさん一家」 ほか
（協力：地域ボランティア）
⑦わくわくはるのおはなし会 大型絵本
「三びきのやぎのがらがらどん」 ほか
（協力：地域ボランティア）
⑧「クイズがいっぱい！」
のおはなし会 （協力：わたげの会）
⑨0～2歳向け あかちゃんスペシャルデー 絵本の紹介とわらべうた
※午前9時30分～正午は会場で遊べます。
⑩「はる！」のおはなし会 （協力：わたげの会）
⑪おはなし会 エプロンシアター
「おおきなかぶ」 ほか
（協力：わたげの会・あずきの会）
⑫春のおたのしみ工作とおはなし会

午前10時30分～11時
午後3時30分～4時

13日㈬ 午後3時～3時30分
27日㈬ 午後3時～3時30分
13日㈬ 午後3時30分～4時

⑬おはなし会

午前10時30分～正午、
南部
17日㈰
午後1時30分～3時30分
みんなみ

大型絵本「おべんとくん」 ほか （協力：おはなしポッポ）

⑭「おりがみであそぼう！」
こいのぼりもつくるよ！
（協力：みんなみサポーター）
⑮ブラックパネルシアター
「花のき村と盗人たち」
とストーリーテリング ほか
（協力：かたりてみんなみ）

27日㈬ 午後3時30分～4時

71-0035、南部図書館みんなみ☎76-5571

住民登録者数：182,950人
（54人増 ）
世帯：90,690世帯
（20世帯減 ）

④工作とおはなし会

21日㈭ 午後3時～3時30分

27日㈬

り次第終了）

三鷹図書館
（本館）
☎︎43-9151、下連雀図

27日㈬ 午後3時～3時20分

13日㈬ 午後3時30分～4時

プレゼント

平成28年3月1日現在 （

内容
①1・2歳向け あかちゃんとわらべうたであそぼう
午前10時30分～10時50分
（協力：わらべうたの会ひぃふぅみ）
②0歳向け あかちゃんとわらべうたであそぼう
13日㈬
午前11時10分～11時30分
（協力：わらべうたの会ひぃふぅみ）
午後3時～3時20分
③おはなしどんどこ おはなし会

27日㈬ 午後3時30分～4時

西部

◇手作りの図書館利用カード入れを

人口と世帯

日時（4月）

13日㈬ 午後3時30分～4時

東部

2歳までのお子さんと保護者20組、⑭3歳
〜小学生30人

安全安心メールの登録

各回40人

田中泰子さん
（写真）
。

※入館券（300円）が必要です。

5月20日㈮午後6時～6時50分

4月28日㈭
（必着）までに往復はがきで必要

同サロン

事項
（11面参照）
・希望日・参加者氏名
（2人ま

5月10日㈫
（必着）
までに往復はがき

で必要事項
（11面参照）
・参加者氏名
（2人まで）
を
「〒1810013下連雀3-16-14グランジャルダン三鷹1階 太宰治文
学サロン」
へ
（1人1通。申込多数の場合は抽選）

JAXA調布航空宇宙センター
一般公開
同センター☎︎050-3362-8036

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

4月24日㈰午前10時～午後4時（入場は3時30分まで）
当日会場へ

で）
・何を見て応募したかを
「〒181-0013下連
雀2-12-27山本有三記念館」
へ
（1人1通。申込多
数の場合は抽選）

中村千鶴

海上技術安全研究所
電子航法研究所
交通安全環境研究所
の一般公開
海上技術安全研究所☎41-3005

◆主な公開施設

4月24日㈰午前10時～午後4時
（入場は

第1会場（調布市深大寺東町7-44-1）

三鷹の森ジブリ美術館
長期休館のお知らせ

司会・ナレーションなどで活躍する

15
野田香苗

コミュニティ文化課☎内線２５１５

5月13日㈮・14日㈯午後6時～7時（全2回）

日㈮

青」
。朗読は、太宰などの作品朗読や、

15

年を迎えるに当たり、施設の快適性

月

7

んのバイオリンでお楽しみください。

開館から

山本有三の随筆「『銀河』のはじめに」
「道しる

や安全性の向上などを目的とした改修工事を行う

同館☎42-6233
べ」などを、野田香苗さんの朗読と中村千鶴さ

うさいしい）
」をもとに創作された
「竹

25人

9

日㈪～

中国清代の小説集
「聊斎志異
（りょ

5

月

太宰治作品朗読会
「竹青」 太宰治文学サロン☎26-9150

ため休館します。ご理解とご協力をお願いします。

第73回

消防関係施設の
一般公開
4月22日㈮午前10時～午後4時
いずれも当日会場へ

（中原3-14-1）
◆(一財)消防防災科学センター

放火対策GIS
（地理情報システム）
の紹介、スマー

トフォンを使用した災害応急活動支援システム
「多

1m×1m超音速風洞、スペースデブリ
（宇宙ごみ）
の研究など。

3時30分まで）

助」
の紹介など。

惑星への大気突入と着陸技術の研究、飛行シミュレータなど。

※自家用車での来場はご遠慮ください

◆日本消防検定協会
（調布市深大寺東町4-35-16）

第2会場（大沢6-13-1）

同センター☎︎49-1113

いずれも当日会場へ

◆イベント

◆海上技術安全研究所（新川6-38-1）

②工作コーナー「飛翔ペーパークラフト」
（第1会場）

介など。

波のダンスショー、水中ロボットの紹

①面白体験コーナー（第1・2会場）
4歳〜小学生を対象に先着500人

午前11時～11時45分、午後1時～1時45分、3時～3時45分

電波無響室の公開、紙飛行機大会など。

◆交通安全環境研究所

自動運転自動車の展示、鉄道用台車試

※自家用車での来場はご遠慮ください。

※当日は第1・2会場間に連絡バス（無料）を運行します。

験設備の体験など。

日時・期間  

対象・定員  

場所・会場  

講師  

費用  

天ぷら油火災の消火実演の様子

◆消防大学校・消防研究センター
（調布市深大寺東町4-35-3）

消防車両の展示など。

当日は上記4施設で合同スタンプラリーを行います。スタンプを集めて、記念品をもらいましょう。

主催者  

同協会

石油タンク火災の泡消火実験、津波被害現場用

4研究所合同スタンプラリー

市外局番「0422」は省略。

など。

☎44-7471

（調布市深大寺東町7-42-27）

（全3回）

消火器を使っ
災の消火実演

（調布市深大寺東町7-42-23）

「理科系職員が語る私の仕事―研究の夢と現実」
（第1会場）

作体験、簡易
た天ぷら油火

◆電子航法研究所

③トークイベント

消火器の操

持ち物  

同センター☎︎44-8331

申込方法  

問い合わせ  

保育あり  

手話・要約筆記あり

