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募　集募　集
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、行政だけでなく、実際に子育て
中の保護者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った
ため、新たに委員として会議に参加
する保護者を公募します。
対申し込み時において次のすべての
条件を満たす方　①市内在住の、
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任期中
の会議に出席できる＝２人以内
任期７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（書類合格者のみ）
申応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
階〕に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入のうえ、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）と併せて、
５月３１日まで（必着）に直接または郵
送で子ども総務課へ。

問子ども総務課☎７２４・２８７６

お知らせお知らせ
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の中止を要請
　４月２６日に防衛省から、通常は硫黄
島で実施する着陸訓練を、天候等の事
情でできない場合には、厚木基地で
実施するという通告がありました。
　この訓練期間やその前後には、市
内で激しい騒音が発生する傾向にあ
ります。そのため市では、４月２７日
に、神奈川県及び厚木基地周辺市と
ともに、国に対し、厚木基地における
訓練の中止を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の
自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて、粘り強く要請して
いきます。
問企画政策課☎７２４・２１０３
市民バス「まちっこ」に

３Ｒ推進川柳を掲示します
　市では、ごみとして燃やす量を
２０２０年までに、２００９年度比で４０
％削減することを目標に取り組んで
います。
　循環型社会の形成を目指して行う
ごみ減量には、市・市民・市内事業者
で取り組む３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）が不可欠です。
　そこで、「３Ｒ推進」をテーマにした
川柳を市民の皆さんから募集し、そ

のうち１４作品を市民バス「まちっ
こ」の車内に掲示します。
掲示期間６月１日～３０日

【「まちっこ」とは】
　まちっこには、「相原ルート」と「公
共施設巡回ルート」の２ルートがあ
り、月～金曜日（年末年始、祝休日は
除く）に運行しています。
※運行経路や時刻表は、町田市ホー
ムページ、または各公共施設に設置
の運行案内をご覧下さい。
※まちっこについては、交通事業推
進課（☎７２４・４２６１）へお問い合わ
せ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
します

工 業 統 計 調 査
　６月１日現在で、工業統計調査を実
施します。
対製造業を営む全事業所
期間５月中旬～６月下旬
※調査員証を携帯した調査員が伺い
ます。
問市政情報課☎７２４・２１０６

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方
日①６月７日②７月１２日、いずれも木
曜日午後２時～４時
場①なるせ駅前市民センター②町田
市民フォーラム
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐

震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定各５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

もの忘れ等に関する高齢者相談
　認知症の人とその家族が安心して
暮らせるまちを目指し、認知症につ
いての身近な相談窓口「もの忘れ等
に関する高齢者相談」を月１回、町田
市医師会等の協力のもと、各高齢者
支援センターで開催しています。
　認知症の症状や治療に関すること
は専門医が、認知症に関わるさまざ
まな悩みや不安の軽減については臨
床心理士等が、相談をお受けします。
お気軽にご相談下さい。
※お住まいの地域の各高齢者支援セ
ンター等の詳細は、１月に全戸配布
しました「別冊タウンページ町田市
わたしの便利帳」の３６・３７ページ、
または町田市ホームページをご覧下
さい。
対市内在住の方
申電話で各高齢者支援センターへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市役所はクールビズに 
取 り 組 み ま す
　市では地球温暖化防止・省エネル
ギー対策のひとつとして、１０月３１
日㈬までクールビズを実施します。
市職員はノーネクタイ、上着なし等
の軽装で業務を行うことがありま
す。
　ご理解ご協力をお願いします。
問職員課☎７２４・２１９９

　毎朝の犬の散歩の道すがら、目に
する草花も初夏のものになりまし
た。スイカズラの甘い匂いが漂い始
めました。
　以前、この欄でアカバナユウゲシ
ョウやナガミヒナゲシについて触れ
ましたが、今回は、ブタナ、別名タン
ポポモドキです。タンポポに似た黄
色い花をつけますが、長い茎の先に
花があり、葉は茎には無く、地面に放
射状に広がっています。外来種で全
国各地に分布しています。まとまっ
て咲いている所もあり、見慣れると、
ここにも、そこにも、「ひょろ長い」茎
が目につくようになります。
　さて、今月１日、市庁舎１階のカフ
ェがリニューアルオープンしまし
た。新しいカフェは「KEY'S　CAFÉ
（キーズ　カフェ）」という名前で、運
営事業者は、これも４月に新しくな
ったコンビニ「ミニストップ」と同じ
です。カフェとの競合が解消して、コ

ンビニ内で飲食（イートイン）ができ
るようになりました。
　カフェには、イベントスタジオとし
て展示スペースもあり、窓側には、フ
ォルクスワーゲンバスも展示されて
います。キッチンカー風のしつらえで
すが、庁舎管理上の規制の関係でバ
ス車内での調理等はしていません。
　市役所に毎週用事があって来られ
る人はあまりいません。用向きが１
回で済まなかったら、などと思う人
もおそらくいらっしゃると思います。
やはり、何がしか緊張しがちです。町
田市では、新しい庁舎の設計とその
後の運営にあたって、市民の皆さん
が来庁された際は少しでもリラック
スして、窓口に来ていただけるよう
な工夫をしています。
　ソフト面では、窓口の案内につい
て、よくある「部署の案内図」や「ポス
ター」「方向を示す矢印」の貼り出し
などは禁止し、その代わりに案内の
人を配置しています。ハード面では、
まずは、３階部分までの大きな吹き
抜け空間で、開放感を。そして、正面
入り口の左右に、コンビニとカフェ
を配して、日常の暮らしの風景に近
い雰囲気を作っています。
　市役所にお越しの折には、ぜひ、新
しいカフェやコンビニをのぞいてみ
て下さい。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

ここがポイント！

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３6

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
ごみの資源化施設
地区連絡会（町田リ
サイクル文化セン
ター周辺エリア）

５月１６日㈬午
後６時３０分か
ら

忠生市民セン
ター１階会議室
１・２

５人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市建築紛争調
停委員会

５月２１日㈪午
前１０時から

市庁舎８階会議
室８－１

５人程度
（先着順）

直接会場へ問土地利用
調整課☎７２４・４２５６

町田市スポーツ推
進審議会

５月３０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）

５月２９日までに電話で
ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎
７２４・４０３６）へ

町田市公共施設再
編計画策定検討委
員会

５月３１日㈭午
後２時から

市庁舎１０階会
議室１０－４・５

５人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策
課（☎７２４・２１０３）へ

町田市教育委員会
定例会

６月１日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

施設の複合化とは
　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
　再編の取り組みの１つとして、施設の複合化があります。複合化と
は、目的や対象者ごとに個別の施設を設置するというこれまでの考え
方を見直し、１つの建物で複数のサービスや活動を行えるようにする
ことです。
　複合化により、拠点施設として多様な人の交流が生まれることや、サ
ービス相互が連携できるなど、利便性の向上や新たなサービスの創出
を図ることができます。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑦みんなでつくる

　複合化により空いた建物や空間を整理することで、建物
の総量を減らすことができます。また、そのような場を活用
した民間による新たなサービスの提供も期待されます。

リニューアルした１階の様子


