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申請を募集しています！
ものづくり企業地域共生
推 進 事 業 助 成 金
　市では、今年度から新たに、工場に
防音壁を導入したり、工場敷地内に
近隣住民が集えるような緑地を整備
するなど、ものづくり企業が市内で行
う、地域との共生を目的とした事業に
係る経費の一部を助成しています。
対都内で１年以上、工場等を操業す
るものづくり企業
助成対象地域との共生を目的とする
工場の改修・移転事業、設備更新・導
入事業、住民受け入れ整備事業
※２０１９年３月１５日までに完了する
事業が対象です。
助成額助成対象経費の４分の３以内
（上限３７５万円）
※上限額に達し次第、受け付けを終
了します（申し込み順、審査有り）。
申事前連絡のうえ、申請書（町田市ホ
ームページでダウンロード）に必要
事項を記入し、直接産業政策課（市庁
舎９階）へ。
※助成対象経費等の詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

平成３０年北海道胆振東部 
地震災害義援金の受け付け
　日本赤十字社では、「平成３０年北
海道胆

い

振
ぶり

東部地震災害義援金」を
２０１９年３月３１日㈰まで受け付けて
います。ご協力をお願いします。

【義援金箱】
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、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
ンター窓口に義援金箱を設置してい
ます。

【日本赤十字社本社への送金】
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１３０－１－６７３５９１
加入者名日赤平成３０年北海道胆振
東部地震災害義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５３３、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５４１、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０４１３
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
２０１９年度募集分～町田市農業研修

現地見学会を開催します
　市では、野菜作りのノウハウを学
び、農家を支援する援農者や新たに農
業経営を目指す方の育成を目的とし
た２年間の農業研修を行っています。
　２０１９年度募集予定の農業研修の
現地見学会を開催します。
対市内に住民登録があり、２０１９年
度の農業研修参加希望の方等
日１０月２８日㈰午前１０時３０分～正
午ごろ
場町田市農業研修農場（小野路町）
内研修農場での収穫体験を見学後、
研修の説明
※農作業のできる服装でおいで下さ

い。着替えのできる施設はありませ
ん。
定１５人（申し込み順）
申１０月１日正午～２６日に電話で農
業振興課（☎７２４・２１６６）へ。

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて必要なも
のを１つずつ選べます。なお、貸出用
具、販売用品によって費用は異なり
ます。詳細はお問い合わせ下さい。
※この事業は町田市が（公社）町田市
シルバー人材センターに委託して、町
田市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の高齢または身体が不自
由などの理由で来所できない方

◇
問町田市葬祭事業所☎７９１・３８６１
（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉
総務課☎７２４・２５３７
２０１８キラリ☆まちだ祭町田シバヒ
ロ会場に

フ リ ー マ ー ケ ッ ト を 
出 店 し ま せ ん か
　キラリ☆まちだ祭は、農業・商業・
工業をＰＲするお祭りです。イベント
の１つとして、町田シバヒロ会場（３
ｍ×１．５ｍのスペース）で、家庭で不

要になったものを販売できます。
※フリーマーケット出店要項の詳細
は、町田市ホームページをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１１月１０日㈯午前１０時～午後４時
（雨天時は祭りのみ開催、フリーマー
ケットは中止）
※１０月２７日㈯午前１０時３０分～正
午に市庁舎で出店者説明会を開催し
ます。説明会に欠席の場合は、申し込
みが無効になる場合もあります。
場町田シバヒロ
定２０組（申し込み順）
費１０００円（出店料）
※中止の場合は後日返金します。
申１０月４日正午～１８日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１００４Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トの出店者を募集します。
日１１月１１日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申１０月２０日までに直接または電話
で（一財）まちだエコライフ推進公社
（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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）

２０１９年度の園児募集
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

高齢者の相談窓口

木曽山崎あんしん相談室が移転します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

町田市戦没者追悼式を執り行います
問福祉総務課☎７２４・２５３７

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

　２０１９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。
　２０１８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２０１９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。なお、２０１９年４月から
公立保育園での医療的ケア児の受
け入れを開始します。
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１５
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
庭的保育者（保育ママ）、各子ども
センター、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１５日㈪から保育・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。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
が確認できる書類がそろっていな
い場合は、受け付けできません。

　木曽山崎あんしん相談室は、１０
月１日に木曽東へ移転し、「木曽あ
んしん相談室」に名称が変わりま
す。移転先の住所、電話番号は右記
のとおりです。
※木曽あんしん相談室は、山崎町
・山崎・木曽町・木曽西・木曽東（都
営木曽森野アパートを除く）・本町

田の一部にお住まいの高齢者の相
談窓口です。なお、山崎町の忠生第
２高齢者支援センターでも引き続
き相談をお受けします。
移転日１０月１日
移転先住所木曽東１－３４－１０、ち
ひろマンション１０１
移転先電話番号☎７９４・７９０１

　市では、明治以降各戦役の戦没
者、戦争犠牲者のご冥福を祈ると
ともに、恒久平和を祈念するため
の式典として、戦没者追悼式を実
施します（平服可）。
※天候等により中止及び内容が変

更になった場合は、前日に町田市
ホームページでお知らせします。
日１０月２５日㈭午前１０時３０分～
１１時３０分（開場は午前９時３０分）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。

　２人の民生委員・児童委員が新
たに委嘱されました。担当地区は
下表のとおりです。

※その他の担当は、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 担当委員

氏名・電話

町田第二 本町田 1700~2008、2035~2110 （新）原澤範子　☎721・5085木曽東 4丁目8~10
鶴川第一 薬師台 1~3丁目　全 （新）澁谷真奈美☎736・9056

申込受付日程表
会　場 日　程 受付時間

市庁舎2階会議室2－1 11月16日㈮、19日㈪、20日㈫、
21日㈬、26日㈪、12月7日㈮

午前9時～11時、
午後1時～3時30分

保育・幼稚園課（市庁舎2
階204）窓口 11月18日㈰、24日㈯
木曽山崎コミュニティセ
ンター 11月22日㈭
忠生市民センター 11月27日㈫
堺市民センター 11月28日㈬
鶴川市民センター 11月29日㈭、12月5日㈬
小山市民センター 11月30日㈮
市庁舎2階会議室2－2 12月3日㈪
南市民センター 12月4日㈫
なるせ駅前市民センター 12月6日㈭
※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。


