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● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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悪質商
法詐 欺

30代男性
スマートフォンに、動画サイトの料金未納のお知らせのメールが届いた。全く身に覚えがないけど…どうすればいいの？

50代女性
「水道局のほうから点検に来ました」と言われ、浄水器の交換をすすめられました。契約書と見積もりをもらったのですが本当に水道局だったの？

30代女性
共働きをしているので、日中は母が一人で家にいます。悪質商法に遭わないか心配です。どんな対策があるでしょうか？

30代男性
消費者金融からお金を借りているのですが、返せる目途がたちません。債務整理をしたいです。

40代女性
子どもにスマートフォンを渡していたら、翌月50万円の請求が届いた。有料ゲームで遊んでいたようだけど、どうしよう？

60代女性
「不用品なら靴でも洋服でも何でも買い取りますよ」って勧誘の電話がありました。本当に買い取ってくれるのでしょうか？

高齢の夫婦
「あなたの持っている山林を、売れる土地と交換しますよ」って言われました。本当にそんなうまい話があるのですか？

20代女性
お試し価格で１回だけのつもりで買ったサプリメントが、定期購入になっている。購入時は気づかなかった。

70代男性
「火災保険を使えば、雨どいの修理が無料で行える」と勧誘されました。本当に保険金が支払われるのですか？

40代女性
最近、母がどこかに出かけては健康器具を買ってきます。同じようなものが何個もあります。どうしたらいいでしょう。

50代女性
「屋根瓦がはがれているから雨漏りする」と訪問され、屋根工事の契約をしました。よく考えたら必要なさそうなので、やっぱりやめたいです。

40代男性
クレジットカードの請求明細に覚えのない金額があるのだけど…。

20代男性
『月に100万円儲かる方法』と題したサイトを見つけ、セミナーに参加しました。本当にもうかるのでしょうか？友達に紹介すると紹介料も入るみたいです。

60代男性
国民生活センターから「個人情報が漏れているので削除の手続きが必要だ」と電話がありました。そんなことしてくれるの？

30代女性
街で、アンケートに協力してほしいと声をかけられ、最終的にエステの契約をしたけど、やはり必要ないと思うので解約したい。

「私は大丈夫」と思っていませんか？

　これらは、消費生活センターで受けた相談事例の一部です。
　何か変だな？と気になることや、お困りのこと、お悩みがある時は
消費生活センターへお気軽にご連絡下さい。消費生活センターでは
契約など消費生活に関するさまざまなご相談をお受けしています。
※消費生活センターは中立・公平な立場で助言、あっせんを行うところです。事業者への指
導権限はありません。

相談専用電話　☎７２２・０００１（受付時間=月～土曜日　午前９時～正午、午後１時～４時）
※土曜日は電話相談のみ。消費者ホットライン（消費者庁）　☎１88※最寄りの相談窓口をご案内します。

問消費生活センター ☎７25・８８０5

あなたも狙われている？ その被害を未然に防ぐことができます

今号の紙面から 　●3面 みんなでつくる　未来の場②公共施設の再編に向けて
カタチ
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発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

● 男女平等参画都市宣言● 非核平和都市宣言● 青少年健全育成都市宣言● 交通安全都市宣言
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町田市ホームページQRコード

人口と世帯（外国人含む）

２０１7年11月1日現在

人口 ： 428,974人（ 男：210,385人・女：218,589人）（前月より96人減） ／ 世帯 ： 193,976世帯（前月より13世帯減）

問 広報課☎７２４・２１０１

広
紙 1報 面

　市では、2017年も市民の皆さんと問題意識
を共有し、一緒に地域の課題に取り組んでき
ました。今号では、広報紙の1面のテーマとと
もに1年を振り返ってみました。

で振り返る

年

の



2 2０１７．１2．１5 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

市ＨＰ まちだ子育てサイト  検索

「子どもにやさしいまちって？」

1月 二十祭まちだ開催
（1月1日号4面掲載）

2月 町田市5カ年計画17-21策定
（2月15日号8面等掲載）

3月 子どもセンターまあち来館者10万人達成
（5月15日号8面掲載）

4月 多摩境駅の駅前広場にエレベーターが完成
（5月15日号8面掲載）

5月 防災Wi-Fiステーション「Wi-Fi街だ君」本運用開始
（5月1日号12面掲載）

6月 町田市未来づくり研究所が研究報告会を行う
（6月1日号3面掲載）

7月 特殊詐欺根絶対策に関する協定を締結
（8月1日号8面掲載）

8月 2017年度町田市トライアル発注認定商品が決定
（9月1日号12面掲載）

9月 RUN伴まちだ2017を開催
（9月15日号8面掲載）

10月送迎保育ステーション開設
（9月1日号5面掲載）

11月市民参加型事業評価に高校生が初参加
（11月1日号3面掲載）

12月イベントスタジオで「染と織のたのしみ展」を開催
（12月1日号8面掲載）

子育て情報 文化・スポーツ情報

高齢者支援情報

未来づくりへの取り組み 町田で起こったこと

　今年は、さまざまな子育て支援の新たな取
り組みを行いました。
　4月1日号は「見やすく 分かりやすく 検索
しやすく まちだ子育てサイトがスタート」を
テーマに特集しました。出産前から18歳未満
までのお子さんの子育てに役立つ情報が詰ま
ったこのホームページでは、お子さんの年齢
や目的、施設などから知りたい情報を簡単に
検索することができます。

「放課後は新しい『まちとも』に集合！」

ふるさと納税「まちだ未来づくり寄附」

　放課後に子どもたちが安心して遊べる居場所をつくる
ための取り組みである「まちとも」を、２０１７年度は１０校
で開始しました。学校や地域の大人たちなど、地域ぐるみ
で子どもたちの成長を見守る新しい取り組みです。

　２０１７年度は「子どもにやさしいまち」を目指し、さま
ざまな取り組みを行いました。今年から始まった「若者が
市長と語る会」では、市内５館の子どもセンターを利用し
ている高校生などから、まちづくりに関するアイデアな
どが飛び出しました。

　年齢を重ねても、住み慣れた地域で
安心して暮らし続けるための新しい取
り組みとして、「町田市介護予防・日常
生活支援総合事業（総合事業）」がスタ
ートしました。この事業の開始によっ
て、介護予防サービスの種類も増え、身
近なところで介護予防活動に取り組め
るようになりました。

　市はサッカー・フットサル・ラグビーの
3つのホームタウンチーム（FC町田ゼル
ビア、ASVペスカドーラ町田、キヤノンイ
ーグルス）を応援しています。2月15日号
ではペスカドーラ町田の活動や魅力を特
集しました。市では、ホームタウンチーム
などスポーツを通して人とまちがひとつ
になることを目指しています。

　市立博物館・国際版画美術館・町田市民文学館をは
じめとする市内の文化施設で、さまざまなイベント
を実施しました。

「いつでもどこでもだれでも
あらゆる文化を楽しむまち」

　市内の多くの公共施設は老朽化し、この先多額な建て
替え費用や、改修費用がかかる見込みです。市では、「（仮
称）町田市公共施設再編計画」の策定を進め、今ある公共
空間を地域の魅力につながる新しい公共空間として生ま
れ変わらせるための「新たな価値の創出」を掲げています。

広報まちだは町田市ホームページからご覧いただけます。市ＨＰ 広報まちだ  検索

安心・安全情報

　消費生活センターで受けた相談事例を紹介し、商品
やサービスに関する契約上のトラブルや特殊詐欺に
ついての対処方法やアドバイスなどを掲載しました。

　大きな台風や豪雨が日本列島を襲った
2017年。防災への関心も高まった1年でした。
　市では「自分でできる、みんなで取り組
む、大雨対策」の啓発を行い、大雨になった
時の対応方法やハザードマップによる危険
箇所のお知らせ、都市型水害への対策など
日常的な備えを呼び
掛けました。

「『私は大丈夫』と
思っていませんか？」

12月1日号

6月1日号

　町田市のふるさと納税は、応援したい市政の分野や事業を指定
して寄附することができます。また、１１月からは新たな返礼品と
して、町田ならではの歴史や文化を体感していただける体験型の
返礼品などが追加されました。

4月1日号

トランプ大統領
就任

将棋の藤井4段
29連勝

世の中で起こったこと

都議会議員選挙

浅田真央さん
引退発表

衆議院議員
選挙

9月15日号

5月1日号

8月1日号

6月15日号

賑わい情報

「町田駅周辺まるごとテーマパーク」

　7月には「まちだ○
まる

ごと大作戦18―20」の取
り組みが始まりました。これは市制60周年を迎
える2018年2月1日から、2020年に開催され
る東京2020オリンピック・パラリンピックま
での3年間で、市民の皆さんの夢を実現につな
げる取り組みです。市民の皆さんが主体となり、
地域とつながって自ら魅力を創造し、発信し、ま
ちだの魅力を高めていきます。

　１１月１２日に行われた「キラリ☆まちだ祭
まつり

」、
「食育フェア」、「総合健康づくりフェア」の３つ
のお祭りを特集しました。週末の町田駅周辺に、
さらなる賑わいが生まれました。

7月15日号

10月15日号

11月1日号11月1日号

2月15日号

1月15日号
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2016年度決算状況 ※ 金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計
値と合致しない場合があります。

■主要な事業と決算額 　市民の皆さんに納めていただいた市税は、主にこのような事業に使われました。

●Ⅰ将来を担う人が育つまちをつくる
南中学校の防音工事（5億345万円）、認可保育所の増改築や小規模保育事業所等の整
備（計6園）の支援（4億8195万円）、鶴川第一小学校の給食棟改築工事及び旧校舎棟等
解体工事（2億4918万円）

●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
臨時福祉給付金等の支給（18億1790万円）、重度障がい者が子どもから大人まで一貫
して通所できる多機能型施設の整備（8億9954万円）、雨水管の整備（5億2565万円）

●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
小野路球場夜間照明の整備（5億6844万円）
薬師池公園四季彩の杜整備のための用地取得等（2億7669万円）

●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
都市計画道路の整備（5億9675万円）、南町田駅周辺の土地区画整理事業、自由通路の
設計、南町田駅北口の広場築造工事（4億4076万円）、鶴川駅北口広場の再編や南口の
土地区画整理事業等の検討（7904万円）

■単位あたりコスト 市では、2012年4月から新公会計制度を導入しています。2016年度決算では、233事業についてフルコストや資産・負債の情報に
加え、事業の成果を記載した「課別・事業別行政評価シート」を作成しました。233事業のうち、市民の皆さんが身近に感じられる行
政サービスの単位あたりコストを紹介します。※カッコ内は2015年度決算の数値

●学童保育  
入会児童1人あたりコスト＝年間35万8163円 
 （37万2620円）
学童保育クラブ入会児童数＝3613人（3382人）
施設の利用者負担の割合＝18.3％（17.6％）

●小学校給食  
給食1食あたりコスト＝545円（557円）
年間のべ給食提供食数＝457万5000食（462万1205食）

●成人健診  
受診者1人あたりコスト＝7271円（6708円）
受診者総数＝6万7525人（7万9105人）

　市民の皆さんに納めていただいた税金、市債（長期借入金）などについて、2017年度上半期（2017年4月1日～9月30日）の財政状況をお知らせします。

※ 金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計
値と合致しない場合があります。

公営企業会計（町田市民病院）の状況
　市民病院の予算の執行状況、利用状況と料金収益は下表のとおりです。

区　　　分 予　算　額 収　入　済　額 収入率
執　　行　　額 執行率

収益的
収支

収入 136億7222万円 61億1961万円 44.8%
支出 145億2082万円 61億8443万円 42.6%

資本的
収支

収入 1億6271万円 6994万円 43.0%
支出 9億3763万円 4億1664万円 44.4%

（税込）

患者数 料金収益
入院 6万3988人 36億7521万円
外来 14万1093人 15億9803万円

（税抜）

会    計
2017年9月30日

時点
元金現在高

（参考）2017年9月
30日時点元金現
在高に対する利子
の支払見込総額※

一 般 会 計 722億4357万円 39億9749万円
下水道事業会計 467億650万円 80億628万円
病 院 事 業 会 計 122億9010万円 22億1197万円
合     計 1312億4017万円 142億1574万円

※ 利子の支払見込総額は、今後支払いが予定されている総額
です。

　市債とは、公共施設を整
備するための資金として市
が借り入れたお金です。市
債の元金及び利子を施設の
耐用年数の範囲内で償還し
ていくことにより、整備を
したときの市民と将来利用
する市民の世代間で負担の
公平を図っています。

市債の状況

　市では、集会施設・学校・
市庁舎などの建物、これら
施設の敷地となっている土
地や、取得価格100万円以
上の物品、有価証券、債権な
どの財産を所有しています。

市有財産の状況 財産の種類 2017年9月30日時点
現在高

土地（公園、学校など） 705万3441.70㎡
建物（学校、下水処理施設など） 93万9060.71㎡
物権（地役権、地上権） 1263.59㎡
無体財産権（著作権、商標権など） 78件
有価証券（株券） 2660万円
出資金 25億2618万円
物品（美術品、学校備品など）
※取得価格100万円以上 1616点

債権（貸付金、和解金など） 8140万円
基金積立金 151億5739万円

■歳入歳出決算状況 一般会計・特別会計の歳入歳出決算額

＜２０１５年度決算との比較＞
　歳入総額は、前年度より33億円減少しました。こ
れは、都支出金、繰越金が増加し、市債、その他が減少
したこと等によります。

　歳出総額は、前年度より30億円減少しました。こ
れは、医療・生活支援のための支出が増加し、教育、市
政運営のための支出が減少したこと等によります。

その他　１5３億円

一般会計

１４5４億円
歳入

一般会計

１４０８億円
歳出

市税
６８７億円

国庫支出金
　2６5億円

都支出金
１８３億円

医療・生活
支援のため
７5６億円

医療・生活
支援のため
７5６億円

市政運営のため
　１８３億円

市政運営のため
　１８３億円

保健衛生･環境
のため　１１８億円
保健衛生･環境
のため　１１８億円

道路･公園等
整備のため　１０３億円
道路･公園等
整備のため　１０３億円

市債の返済のため　６３億円市債の返済のため　６３億円
消防･防災のため　5３億円消防･防災のため　5３億円 その他　１９億円

（議会､産業振興）
その他　１９億円
（議会､産業振興）

繰越金
5０億円

市債　４７億円

繰入金　３5億円
使用料・手数料　３４億円

差引収支
４６億円

教育のため
　１１３億円
教育のため
　１１３億円

０
１００
2００
３００
４００
5００
１１００
１2００
１３００
１４００
１5００

後期高齢
者医療

一般会計 国民健康
保険

介護保険 病院※ 下水道

（億円）

歳入
歳出

5１25１2 ４９７４９７

１４０８１４０８

３０４３０４ 2９４2９４

１４０１４０ １5０１5０ １１１１１１ １０９１０９ １０１１０１１００１００

１４5４１４5４

※  病院歳出決算額には現金支出を伴わない減価償却費等が
含まれています。

一般会計・特別会計の状況
会　計 予算現額(a) 収入済額(b) 収入率（b/a)

支出済額(c) 執行率（c/a）
一 般 会 計 1552億2279万円 773億7918万円 49.9％

597億1393万円 38.5％

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 516億713万円 215億6835万円 41.8％
202億6406万円 39.3％

下 水 道 事 業 会 計 123億2283万円 46億3751万円 37.6％
31億3378万円 25.4％

介 護 保 険 事 業 会 計 336億1035万円 148億7523万円 44.3％
126億5106万円 37.6％

後期高齢者医療事業会計 104億6636万円 46億306万円 44.0％
32億7744万円 31.3％

小 計 1080億667万円 456億8415万円 42.3％
393億2634万円 36.4％

合 計 2632億2946万円 1230億6334万円 46.8％
990億4027万円 37.6％

市民の皆さんに納めていただいた市税がどのように使われ、市の決算がどのようになったかをお知らせします。

問財政課☎724・2149

2016年度の決算状況と2017年度上半期財政状況をお知らせします

2017年度上半期財政状況（2017年9月30日現在）

市の財政指標等の順位は、以下のとおりです。■多摩２6市の中の町田市

市税など経常的な収入が、どの程度人件費や市債の償
還等の経常的な支出にあてられているかを表す数値で
す。低いほどいろいろな事業に使えるお金の余裕があ
り、高いほど財政構造の硬直化が進んでおり、今後の行
政需要に対応することができなくなります。

経常収支比率（低い順）
順　位 市　名 比　率

1位 武蔵野市 80.8％
16位 町田市 93.7％
26位 羽村市 103.5％
26市平均 92.5％

家計における預貯金残高にあたります。

基金積立金現在高（多い順）
順　位 市　名 現在高

1位 武蔵野市 27万3154円
25位 西東京市 3万1731円
26位 町田市 3万1547円
26市平均 7万3918円

家計におけるローンにあたります。

市債元金現在高（少ない順）
順　位 市　名 現在高

1位 多摩市 10万5971円
9位 町田市 17万3156円
26位 あきる野市 33万2291円
26市平均 20万3889円

※市民1人あたり ※市民1人あたり
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エフエムさがみ ８３.９MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

パブリック
コメント
概　要

市内在住の小学生が「第６５回東京都統計グラフコンクール」で

東京都知事特別賞を受賞しました
問市政情報課☎７2４・2１０６

市内在住の成田遼さん

ITU世界ロングディスタンストライアスロン選手権で
銅メダルを獲得

問スポーツ振興課☎７2４・４０３６

補正予算などを審議　会期は１２月２２日まで

１２月議会が開会されました

１２月からJアラートの定期的な試験放送を
月１回実施します

問防災課☎７2４・３2１８

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市子ども発達支援計画（素案）

問すみれ教室☎７2６・６5７０

　子どもはそれぞれ発達の面でさまざまな特徴があります。障がいのあ
る子どもや発達に支援が必要な子どもも、みんな同じ町田の子どもです。
市は、この考えをもとに、子ども施策の基本計画である「新・町田市子ども
マスタープラン」の下位計画として、本計画を策定します。名称は「子ども
発達支援計画」とし、国から求められた「障害児福祉計画」として策定する
ことにしました。計画書素案は、市民や有識者からなる「町田市子ども・子
育て会議」にて審議し、作成しました。

【概要】
○計画期間　２０１８年度〜２０２０年度
○基本理念　子どもが自分らしく安心して暮らせるまちをみんなで創り
出す
○構成　計画の概要/町田市の発達に支援を必要とする子どもの状況/計
画の基本的な考え方/施策の展開/計画の推進
○募集期間　１月１１日㈭まで

○資料の閲覧・配布
　計画（素案）は、町田市ホームページに掲載するほか、次の窓口で閲覧及
び資料の配布を行っています（各窓口で開庁日・時間が異なります）。
　すみれ教室、子ども生活部各課窓口（市庁舎２階）、障がい福祉課・市政
情報課・広聴課（市庁舎１階）、各地域子育て相談センター、ひなた村、大地
沢青少年センター、各子どもセンター、保健所、健康福祉会館、男女平等推
進センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学習センター、各市民センタ
ー、町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニ
ティセンター、各市立図書館、町田市民文学館、ひかり療育園、各障がい者
支援センター、教育センター
○意見の提出方法　郵送、FAX、Eメール、またはすみれ教室などの資料
を配布している窓口へ直接提出して下さい。郵送の場合は配布資料に添
付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　すみれ教室（〒１９４-００２１、中町２－１３－１４、☎７２６・６５７０返
７２６・０４５４遍mcity３１９０@city.machida.tokyo.jp）

―注意事項―
〇書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記して下さい。
〇電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
〇ご意見への個別回答は行いません。
〇公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれ
るものは無効とします。
〇寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、３月ごろ
に町田市ホームページ及び上記資料配布場所で公表予定です。

　市は、国が弾道ミサイルの発射
時等に、国民の皆さんへ緊急情報
を伝える目的で整備したJアラー
トを、市の防災行政無線システム
に接続しています。この度、国から
のJアラートを正常に受信し、町田
市防災行政無線屋外スピーカー・
戸別受信機から正常に放送される
こと及び町田市メール配信サービ
スに登録している全利用者に「Jア
ラート情報」が配信されることを
確認するため、１２月から毎月１回定
期的に防災行政無線の放送及びメ
ール配信の試験送信を行います。
　この訓練は、毎月第４週の水曜
日、午後２時ごろに実施します。
※試験放送に併せた避難訓練では
ありませんので、行動していただ
く必要はありません。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

【訓練の概要】
日１２月２７日㈬午後２時ごろから
※次回は１月２４日㈬を予定。
※災害等が発生した場合は、予告
なく中止する場合があります。

※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前にお知ら
せします。
※Jアラートから配信され、自動で
同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送する情報は下表のと
おりです。

　８月１８日〜２７日に、カナダ・ペ
ンティクトンで開催された「ITU
世界ロングディスタンストライア
スロン選手権」に、市内在住の成田
遼さんが出場し、エイジ男子２４歳
以下のグループで銅メダルを獲得
され、その報告のため１１月６日に
市庁舎を訪れました。
　トライアスロンを始めたきっか
けについて成田さんは、「もともと
走ることが苦手だったのですが、
それを克服するために挑戦しまし
た。高校３年間は部活動ができず、
大学生になるまでは、自力でトレ
ーニングをして、今ではランが一

　玉川学園小学部５年生の貝島有
紀さんが、「第６５回東京都統計グ
ラフコンクール」で、東京都知事特
別賞を受賞しました。本賞は、各部
門の入選作品の中から、最も優れ
た作品に贈られるものです。
　１１月１４日に東京都庁で授賞式
があり、その受賞を記念して、１２
月４日に市庁舎を訪れました。作
品名は「魅力満載！町田市　わた
しはまちだ市民」です。アンケート
や統計資料を基に農作物の生産や
犯罪発生件数、ごみの総量などを

　平成２９年第４回市議会定例会
（１２月議会）が、１１月３０日に開会
されました。
　今議会には、平成２９年度一般会
計補正予算など１１議案が提出さ
れました（内訳は、予算１件、条例７
件、契約１件、損害賠償１件、報告承
認１件）。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計△
２９６５万２千円、特別会計０円、合計
で△２９６５万２千円です。
　南町田拠点創出まちづくりプロ
ジェクトの一環として、２０１９年
秋のまちびらきに向けて、鶴間公
園再整備事業の債務負担行為を設
定します。そのほか、事業の執行見
込み等にあわせた補正を行いま
す。

条 例 案
○コンビニエンスストアにおける
証明書自動交付サービスの利用の
促進を図ることを目的として、当
該サービスを利用した場合の手数
料を減額するため、所要の改正を
する「町田市手数料条例の一部を
改正する条例」

番好きです」と話されました。ま
た、今後の目標について、「来年春
からは社会人となりますが、トラ
イアスロンを続け、この大会で金
メダルをとりたい」と語られまし
た。

カラフルで分かりやすくグラフ化
し、さまざまな視点から町田の魅
力を伝えています。

○雇用保険法の改正趣旨を踏ま
え、所要の改正をする「町田市職員
退職手当支給条例の一部を改正す
る条例」
○緑ヶ丘グラウンド新設に伴い、
所要の改正をする「町田市体育施
設条例の一部を改正する条例」
○国民健康保険税の賦課方式を変
更するとともに、納期ごとの分割
金額に係る端数処理の方法を変更
するため、所要の改正をする「町田
市国民健康保険条例の一部を改正
する条例」
○相原小学校区に設置されている
学童保育クラブの移転に伴い、所
要の改正をする「町田市学童保育
クラブ設置条例の一部を改正する
条例」
○生産緑地地区に定めることがで
きる区域の規模に関する条件を定
めることを目的として制定する

「町田市生産緑地地区の区域の規
模に関する条例」
○町田市立陸上競技場の大型映像
装置の設置に伴い、関係する規定
を整備するため、所要の改正をす
る「町田市立公園条例の一部を改
正する条例」
の７条例です。

国民保護
関係情報

武力攻撃事態における警
報（ゲリラ等による攻撃）

武力攻撃予測事態におけ
る警報（航空攻撃）

弾道ミサイルに係る警報

緊急対処事態における警
報（大規模テロ）

緊急地震
速報 推定震度5弱以上のとき

気象警報 大雨特別警報など

火山噴火
警報

噴 火 警 戒 レ ベ ル4以 上
（避難準備）など

※Jアラート以外にも市庁舎に設置して
いる計測震度計での計測震度が震度4以
上の場合、自動で同無線屋外スピーカー
及び戸別受信機から放送されます。
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市税に関するお知らせ

歳末特別警戒のお知らせ堺市民センター

４月１日から施設貸出を再開します
問同センター☎７７４・０００３

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市スポーツ
推進審議会

12月22日㈮午
後6時30分から

市庁舎10階
会議室10-2

5人
（申し込み順）

事前に電話でスポーツ振興課（☎
724・4036）へ

町田市福祉のまち
づくり推進協議会
・バリアフリー部会

12月25日㈪午
前10時~正午

市庁舎2階
会議室2-1

3人
（申し込み順）

12月22日午後5時までに電話また
はFAXで交通事業推進課（☎724
・4260返050・3161・6322）へ

【町田駅周辺合同歳末特別警戒を
実施】
　市は、相模原市と警察、各関係団
体と合同で、JR横浜線町田駅を中
心とした防犯パトロールと防犯啓
発活動を実施します。
日１２月２２日㈮午後７時〜８時２５
分
場町田ターミナルプラザ市民広場

（開会式）
問市民生活安全課☎７２４・４００３

【町田市消防団が歳末特別警戒を
実施】
　町田市消防団では、歳末の無災
害を願い、地域の方々が明るい新
年を迎えられるよう、市内全域で

　堺市民センターは、設備更新工
事のため施設貸出を休止してきま
したが、４月１日㈰から貸し出しを
再開します。
　施設貸出の予約受付開始は、ホ
ールが１月１日（窓口受付は１月４
日）から、その他の施設は２月１日

個人の住民税の改正
【給与所得控除の上限額の引き下
げ】
　給与所得控除の上限額が表１の
とおり引き下げられました。

【セルフメディケーション税制（医
療費控除の特例）の創設】
　適切な健康管理の下で医療用医
薬品からの代替を進める観点か
ら、健康の保持増進及び疾病の予
防への一定の取り組みを行ってい
る納税者が、スイッチOTC医薬品
の購入費用について、年間１万２
０００円を超えて支払った額（上限
８万８０００円）を総所得金額等から
控除できる特例が創設されました

（表２参照）。
　なお、本特例の適用を受ける場
合は、従来の医療費控除の適用を
受けることはできません。

【医療費控除の添付資料の簡略化】
　これまで、医療費控除を受ける
ためには、支払った医療費の領収
書の添付または提示が必要でした
が、平成３０年度（平成２９年分）の
申告から、領収書に代えて、医療費
の明細書を添付することになりま
した。「セルフメディケーション税
制」も同様に、スイッチOTC医薬
品の領収書に代えて、明細書を添
付することで控除を受けることが
できます。ただし、明細書の記入内
容の確認のため、領収書は５年間
保管する必要があります。平成３０
年度〜３２年度の申告については、
これまでどおり領収書の添付また
は提示で申告することもできま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせ下
さい。

◇
問市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

舎２階）
※各市民センターや町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所でも提出できます
が、内容については資産税課へお問
い合わせ下さい。
※対象の方には、１２月８日までに申
告書を送付しました。届いていない
方や新たに事業を始めた方はお問い
合わせ下さい。
問資産税課☎７２４・２１１９

【事業所税】
対次のいずれかに該当する法人ま
たは個人の方　①市内の事業所等
の床面積合計が１０００平方メート
ルを超える②市内の事業所等の従
業者数合計が１００人を超える
申告期限法人＝事業年度終了の日
から２か月以内、個人＝事業を行
った年の翌年の３月１５日まで
問資産税課☎７２４・２１１８

消防車両による巡視警戒や火の取
り扱いへの注意を呼び掛けます。
ご理解ご協力をお願いします。
日１２月２９日㈮、３０日㈯、午後８時
〜深夜０時
○消防団員募集中
　町田市消防団では、さまざまな
災害から地域を守る消防団員を募
集しています。日頃から消火活動
はもちろん、大雨警戒、訓練など昼
夜を問わず市内で活動していま
す。詳細はお問い合わせ下さい。
問防災課☎７２４・３２５４

からです。
※まちだ施設案内予約システム
で、ホームグラウンド登録を他の
施設へ変更した団体は、改めて堺
市民センターへ登録を変更する必
要があります。

町田市消防団
マスコット「カーミン」マスコット「カーミン」

堺市民センター貸出施設の利用料金

施設名 定　員
午　前 午　後 夜　間 全　日

午前9時～正
午

午 後1時 ～5
時

午後5時30分
～10時

午前9時～午
後10時

ホール 300人 2350円 3100円 3100円 8550円

第1会議室 30人 750円 1000円 1000円 2750円

第2会議室 21人 600円 850円 850円 2300円

第3会議室 12人 300円 400円 400円 1100円

和室20畳 28人 450円 650円 650円 1750円

和室8畳 8人 200円 250円 250円 700円

音楽室 24人 600円 850円 850円 2300円

表1　給与所得控除の上限額の引き下げ
改正前

平成29年度（平成28年分）
改正後

平成30年度（平成29年分）以降
給与所得控除の上限額が
適用される給与収入金額 1200万円超 1000万円超

給与所得控除の上限額 230万円　 220万円　

表2　セルフメディケーション税制に係る控除（医療費控除の特例）

控除の対象
自己または自己と生計を同一にする配偶者やその他の親族に係るスイッ
チOTC医薬品（※）購入費
※医師によって処方される医療用医薬品から転用された、薬局等で購入
できる医薬品

控除額 （スイッチOTC医薬品購入費の総額）－（保険金等で補てんする金額）－
1万2000円

控除限度額 8万8000円

要　件

以下の健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを1つ以上行
っていること
・保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する健康診査
・市町村が健康増進事業として行う健康診査（生活保護受給者等を対象
とする健康診査）
・予防接種（定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種）
・特定健康診査（メタボ検診）、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※検診等または予防接種等に要した費用は、控除の対象になりません。

表3　グリーン化特例適用税率

種　別

電気軽自動車・天然ガス
軽自動車（平成21年排出
ガス基準窒素酸化物10
％以上低減または平成
30年排出ガス規制適合）

ガソリン軽自動車またはハイブリッ
ド軽自動車（平成17年排出ガス基準
75％低減達成〔★★★★〕または平成
30年排出ガス基準50％低減達成〔★
★★★〕）

（税率A） （税率B）
3輪 1000円 2000円 3000円

4輪

乗
用

自家用 2700円 5400円 8100円

営業用 1800円 3500円 5200円

貨
物

自家用 1300円 2500円 3800円

営業用 1000円 1900円 2900円
（税率A）　乗用…平成32年度燃費基準＋30%達成車、貨物…平成27年度燃費基準＋
35%達成車

（税率B）　乗用…平成32年度燃費基準+10％達成車、貨物…平成27年度燃費基準＋
15%達成車

軽自動車税の改正
【グリーン化特例（軽課）延長（平成
30年度・31年度）】
　一定の環境性能を有する軽自動車

（３輪以上）の新車新規登録後、取得
の翌年度の課税分の税率を軽減する
グリーン化特例について、より環境
性能の高い車両に重点化して適用期
間を２年間延長（平成２９年４月１日〜
平成３１年３月３１日の新車新規登録
分）します。詳細は町田市ホームペー
ジをご覧下さい。なお、軽減となった
税率は表３をご覧下さい。
問市民税課☎７２４・２１１３

固定資産税・都市計画税のお知らせ
【ご存知ですか？非課税制度】
　所有している土地をセットバック
して、公共の道路として不特定多数
の方の利用に提供している場合は、
申告により翌年度から非課税となる
場合があります。
　非課税申告書にセットバック部分
の面積が分かる測量図（測量士資格
を有する方の作成した図面に限る）
を添えて提出して下さい。現地調査
を行い、非課税の可否を決定します。
※プランターを置いたり、駐車場に
するなど、利用が妨げられている場
合は非課税になりません。
問資産税課☎７２４・２１１６

申告をお願いします
【償却資産（固定資産税）】
　市内で事業を営む法人及び個人の
方は、平成３０年１月１日現在所有する
土地・家屋以外の事業用の資産（法人
税、所得税の確定申告で減価償却の
対象となる構築物、機械及び装置、船
舶、航空機、運搬具、工具・器具及び備
品）の申告が義務付けられています。
申告期限１月３１日㈬まで
受付場所資産税課償却資産係（市庁



6 2０１７．１2．１5 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市ＨＰ町田市ホームページ

医療費の還付金に関する不審電話にご注意下さい 　　保険年金課☎724・2125問

第４５回町田市こどもマラソン大会を開催！
問スポーツ振興課☎７2４・４０３６

忠生公園

ロウバイが見ごろです
問同公園自然観察センター
　（忠生がにやら自然館）　

☎７９2・１３2６

あなたの夢をみんなで実現！

まちだ〇
まる

ごと大作戦１8－２０ 提案を募集します
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事務局（広報課３ヵ年シティプロモーション担当）

☎７2４・４０８４

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３２

　１２月に入って寒い日が続いていま
す。気象庁の予報では、今年の１２月
は例年よりも寒いそうです。「冬来た
りなば春遠からじ」とはいうものの、
やはり寒いものは寒い。風邪がはや
っています。どうぞ、ご自愛下さい。
　薬師池公園四季彩の杜では、今年、
紅葉まつりが１２月初めまで開催され
ていました。コナラやクヌギの赤茶
色、イチョウの黄色やカエデの赤い色
が、青空に映えてこの季節しか味わえ
ない風景でした。いつもと同じよう
に、冬鳥としてカモの一種、キンクロ
ハジロの群れが池で遊んでいました。
　小野路の谷戸田の奥では、やや大
型の猛禽

きん

類、ノスリが高木の枝に止
まって、時折、田んぼに飛び降りて狩
りをしているのに出会いました。小
野路町から図師町にかけての緑地
は、優れた里山の景観を備えていて、
東京都の歴史環境保全地域に指定さ
れています。
　さて、こちらも今月の初めに開催
されました、鶴川ショートムービー
コンテスト授賞式です。映画祭の正
式名称は「鶴川グローイングアップ
映画祭　鶴川ショートムービーコン
テスト２０１７」です。和光大学ポプリ
ホール鶴川を会場として、今年で３
回目になりました。　　

　活動としては、春から毎月、上映会
を開いたり、トークショーなどさま
ざまなイベントを開催しています。
１１月下旬の入選作品上映会に続き、
当日は授賞作品の上映がありまし
た。グランプリ受賞作品は、「おしゃ
ぶり」で、学校でのいじめをテーマ
に、いじめの負の連鎖を止める勇気
をもってほしいという若い監督の思
いが込められた作品です。アフリカ
・タンザニアでのエイズ孤児を扱っ
たものもありました。
　市長賞もあり、この賞には、黒木さ
んの「町田の里山・五反田谷戸のさく
ら」が受賞しました。静かな画面と落
ち着いたカメラワークで、何と言って
も桜の美しさを描写することに徹し
た映像でした。ちなみに、桜のある五
反田谷戸はノスリのいた、図師小野路
歴史環境保全地域の中にあります。
　地域の映像文化の発展を目指す、
小さな映画祭
の大きな飛躍
・成長（グロ
ーイングアッ
プ）に期待し、
実行委員会の
皆さんの頑張
りに敬意を表
します。

　町田市こどもマラソン大会が１２月２日に市立陸上競技場で開催され、
総勢２５５８人の小学３〜６年生が元気いっぱいに走りました。
　上位入賞者は下表のとおりです。

　ロウ細工の質感を思わせる花から
はほのかな甘い香りが漂い、園内を
包み込んでいます。

【募集の概要】
○どんな内容で、誰が提案できるの？
　自ら主体的に実施するもので、つなが
りの輪が広げられる、次世代に何かを残
せる、他の人にも価値があるような取り
組みで、新規または既存の取り組みのレ
ベルアップを図ったものとします。
　提案は、町内会・自治会や市民活動団
体、ボランティアグループ、NPO法人、企

業、学生グループ、個人など、どなたでも
できます。
○どんなサポートがあるの？
　皆さんから相談を受けた時点から、情
報発信や仲間づくりなど提案の実現に向
けたサポートをします。また、条件を満た
した事業は、活動場所の確保や資金助成
などの支援が受けられます。

夢を実現するまでの流れは？
提案の応募は、エントリーシートで随時受け付けます。お気
軽にご相談下さい。

町田市こどもマラソン大会成績表（敬称略）
【距離】3・4年生＝2000m、5・6年生＝3000m

順位 氏　名 小学校・チーム名 順位 氏　名 小学校・チーム名

３
年
生

男
　
子

1 小林　羚琉 成瀬台小

５
年
生

男
　
子

1 鈴木　翔大 鶴川第一小
2 ホワイト　玲 町田第五小 2 福永　柊太 相原小
3 篠原　京雅 小山中央小 3 大塚　克 相原小

女
　
子

1 大木　優菜 小山田小
女
　
子

1 中尾　夕菜 南第四小
2 羽冨　夏菜 町田第一小 2 新谷　朱里 鶴川第一小
3 甲斐　渚紗 町田第五小 3 林　葉月 小山ヶ丘小

４
年
生

男
　
子

1 吉井　健人 三輪小

６
年
生

男
　
子

1 添田　陽大 FCレオヴィスタ町田
2 安倍　玲志 小山ヶ丘小 2 谷山　大雅 小山中央小
3 松本　竜征 町田第五小 3 諌山　龍也 藤の台小

女
　
子

1 大木　心夏 小山田小
女
　
子

1 大木　志桜 小山田小
2 五十嵐　舞 南第三小 2 宮崎　なつみ 小山ヶ丘小
3 薄田　ゆき 金井小 3 岡村　美沙 町田第三小

マンゲツロウバイ

　市内の地域団体や経済団体、大学、企業などで構成される「まちだ○ごと大作戦実行委
員会」では、２０１８年の市制６０周年から東京２０２０オリンピック・パラリンピックまでの３
年にわたって、市内各地で市民活動や地域活動を盛り上げていくため、皆さんがやってみ
たいと考え、自ら取り組む夢（＝提案）を２０１８年１月から募集します。
※詳細は、町田市ホームページまたは、市庁舎、各市民センターなどで配布する応募リーフレ
ットをご確認下さい。

　例えば、「人通りのある空間でストリートダンスや音楽の発表がしたい」「緑や花で地域
を彩り、来訪者のおもてなしをしたい」「気軽に参加できるスポーツイベントをやりたい」

「公園を使ってネイチャーゲームをやりたい」「地域の歴史を学ぶ仲間をつくり、おもてな
しをしたい」「誰かの取り組みを応援したい」など、皆さんの「〇〇をやってみたい夢」の実
現を目指しませんか。

①事前相談

② エントリ
ーシート
提出

③打ち合
わせ

④企画書
提出

⑤判定・
評価

⑥実施

〇〇を
やりたい

夢の実現！

人と人、人と地域団体との新しいつながりか
ら市民や地域団体の考える夢をみんなでカタ

チにし、次の世代へのレガシーを創りあげる交流感動都市まちだへ

コンセプト

音楽を発表したい

スポーツ
イベントを
したい

花でおもてなししたい

鶴川ショートムービー
コンテストのロゴ

個人でも、
提案の趣旨に賛同
する仲間を集めて、
夢の実現を目指す
ことができます！

３か月ごとに
実行委員会で実施 

（初回の判定・評価は
２０１８年４月実施予定）

実施に向けたアド
バイスや企画書の
作成をサポート



72０１７．１2．１5☎042・724・5656（電話受付時間＝午前７時～午後７時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

12月は、「固定資産税・都市計画税第4期」の納付月です納付はお済みですか？ 問納税課　724・2121☎☎

健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１月１０日㈬、２４日㈬、２月７日㈬、
２０日㈫、３月７日㈬、２０日㈫、午前９
時３０分〜１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０３１５X）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
市立小学校新1年生の

生 活 指 導 補 助 者
勤務期間４月１日〜５月３１日、計３３
日以内
内新しい生活環境に適切に慣れ親し
むことができるよう、各小学校で児
童を見守り手助けする
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
選考書類、面接
※応募に必要な書類は郵送しますの
で、ご連絡下さい（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
募集期間１月１７日まで（必着）
※勤務希望確認書で回答済みの場合
は応募不要です。
問指導課☎７２４・２１５４

市 立 図 書 館 嘱 託 員
対司書または司書補の資格を有する
方（２０１８年３月３１日までに取得見
込みを含む）＝若干名
採用時期４月１日以降
勤務時間午前８時３０分〜午後５時１５
分、月１６日（土・日曜日、祝日勤務を
含む）
※週に１回程度、時差出勤がありま
す（火・水・金曜日、中央図書館・鶴川
駅前図書館＝午前１１時３０分〜午後
８時１５分、その他の市立図書館＝午
前９時３０分〜午後６時１５分）。
勤務場所各市立図書館
内資料貸出・返却業務、図書館運営に
関する業務等

報酬月額１９万２２００円（予定）
※別途交通費支給。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせ下さい。
選考一次＝適性試験・論文（１月２２
日）、二次＝面接（一次合格者のみ）
申募集要項を参照し、応募書類（各市
立図書館に有り、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、１
月１０日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で中央図書館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

生涯学習センター嘱託員
対次のいずれかに該当し、かつパソ
コンの基本操作ができる方　①社会
教育主事資格または教員免許・幼稚
園教諭免許・保育士資格のいずれか
を有する②公民館などの社会教育施
設での職務経験がある＝若干名
勤務期間４月１日〜２０１９年３月３１日

（更新も有り）
勤務時間原則午前８時３０分〜午後５
時１５分、月１６日（土・日曜日、祝日勤
務、午後９時４５分までの勤務有り）
勤務場所同センター
内同センターが実施する講座・学級
の企画・運営、受講者のサポート業
務、それらに関する庶務的な業務
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
選考書類、面接
申募集要項（同センターで配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）を参照し、応募用紙に必要事項を
記入し、作文（８００字以上１０００字以
内）を添えて、１月１５日午後５時まで

（必着）に直接または郵送で同センタ
ーへ。
問同センター☎７２８・００７１
保健給食課

小学校給食調理嘱託員
勤務期間４月１日〜２０１９年３月３１日

（更新も有り）
勤務時間一般嘱託＝午前８時１５分〜
午後４時４５分、短時間嘱託＝午前８
時１５分〜午後０時１５分
勤務場所市立小学校
内給食業務全般（下処理・調理・配膳
・洗浄作業等）
※調理補助ではありません。
募集人員一般嘱託＝２０人、短時間嘱
託＝２人
報酬一般嘱託＝月額１９万２２００円、

短時間嘱託＝月額１０万５４００円（い
ずれも別途交通費支給）
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考一次＝書類審査、二次＝面接及
び適性検査（１月２８日）
※３月１日㈭に採用説明会を行いま
す（二次選考合格者のみ）。
申応募動機・職歴・一般嘱託員／短時
間嘱託員を明記した履歴書を、１月
１５日まで（必着）に直接または郵送
で保健給食課（市庁舎１０階、〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問保健給食課☎７２４・２１７７

認 可 保 育 園 職 員
　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○（仮）まちっこ保育園（☎７０８・８１６１

〔みどりの森保育園〕）＝保育士・看護
師・栄養士・子育て支援員（常勤・非常
勤）
※４月に新規開所予定です。
○こばと保育園（☎７９６・３６２８）＝
保育士・栄養士（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

町田市子ども・子育て会議
第 3 期 公 募 委 員

　市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、２０１３
年度から「町田市子ども・子育て会
議」にて計画策定や実施状況の評価、
進捗確認などを行っています。
　会議には、実際に子育て中の保護
者の方にも参加していただき、さま
ざまな意見をいただいています。第
２期の委員任期が満了となるため、
新たに委員を公募します。
対申し込み時において次のすべての
要件を満たす方　①市内在住で、
２０１８年４月１日時点で２０歳以上で
ある②２０１８年４月１日時点で１８歳
以下の子どもの保護者である③子育
て支援に理解と関心がある④任期期
間中の会議に出席できる=３人
任期４月１日〜２０２０年３月３１日
報酬１回の会議出席につき１万円
選考書類、面接
申応募用紙（子ども総務課に有り、町
田市ホームページでダウンロードも
可）・作文（テーマ「将来を担う人が育
つまちをつくるために、市民と行政
が協働でできること」、８００字程度）

を、１月１５日まで（必着）に直接また
は郵送で子ども総務課（市庁舎２階）
へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６

お知らせお知らせ
まちだくらしフェア2018

参 加 団 体 募 集
　市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境など日々の
暮らしに関わること全般）をテーマ
とした講演会や展示等を行う「まち
だくらしフェア２０１８」（７月６日、７
日に町田市民フォーラムで開催予
定）の参加団体を募集します。
※今年参加された団体へは個別に通
知します。
※第１回実行委員会を、１月１２日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。
対市内で消費者問題に携わる団体

（個人も可）
申１月１０日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。

12月23日㈷・年末年始
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 一 時 停 止

　システムメンテナンスのため、
１２月２３日㈷はコンビニエンスス
トアでの証明書自動交付サービス
を一時停止します。なお、本サービ
スの再開は、１２月２４日㈰午前６時
３０分からです。
　年末年始（１２月２９日〜１月３日）
も、コンビニエンスストアでの証
明書自動交付サービスを一時停止
します。なお、本サービスの再開
は、１月４日㈭午前６時３０分からで
す。
　ご理解ご協力をお願いします。
問市民課☎７２４・２８６４

中 央 図 書 館
【臨時休館】
　蔵書点検及び館内整理等のた
め、中央図書館は１月２９日㈪から
２月５日㈪まで臨時休館します。休
館中は貸し出し・リクエストサー
ビス等は利用できません。
　なお、返却ポストは利用できま
す（CD等の視聴覚資料、ビニール
カバー付きの借用資料等は返却で
きません）。

【エレベーター改修工事のお知ら
せ】
　エレベーター改修工事のため、
中央図書館は１月２９日㈪から２月
２６日㈪まですべての階でエレベ
ーターの利用ができません（１月
２９日〜２月５日は休館）。期間中の
入・退館は２階エントランスから
エスカレーターをご利用下さい。
　なお、工事期間中は２階エント
ランスに臨時案内カウンターを設
置します。エスカレーターを利用
できない方はこちらでご相談下さ
い。ご理解ご協力をお願いします。
※詳細は、町田市立図書館ホーム
ページをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０

２０１６年度（２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日の３６５日）の航空機騒音発生状況
問環境保全課☎７2４・2７１１  

測定者 測定場所 測定日数
（日）

騒音発生回数（回） 最大騒音
レベル
（dB）

Lden
70～79

dB
80～89

dB
90～99

dB
100dB
以上 合　計 測定結果

（年平均値） 環境基準

東京都
町田第一小学校★ 364 2405 1677 408 102 4592 107．6 60 62以下
忠生小学校★ 365 1126 917 91 1 2135 102．3 51 57以下
鶴川第二小学校★ 365 800 149 35 10 994 105．0 49 57以下

町田市

本町田東小学校 365 1743 864 159 8 2774 104．0 53 57以下
小山小学校 360 3732 537 20 0 4289 97．5 50 指定なし
町田第五小学校 365 2982 674 183 46 3885 107．3 56 57以下
忠生第三小学校 365 1668 1104 261 0 3033 99．7 54 57以下
南中学校 362 1429 1361 86 1 2877 106．7 52 57以下

※騒音発生回数は、70dB（デシベル）以上の騒音が5秒以上継続した回数です。Ldenは2013年4月から航空機騒音に係る環境基準の
評価指標として採用されており、単位は（dB）で表します。夕方・夜間など静かな時間帯に重み付けを行い算出しています。

　環境基本法に基づく航空機騒音の環境基準Ldenの２０１６年度の測定結果は、東京都固定局３地点（★印）と市測
定局５地点（小山小学校は指定区域外）すべての地点において環境基準に適合しました。町田第一小学校は１日、小
山小学校は５日間、南中学校は３日間欠測日がありました。
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12月1日～31日「中学生職場体験」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

お知らせお知らせ
開催します～町田市障がい福祉事業
計画（第5期計画）

市 民 公 聴 会
　この計画は、障害者総合支援法第
８８条に基づき、国の基本指針に即し
て、２０１８年度〜２０２０年度の障害福
祉サービス、相談支援及び地域生活
支援事業の提供体制を確保するため
策定するものです。
　現在作成中の計画素案について説
明し、内容に関するご意見を伺うた
め市民公聴会を開催します。
※ご意見に対して市が回答する場で
はありません。
※１２月末ごろに、町田市ホームペー
ジに計画素案の概要を掲載予定で
す。
※町田市ホームページ以外での資料
の入手方法についてはお問い合わせ
下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月１３日㈯午前１０時〜正午
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申１２月１９日正午〜１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９E）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
ご意見を募集します
（仮称）ＪＲ町田駅南地区 
まちづくり整備方針（素案）

　中心市街地の「南の玄関口のまち
づくり」を推進するため、「（仮称）JR
町田駅南地区まちづくり整備方針

（素案）」を作成しました。
資料の閲覧・配布窓口地区街づくり
課（市庁舎８階）、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
提出方法書面にご意見・住所・氏名・
電話番号を明記し、１２月１８日〜１月
１７日（消印有効）に直接、郵送、FAX
またはEメールで地区街づくり課

（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、返
０５０・３１６１・６０１３遍mcity３２１０＠
city.machida.tokyo.jp）へ。
※郵送の場合は、配布資料に添付し
ている専用封筒（料金受取人払郵便）
を利用できます。

【注意事項】
○書式は自由です。
〇電話、口頭によるご意見はお受け
できません。
〇ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体、個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、３月ごろ
に町田市ホームページに掲載する予
定です。
問地区街づくり課☎７２４・４０２６
2018町田さくらまつり

出演・出展・出店団体募集
【尾根緑道会場】
日４月７日㈯午前１０時〜午後４時、８
日㈰午前１０時〜午後３時３０分
○ステージ出演

出演時間２０分以内
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。
○PRコーナー出展
内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
○模擬店コーナー出店
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し
た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器を使用
していただきます（容器代は別途必
要）。
※１月１２日㈮に説明会を行います

（応募者多数の場合は抽選）。本申請
書類の配布・説明を行いますので代
表者は必ず出席して下さい。無断欠
席はキャンセルとなります。

【芹ヶ谷公園会場】
日４月７日㈯、８日㈰、午前１０時〜午
後４時
○ステージ出演
出演時間３０分以内
定各日若干数（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
対市内で活動する市民団体等
申募集要項をよくお読みのうえ、応
募用紙に記入し、添付資料とともに
１月５日まで（消印有効）に直接また
は郵送で町田さくらまつり実行委員
会事務局（産業観光課〔市庁舎９階〕）
へ。
※募集要項と応募用紙は産業観光課
で配布しています（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２８

献 血 に ご 協 力 下 さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１２月２１日㈭午前１０時〜１１時４５
分、午後１時〜３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
12月22日、23日に

ゆ ず 湯 を 実 施 し ま す
　１２月２２日の冬至に合わせて、市
内の公衆浴場でゆず湯を実施しま
す。
日・場金森湯（金森３－２２－２１）＝
１２月２２日㈮午後４時〜１１時、大蔵
湯（木曽町５２２）＝１２月２３日㈷午後
２時〜１１時
入浴料大人４６０円、小学生１８０円、未
就学児８０円
問金森湯☎７９６・５９２６、大蔵湯☎
７２３・５６６４、町田市産業観光課☎
７２４・３２９６

催し・講座催し・講座
生涯現役！地域活躍を応援します！

ア ク テ ィ ブ シ ニ ア 
介 護 人 材 バ ン ク

【初級研修】
　市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助
等）を主とした就労を希望する方向
けの研修です。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日１月２４日㈬午後１時３０分〜５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
〜金曜日の午前９時〜午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
介護の基本を学びたい方へ

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日１月２１日㈰午後１時〜５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
月１５日午後５時までに、電話または
FAXで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月〜金曜日の
午前９時〜午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

まちいきヘルパー養成研修
　４月から、要支援認定を受けてい
る方への訪問型サービスに、新しい
サービスが加わりました。このサー
ビスは、高齢者のご自宅を訪問し、移
乗介助等の体に触れる介護ではな
く、掃除・洗濯・調理等のお手伝いを
します。
　ヘルパー（訪問介護員）の資格がな
くても、研修を修了することで市の
ヘルパー（まちいきヘルパー）として
働くことができます。
対全回出席できる１８歳以上の方で、
市内の訪問介護事業所でまちいきヘ
ルパーとして働く意志のある方
日２月２０日、２７日、３月６日、１３日、い
ずれも火曜日午前９時３０分〜午後４
時３０分、全４回
※研修最終日に、訪問介護事業所に
よる就職説明会を開催します。
場健康福祉会館
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定４０人（抽選）
費１０００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記

入し、１月３１日まで（消印有効）に直
接、郵送またはEメールで町田市介
護人材開発センター（〒１９５－００７４、
山崎町２０５５－２、C－１１１、遍info＠
machida－kjkc.jp）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容等の詳細は、同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２０日㈯午後７時〜８時３０分
場成瀬コミュニティセンター
定１２０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午〜１８日
午後７時にイベシスコード１７１２１９
Cへ／２次受付＝１２月１９日正午〜１
月１７日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

まちだの体力向上プロジェクト
【法政大学教員による女性のボディ
ワーク教室】
　笑顔で楽しくリズミカルに動く教
室です。
対医師から運動制限を受けていな
い、おおむね６５歳以上の方
日１月１１日、１８日、いずれも木曜日
午前１０時〜１１時３０分
場（社福）天寿園会特別養護老人ホー
ム椿
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各２０人（申し込み順）
費１００円（保険代込み）
申１２月１９日正午〜１月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９D）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

市 民 公 開 講 座
　いずれも要約筆記があります。

【①健康食品、サプリメントのウソ・
ホント～健康食品と医薬品との相互
作用】
　町田市薬剤師会との共催です。
日２月３日㈯午後２時〜４時
場健康福祉会館
講（一社）日本健康食品・サプリメン
ト情報センター理事　宇野文博氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月１９日正午〜１月３１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９F）へ。

【②お口の健康が長生きの秘訣】
日２月４日㈰午後１時〜３時３０分
場町田市民ホール
内歯科医療から認知症の予防を目指
して
講神奈川歯科大学教授・山本龍生氏、
武蔵野学院大学教授・澤口俊之氏
定８００人（申し込み順）
申１２月２１日正午〜１月３０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２２１A）へ。

◇
問保健総務課①☎７２２・６７２８②☎
７２４・４２４１
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町田市民文学館・まちだ雑学大学共
催

講 演 会
【“連句”の世界へようこそ！―連句は
雑学のかたまり―】
　複数の人が五七五（長句）と七七

（短句）を交互に付け合い１つの作品
を作る「連句」。伝統文芸の世界を紹
介します。
日１月１６日㈫午後２時〜４時
場町田市民文学館
講俳諧師・佛渕雀羅氏
定８０人（申し込み順）
申１２月２２日正午〜１月１１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２２２C）へ。
問同館☎７３９・３４２０

「本をめぐる美術、美術になった本」展
関連イベント

講 演 会
【「本は文明の旗だ」造本家・恩地孝四
郎とその時代】
　「造本家」を名乗り、近代装

そう

幀
てい

史に
足跡を残した版画家・恩地孝四郎の
仕事を紹介し、作家や画家との交友
について語ります。
日１月２７日㈯午後２時〜３時３０分
場町田市民文学館
講ドイツ文学者・池内紀氏
定７０人（申し込み順）
申１２月２２日正午〜１月２３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２２２B）へ。
問同館☎７３９・３４２０

食 育 ツ ー リ ズ ム
【野菜収穫＆「ゼルビア×キッチン」で
自分だけのオリジナル献立を作ろう】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と
商業が協働して「食育ツーリズム」を
実施します。
対市内在住の小・中学生とその保護
者（親子参加必須）
日１月２８日㈰午前９時〜午後２時３０
分、集合・解散は小田急線鶴川駅（雨
天実施）
※専用バスで移動します。
場まちだ里山農

みのり

の会（小野路町）、ゼ

ルビア×キッチン（野津田町）
内野菜収穫体験、簡単な調理体験、栄
養士の講話をもとにFC町田ゼルビ
アのスタッフとゲーム感覚でオリジ
ナル献立作り
定２４人（申し込み順）
費１人２０００円（収穫体験費、食事代、
保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、FAX
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（町田市観光コンベ
ンション協会ホームページで申し込
みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時〜午後７時）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６
町田の元気を作るカラダとココロの
健康学！

健 康 づ く り 体 験 教 室
対市内在住、在勤の５０歳以上の方
日１２月２０日㈬午後１時〜３時
場市立総合体育館
内暮らしの中の健康プログラム
講健幸まちづくり研究所・肥後梨恵
子氏
定３０人（申し込み順）
費３００円
申１２月１８日までに電話で（特）町田市
レクリエーション連盟（☎返７２９・
０７２０遍event＠machispo.net）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

消 費 生 活 セ ン タ ー
【学習会～知っているようで知らな
い介護保険の仕組み　町田市の介護
保険の最新情報を知る】
日１月２６日㈮午前１０時〜正午
定４０人（申し込み順）
申１２月１９日正午〜１月２１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９A）へ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。

【講演会～葬儀・お墓、どうしたら？　
自分らしいかたちを選ぼう】
日１月３１日㈬午後２時〜４時
内最近の葬儀・お墓の事情を知る
講（株）第一生命経済研究所主席研究
員・小谷みどり氏
定１８８人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午〜１８日
午後７時にイベシスコード１７１２１９

Gへ／２次受付＝１２月１９日正午〜１
月２５日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は併せて申し込みを。
※親子室利用希望者（１歳未満児と
保護者のペア、申し込み順に３組）は
電話のみで受け付けます。

【くらしに役立つテスト教室～減塩
生活を目指そう！お宅のみそ汁塩分
測ってみよう】
日２月８日㈭午前１０時〜正午
内自作のみそ汁や加工品の塩分を測
定し、減塩の工夫を学ぶ
講町田市消費生活センター運営協議
会会長・小林好教氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１２月１９日正午〜２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９B）へ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ

講 座 参 加 者 募 集
【パーソナル・ムービーをみんなでつ
くろう！～この街を生きる「私」の物
語をビデオカメラで記憶する】
　この街での思い出を題材に、参加
者同士が撮影した１人ずつの映像作
品を制作するワークショップです

（撮影経験や知識は不問）。
※撮影機材は用意します。
※完成作品上映会を２月１８日に行い
ます。
日１月２８日㈰午前１０時３０分〜午後
４時３０分
場町田市生涯学習センター 
講東京造形大学映画専攻非常勤講師
・川部良太氏、同大学映画専攻非常
勤講師・橋爪慧氏
定６人（申し込み順）
費１５００円

【日本画の材料に親しむ～小作品を
作ってみましょう】
　絵巻の一場面を写し取り、岩絵の
具や箔などの日本画材料を使って作
品にする、初心者向けの講座です。
対全回参加できる高校生以上の方

日２月１１日㈷、１２日（振休）、午後１時
〜４時、全２回
場町田市生涯学習センター 
講女子美術大学非常勤講師・木村　
みな氏
定１２人（申し込み順）
費６０００円（材料費込み）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（生涯学習センター、各市民センタ
ー、各市立図書館等で配布、さがまち
コンソーシアムホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、郵送または
FAXでさがまちコンソーシアム事
務局へ（さがまちコンソーシアムホ
ームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
親と子のまなびのひろば

きしゃポッポ＠南市民センター
　子育て情報や育児の工夫を話し合
ったり、赤ちゃんとの遊びを見つけ
られるひろばです。
対市内在住の０〜１歳児とその保護
者、妊婦の方
日１月２２日㈪午後２時〜４時
場南市民センター
定１５組（申し込み順）
申１月４日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学レクチャーコンサート
【身近な音楽「JAZZ」の楽しみ方～
モダンジャズ・はっぱふみふみ】
　フレーズを自由につなぎ合わせて
音楽を表現する「音のことば遊び」を
題材に、ジャズの楽しみ方をレクチ
ャーします。
日１月２２日㈪午後６時３０分〜８時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講MJQ（Machida Jazzoo Quintet）
定２５０人（申し込み順）
費１０００円
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
明記し、ハガキ、FAXまたはEメール
で１月１５日まで（必着）に、和光大学
企画係大学開放フォーラム（〒１９５
－８５８５、金井町２１６０、☎０４４・９８８
・１４３３返０４４・９８８・１５９４遍open
＠wako.ac.jp）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市ＨＰ メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日〜２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日〜４月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市ＨＰ 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） 1月4日、2月15日午後1時20分～4時 鶴川市民センターホール 500円 高瀬☎734・1848 お気軽においで下さい！！
マジック基礎講座～何か地域活動を考えている方 1月11日㊍、31日㊌午後6時30分から 町田市民フォーラム 500円 チャーリー☎090・7830・6456　要申込 どっきりマジッククラブ
百人一首かるた会 1月13日㊏午後1時30分～4時30分 生涯学習センター和室1 無料 𠮷川☎返722・6370 初心者の方もどうぞ

「探鳥会」野鳥観察、冬鳥を探そう！ 1月14日、2月11日午前9時30分から かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ高畠☎727・6030 中央広場集合、雨天中止
人を育てるわらべうた～あそびは心のごはんです 1月14日午後1時30分から 玉川学園コミュニティセン

ター 無料 長谷川☎788・3430 3～5歳幼稚園児の親子
月蓉会新春ダンスパーティ 1月15日㊊午後1時15分～4時 木曽山崎コミュニティセン

ター 500円 松本☎735・7456 次回2月5日㊊
そば打ち体験をして試食します　初めての方歓迎 1月20日㊏午前10時～午後1時 町田市民フォーラム調理室 800円 じゃおクラブ玉木☎080・1284・2429 おやじクラブ　要電話申込
視覚にハンディのある人とのハイキング 1月21日、2月18日午前8時30分 小田急線町田駅西口集合 1000円 木目田☎796・4846（要申込） 七福神・羽根木公園

「ロコモ度体力測定会」ロコモ予防対策してます？ 1月25日㊍午前10時～正午 生涯学習センター学習室 500円 長野☎090・4202・3460 真向法と貯筋で健康長寿！！
講演会北条氏照の戦争と平和～関東戦国史を見直す 2月17日㊏午後2時～4時 町田市民フォーラム3階 500円 まちだ史考会・稲葉☎090・7805・5175 直接会場へお越し下さい
チャイム＆コーラス成瀬台ドルチェ　コンサート 2月18日㊐午後1時30分～3時 和光大学ポプリホール鶴川 無料 吉原☎724・5936 電話申し込み
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東京2020公認文化オリンピアード
～市民協働型事業

和太鼓×民俗舞踊×町田
【玉川大学アメリカ桜祭り公演より】
　玉川大学芸術学部生による、和太
鼓演奏と創作民俗舞踊の公演です。
同大学は、毎年アメリカのワシント
ンD.C.やフィラデルフィアの桜祭
りに出演しています。
　この度、市と玉川大学が協働し、東
京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックを盛り上げるための文化プログ
ラムとして、アメリカ桜祭り公演を

●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１月９日〜１２日、午前９時〜正午、１
月１６日〜１９日、午後１時〜４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター

（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所～リテールマーケ
ティング検定試験　2・3級1日集中
直前講座
日３級＝１月７日、２級＝１月１０日、午
前９時〜午後５時／最低受講人数に

上演します。
　公演終了後は、和太鼓演奏のワー
クショップを行います。参加者は公
演終了後に会場で募集します。
日１月１７日㈬午後７時〜８時２０分

（ワークショップは午後９時まで）
※ワークショップのみの参加はでき
ません。
場町田市民ホール
定６００人（申し込み順）
※ワークショップは２０人まで。
申１次受付＝１２月１５日正午〜１９日
午後７時にイベシスコード１７１２２０
Aへ／２次受付＝１２月２０日正午〜１
月１４日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

満たない場合は中止の場合も有り費
１万９８００円（税込み、教材・ハンドブ
ック代）申電話で同会議所（☎７２２・
５９５７、受付時間＝午前９時〜午後５
時、土・日曜日、祝日を除く）へ
●八王子都税事務所～年末年始にお
ける窓口業務案内
　都税事務所・都税支所・支庁・都税
総合事務センター・自動車税事務所
での都税の申告・納税・証明等の事務
の取り扱いは、１２月２９日〜１月３日
はお休みです。この期間に、申告書・
申請書を提出する場合は、都税事務
所・都税支所等に設置している「申告
書等受箱」を利用して下さい問同事
務所☎０４２・６４４・１１１２

催し・講座催し・講座 情報コーナー

●町田市民文学館
【２歳児あつまれ！「お正月」をあそぼ！】
対2歳児とその保護者日12月26日
㈫午前10時30分～11時30分場同
館2階大会議室内絵本、紙芝居、わら
べうた遊び等
【ことばらんどでお正月！】
対①小学生②③中学生以上の方④小
学生以上の方日①1月6日㈯午前10
時～正午②1月6日㈯午後1時30分
～3時30分③1月7日㈰午後2時～4
時④1月8日㈷午後1時～3時30分場
同館内①初めての人の百人一首カル
タ会～坊主めくり、ちらし取り、源平
合戦等②文学館で歌会始～現代短歌
で学ぶ短歌実作講座（初心者向け、作
品発表有り）③初心者のための百人
一首カルタ会（1人での参加も歓迎）
④新年を寿

ことほ

ぐ！はじめてのお能体験

キング＝午前10時30分～正午②糸
のこでオーナメント＝午後1時～3
時③わくわくタイム＝午後3時～4
時（①②は材料が無くなり次第終了）
費①100円問ただON☎794・6722
●子どもセンターまあち
【ウインターイベント２０１7】
日12月23日㈷午後1時～4時内ステ
ージ発表、工作、調理体験（有料）、12
月生まれのお祝い、町田警察署のコ
ーナー等
【まちぴょんキッズIN旭町】
　乳幼児プログラムを出張で行いま
す対乳幼児とその保護者日12月25
日㈪午前10時30分～11時30分場
サン町田旭体育館多目的室内親子体
操、手遊び、工作等

◇
問まあち☎794・7360

教室講①②歌人・天野慶氏③高砂か
るた会代表・喜谷敏夫氏④シテ方金
春流能楽師・井上貴覚氏定①25人②
15人③16人④小・中学生8人、高校
生以上7人（いずれも申し込み順）申
12月15日午前9時から直接または
電話で同館へ

◇
問同館☎739・3420　
●子どもセンターばあん〜ふゆまつ
り
日12月17日㈰午前10時～午後3時
場子どもセンターばあん、金森むつ
み児童公園内ゲームコーナー、ステ
ージ発表、工作、模擬店問ばあん☎
788・4181
●子どもセンターただON〜クリス
マスデー
日・内12月23日㈷①かんたんクッ

●ひなた村
【科学クラブ〜コマを作って戦って
みよう　コマの科学】
対市内在住、在学の小学生日1月14
日㈰午前10時～正午内コマの仕組
み解説、金属コマの作成、コマ大戦講
子どもコマ大戦コーディネーター・
津田修氏定16人（申し込み順）費
500円
【キンボールスポーツ教室】　
　直径約120cmの大きなボール（キ
ンボール）を使ったスポーツです対
市内在住、在勤、在学の小学4年生以
上の方日1月24日～3月14日の水曜
日、午後3時30分～5時、全8回定１５
人（申し込み順）

◇
申12月15日午前10時から電話でひ
なた村（☎722・5736）へ

●市内の５つの球場の外野（芝生部
分）を無料開放します
　親子でボール遊びもできます日1
月6日㈯～2月12日（振休）の土・日
曜日、祝日、午後3時～4時30分／チ
ーム練習、バット（プラスチック製は
可）、スパイクの使用はできません場
・問町田市民球場☎720・0611、小
野路球場☎737・3420、鶴川球場☎
734・1938、藤の台球場☎722・
6980、三輪みどり山球場☎044・
987・1444
●市立総合体育館
【①てくてく親子体操教室
②わくわく親子体操教室】
対市内在住、在学の①2歳～2歳5か
月の幼児とその保護者②3歳～3歳
11か月の幼児とその保護者日1月
12日～3月16日の金曜日、①午前9
時30分～10時20分②午前10時40
分～11時40分、各全10回定各25組

（抽選）費各4700円
【③ニュースポーツ（姿勢改善ポール
ウォーキング）体験教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日1月26日～3月16日の金曜日

（2月9日を除く）、午前10時～11時
30分、全7回定20人（抽選）費2300
円

◇
申往復ハガキ（①②1組1枚③1人1
枚）に必要事項を明記し、12月22日
まで（消印有効）に同館へ（同館ホー
ムページで申し込みも可）問同館☎

724・3440
●サン町田旭体育館〜リラ
ックス＆リフレッシュ体操
教室
対市内在住、在勤、在学の40歳以上
の方日1月12日～3月16日の金曜日

（1月19日を除く）、午後1時15分～
2時30分、全9回定50人（抽選）費
3100円申往復ハガキに必要事項を
明記し、12月25日まで（必着）に同
館へ問同館☎720・0611
●市立室内プール
【小学生スクール５期A〜C
（火・木コース）、A（水コー
ス）】
対小学生日①火コース＝1月9日～3
月13日②水コース＝1月10日～3月
14日③木コース＝1月11日～3月
15日、①③午後4時35分～7時45分
②午後5時40分～6時40分、各1時
間（要問い合わせ）、各全10回定各
60人（抽選）費各8000円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、12月21日
まで（必着）に同プールへ問同プール
☎792・7761
●町田市フォトサロン〜うめ写真展
作品募集
　日本各所で撮影した早春彩る梅の
写真を募集します定30人（先着順）
費500円（1人2点まで）写真サイズ
A4、6つ切り（ワイド可）申応募票に
記入し、作品が折り曲がらないよう
封筒などに入れて、1月7日午前10
時から直接同サロン1階受付へ問同

サロン☎736・8281
●小野路宿里山交流館
【年末大野菜市】
　新鮮な地元産野菜を販売します日
12月23日㈷午前10時～午後3時
【春の七草寄せ植え体験＆七草粥の
ランチ】
　竹の植木鉢に寄せ植えし、お持ち
帰りいただきます日1月7日㈰午前
10時～午後1時定10人（申し込み
順）費1500円（材料代、昼食代）申12
月22日正午からイベントダイヤル

（☎724・5656コード171222A）へ
【新春里山子ども習字展】
　小野路周辺の子どもたちの習字作
品を土蔵で展示します日程1月4日
㈭～31日㈬

【書き初め会】
　「福」「寿」の2文字をリレー方式で
書き初めします。汚れても良い服装
でおいで下さい／書き初め用の筆は
用意しています（自分の筆を持参し
ても可）日1月14日㈰午前10時～午
後3時定20人（先着順）

◇
問同館☎860・4835
●町田市民ホール〜全館休館のお知
らせ
　2019年2月7日㈭～3月15日㈮
は、改修工事のため全館休館します
／休館に伴い、2018年2月7日㈬の
抽選会は行いません問文化振興課☎
724・2184、町田市民ホール☎728
・4300

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へ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。

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑥消費生活センター（☎
722・0001）へ対①③～⑤市内在住の方⑥市内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月 ～ 金 曜 日

（25日～29日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※12月22日は予約受付を行いません。次回分
は1月5日に受け付けます。

②交通事故相談 20日㈬ 相談日の1週間前から電話で予約／午後1時
30分～4時

③人権身の上相談（人権
侵害などの問題） 15日、22日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 19日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時

30分～4時⑤登記相談 21日㈭

⑥消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前9時
～正午、午後1時～4時
※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

市ＨＰ 暮らしに関する相談 検索
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急病のときは
※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」でご確
認下さい（１2月 2９日～１月３日の期間は、電話でお問い合わせ下さい）。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
16日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

17日㈰
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 広瀬クリニック ☎799・5161 小川4-17-12
内科 玉川クリニック ☎725・8207 玉川学園7-5-6
内科、
小児科 沼田医院 ☎735・2019 鶴川6-2-1

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
外科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
18日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
19日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
21日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
22日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

23日㈷
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科、
小児科 アツミ医院 ☎722・2185 中町3-6-13
内科 鶴川胃腸科 ☎734・1958 鶴川2-17-1
内科 久田医院 ☎793・4114 忠生3-20-2

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

24日㈰
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31
内科 加藤医院 ☎732・8566 玉川学園5-24-40 
内科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4

あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
25日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
26日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
28日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

29日㈮

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイ
クリニックは午 前
10時から診療開始

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 ミーナ町田ジェイクリニック ☎732・5120 原町田4-1-17 
内科 富医院 ☎735・5655 大蔵町109
内科、
小児科 泰生医院 ☎797・7423 小山町2470-5

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

30日㈯
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科、
小児科 小阪内科クリニック ☎799・3933 金森東4-44-3
内科 河辺内科医院 ☎044・328・5143 三輪町168-1 
内科 ふくいんクリニック ☎791・1307 山崎町2200

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

31日㈰
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 熊谷医院 ☎795・5325 金森東4-33-4
内科 もとはしクリニック ☎727・9930 中町2-14-10
内科、
小児科 多摩境きむらクリニック ☎774・1700 小山ヶ丘5-2-6

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

1月1日
㈷

午前9時～午後5時
小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 甲斐内科クリニック ☎796・8711 成瀬が丘2-24-2
内科 町田エールクリニック ☎739・5533 中町1-9-22
内科 榛名坂たなか内科クリニック ☎737・3860 金井3-17-13

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

2日㈫
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 なるせ内科・胃腸のクリニック ☎710・6155 南成瀬4-2-35
内科 玉川学園土屋クリニック ☎729・5228 南大谷219-23
内科、
小児科 牧内科医院 ☎793・3873 山崎町1921-1

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
外科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

3日㈬
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 内山胃腸科 ☎728・1371 旭町1-15-23
内科 鶴川レディースクリニック ☎737・7271 能ヶ谷3-1-5
内科 いしかわ内科クリニック ☎727・4970 森野4-21-5

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

2４時間３６5日

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時
〜午後５時）､23日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎７２２・３１１５､ 原町田６-２２-
１５）、24日＝成瀬台耳鼻咽喉科（☎
７２９・３３４１､ 成瀬台３-８-１６）､30日＝
ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医院

（☎７２８・０２７５､ 南大谷１４２６-１３８）、
31日＝成瀬台耳鼻咽喉科（☎７２９・
３３４１､成瀬台３-８-１６）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分
〜午後５時）、1月2日＝氏川眼科医院

（☎７２０・０５３０、原町田６－１－１１）

●町田市医師会休日・準夜急患こども
クリニック（小児科）（日中帯の受け付
け:日曜日、祝休日、１２月２９日〜１月３
日の午前９時〜午後４時３０分〔電話受
付は午前８時４５分から〕、準夜帯の受
け付け:毎日の午後７時〜９時３０分〔電
話受付は午後６時から〕）＝健康福祉会
館内☎７１０・０９２７
●町田市歯科医師会休日応急歯科・障
がい者歯科診療所　休日応急歯科診
療（日曜日、祝休日、１２月２９日〜１月３
日）、障がい者歯科診療（水・木曜日〔祝
休日、１月３日を除く〕）、いずれも午前
９時〜午後５時、受け付けは午後４時３０
分まで（予約制）＝健康福祉会館内☎
７２５・２２２５

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録は
こちらから▶

スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス
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広　　告

漏水などの故障が起きた時は  
　東京都水道局多摩お客さまセンター（☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイヤ
ル〕または☎０４２・５４８・５１１０）へ。１２月３１日㈰、１月１日㈷は休業です。
※緊急の用件については、全日２４時間ご案内しています。
トイレ等の排水管が詰まった時は  
　１２月２９日㈮〜１月３日㈬は、町田市管工事協同組合（☎７２２・２５８３、受
付時間＝午前９時〜午後５時）へご連絡下さい。なお、公社等の建物にお住
まいの方は管理事務所・サービスセンターへご連絡下さい。

水道の故障や排水が詰まった時は

ご用件はお早めに… 市の業務のご案内

年末年始の業務日程� ○平常どおり、×休業

火葬
業務

式場利用 受　　付
霊安室

告別式 通　夜 予　約 使用料
12月30日㈯ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12月31日㈰ ○ ○ × ○ ○ ○
1月1日㈷～3日㈬ × × × ○ × ○
1月4日㈭ ○ × ○ ○ ○ ○

※1月5日㈮からは通常営業

　一般の業務は、年末は２８日㈭まで、年始は４日㈭からです。
※出生、婚姻など戸籍関係の届け出は、市庁舎１階の休日・夜間受付窓口で、
業務時間外もお預かりします。
※閉庁時間中のお問い合わせは、市役所代表（☎７２２・３１１１、受付時間＝午
前７時〜午後７時）へ。なお、問い合わせ内容によっては、年始の開庁後に再
度お問い合わせをお願いする場合があります。

一般業務
　し尿のくみ取りは、年末は２８日㈭まで、年始は４日㈭から行います。
　年末のくみ取りは大変混雑します。日程に余裕を持って予約して下さい。
混雑状況によっては、年内の申し込みでもくみ取りが年明けになることが
あります。
問下水道整備課☎７２４・４３０６

し尿のくみ取りはお早めに

年末最終日
（12月）

年始開始日
（1月） 問い合わせ・受け付け

燃やせる
ごみ

月・木曜日
（1～4番地区）

（南1～4番地区）
28日㈭ 4日㈭ 3R推進課

☎797・7111
※資源とごみの収集日程は、各家
庭にお配りした「資源とごみの収
集カレンダー」をご覧下さい。
※年末年始はごみの量が多いた
め、通常の収集時間帯と異なる場
合があります。

火・金曜日
（5～8・13番地区）
（南5～8番地区）

29日㈮ 5日㈮

水・土曜日
（9～12番地区）

（南9～12番地区）
30日㈯ 6日㈯

剪定枝資源化センターへの
持ち込み

29日㈮
午後5時

まで

4日㈭
午前8時
30分から

剪定枝資源化センター
☎708・4772

リサイクル広場まちだへの
持ち込み

28日㈭
午後4時

まで

4日㈭
午前8時
30分から

リサイクル広場まちだ
☎797・0530（3R推進課）

粗大ごみの戸別収集
電話受付

※年内の収集枠は、申し込
み（予約）が満了になり次第
締め切ります。

28日㈭
午後5時

まで

4日㈭
午前8時
30分から

（一財）まちだエコライフ推進公社
☎797・1651（＝予約専用ダイヤル）
※インターネットによる申し込み
は年末年始も予約可能です。受付
完了は1月4日以降となります。

年末年始　資源とごみの収集日程 　施設の貸し出しについては、各施設へお問い合わせ下さい。
施設名 年　末 年　始

町田リス園 25日㈪まで 3日㈬から
子どもセンター（ばあん・つるっこ・ぱお・ただON・まあち）、
子どもセンターぱお分館、子どもクラブ（南大谷・玉川学
園）、ひなた村、町田市民ホール、自由民権資料館、市立博物
館、国際版画美術館（企画展示は17日まで。常設展示は24日
まで）、大地沢青少年センター（27日は日帰り利用のみ）

27日㈬まで 5日㈮から

市庁舎、各市民センター、駅前連絡所（町田・南町田・鶴川）、連
絡所（木曽山崎・玉川学園駅前）、コミュニティセンター（成瀬
・つくし野・木曽森野・三輪・上小山田）、生涯学習センター、
町田市民病院、健康福祉会館、保健所中町庁舎、町田市民フォ
ーラム、男女平等推進センター、消費生活センター、和光大学
ポプリホール鶴川、町田市フォトサロン、小野路宿里山交流
館、ふれあい館（もっこく・くぬぎ・もみじ・いちょう・桜）
※ふれあいけやき館は、現在改修工事期間中のため休館。

28日㈭まで 4日㈭から

市立図書館、町田市民文学館 28日㈭まで 5日㈮から
町田シバヒロ 30日㈯まで 2日㈫から
原町田一丁目駐車場（第2駐車場は年中無休） 31日㈰まで 2日㈫から

年末年始の主な施設の業務日程

　市立陸上競技場は、２月末日まで、大型映像装置設置及びトラック改修工
事等のため閉鎖します。

施設名 年　末 年　始
温水プール（町田一中） 26日㈫まで 6日㈯から

市立室内プール
27日㈬まで
※トレーニング室は
28日㈭午後5時まで

6日㈯から
※4・5日は午後5時
まで通常営業

市立総合体育館、サン町田旭体育館 27日㈬まで 5日㈮から
テニスコート（相原中央・町田中央公園
・鶴川中央公園・鶴川第二・鶴間公園・成
瀬クリーンセンター）、忠生公園ソフト
ボール場、グラウンド（相原中央・小野路
・木曽山崎・上の原）、球場（野津田）

28日㈭まで
※成瀬クリーンセン
ターテニスコートは
28日は午後5時まで

4日㈭から
※相原中央テニスコ
ート・相原中央グラ
ウンドは2・3日は午
後3時まで通常営業

球場（小野路・三輪みどり山・鶴川・藤の
台・町田市民） 28日㈭まで 6日㈯から

温水プール（南中・鶴川中） 28日㈭まで（※） 5日㈮から
木曽中夜間校庭開放 28日㈭まで 4日㈭から
テニスコート（野津田公園） 29日㈮まで 3日㈬から

※温水プール（南中・鶴川中）は12月25日～27日は特別休館とします。

年末年始の主なスポーツ施設の業務日程

南 多 摩 斎 場 受付時間＝午前８時３０分～午後１０時
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

年 末 年 始

１２月２５日㈪〜３０日㈯は
粗大ごみ（持ち込み）の受入場所が変わります

○受入時間　午前８時３０分〜１１
時３０分、午後１時〜４時
○受入場所　町田リサイクル文化
センター隣（右図参照）
○持ち込めるごみ　粗大ごみ（４０
ℓの指定収集袋に入らないごみ、
長さ１４０㎝・直径１５㎝を超えるご
み、または単体で重さ１０㎏を超え
るごみ）
○予約方法　インターネット予約＝（一財）まちだエコライフ推進公社ホー
ムページで２４時間受付／電話予約＝同公社☎７９７・１６５１（月〜土曜日、午
前８時３０分〜午後５時。年末は３０日まで受け付け）
市ＨＰ 粗大ごみを清掃工場へ持ち込む方へ  検索

至  日大三高

至  桜美林学園・町田街道
市立室内
プール

清掃工場

受入場所

町田リサイクル
文化センター

Ｎ

リサイクル広場
まちだ

土木
サービス
センター

大賀
藕絲館
ぐう  し

★




