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平成から令和へ変わった2019年が、
間もなく終わろうとしています。

皆さんにとって、今年はどんな年でしたか。
町田市でもさまざまな出来事がありました。

かるたの絵札が、
どんな出来事か分かりますか？

問広報課 ☎☎724・2101

詳細は2面で！

今号の紙面から 　●3面　2018年度の決算状況と2019年度上半期の財政状況をお知らせします　●10面　AIスタッフ総合案内サービスを導入します
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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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ここ子ども向け施設が
続 と々オープン！

やや町田薬師池公園四季彩の杜の
整備が進行中！

　5月に三ツ目山公園冒険遊び場
（小山ヶ丘）、11月に南町田子どもク
ラブ（愛称＝つみき）がオープンし、
12月21日には小山子どもクラブ
（愛称＝さん）がオープンします。
問児童青少年課☎☎724・4097

にに認知症の人に
もっとやさしいまちへ

　スターバックスコーヒージャパン
（株）と「認知症の人にやさしい地域
づくりに関する包括的連携協定」を
結び、認知症の人や家族が交流する
「認知症カフェ（Dカフェ）」を市内す
べての店舗で開催しています。
問高齢者福祉課☎☎724・2140

みみ南町田グランベリーパークが
まちびらき！

　官民連携でつくり上げる新しいま
ち「南町田グランベリーパーク」が
11月にまちびらきしました。まち全
体がパーク（公園）のような、自然とに
ぎわいが融合した暮らしの拠点です。
問都市政策課☎☎724・4248

せせ芹ヶ谷公園“芸術の杜”
の一体的な整備を開始！

びび病児保育がより
手厚く、利用しやすく！

　10月に市内2か所目の病児保育室
「おおきな樹」がオープンし、体調が
悪くなった子どもを看護師が保育園
等に迎えに行く病児保育お迎えサー
ビスも開始しました。
問子育て推進課☎☎724・4468

おおオリンピック・パラリンピッ
クに向け機運醸成中！

　男子自転車競技ロードレースのテ
ストイベントや、インドネシアの空
手・パラバドミントンチームによる
合宿が市内で行われました。
問�オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎☎724・4442

　2024年を目標に、芹ヶ谷公園と、
6月に閉館した市立博物館を引き継
ぐ(仮称)市立国際工芸美術館の一体
的な整備に向け、検討を進めていま
す。8面関連記事もご覧下さい。
問企画政策課☎☎724・2103

まま（仮称）まちだ未来づくり
ビジョン2040策定中！

　地区別意見交換会や子育て世帯等
へのインタビューを通じて、市民の
皆さんの夢や思いを集めながら、
2022年4月から始まる新しい基本
構想・基本計画を策定中です。
問企画政策課☎☎724・2103

ららラグビーワールドカップ
2019™で国際交流！

のの野津田公園スポーツの森 市立陸
上競技場の増席工事が進行中！

きき町田市教育プラン2019-
2023を策定

　市の教育振興基本計画「町田市教
育プラン2019-2023」を策定しま
した。グローバル化を見据えた英語
教育やタブレット端末等を活用した
Ｉ Ｃ Ｔ教育に力を入れています。
問教育総務課☎☎724・2172

　市内で合宿したナミビア代表チー
ムとの地域交流イベントやパブリッ
クビューイング等、市内各地がラグ
ビーで盛り上がりました。
問�オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎☎724・4442

あああなたの夢をみんなで
実現！

　市民活動や地域活動を盛り上げ、
町田の魅力や活力を高める取り組み
「まちだ〇

まる

ごと大作戦18-20」を実施
しています。町田の魅力、夢を追いか
けるキラキラした笑顔を発信中！
問広報課☎☎724・4084

　西園（ウェルカムゲー
ト）の2020年4月のオー
プンに向け、指定管理者
が「NESＴ�Machida」に
決定しました。整備の進捗状況はプ
ロモーションサイトをご覧下さい。
問�公園緑地課☎☎724・4399、観光ま
ちづくり課☎☎724・2128

つみきつみき

さんさん

西園施設（イメージ）西園施設（イメージ）

　2021年2月の完成に向け、観客席
を1万5000席に増やす工事をふる
さと納税を活用して行っています。
2020年1月からはネーミングライ
ツにより、「町田GＩONスタジアム」
の愛称になります。
問公園緑地課☎☎724・4398

観客席（イメージ）観客席（イメージ）

2 2019．12．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です
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2018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。

※�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
待機児童解消対策事業（5億8198万円）、教育の情報化推進事業（3億9357万円）、鶴川
第一小学校改築事業（1億5958万円）、えいごのまちだ事業（1億4845万円）

●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
玉川学園コミュニティセンター整備事業（3億2448万円）、雨水管の整備（2億8009万
円）、がん予防対策推進事業（2億7742万円）、住宅耐震促進事業・緊急輸送道路沿道建
築物耐震化促進事業（2億3694万円）

●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
南町田駅周辺地区拠点整備事業（30億9578万円）、町田薬師池公園四季彩の杜整備事
業（5億1562万円）、芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業（2億9502万円）、野津田公園スポー
ツの森整備事業（2億8953万円）、東京2020オリンピック・パラリンピック等国際大会
推進事業（4649万円）

●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
循環型施設整備事業（17億625万円）、多摩都市モノレール延伸促進事業（3億1797万
円）、都市計画道路整備事業（2億6182万円）、鶴川駅周辺街づくり事業（5251万円）

■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。2018年度決算では、238の課・事業・会計について、フルコスト情報や資産・
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。238事業の課別・事業別行政評価シートのう
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ご紹介します。　※カッコ内は2017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38万3321円�（36万3118円）
学童保育クラブ入会児童数＝3667人（3752人）
施設の利用者負担の割合＝20.7％（18.0％）

　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、2019年度上半期（2019年4月1日～9月30日）の財政状況をお知らせします。

会    計 2019年9月30日時点元金現在高 （参考）2019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 729億6899万円 27億1959万円
下水道事業会計 455億6835万円 64億9111万円
病 院 事 業 会 計 109億2920万円 17億5025万円
合     計 1294億6654万円 109億6095万円

※ 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、都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備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・市庁舎などの建物や、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 2019年9月30日時点現在高
土地（公園、学校など） 709万39.72㎡
建物（学校、下水処理施設など） 94万5794.91㎡
物権（地役権、地上権） 1263.59㎡
無体財産権（著作権、商標権など） 84件
有価証券（株券） 2660万円
出資金 24億6806万7000円
物品（美術品、学校備品など） 1631点
債権（貸付金、和解金など） 4762万円
基金積立金 200億5694万円

■歳入歳出決算状況 一般会計・特別会計の歳入歳出決算額

その他　163億円

一般会計

1543億円
歳入

一般会計

1518億円
歳出

市税
684億円

国庫支出金
　280億円

都支出金
199億円 医療・生活

支援のため
761億円

医療・生活
支援のため
761億円

市政運営のため
　204億円

市政運営のため
　204億円

保健衛生･環境
のため　137億円
保健衛生･環境
のため　137億円

道路･公園等
整備のため　135億円
道路･公園等
整備のため　135億円

市債の返済のため　66億円市債の返済のため　66億円
消防･防災のため　51億円消防･防災のため　51億円 その他　19億円

（議会､産業振興）
その他　19億円
（議会､産業振興）

市債
72億円

繰入金
63億円

繰越金
49億円

使用料・手数料　33億円

差引収支
25億円 教育のため

　145億円
教育のため
　145億円
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※  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 1647億1493万円 730億7519万円 44.4%

576億5170万円 35.0%

特

別

会

計

国民健康保険事業会計 419億6044万円 164億3626万円 39.2%
151億4185万円 36.1%

下 水 道 事 業 会 計 100億3410万円 44億755万円 43.9%
37億1043万円 37.0%

介 護 保 険 事 業 会 計 351億5192万円 158億8220万円 45.2%
135億1252万円 38.4%

後期高齢者医療事業会計 115億5328万円 49億4863万円 42.8%
36億217万円 31.2%

小 計 986億9974万円 416億7464万円 42.2%
359億6697万円 36.4%

合 計 2634億1467万円 1147億4983万円 43.6%
936億1867万円 35.5%

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

2018年度の決算状況と2019年度上半期財政状況をお知らせします

2019年度上半期財政状況（2019年9月30日現在）

　多摩26市における、町田市の財政指標等の順位は以下のようになりました。■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）※臨時財政対策債を歳入に含む
順　位 市　名 比　率

1位 府中市 83.9%
9位 町田市 91.3%
26位 羽村市 100.7%

26市平均 93.2%
基金積立金現在高とは、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）※市民1人あたり
順　位 市　名 現在高

1位 武蔵野市 29万5377円
21位 町田市 5万368円
26位 西東京市 3万4851円

26市平均 8万3957円
市債元金現在高とは、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）※市民1人あたり
順　位 市　名 現在高

1位 多摩市 9万4288円
9位 町田市 17万6085円
26位 あきる野市 31万2393円

26市平均 19万7509円

（税込）

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 137億7523万円 65億6227万円 47.6%
支出 145億9468万円 63億1220万円 43.3%

資本的
収支

収入 7833万円 7443万円 95.0%
支出 9億6462万円 4億3244万円 44.8%

（税抜）
患者数 料金収益

入院 6万4814人 40億8831万円
外来 13万4042人 16億3017万円

■公営企業会計（町田市民病院）の状況
　町田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。

〈2017年度決算との比較〉
　歳入総額は、前年度より4億円増加しました。これは、都支出金が4億円増加したことなどによります。
　歳出総額は、前年度より27億円増加しました。これは、道路・公園等整備のための支出が19億円、保健衛
生・環境のための支出が11億円増加したことなどによります。

●小学校給食
給食1食あたりコスト＝550円（568円）
年間延べ給食提供食数＝451万9000食（455万4000食）

●生活保護
被保護世帯1世帯あたりコスト＝年間252万117円
　　　　　　　　　　　　　　　（254万4598円）
月別被保護世帯数の平均＝5666世帯（5605世帯）
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健康案内健康案内
市 民 公 開 講 座
　町田市薬剤師会と共催です。
※要約筆記があります。
日２月８日㈯午後２時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
※公共交通機関をご利用下さい。
内「睡眠薬！私に必要？ずっと飲んで
て大丈夫？」「ジェネリック医薬品に
ついて分かりやすく説明します！」
講町田市薬剤師会理事・高橋克也氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月１７日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１２１７Ｂへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

か ら だ 測 定 会
　お子さん向けコーナーもあります。
※運動教室に参加する方は、動きや
すい服装でおいで下さい。
対①市内在住の女性②市内在住の方
日１２月１８日㈬、受け付け＝①午前９
時２５分～９時４５分②午前１０時４５分
～１１時１０分
場健康福祉会館
内血管年齢・骨の健康度測定、口の健
康チェック、ＦＣ町田ゼルビアスタッ
フによる運動教室、①のみ＝しこり
チェッカー（乳がん自己触診用）、保
健師・栄養士による結果説明、講話
問保健予防課☎７２２・７９９６

募　集募　集
シルバーピア「あいはら」入居者
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たしている
方　①市内に３年以上居住している
満６５歳以上の単身者で、自立した生
活を営める②平成３０年中の所得が
２５６万８０００円以内である③立ち退
きなどで住宅に困窮している

募集戸数単身用１ＤＫ１戸
入居時期３月１日以降
申込用紙配布期間１２月２５日㈬まで
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市
庁舎１階）、各市民センター、木曽山
崎連絡所、各駅前連絡所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、１２
月２７日午後５時までに直接高齢者福
祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
町田市民病院
病 院 ボ ラ ン テ ィ ア
対１６歳以上の健康な方（未成年は保
護者の許可が必要）
日月～金曜日（祝休日を除く）、午前９
時～午後３時の間で都合の良い時間
内入院患者の受付後の病棟への案
内、外来案内、手作業（材料作り等）
問同病院総務課☎７２２・２２３０（内線
７４１４）
まちだくらしフェア２０２０
参 加 団 体
　市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境・経済・福祉な
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などを行
う「まちだくらしフェア２０２０」（７月３
日、４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。
※今年参加した団体へは個別に通知
します。
※第１回実行委員会を、１月１０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７日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
２０２０町田さくらまつり～芹ヶ谷公
園会場
出 店 ・ 出 演 団 体
対市内で活動する市民団体等
日４月４日㈯、５日㈰、午前１０時～午
後４時
【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売

※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）。
【ステージ出演】
出演時間３０分以内
費１団体１万円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
定各日若干数（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
申募集要項を参照のうえ、応募用紙に
記入し、添付資料とともに１２月２５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
（町田市観光コンベンション協会）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり課（市庁舎９階）、町田市観光コ
ンベンション協会で配布しています
（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市観光
まちづくり課☎７２４・２１２８

お知らせお知らせ
米空母艦載機による
航空機騒音の解消等を要請
　市は、神奈川県及び厚木基地周辺

市とともに、１１月６日、７日に内閣総
理大臣、駐日米国大使、在日米海軍司
令官らに対し、米空母艦載機による
航空機騒音の解消等を要請しまし
た。
問企画政策課☎７２４・２１０３
１２月２２日は
マイナンバーカード及び電子
証明書の手続きができません
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎１階）と各市
民センターで、月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に交付してい
ます。１２月２２日㈰は、全国システム
がメンテナンスにより休止するた
め、同カードの交付を行えません。ま
た、住所異動に伴う同カードに関す
る各種手続き（継続利用・券面事項の
変更等）、電子証明書に関する手続き
も行うことができません。ご理解ご
協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおりご利用いただけます。
問市民課☎７２４・２１２３

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２０日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～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

パブリック
コメント
予　告

　１月８日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施
を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案 件 名 町田市地域防災計画第１章～３章（修正案）
募集期間 １月８日㈬～２月５日㈬

案の公表
方法

・本紙１月１日号に概要を掲載
〈１月８日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・FAX　・Ｅメール
・防災課（市庁舎3階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 防災課☎724・３2１8

職　種 対　象 勤務時間 勤務場所 募集人数
報酬（別途通勤手当相当分支
給有り）/社会保険・雇用保険
の加入の有無

選　考 申し込み・
問い合わせ

教育センター

適応指導教
室指導員

次のすべてに該当する方
①中学校教諭普通免許状を有する
②中学校における不登校指導経験者
③中学校における特別支援教育、及び生
活指導経験者

午前8時３0分
~午後３時１5
分、月１2日

教育センター 若干名 月額１１万１600円/無し

１次=論文、
2次=面接

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１2月25
日午後5時まで（消印有効）
に直接または郵送で教育
センター管理担当（☎79３
・248１）へ

スクール
ソーシャル
ワーカー

次のいずれかに該当する方
①社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉
に関する専門的な資格を有する
②福祉や教育の分野において、専門的な
知識・技術を有する
③福祉や教育の分野において、活動経験
の実績等がある

午前8時20分
~午後5時5分、
月１6日

指導課（市庁
舎１0階）等 若干名 月額24万8000円/有り

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１月8日
午後5時まで（必着）に直接
または郵送で教育センタ
ー 管 理 担 当（ ☎79３・
248１）へ

A：総合教育
相談員

次のすべてに該当する方
①（公財）日本臨床心理士資格認定協会が
認定する臨床心理士資格、または（一社）
臨床発達心理士認定運営機構が認定する
臨床発達心理士の資格を有する、あるい
は今後資格取得が可能である
②20１9年度中に大学院を修了見込み、も
しくは修了している

午前8時３0分
~午後5時、月
１6日または月
8日

教育センター
月１6日=
１0人程度、
月8日（Cの
み）=若干名

月額26万4000円/有り

１次=論文、
2次=面接・
実技等

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１月6日
まで（必着）に郵送で教育
センター教育相談担当（☎
792・6546）へ

B：専任教育
相談員 月額24万6000円/有り

Ｃ：教育相談
員

月１6日=月額22万8000円/
有り、月8日=月額１１万4000
円/無し

教育総務課 一般事務
心身ともに健康で、学校教育に理解があ
り、基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル等）ができる方

午前8時１5分
~午後4時45
分、月１6日

市立小・中学
校 8人程度 月額１9万2200円/有り １次=論文、

2次=面接

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１2月27日
まで（必着）に郵送で教育総
務課（☎724・2１7３）へ

募集内容、申し込み方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページからダウンロード、または問い合わせ先の各窓口で
配布）をご覧下さい。
任用期間4月１日~202１年３月３１日　　※勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（Cの月8日勤務を除く）。

会計年度任用職員募集
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■問納税課　724・212112月は、「固定資産税・都市計画税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

お知らせお知らせ
都市農地を保全するために
農 地 を 生 産 緑 地 に�
追 加 し ま せ ん か
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内にある②登記地目及び固
定資産税の課税地目が田・畑（農地）
である③現に耕作されており、３０年
以上農業経営等の継続が期待できる
④公害・災害の防止、農業と調和した
都市環境の保全等に相当の効果があ
り、公共施設等の敷地の用に供する
土地として適している⑤一団を形成
する区域の面積が３００㎡以上の規模
である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図の写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を、１月１４日～３１日に直接農業
振興課（市庁舎９階）へ（正午～午後１
時を除く）。
※生産緑地地区指定願書は農業振興
課で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６９

高齢者の福祉や介護に関
するアンケート調査

　市では、今後の高齢者福祉施策に
役立てるため、アンケート調査を実
施します。

　次の要件を満たす３０００人の市民
の方に、アンケート用紙を郵送して
います。ご協力をお願いします。
対市内在住の６５歳以上で、要介護１
～５の方
回答期限１２月２７日㈮まで
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
貸し出します
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、早期の使用で救命
の確率を高めることができる医療機
器です。イベントの際などに貸し出
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
イベントを開催する町内会・自治会、
その他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間

（７日以内）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥ
Ｄの操作を含む普通救命講習会等の
修了者、医師、看護師、保健師、救急救
命士のいずれか）を配置しているこ
とが条件です（原則としてＡＥＤの設
置施設で開催するイベントには貸し
出し不可）。
申貸出希望期間の２か月前～７日前
に、貸出申込書（保健総務課〔市庁舎
７階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と有資格者の資
格証の写しを、直接または郵送で保
健総務課へ。
※貸出期間の予約は電話で受け付け
ます。

※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝え下さい。
問保健総務課☎７２４・４２４１
東京家政学院大学のテニスコートを
貸 し 出 し て い ま す

　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０階〕で配布、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、郵
送（登録証送付用１４０円切手〔登録証
が２枚となる場合は２１０円切手〕を
同封）でスポーツ振興課へ。
※後日登録証を送付します。
【団体登録後の利用方法】
　開放時間等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
日土・日曜日（除外日も有り）

場東京家政学院大学（相原町）
申往復ハガキに必要事項を明記し、
利用を希望する月の前月１０日まで

（消印有効）にスポーツ振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座
三島由紀夫展～「肉体」という� �
second�language
関 連 講 演 会

【三島由紀夫という謎】
　１月１８日～３月２２日に町田市民文
学館で開催する冬季企画展「三島由
紀夫展～『肉体』というｓｅｃｏｎｄ ｌａｎ
ｇｕａｇｅ」の関連講演会として、三島
由紀夫と親交のあった詩人・高橋睦
郎氏にお話しいただきます。
日１月２６日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
申１２月１９日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９１２１９Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

　広袴不動尊の屋根にも、近所の畑
にも真っ白に霜が降りて本格的な冬
になりました。ジョウビタキに続い
てツグミやシメもやってきました。
月の初めに薬師池公園四季彩の杜の

「紅葉まつり」をのぞいてきました。
この秋の台風にもめげず、美しい紅
葉になっていて、今年も楽しませて
いただきました。薬師池には、カルガ
モやカイツブリに加えて、今年もキ
ンクロハジロがやってきました。
　さて、こちらも恒例となった「市民
協働フェスティバル『まちカフェ
！』」、今年で１３回目、出展団体は８１
団体を数え、多くの市民の参加でに
ぎやかに開催されました。市庁舎１
階のワンストップロビー、２階、３階
の廊下や会議室などは、出展のブー
スと来場者であふれるほどの盛況で
した。
　「まちカフェ！」は、市内のそれぞ
れの地域のさまざまな課題を解決し
よう、地域の魅力を伝えようという
活動を展開している市民、団体の交
流の場として開かれています。
　今年は、新しく４月にスタートし
た「（一財）町田市地域活動サポート
オフィス」も市庁舎２階の市民協働
おうえんルームで活動紹介のブース
を設けていました。同じく２階の「ま
ちママ♡Opｅｎｄａy」や、３階のプラ
ネタリウム、まちカフェ！ステージ
等、どのブースも盛況でした。まちだ

○
まる

ごと大作戦、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピックのＰＲブースも
設営されて、２０２０年に向けてもう
一段の盛り上げを図っていました。
　現代は、さまざまな課題に、町内会
・自治会を始めとする地域の多様な
団体が自発的な活動を通じてその解
決に取り組んでいます。市内各地区
で展開している「地区協議会」も多様
な活動を担っている団体の協働の場
であり、活動支援の組織です。「（一
財）町田市地域活動サポートオフィ
ス」も、多様な団体の活動について、
組織や運営のノウハウ提供を通じて
支援をしています。
　地区協議会やまちだ○

まる

ごと大作戦
の活動を通じて、地域の自主的な、独
創的な試みが定着し始めている、そ
んなことを感じられたこの１年でし
た。
　改めて、「まちカフェ！」実行委員
会の皆さんに御礼申し上げます。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１５５

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
新・町田市子どもマスタープラ
ン【後期】（案）

問子ども総務課☎７２４・２８７6
　市では、子ども施策の基本計画「新
・町田市子どもマスタープラン」を、
２０１５年度からの１０年計画として策
定し、前期行動計画（５年計画）を進
めてきました。その間にも、少子化や
社会環境の変化から、子どもと家庭
を取り巻く問題は多様化してきまし
た。
　このような状況の中、国の動向や
社会状況の変化に対応しつつ、子ど
も・子育ての支援を切れ目なく推進
していくため、市長から諮問を受け
た「町田市子ども・子育て会議」で後
期行動計画（案）を検討しました。
【概要】
○計画の期間　
　２０２０年４月～２０２５年３月
○計画の基本理念
　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
○後期行動計画の特色　
・子どもに関する施策を一体的に推
進するに当たり、待機児童対策や地
域の子育て支援等の計画である「町
田市子ども・子育て支援事業計画」す
べてを取り込み、具体的な取り組み
や数値目標を見直しました。
・下位計画である「町田市子ども発
達支援計画（第一期障害児福祉計
画）」「町田市子育て支援ネットワー
ク連絡会レポート（子育て世帯の自
立応援プロジェクト実施計画）」や、
関連施策も取り込み、「子どもに関す
る施策を統合した計画」として策定
します。
・計画の体系は、基本理念・基本的な
視点・基本目標を引き継ぎ、目指す姿
や基本施策はより分かりやすくなる
ように整理をしました。
○募集期間　
　１２月１６日㈪～１月１５日㈬

○資料の閲覧・配布　
　計画（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
口で開所日時が異なる）。
　子ども生活部各課窓口（市庁舎２
階）、町田市子ども発達センター、大
地沢青少年センター、各子どもセン
ター、各地域子育て相談センター、学
童保育クラブ（中央・つるっこ・相原
たけの子）、市政情報課・広聴課（市庁
舎１階）、各市民センター、木曽山崎
連絡所、各駅前連絡所、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、各市立図書
館、町田市民文学館
○意見の提出方法　
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または子ど
も総務課ほか、資料を配布している
窓口へ直接提出して下さい。郵便の
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　
　子ども総務課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、市庁舎２階、☎７２４・
２８７６返０５０・３１０１・８３７７遍ｍｃｉｔy
４２３０＠ｃｉｔy．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋyｏ．ｊp）

―注意事項―
○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。
○電話や窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への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及び上記資料
配布場所で公表します。

市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」の様子
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催し・講座催し・講座
ことばらんどでお正月

　町田市民文学館でお能や競技カル
タの体験をしませんか。家族での参
加も歓迎です。
【新年を寿

ことほ

ぐ！はじめてのお能体験
教室】
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１月１１日㈯午後１時～３時３０分
内お能についての講義、謡・仕舞・道
具の体験
講シテ方金春流能楽師・井上貴覚氏
定小・中学生１０人、高校生以上１０人
／申し込み順
【みんなで楽しむ競技カルタ会】
対小学生以上の競技カルタ初心者
日１月１２日㈰午後２時～４時
内百人一首についての講義と競技カ
ルタの体験
講高砂かるた会
定１６人（申し込み順）

◇
場町田市民文学館
申１２月１７日午前９時から電話で同
館（☎７３９・３４２０）へ。
国際版画美術館
リトグラフ一日教室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１月３１日㈮、２月１日㈯、午前１１時
～午後４時（各回とも同一内容）
※両日への申し込みはできません。

対市内在住、在勤、在学の方
日１月１８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１２月１７日正午～１月１４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１２１７Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

　詳細は講座案内チラシ（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）をご覧下さい（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）。
【①作品鑑賞を楽しみましょう～自
分らしく絵の世界を味わうために】
　作品鑑賞の理論や鑑賞の仕組み等
についての講義、スライドを使った
鑑賞レッスンを行います。
日２月１５日、２２日、２９日、いずれも
土曜日午前１０時３０分～正午、全３回
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定２０人（抽選）
費２５００円
【②パーソナル・ミニドキュメンタリ
ー映画をつくろう～身近な“あの人”
の声なき声に、カメラで耳を澄ます】
　取材・撮影・編集・上映・フィードバ
ックという制作プロセスを体験しな
がら、ミニドキュメンタリー映画を
１人１本制作します。
日２月１６日㈰午前１０時～午後４時
３０分、２４日（振休）午前１０時～午後
０時３０分または午後１時３０分～４
時、２９日㈯午後１時３０分～４時３０
分、全３回
講東京造形大学映画・映像専攻助教　
　川部良太氏
定８人（申し込み順）

場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定各８人（抽選、結果は１月１０日ごろ
郵送）
費３０００円
申１月６日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９１２１３Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
相談からはじめる地域での仕事探し
町田市介護人材バンク

【出張・相談登録会ｉｎ木曽森野コミュ
ニティセンター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じて多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日１２月２５日㈬午後１時３０分～４時
場木曽森野コミュニティセンター　
第２会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎７２４・
２９１６

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。講座終了後に、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。

費２５００円
◇

対１５歳以上の方（中学生を除く）
場町田市生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①１月１４日まで②２月１０
日まで（いずれも必着）に、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）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその保護者、妊婦
の方
日１２月１７日㈫、１月７日㈫、１４日㈫、
２１日㈫、２月４日㈫、１１日㈷、１８日
㈫、午後２時～４時（自由遊び時間を
含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親
日１２月２２日㈰、１月２６日㈰、２月２３
日㈷、午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１

認可保育園を運営する費用の状況 問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

市税の納付は

安心・便利な口座振替を！
問納税課☎７２４・２１２１

町田市プレミアム商品券

1月21日まで申請期限を延長します！
問産業政策課☎７２４・３２９６

【申込書の請求はお電話で！】
　２０２０年度からの口座振替の申
し込みを受け付けています。申込
書を送付しますので、納税課へご
連絡下さい。利用できる各税目の
申込期限は右表のとおりです。
【口座振替にするメリット】
①納付のために金融機関等へ出向
く必要がない。
②各納期に指定口座からの振替を

行うため、納め忘れがない。
申申込書に必要事項を記入・押印
のうえ、郵送で納税課へ。

　２５％のプレミアムが付く「町田市
プレミアム商品券」（使用期間＝２月
２９日まで）の購入要件にあたる、

「２０１９年度の住民税が非課税の方」
の購入申請の受付期限を延長しま
す。購入対象者１人につき最大２万 
５０００円分（販売価格２万円）購入で
きます。対象と思われる方には、１０
月中旬までに市から申請の案内を送
付しています。
※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。
申請方法すでに市から発送している
申請書に記入し、１月２１日まで（消印
有効）に返信用封筒で送付。

※対象者要件が確認でき次第（約１
～２週間後）、購入引換券をお送りし
ます。
※申請が期限間際となる方には、１
月２９日㈬ごろ購入引換券が届きま
す。購入期間に余裕を持って申請し
て下さい。
※商品券は１月３１日㈮まで、産業政
策課（市庁舎９階）及び市内の郵便局
で購入いただけます。

「プレミアム商品券」をかたった
振り込め詐欺や個人情報の
詐取にご注意下さい。

2020年度からの口座振替申込書提出期限
税　目 申込期限

固定資産税
都市計画税 2月13日

軽自動車税 2月28日
市・都民税 4月1日
国民健康保険税 4月24日

　認可保育園は、保護者の就労や病
気などの理由により、家庭で保育で
きない児童を保護者に代わって保育
する児童福祉施設です。
　２０１９年度は、市内の保育園等の
定員を３６５人分増やし、市立・私立合
わせて７４園の認可保育園で保育を
行っています。
　運営には右図のとおり、国が定め
る保護者負担基準の一部を公費で負
担し、保護者の負担を軽減していま
す。
　保育料は、保育園運営の大切な費
用の一部となっています。納期限を
守って納付して下さい。なお、納期限
までにお支払いいただけない場合

は、差し押さえ等の滞納処分をする
ことがありますので、納付が困難な
場合は、事前にご相談下さい。

国が定める
割合

認可保育園の運営にかかる児童１人当たりの費用 10万6461円／月
認可保育園の運営費の負担割合

町田市の
状況

国
33.8％

3万6003円

国
33.8％

3万6003円

都
15.5％

1万6469円

都
15.5％

1万6469円

市
30.2％

3万2185円

保護者
20.5％

2万1804円

市
15.5％

1万6469円

保護者
35.2％

3万7520円

※入所児童数・運営費用とも、市の直接運営の公立保育所は除いています。

2018年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万3956人
月平均入所児童数 6163人
月額平均保育料 2万1804円

2018年度の運営費用の状況
国 26億6265万円
都 12億1799万円
市 23億8031万円

保護者 16億1250万円
合　計 78億7344万円
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思 春 期 講 座
【思春期＝「１５の私」と向き合う】
　１５歳のときの自分を振り返って、
思春期の子どもに親はどう関われば
良いのか、考えてみませんか。受講者
にはポーチをプレゼントします。
対思春期の子どもがいる保護者
日①１月３１日②２月７日③２月１４日
④２月２１日⑤２月２８日、いずれも金
曜日午前１０時～正午、全５回
場生涯学習センター
講①③④⑤都留文科大学特任教授・
宮下聡氏②市立中学校養護教諭
定３０人（申し込み順）
申１２月１６日午前９時から電話で同
センター（☎７２８・００７１）へ。
小学校低学年の保護者向け講座

今どきの小学生の困った… 
み ん な ど う し て る？

　小学校入学により生じるさまざま
な困りごとについて、同年代の子ど
もがいる保護者同士で情報交換をし
たり、アンガーマネジメントや子ど
もへの対応について学びます。
対市内在住の５・６歳児（年長クラス）
～小学３年生の子どもがいる保護者
※保育はありません。また、子ども同
伴での受講はできません。
日①２月１日②２月１５日③２月２９日、
いずれも土曜日午後２時～４時、全３

応募締切１月１０日㈮まで
※詳細は、観光まちづくり課（市庁舎
９階）、町田市観光コンベンション協
会で配布する募集要項等をご覧下さ
い（町田市ホームページでダウンロ
ードも可）。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【冬の野鳥観察】
　双眼鏡やフィールドスコープを使
って観察します。
日１月５日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
定１５人（申し込み順）
申１２月１６日午前９時から電話で同
公園（☎７９２・１３２６）へ。

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講
習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早
期の再就職を考えている女性
日１月２２日㈬～２４日㈮、午前１０時
１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作る

定１８人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク町
田マザーズコーナー（☎７３２・８５６３、
受付時間＝月～金曜日の午前９時３０
分～午後５時）へ。保育希望者（６か月
以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

地産地ＳＨＯＷコンサート 
ｉｎ 生 涯 学 習 セ ン タ ー

【山澤慧チェロリサイタル】
　藝大フィルハーモニア管弦楽団等
の首席チェロ奏者を務める、町田市
出身のチェロ奏者・山澤慧氏による
リサイタルを開催します。
日１月２８日㈫午後２時～３時３０分
場生涯学習センター
曲目バッハ「無伴奏チェロ組曲第１
～６番」より抜粋　他（予定）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午～１７日
午後７時にイベシス（インターネッ
ト）コード１９１２１８Ａへ／２次受付＝
１２月１８日正午～１月２３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（０歳
以上の未就学児、申し込み順に８人）
は電話で併せて申し込みを。
問文化振興課☎７２４・２１８４

回
場生涯学習センター
内①スマホ・ゲームとの付き合い方
②子どもの困りごと、解決のコツ③
感情と上手に付き合う
講（特）コミュニティカウンセリング
センター理事・長澤恵美氏、清水正江
氏
定２０人（申し込み順）
申１２月２５日午前９時から電話で生
涯学習センター（☎７２８・００７１）へ。
日本フットパス協会

設立１０周年記念シンポ
ジウム等を開催します

　フットパスとは、地域に昔からあ
るありのままの風景を楽しみながら
歩くことができる小

こ

径
みち

のことです。
市内には、３５のフットパスコースが
あり、市ではこのフットパスコース
を歩く観光を推進しています。この
度、市が加盟する日本フットパス協
会の設立１０周年を記念したシンポ
ジウム等が開催されます。
日・内①２月８日㈯午後２時～５時＝
シンポジウム（基調講演、トークセッ
ション等）②２月９日㈰＝フットパス
コースのガイドウォーク（コースに
より時間が異なる）
場①ベストウェスタン レンブラン
トホテル東京町田（原町田）②市内フ
ットパスコース

成人健康診査の受診はお済みですか 問保険年金課☎７２４・２１３０

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。 市HP 検索市民の広場
●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）。 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、各会場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）

コール・ウィステリア　クリスマスミニコンサート １２月１７日㊋午後２時～３時 生涯学習センターホール 無料 コール・ウィステリア☎７３４・０２１１ 直接ご来場大歓迎です！！

皆でブレイン体操をしよう！ １２月２１日午前９時～９時３０分 町田シバヒロ 無料 マチダクラブ☎８５０・９０８４

気軽に楽しくフラワーアレンジを作ってみよう！ １２月２１日㊏午前１０時 木曽山崎コミュニティセンター １５００円 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５ 要予約　花代のみ　月１回

親子・幼児・小学生・キッズダンス講座 １月８日㊌午後１時１５分から、三部構成 ひなた村第１レクルーム 無料 輪湖☎０９０・９３０９・８２４４　要予約 １歳～詳細・時間要ＴＥＬ確認

吹き矢教室健康吹き矢ご一緒に吹いてみませんか １月１０日㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民センターまたは大蔵会館 ５００円 モーニング吹矢須藤☎０８０・１１５７・４７７６ １月１５日、１７日も開催

百人一首かるた会～ちはや会（小～高校生） １月１１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 初心者の方も歓迎します

「かしの木山」で冬鳥たちに逢おう！～探鳥会 １月１２日、２月９日午前９時３０分 かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ広田☎７２５・２４０７ 中央広場集合・雨天中止

新春そば打ち体験～そばを打ち昼に試食します １月１３日㊗午前１０時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 ８００円 おやじクラブ☎０８０・１２８４・２４２９ 初めての方歓迎　要連絡

いきいき薬膳 １月２３日㊍午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センター調理室 ２５００円 清水玲子☎７２８・５６２８ 講話と実習

和太鼓公演町躍皷（まちやっこ）２０周年コンサート ５月６日振休 午後１時開場、１時３０分開演 町田市民ホール 無料 町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５ 申込不要、ご来場下さい！

市庁舎内に入って見ることもできます。日12月20日㈮､25日㈬､午後6時から､6時30分から（各約5分間）問市有財産活用課☎724・2165市庁舎冬限定ライトアップ !

　５月～６月に受診券をお送りした成人健康診査の受診期
限は１月末または２月末です。まだ今年度受診されていない
方は、早めの受診をおすすめします。
費５００円
申実施医療機関へ直接申し込み。
※実施医療機関や費用の免除対象者等、健診の詳細は町田
市代表電話（☎７２２・３１１１）や町田市ホームページでご案
内しています。

【医療費は年々増加しています】
　町田市国民健康保険における１人当たりの医療費は年々
増加傾向にあり、国保財政の収支バランスの悪化原因とな
っています。病気を予防・早期発見し、高額な医療費がかか
る前から健康維持に努めることが、医療費の増加を抑える
ために重要です。

　また、定期的な健診の受診は病気の予防・早
期発見による健康の維持・増進に効果的です。

健診の受診がお済みでない方は、積極的な受
診をお願いします。
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加入者1人当たりの医療費

町田市国民健康保険加入者の
成人健康診査受診率

病気の予防・早期発見のために
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●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【２歳児あつまれ！〈お正月〉をあそぼ！】
　直接会場へおいで下さい対２歳児
とその保護者日１２月２４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
【ことばらんどでお正月！はじめて
の人のための百人一首かるた会】
対百人一首かるた初心者の小学生日
１月１２日㈰午前１０時～正午場同館
内初心者向けのかるた遊び、百人一
首の解説講歌人・天野慶氏定２５人
（申し込み順）申１２月１７日午前９時
から電話で同館へ
●保健予防課☎７２２・７９９６
【食育ツーリズム～牛の乳しぼり＆
ソーセージ作り体験　あったかスー

プのできあがり】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育む体験です。牛の乳しぼ
りや「独逸屋」の店主に習ってソーセ
ージを作り、それを使ってホットド
ッグとミルクスープを作ります対市
内在住の３歳～中学生とその保護者
（親子参加必須）日１月１８日㈯午前９
時～午後３時、集合はＪＲ横浜線相原
駅西口広場、解散はＪＲ横浜線矢部駅
周辺／専用バスで移動します場北島
牧場（相模原市）、東京みるく工房ぴ
ゅあ（相原町）、忠生市民センター定
２４人（抽選）費１人２２００円（各種体
験費、食材費、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、１２月２５日までに

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）／詳細は同ギャラリー（☎
８５０・９３１１、受付時間＝午前１０時～
午後７時）へお問い合わせ下さい
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学４～６年生は１人での参加
も可）日１月２５日㈯午後０時３０分～
２時３０分場サン町田旭体育館内トラ
ンポリンや複合種目、ボッチャ等講
町田市スポーツ推進委員定７０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申１２月２２日までにイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ

●子どもセンターただＯＮ☎７９４・
６７２２
【クリスマスデー】
日・内１２月２５日㈬、①午前１１時～
１１時４５分＝音であそぼＯＮ②午後
１時～３時＝Ｌｅｔ'ｓクックＯＮ、オーナ
メントづくり（いずれも材料が無く
なり次第終了）③午後３時～４時＝わ
くわくタイム費Ｌｅｔ'ｓクックＯＮの
み１００円
●子どもセンターばあん☎７８８・
４１８１
【冬まつり】
日１２月２２日㈰午前１０時～午後３時
場子どもセンターばあん内ゲーム、
工作、遊びのコーナー、ステージ発
表、模擬店（有料）等

●千代田区立神田一橋中学校～通信
教育課程生徒募集
対都内在住、在勤で、次のいずれかに
該当する方　①尋常小学校か国民学
校初等科を修了したが、高等学校の
入学資格がない②現行制度での義務
教育が未修了で、学齢相当年齢を超
過した（①に準ずる）選考日２月１日
午前１０時から申出願書類（同中学校
で配布）を１月２４日まで（消印有効）
に直接または郵送で同中学校へ問同
中学校☎０３・３２６５・５９６１
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は、時間額１０１３円に改正されまし
た。都内で働くすべての労働者（都内
の事業場に派遣中の労働者を含む）
に適用されます／業務改善助成金等
の詳細はお問い合わせ下さい（キャ
リアアップ助成金・人材確保等支援
助成金については、事業所の所在地

を管轄するハローワークまたは東京
労働局ハローワーク助成金事務セン
ター助成金第二係〔☎０３・５３３２・
６９２３、６９２４〕へお問い合わせを）問
同局労働基準部賃金課☎０３・３５１２
・１６１４、東京働き方改革推進支援セ
ンター（ワン・ストップ無料相談窓
口）錆０１２０・２３２・８６５
●八王子都税事務所～年末年始の窓
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
の申告・納税・証明等の事務の取り扱
いは、年末は１２月２７日まで、年始は
１月６日からとなります。１２月２８日
～１月５日に申告書・申請書を提出す
る場合は、都税事務所・都税支所等に
設置の「申告書等受箱」を利用して下
さい問同事務所☎０４２・６４４・１１１２
●八王子年金事務所～ねんきんネッ
トをご活用下さい
　パソコンやスマートフォンを利用
して、最新の年金加入記録の確認や
将来受け取る年金の見込額をさまざ
まな条件に応じて試算できます。ま

た、国民年金保険料の免除や猶予の
承認を受けた期間について、追納可
能な月数や金額を確認することもで
きます（２４時間利用可）／詳細は日
本年金機構ホームページを参照問ね
んきん定期便・ねんきんネット等専
用ダイヤル☎０５７０・０５８・５５５、
０５０から始まる電話の方＝☎０３・
６７００・１１４４
●町田市観光コンベンション協会～
新春２０２０原町田七福神巡り　年初
め開運祈願　ガイドウォークツアー
日①１月１０日②２月１日③１月２２日
④２月２０日、午前９時４５分から２時
間３０分程度、集合は町田ターミナル
プラザ市民広場（小雨実施）内①②七
福神巡り＆骨

こっ

董
とう

市③④七福神巡り＆
宗保院の坐禅体験（３０分程度）費①
②各１３００円③④各１５００円（保険
料、七福神色紙代、資料代等含む）申
希望ツアー番号・希望日・参加者住所
・氏名・電話番号・生年月日・性別を
明記し、①１月８日まで②１月３０日ま
で③１月２０日まで④２月１８日まで
に、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）
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１
月７日、２月４日、午前９時３０分から場
わくわくプラザ町田３階講習室問同
センター☎７２３・２１４７
●町田市点訳赤十字奉仕団～点訳ボ
ランティア養成講座受講生募集
対講座終了後、点訳ボランティアと
して活動できる方日１月２１日～
２０２１年３月１６日、全２９回場せりが
や会館費４０００円申住所・氏名・電話
番号・年齢を明記し、１月１０日まで
（必着）に町田市点訳赤十字奉仕団講
座係（〒１９４－００１３、原町田４－２４
－６、せりがや会館内）へ／折り返し
説明資料を送付します問同奉仕団☎
７３５・６１９２

情報コーナー

子どものイベントカレンダー 詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

国際版画美術館企画展　版画の彩展２０１９

全国大学版画展
問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１、０８６０

公園・美術館一体整備に向けた

芹ヶ谷公園“芸術の杜”コンセプト（案） 
ご意見を募集します！

問企画政策課☎７２４・２１０３

　市では、芹ヶ谷公園と（仮称）国
際工芸美術館の一体的な整備に向
けた検討を進めています。今年８
月に開催したスタートアップミー
ティングに始まり、これまで多く
の方のご協力をいただきました。
　この度、公園の再整備の考え方
や活用アイデア等をまとめた「芹
ヶ谷公園“芸術の杜”コンセプト
（案）」についての市民の皆さんの
ご意見と、公園の活用アイデアを
募集します。
　また、募集にあたって、内容等に
ついての報告・意見交換も行いま
すので、ぜひご参加下さい。
【意見の募集】
資料の閲覧・配布企画政策課（市庁
舎４階）、各市民センター等
※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１６日～
１月１７日に直接、ＦＡＸまたはＥメ

ールで企画政策課（返０５０・３０８５
・３０８２遍ｍｃｉｔｙ４２４０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃ
ｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
○注意事項
・書式は自由です。
・電話、窓口での口頭による意見
はお受けできません。
・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予
定です。
【コンセプト（案）の報告・意見交換】
日１２月２１日㈯午前１０時３０分～
正午（受け付けは午前１０時から）
場国際版画美術館講堂
定１５０人（先着順）
※公共交通機関をご利用下さい。

　全国の大学・短期大学・専門学校
の学生による版画が一堂に集まり
ます。
　新鮮な表現、意欲的な挑戦、ある
いは社会へのメッセージなど、限
りない可能性を感じさせる作品
が、展示室いっぱいに並びます。
　版画の未来につながる展覧会に
ぜひおいで下さい。
会期１２月２２日㈰まで
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日＝午前１０時
～午後５時３０分（いずれも入場は
閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室
関連イベント �
【あなたのお部屋に版画はいかが
？学生作品販売】
　「本物」の作品を身近に飾ってみ
ませんか。
日程会期中の土・日曜日
場同館エントランスホール
【毎年好評！「観客賞」投票の方に

抽選で版画をプレゼント！】
　会期中、皆さんの投票により「観
客賞」を選びます。投票者の中から
抽選で５人の方に、プロの版画作家
による作品をプレゼントします。
同時開催　常設展示室
ミニ企画展「美の饗

きょう

宴
えん

～西洋の
美人像」
　古代ギリシア・ローマ神話の
女神を始めとした、西洋の美人
像を紹介します。
会期１２月２２日㈰まで

鈴木真衣子《林檎》（京都市立芸術大学）
※昨年度受賞作のため、今年は出品され
ません。
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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

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【キッズコアトレーニング
教室】
対市内在住の５歳～小学２年生日１月
１０日～２月７日の金曜日、午後４時
３０分～５時４５分、全５回定３０人（抽
選）費１４００円
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住の４～６歳の未就学児と
その保護者日１月１１日～３月１４日の
土曜日、午前９時３０分～１１時、全１０
回定３０組（抽選）費１組４７００円

◇
申同館ホームページで申し込み
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【初級ヨガ・中級ヨガ教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月７日～３月１７日の火曜日

（２月１１日を除く）、初級＝午前９時
３０分～１０時３０分、中級＝午前１０時
４５分～１１時４５分、各全１０回定各
４０人（抽選）費各５０００円申１２月１６
日～１月７日に電話で同館へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①元五輪選手・新宅雅也氏
が教える「ウォーキング（ジ
ョギング）」教室】
対２０歳以上の方日１月２０日～３月
２３日の月曜日（２月２４日を除く）、午
前１０時３０分～正午、全９回定５０人

（申し込み順）費４５００円（保険料込
み）
【②しめ縄飾りづくり教室】
対小学生以上の方日１２月２７日㈮、
午前１０時～１１時３０分、午後２時～３

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。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑦は、「町田市わたしの便利帳２０１９」５２～５８ページを参照

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（２３日～３１日を除く）

相談時間はお問い合わせ下
さい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※１２月２０日は予約受付を行いません。
次回分は１２月２７日から受け付けます。

電 話 で 市 民 相 談 室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １８日、２５日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題） ２０日㈮

市内在住の方
電話予約制（随時）

④国税相談 １７日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）

⑤登記相談 １９日㈭
⑥電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、LGBT等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前９時３０分～午後４時
（水曜日のみ午後１時～８時）

市内在住、在勤、在学の
方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑦消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、
午後１時～４時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎７２２・０００１）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

⑧空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２３日㈪ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所有の方

（空家・居住中問わず）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第４月曜日は
税理士も同席

時３０分、いずれも９０分程度内わら
で綯

な

うしめ縄を１人１つ作り、季節の
草花や木の実を使って飾り付ける定
各１５人（申し込み順）費５００円（保険
料、材料費込み）

◇
申①電話で同公園へ②１２月１５日午
前９時から直接または電話で同公園
へ／受付時間＝午前９時～午後５時、
土・日曜日、祝休日も可
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【フラダンススクール】
対１６歳以上の方日１月９日～３月１９
日の木曜日（２月２７日を除く）、午後
３時～４時、全１０回定２０人（抽選）費
８０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、１２月２２日まで（必着）に同
プールへ
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎７２２・５７３６
【糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日１月１２日
㈰午後１時～３時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定１０人（申し込み順）費３００円
【幼児陶芸教室】
　お皿やコップを作ります対市内在
住、在園の５・６歳児日・内１月１８日㈯
午前１０時～正午＝形作り、２月１日
㈯午前１０時～１１時＝釉薬がけ講陶
芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定１５人

（申し込み順）費３００円
【レッツ！サイエンス　科学クラブ
“ぷち”～ふしぎなシュワしゅわ！ア

ワあわ！！】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
校低学年とその保護者（小学生は子
どものみの参加も可）日１月１９日㈰
午前１０時～正午講まちだ実験し隊
定２０人（申し込み順）費３００円
【アウトドアクッキング～フクース
ナ！（おいしい！）ボルシチとポンチ
キを作ろう！】
　ウクライナ・ロシア料理のスープ
と揚げパンを作って食べます対市内
在住、在学の小学３年生～中学生と
その保護者日１月１９日㈰午前９時３０
分～午後０時３０分費子ども２００円、
大人３００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ゲー
ムを楽しみませんか／３月２０日㈷に
都大会出場予定対市内在住、在学の
小学４～６年生日１月２２日～３月１８
日の水曜日（２月１２日を除く）、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
なた村へ／その他の講座やワークシ
ョップは、ひなた村ホームページ等
をご覧下さい
●町田市フォトサロン☎７３６・
８２８１
【秋の薬師池公園作品展】
　今年の秋をとらえた作品展です日
程１２月１８日㈬～２３日㈪
【村山正徳写真展　女子ボクシング
の世界～拳に賭ける想い】
　ボクシングのトレーナーでもある

写真家・村山氏が撮影した女子ボク
シングの世界を紹介する写真展で
す。市内で働きながら２０１８年に世
界チャンピオンとなった花形冴美選
手のほか、３人の世界チャンピオン
やチャンピオンを目指す選手たちの
練習、試合の様子が収められていま
す日程１２月２１日㈯～１月２６日㈰
○関連イベント～ギャラリートーク
　花形選手にお話を伺います日１月
１２日㈰午後１時～２時３０分ごろ
【写真でめぐる世界の旅２０１９】
日程１２月２５日㈬～１月１３日㈷
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①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㈮
【②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。体験後には、七草
粥のランチも用意しています日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）
【③書き初め会】
　リレー方式で書き初めをします。
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

（筆の持参も可）日１月１３日㈷午前
１０時から定２０人（先着順）

◇
申①③直接会場へ②１２月１８日正午
からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１９１２１８Bへ

忠生公園　ロウバイが開花しました
問同公園☎７９２・１３２６

　忠生公園のロウバイが開花し、ロウ細
工の質感を思わせる花からは、甘い香り
が漂っています。
交通町田バスセン
ター３番乗り場か
ら「小山田桜台」ま
たは「下山崎」行き
バスで「忠生公園
前」下車。
※公共交通機関を
ご利用下さい。

　町田市美術工芸館では、障がいのある方が干支
の置物やキャンドル、雑貨等の美術工芸品の制作
・販売をしています。
　なお、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」、町田ダリア園休
憩所「木

もっ

花
か

」、町田市大賀藕
ぐう

絲
し

館売店等でも販売し
ています。
【ねずみの置物】
　信楽赤土粘土を型に入れ焼き上げた後に、しっ
くいを塗って仕上げたテラコッタの置物です。原
型制作者は、市内在住の彫刻家・前田忠一氏です。
価格２８０１円

【クリスマス製品】
　クリスマスシーズンにぴったりのリースやキャ
ンドルを取りそろえています。
価格４１０～１５００円

マンゲツロウバイ

干支の置物とクリスマス製品の販売
問町田市美術工芸館☎７９３・２２２７、　町田市障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３
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南つくし野自治会が内閣総理大臣賞を受賞
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

ＡＩ（人工知能）が質問にお答えします

東京都消防操法大会で準優勝
問防災課☎７２４・２１０７

　小規模飲食店（客席部分の床面積が
１００㎡以下かつ従業員がいない飲食
店）で、客席の全部または一部を喫煙可
能とする場合は、国及び都指定の届出
書の提出が必要になります。届出事項
は、施設の名称・所在地、管理権原者の
氏名・住所等です。
申届出書に必要事項を記入し、１月６日
から直接健康推進課（市庁舎７階）へ。
※届出書は町田市ホームページでダウ
ンロードできます。また、受動喫煙防止
対策専用相談窓口でも配布しています。

【受動喫煙防止対策専用相談
窓口をご利用下さい】
　受動喫煙に関する相談全般
を受け付けています。新制度
に向けてどのような準備をし
たらよいか等、不明な点はお
問い合わせ下さい。
受付時間午前８時３０分～午後
５時（土・日曜日、祝休日、年末
年始を除く）
来所相談市庁舎７階７０５窓口
相談電話番号☎８６０・７８３０

　１０月１１日に首相官邸で開催され
た「安全安心なまちづくり関係功労
者表彰式」で、警視庁から推薦された
南つくし野自治会が内閣総理大臣賞
を受賞しました。
　この表彰は、犯罪に強い社会の実
現のため、安全・安心なまちづくりの
推進に関して、顕著な功績・功労があ
り、都道府県の警察本部から推薦が
あった個人または団体に対して毎年
行われるもので、本年度は全国で８
団体が受賞しました。
　南つくし野自治会は、自治会の専
門部会である防犯部を中心とした広
報車によるパトロールや歳末夜間の
合同パトロールなど、パトロールの
組織構成や実施時期・時間を工夫し
ながら地域の治安維持に貢献してい
ます。広報車によるパトロール活動

は２００１年に開始し、２００７年７月か
らは青色回転灯を装備して実施して
います。市民が防犯活動に対して積
極的かつ継続的に取り組み、大きな
成果を上げていることが評価され、
今回の受賞に至りました。
　受賞の報告のため市役所を訪れた
同自治会の最上会長（=写真前列右か
ら２番目）は、「効率よく、負担のない
形で活動を続けていくことを目指し
ていきます」と力強く語られました。

　１２月２０日から、インターネット上でチャットボット「ＡＩスタッフ
総合案内サービス」のキャラクターが、行政サービスの手続きや制度
に関する質問に、対話形式でお答えします。
　あいまいな質問に対しても適切と思われる選択肢や回答を表示す
るとともに、その詳細については町田市ホームページ等に誘導しま
す。スマートフォンやタブレット、パソコンからいつでもご利用いた
だけます。
　ＡＩスタッフは皆さんからの質問にお答えできるように勉強中で
す。質問されるほど、少しずつ賢くなっていきます。
※チャットボットとは、対話を意味する「チャット」と
「ロボット」を組み合わせた言葉で、ＡＩ（人工知能）を利用
した自動会話プログラムのことです。

　薬物・危険ドラッグの危険性、薬物乱用防止を強く訴えるため、ポスターと標語を募集しました。
　市内中学校からポスター４２５作品、標語２４８作品の応募があり、東京都薬物乱用防止推進町田
地区協議会会長賞４作品、市長賞２作品が選ばれました。なお、岩見怜泉さんの作品は、東京都選
考の優良賞にも入賞しました。
　１１月１日に市庁舎で表彰式を行い、同協議会の山下会長と石阪市長から表彰状が手渡されました。
※作品は町田市ホームページでもご覧いただけます。

薬物乱用防止ポスター・標語表彰
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岩見怜泉さ　
　ん

成瀬台中学校１年
（承認番号：３１福保健薬
第３３７２号）
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薬師中学校１年
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標語
東京都薬物乱用防止推進町田地区協議会会長賞 市　長　賞

問健康推進課☎７２４・４２３６

左から、石阪市長、谷口さん、村上さん、岩見さん、深沢さん、横山
さん、高橋さん、山下会長

AIスタッフ総合案内サービスを導入

喫煙可能室設置施設の届出を受け付けます
問健康推進課☎７２４・４２３６

　１１月１６日㈯に「第４９回東京都消
防操法大会」が東京消防庁消防学校
で開催されました。
　町田市消防団の木曽地区を受け持
つ第４分団第３部が南多摩地区消防
団の代表としてポンプ車操法の部へ
出場し、準優勝しました。
　地域を守るため、昼夜を問わず活
動する消防団員の応援を引き続きお
願いします。

【消防団員募集中！】
　男女問わず入団できます。詳
細はお問い合わせ下さい。
対市内在住、在勤、在学の１８歳
以上で、心身ともに健康な方

問広聴課☎７２４・２１０２

小規模飲食店における

市立博物館出張展示

須田富雄　江戸切子　
茄子紺被花縁菊籠目
文大皿　２００５年

　２０１７年度に市立博物館へ寄贈された江戸切子作家
の故・須田富雄（１９２４～２０１３年）や堀口徹（１９７６年
～）らの作品２４点を初公開します。
会期１月１５日㈬～２６日㈰　休館日月曜日
観覧時間午前１０時～午後５時
場国際版画美術館市民展示室

関連イベント  
【①体験講座～ガラスに彫ってみよ
う！】
　市立博物館が所蔵しているガラス
作品についての話を聞いた後、ペン
型の回転工具を使ってガラスのコッ
プに好きな文様を彫ります。作品は
当日持ち帰れます。
対小学３年生以上の方（小学生以下は
保護者同伴、保護者は見学のみも可、
参加者以外の子どもの入室は不可）
日１月１８日㈯、午後１時～２時、午後３
時～４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館アトリエ

講ガラス作家・後閑博明氏、コーディ
ネーター・大月ヒロ子氏
定各１６人（申し込み順）
費５００円
申１２月１８日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９１２１８Ｃへ。

【②学芸員によるギャラリートーク】
日１月２２日㈬、２６日㈰、午後２時～２
時３０分
場国際版画美術館市民展示室
定各２０人程度（先着順）

江戸切子の世界　現代江戸切子の技と美　展

問市立博物館☎７２６・１５３１
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次号1月1日号「急病のときは」は、1月4日～14日のお知らせをします。

急病のときは（保存版）

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

または☎042・521・2323

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

小
田
急
線
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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▶

町田市メール配信サービス

スマホ版 携帯電話版

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 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
（左下地図参照）日曜日

祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

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、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎725・2225
（左下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※�救急診療・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、変更になる場合があります。最新情報は、東京都医療機関案内サー
ビス「ひまわり」（☎03・5272・0303）に電話でお問い合わせ下さい。急病のときは

保存版 12月15日～1月3日

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

30日㈪

午前9時～午後5時

内科、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森3-19-10） ☎796・4807

内科 フォレスト呼吸器内科クリニック町田
（原町田6-28-15） ☎710・4100

内科、
小児科 小泉医院（玉川学園2-5-24） ☎725・8411

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

31日㈫

午前9時～午後5時 内科
町田東口クリニック（森野1-35-8） ☎721・8855
小野寺クリニック（本町田4394-9） ☎732・5605
川村クリニック（本町田2943-1） ☎724・7727

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

外科系
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

1月1日
㈷

午前9時～午後5時 内科
いのうえ内科クリニック（鶴間1-18-13）☎706・2630
にしむら内科クリニック（大蔵町2222-5）☎708・1024
こじま内科（小山町3245-1） ☎770・2513

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

2日㈭

午前9時～午後5時 内科
なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35） ☎710・6155
川口内科クリニック（中町1-30-24）☎725・6206
しながわ内科・循環器クリニック（山崎町333-1）☎791・1545

午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

3日㈮

午前9時～午後5時 内科
鹿島内科クリニック（金森東1-25-29）☎710・1800
こばやしクリニック（原町田6-3-3） ☎710・3183
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷2-12-6） ☎735・5667

午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

15日㈰

午前9時～午後5時 内科
広瀬クリニック（小川4-17-12） ☎799・5161
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-2-1）☎860・2061
中野クリニック整形外科・内科（木曽西3-20-6） ☎793・7776

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

16日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
17日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
18日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
19日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
20日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
21日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

22日㈰

午前9時～午後5時

内科
はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎796・1111
榛名坂たなか内科クリニック（金井3-17-13）☎737・3860

内科、
小児科 武蔵岡診療所（相原町3190-10） ☎782・6001

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園7-1-6） ☎728・8737

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

23日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
24日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
25日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
26日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
27日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
28日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

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

内科
中村内科（金森東4-42-28） ☎799・6656
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田4-1-17）☎732・5120
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎860・0326

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

歳末特別警戒のお知らせ
【町田駅周辺合同歳末特別警戒】
　市では、相模原市と警察、各関係団体と合同で、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２０日㈮午後７時～８時２５分
場ぽっぽ町田屋外広場（開会式）
問市民生活安全課☎７２４・４００３
【町田市消防団　歳末特別警戒】
　町田市消防団では、地域の方々が明るい新年を迎えられるよう、歳末
の無災害を願って、市内全域で消防車両による巡視警戒を行い、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
問防災課☎７２４・３２５４

日・場１２月２２日㈰、大蔵湯（☎７２３・５６６４）＝午後２時～１１時、金森湯
（☎７９６・５９２６）＝午後４時～１１時
入浴料大人４７０円、小学生１８０円、未就学児８０円

１２月２２日の冬至の日にゆず湯を実施！
問産業政策課☎72４・32９６
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一般業務
　一般の業務は、年末は２７日㈮まで、年始は６日㈪からです。
※出生、婚姻など戸籍関係の届出は、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。
※１２月２９日㈰〜１月３日㈮はコンビニエンスストアでの証明書自動交付サー
ビスを終日休止します。交付の再開は１月４日㈯午前６時３０分からです。
※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。

◯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２９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２８日㈯〜１月５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）へご相談下さい。なお、集合住宅にお住まい
の方は各管理者へご相談下さい。

電話申込・霊安室の業務時間＝午前８時３０分〜午後１０時
使用申請及び使用料の受付時間＝午前８時３０分〜午後５時

ご用件はお早めに

年末年始の主な施設の業務日程
　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
各市立図書館（中央図書館を除く） ２４日㈫まで ７日㈫から
中央図書館 ２５日㈬まで ７日㈫から
国際版画美術館 ２５日㈬まで ５日㈰から
町田リス園 ２６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）、子どもクラブ（南町田）、子ども創造キャンパスひなた
村、町田市民ホール、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、連絡所（木曽山崎・玉川学園駅前）、
子どもセンターぱお分館、子どもクラブ（南大谷、玉川学園、
木曽、小山）、町田市民病院、健康福祉会館、鶴川保健センタ
ー、保健所中町庁舎

２７日㈮まで ６日㈪から

町田・鶴川・南町田の各駅前連絡所、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、町田市民フォーラム、男女平等推進センター（２８日、４
日は電話相談のみ）、消費生活センター（２８日、４日は電話相
談のみ）、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（もみじ・くぬぎ・けやき・
もっこく・桜）

２８日㈯まで ４日㈯から

町田市民文学館
※図書館業務は年末は２４日㈫まで、年始は７日㈫から 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
自由民権資料館、ふれあい館（いちょう） 改修工事のため休館中

年末年始　資源とごみの収集日程等
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

　年末年始の資源とごみの収集日程は、お住まいの地区の「資源とごみの収
集カレンダー（２０１９年１０月〜２０２０年９月版）」をご覧下さい。
　年末年始は例年、ごみや交通量が多くなるため、通常の収集時間帯とは異
なる場合があります。必ず収集日の午前８時３０分までに、所定の場所へお出
し下さい。
資源とごみの収集日程等は、以下のとおりです。お間違えのないよう、ご注意下さい。

年末最終日（１２月） 年始開始日（１月）

燃やせるごみ

月・木曜日
（１～４番地区）
（南１～南４番地区）

３０日㈪まで
収集します ６日㈪から収集します

火・金曜日
（５～８・１３番地区）
（南５～南８番地区）

３１日㈫まで
収集します ７日㈫から収集します

水・土曜日
（９～１２番地区）
（南９～南１２番地区）

２８日㈯まで
収集します ４日㈯から収集します

燃やせるごみ以外の資源とごみ
（粗大ごみを除く）

各地区の「資源とごみの収集カレンダー」に
掲載されているとおり

剪定枝資源化センター
☎７０８・４７７２

２８日㈯午後５時まで
持ち込めます

４日㈯午前８時３０分
から持ち込めます

リサイクル広場まちだ
☎７９７・０５３０（３Ｒ推進課）

２８日㈯午後４時まで
持ち込めます

４日㈯午前８時３０分
から持ち込めます

粗大ごみ
（要事前予約
＝下記参照）

戸別収集 ２８日㈯まで収集します ４日㈯から収集します
清掃工場への
持ち込み

３０日㈪まで
持ち込めます

４日㈯から
持ち込めます

粗大ごみの
予約受付

※希望日の受
付枠が埋まっ
た時点で締め
切りとなりま
す。

インターネット
予約受付

２４時間　年中無休
※パソコン、スマートフォン、タブレットから
予約できます。
※ご利用についての詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。

粗大ごみ専用ダイヤル
☎７９７・１６５１

（祝休日を除く月～土
曜日の午前８時３０分
～午後５時）

３０日㈪まで
受け付けます

４日㈯から
受け付けます

※粗大ごみの収集予約は、大変混み合っています。お急ぎの方は、粗大ごみ
の持ち込みをご利用下さい。

○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 申込 申請・
使用料

１２月３１日㈫ ○ ○ × ○ ○ ○
１月１日㈷～３日㈮ × × × ○ × ○
１月４日㈯ ○ × ○ ○ ○ ○
※１２月３０日㈪まで及び１月５日㈰からは通常営業

南 多 摩 斎 場 問南多摩斎場☎７９７・７６４１水道の故障や排水が詰まった時は

し尿のくみ取りはお早めに
問下水道整備課☎７２４・４３０６

　し尿のくみ取りは、年末は２７日㈮まで、年始は６日㈪から行います。
　年末のくみ取りは大変混雑します。日程に余裕をも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。

年末年始の主なスポーツ施設の業務日程
　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
市立総合体育館 ２７日㈮まで ４日㈯から
サン町田旭体育館 ２７日㈮まで ５日㈰から
テニスコート（町田中央公園・鶴川中央公園・
鶴川第２・成瀬クリーンセンター・相原中央・鶴
間公園）、忠生公園ソフトボール場、グラウン
ド（小野路・木曽山崎・緑ヶ丘・相原中央・鶴間
公園・芹ヶ谷公園）、市立陸上競技場、鶴間公園
運動広場、鶴間公園多目的室

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
※相原中央グラウ
ンド・相原中央テ
ニスコートは２日、
３日も営業（午後３
時まで）

球場（小野路・鶴川・藤の台・町田市民・野津田
・三輪みどり山） ２８日㈯まで ４日㈯から
木曽中夜間校庭開放 ２８日㈯まで ４日㈯から
温水プール（町田一中・南中・鶴川中） ２８日㈯まで ５日㈰から
市立室内プール ２８日㈯まで ４日㈯から
野津田公園テニスコート ２９日㈰まで ４日㈯から
常盤公園 土・日曜日、祝休日（１２月２８日、２９日、

１月１日、４日、５日）は休み

市の業務のご案内年 末 年 始 保存版

12 2019．12．15 聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。


