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お知らせ

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

問納税課☎７２４・２１２２

駅前放置自転車クリーンキャンペー
ン

多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ヶ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業に関する

放置ゼロ
お
も

届かない方はご連絡を

就学時健康診断通知書

来年４月に小学校に入学する児童
（２０１１年４月２日～２０１２年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１１月中に市内各小学校で行います。
対象の方には、通知書を１０月１０
日頃に届くようお送りしました。数
日経っても通知書が届かない方や、
私立小学校に入学を予定している方
は、
ご連絡下さい。
問保健給食課☎７２４・２１７７
不用となった子ども用品を

無 料 回 収 し ま す

ご家庭で使わなくなった子ども用
品を無料回収するリユースイベント
です。
日・場１０月２７日㈮＝子どもセンタ
ーぱお、１０月２８日㈯＝相原中央公
園、
いずれも午前１１時～午後３時
※相原中央公園はリサイクル広場と
同時開催です。
対象品目大型備品
（ベビーベッド、ベ
ビーカー、チャイルドシート、歩行
器、
乳幼児用ハイチェア、乳幼児用移
動防止柵、
乳幼児用いす）、その他（子
ども服、子ども用バッグ・帽子・くつ
〔１２歳ぐらいまでのもの〕、玩具〔６歳
以下のもの、電子機器を除く〕、子ど
も向けのＤＶＤ・本）
※リユース品として取り扱うため、
「目立つ汚れがある」
「がたつきなど
安全面に問題がある」
「部品等に不足
がある」
「動作に不具合がある」など
の場合は、対象品目であっても回収
できません。
【配布会について】
回収した子ども用品は、希望者へ
配布します。
回収会と同一の会場で、
１１月に開催する予定です。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

キレイな街で
て
な
し

東京都と近隣３県（埼玉県・千葉県
・神奈川県）及び５政令指定都市（千
葉市・さいたま市・横浜市・川崎市・相
模原市）で実施する「駅前放置自転車
クリーンキャンペーン」を、市では
１０月２２日㈰～３１日㈫に行います。
【放置自転車の現状】
町田駅周辺に放置された自転車は
年々減少していますが、土・日曜日を
中心に放置されています。
昨年度の放置自転車及び放置バイ
クの撤去台数は、自転車４４５４台、バ
イク２５５台の合計４７０９台に上って
います。
【歩行者のための歩道です】
「少しの時間だから」等の軽い気持
ちが放置自転車・バイクがあふれる
状況を作り出し、通行の妨げや環境
悪化の原因となっています。また、災
害時等に緊急車両の通行や避難・救
助活動の妨げとなり、大きな事故に
つながる要因になります。
【指導・撤去を強化します】
キャンペーン期間中は、放置自転
車問題を周知するため、放置自転車
・バイクの撤去を強化します。
広報車によるＰＲ、駅周辺の放置場
所での指導・チラシの配布により、放
置の自粛と駐輪場の利用を呼び掛け
ます。
問道路管理課☎７２４・３２５７

不動産公売のお知らせ
公売方法入札
入札日時１１月１５日㈬午後１時～２時
※開札は、入札終了後に行います。
場千代田都税事務所７階会議室（千
代田区）
※公売財産内容や公売案内について
は、
納税課にお問い合わせいただくか、
町田市ホームページをご覧下さい。

青年海外協力隊とシニア海外ボランティアに
派遣されました
市内にお住まいの髙増宏一さんが、
（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外
協力隊として、鮫島麻里さんがシニア
海外ボランティアとして派遣が決定
し、その報告のため９月１５日に市庁舎
を訪れ、
意気込みを語られました。派遣 派遣者（敬称略） 派遣国
職 種
期間は２年間です。
髙増宏一
ガーナ
自動車整備
アルゼンチン 観光業
現地でのご活躍を期待しています。 鮫島麻里
新たに委嘱されました

民生委員・児童委員

問福祉総務課☎７２４・２５３７

１０月１日に、新たに３人の方が民生委員・児童委員に委嘱されました。
担当地区は下表のとおりです。
※その他の担当は、福祉総務課へお問い合わせ下さい。

民生委員・児童委員 （10月異動）
地

区

地

域

7丁目 1~4、27~32
8丁目 11~17
東玉川学園
4丁目 全
都営成瀬7~9号棟
成瀬
南第二
8丁目 1~9、12~17
西成瀬
1丁目 48、49
忠生第二 町田木曽住宅 イ
15~29号

町田第二

玉川学園

納付はお済みですか？

電話
（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシス で検索）
で申し込みができます。
コード＝インターネットで24時間申し込みができます。

担当委員
氏名・電話
（新）
嶋村京子☎722・8982
（新）
多田美由紀☎726・7093
（新）
山田修☎792・3915

都市計画変更素案及び
特例環境配慮書の説明会

日①１０月２９日㈰午後２時～４時②
１０月３０日㈪午後７時～９時③１０月
３１日㈫午後７時～９時④１１月１日㈬
午後７時～９時（いずれも同一内容）
場①多摩市立鶴牧中学校②多摩市立
豊ヶ丘小学校③多摩市立諏訪小学校
④多摩市立落合中学校
※駐車場はありません。
【オープンハウス】
説明会の内容について、質問等を
個別に受け付けます。
日①１１月１０日㈮午後４時～８時②
１１月１１日㈯午前１０時～午後２時
※担当者が対応できるまで時間をい
ただく場合があります。
場多摩市立豊ヶ丘地区市民ホール
※駐車場はありません。
※説明会・オープンハウスについて
は、東京都都市整備局都市基盤部街
路計画課
（☎０３・５３８８・３３２８）
、東京
都建設局道路建設部計画課（☎０３・
５３２０・５３１８）
、町田市都市政策課
（☎
７２４・４２４８）
へお問い合わせ下さい。
【特例環境配慮書の縦覧・閲覧】
日１０月１６日㈪～１１月１４日㈫、いず
れも午前９時３０分～午後４時３０分
（土・日曜日・祝日を除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、多摩市環境部環
境政策課、稲城市市民部環境課
【意見書の提出】
提出方法事業名・氏名・住所
（法人そ
の他の団体は、名称、代表者の氏名及
び東京都の区域内に存する事務所ま
たは事業所の所在地）
・環境保全の見
地からの意見を明記し、１０月１６日～
１１月２９日
（消印有効）
に直接または郵

送で東京都環境局総務部環境政策課
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、
☎０３・５３８８・３４０６）
へ。
問環境保全課☎７２４・２７１１
開催します～町田都市計画道路３・
３・５０号小山宮下線の

都市計画素案説明会

南多摩尾根幹線と相模原市を結ぶ
新たな都市計画道路である町田３・３
・５０号小山宮下線（町田市小山町地
内〔町田街道～都県境〕
）の都市計画
素案について説明会を開催します。
日１１月１７日㈮午後７時～８時３０分、
１８日㈯午後２時～３時３０分（各日と
も同一内容）
場小山市民センター１階ホール
※駐車場には限りがあります。
問東京都都市整備局都市基盤部街路
計画課☎０３・５３８８・３２９３、町田市
都市政策課☎７２４・４２４８
ご覧（縦覧）いただけます

都

市

計

画

案

【小山片所関連～町田都市計画地区
計 画 の 決 定（ 小 山 片 所 地 区 地 区 計
画）、地区計画の変更（まちだテクノ
パーク地区地区計画）、用途地域の変
更、高度地区の変更、防火地域及び準
防火地域の変更、都市計画公園の変
更、都市計画緑地の変更】
都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間１０月１７日㈫～３１日㈫の午
前８時３０分～午後５時（土・日曜日を
除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
意見書の提出１０月３１日まで
（必着）
に
直接または郵送で都市政策課（〒１９４
－８５２０、
森野２－２－２２）
へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７

町田市認可保育園・認定こども園（１～２歳児）
・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０１８年度の園児募集

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

２０１８年４月１日入園の申し込み
は、下表の日程・会場のみで受け付け
ます。
なお、
２０１７年度に認可保育園等に
申し込み中の方で
（転園申請含む）
、引
き続き２０１８年度も入園
（転園）
を希望
する方は改めて申し込みが必要です。
対保護者が就労、疾病、出産、看
（介）
護、就学などの状況にあるため、保育
を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書は１０月１６日
㈪から、市内各認可保育園、各認定こ
ども園、各小規模保育園、各家庭的保

申込受付日程表

育者
（保育ママ）
、保育・幼稚園課
（市
庁舎２階）で配布します（まちだ子育
てサイトでダウンロードも可）
。
※郵送での申し込みを希望の方は、
１０月１６日～１１月１０日に保育・幼稚
園課窓口で説明を受けて下さい。
※認定こども園（３～５歳児）を第１希
望で申し込む方は、１１月１日㈬から
各園で受け付けます。申し込みの詳
細は、入園のしおりをご確認下さい。
※保育を必要とする保護者の状況が
分かる書類が揃っていない場合は、
受け付けできません。

会 場
日 程
受付時間
保育・幼稚園課
（市庁舎2
11月25日㈯
階）
窓口
11月28日㈫、30日㈭、12月4日㈪、
市庁舎2階会議室2-1
6日㈬、10日㈰、14日㈭、15日㈮
忠生市民センター
11月27日㈪
午前9時~11時、
鶴川市民センター
11月29日㈬、12月12日㈫
午後1時~3時30分
小山市民センター
12月1日㈮
南市民センター
12月5日㈫
なるせ駅前市民センター 12月7日㈭、13日㈬
木曽山崎コミュニティセ
12月8日㈮
ンター
午前10時~11時30分、
子どもセンターぱお
12月11日㈪
午後1時~3時30分
※各会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認下さい。

10月は、
「市・都民税」
の納付月です

問納税課 ☎724・2121

