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　市民掲示板は、お知らせ、連絡事項、捜し物
など、市民の皆さんの交流と、日常生活に役立
つ情報の提供などに利用していただくため、設
置しています。
　設置数は、令和４年１１月１５日現在９８基で、市
民の皆さん、町会、自治会などに地域コミュニ
ケーションの場としてご利用いただいていま
す。
　市民の皆さんに、より活用していただくた
め、市民掲示板の設置場所をお知らせします。

右記の注意事項を確認のうえ、ご利用ください。
　また、市ホームページの「ＣｏＣｏマップこ
がねい」でも設置場所をご確認いただけますの
で、ぜひ、ご利用ください。
　なお、掲示板の設置場所では、地域の皆さん
に多大なご協力をいただいていることを、厚く
御礼申し上げます。
■設置場所下表、下図のとおり
i広報秘書課広聴係（☎０４２−３８７−９８１８）

　多くの皆さんが利用できるよう、次のルールを厳守してくだ
さい。
▷掲示期間は、２週間以内とします。掲示期限および連絡先を
必ず記載し、終了後は責任を持って取り外してください（掲示
期限がない場合は取り外すことがあります）
▷掲示物は、はがれたり、画びょうが道路に落ちたりすること
のないようにしっかり掲示してください
▷掲示物の大きさは、Ｂ４判以下とします
▷同じ内容のものを、２枚以上掲示することはできません
▷営利・政治・宗教活動には使用できません
▷個人または団体を誹謗（ひぼう）中傷する内容が記載されて
いるものを掲示することはできません
▷近くに、広報掲示板（市からのお知らせ）を設置していると
ころもあります。必ず、市民掲示板と書かれているものをご利
用ください
▷同一内容の繰り返しの掲示はご遠慮ください

注　意　事　項

みんなでルールを守ってご利用ください

番号 設置位置 目　標
１ 本町５−６ 上の原公園内
２ 東町４−４ 西武多摩川線新小金井駅東側
４ 貫井北町２−１０ 本町住宅交差点
５ 本町６−６ 市役所本庁舎南
６ 緑町３−１５ 浴恩館公園前
７ 貫井南町４−３ 貫井南センター内
８ 本町６−９ 武蔵小金井南第１自転車駐車場東
９ 貫井北町３−１ 本町住宅バス停前
１１ 緑町２−１ 児童遊園内
１２ 本町１−１ 図書館本館内
１３ 貫井南町３−６ さわらび学童保育所前
１４ 前原町３−１１ わかたけ保育園前
１５ 梶野町２−１６ 米穀店南
１７ 梶野町５−７ 第三小学校南門東
１８ 本町３−１ 公民館本館北
１９ 前原町４−１２ メグスリノキ公園西
２０ 緑町５−９ 緑町五丁目バス停南東
２１ 桜町１−８ 第４子供広場入口脇
２２ 関野町１−５ 児童遊園内
２３ 桜町２−１ 桜町病院バス停北
２４ 前原町２−１０ 天神橋南
２５ 前原町５−６ 前原交番西バス停東
２６ 緑町３−１１ 都営アパート内
２７ 梶野町３−７ 法政大学工学部北
２９ 東町２−８ 都営アパート給水塔北
３０ 前原町３−８ 前原町西之台会館南
３１ 前原町３−８ 前原町西之台会館前
３２ 桜町２−８ 桜町上水会館北
３３ 梶野町５−１０ 婦人会館内
３４ 本町５−６ 上之原会館前
３６ 貫井北町５−２１ 児童遊園前
３８ 中町２−１４ 中町２丁目第２児童遊園西
３９ 中町１−８ 第二中学校北東角

番号 設置位置 目　標
４０ 東町３−７ 東小学校東門東
４１ 東町１−３９ 東センター内
４４ 緑町３−１１ グリーンタウン北
４５ 緑町２−５ 亀久保緑地内
４６ 東町４−２５ 東児童館内
４８ 前原町５−１ 東京自治会館前
４９ 貫井南町４−２１ 都営アパート内
５０ 梶野町４−１９ クルミ公園内
５３ 本町２−４ 信用金庫東
５５ 東町５−２３ 第３児童遊園南
５６ 中町２−１５ 幼稚園正門西
５７ 貫井南町２−９ ハナダイコン緑地南
５８ 本町６−６ 市役所本庁舎北西
５９ 貫井南町３−６ 三楽集会所内
６０ 関野町１−１３ 総合体育館内
６１ 貫井北町５−２０ 東京経済大学入口バス停南
６２ 貫井北町１−１１ 貫井北センター東
６３ 桜町２−３ 第一中学校南
６５ 本町５−１５ 駐車場北
６６ 東町５−２６ あおぎり公園内
６７ 中町３−１５ 東京農工大学西
６８ 中町２−２２ 社会医学技術学院南
６９ 東町４−９ 東町五丁目バス停北
７０ 東町２−２７ 西武多摩川線踏切南
７１ 貫井北町１−１８ 中之久保集会所内
７２ 緑町３−３ 緑センター内
７３ 貫井南町５−１５ なつみかん公園東
７５ 貫井北町４−２ 東京学芸大学西南角
７６ 貫井北町５−２２ 金光教東京学生寮北
７７ 貫井北町３−２３ 貫井北町第２自転車保管所東
７８ 関野町２−５ 新小金井橋北
８０ 梶野町４−１０ 長昌寺北西
８１ 梶野町１−１０ くぬぎ公園西

番号 設置位置 目　標
８２ 前原町５−１１ 南中学校前バス停西
８３ 前原町４−１８ 丸山台集会所北
８６ 前原町２−２ 南小学校南
８７ 東町４−２４ 西武多摩川線新小金井駅西
８８ 東町１−２２ シャラノキ公園入口脇
８９ 東町１−３７ 新小金井交番南
９０ 梶野町３−８ 梶野橋南
９１ 緑町１−６ 大嶽神社北
９２ 緑町４−１７ 障害者福祉センター内
９３ 緑町５−３ やまもも公園北
９４ 中町２−２４ 東京農工大学南
９５ 中町４−７ 小金井神社南
９６ 本町５−１０ ムサコ一番街西
９７ 本町５−２９ 本町小学校北東
９８ 桜町１−１０ 新小金井橋南
９９ 貫井南町１−１６ ネムノキ公園南
１００ 貫井南町４−２７ 貫井神社駐車場北
１０１ 前原町２−２０ 中前橋南西
１０２ 前原町３−１０ 大城橋北西
１０３ 貫井北町５−１８ 保健センター内
１０４ 前原町３−４１ 市役所第二庁舎内
１０５ 前原町４−５ イチョウ公園内
１０６ 貫井北町５−１０ 早稲田実業学校北西角
１０７ 前原町１−１２ 前原やなぎ公園西
１０８ 貫井北町２−１９ プール前バス停北
１０９ 本町５−１９ 遊歩道内
１１０ 前原町２−１４ 遊歩道内
１１１ 前原町４−４ ぐみの木公園内
１１２ 前原町５−１３ アンズ緑地北
１１３ 桜町３−５ 桜町こぶし公園南
１１４ 本町６−１４ 武蔵小金井駅南口
１１５ 本町４−１ 遊歩道内

※掲示板番号には一部欠番があります市民掲示板一覧表

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。4・11・155


