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　「市民の意見は市政にどう反映されているのか知り
たい」、「誰にどの情報を伝えようとしているのか分から
ない」など、2015年度に実施した「『広報活動』に関する
意識調査」では、皆さんからさまざまなご意見をいただ
きました。市では、皆さんの意見をもとに広報活動を見
直し、その第一歩として、今号から「広報まちだ」をリニ
ューアルしました。
　新しい紙面では、市政に関する情報をより詳しく掘
り下げて伝え、読み手のニーズを意識した情報発信を
行っていきます。

　広報まちだは、スマートフォン・タブレット用アプリ
「マチイロ」をダウンロードすると、最新号や過去の記
事の閲覧などが簡単にできます。また、多摩地域の刊行
物をまとめて閲覧できるポータルサイト「TAMA ebo
oks（たまイーブックス）」でもご覧いただけます。

　市政に興味を持っていただくため、写真やイラストを使って、分かりやすくきめ細か
くお伝えします。

■市政を身近に感じる話題をお知らせ

あなたの「困った」を解決します。
.....だけじゃありません。

防災行政無線を
聞き逃した !

土曜日だけど、
住民票がほしい！

親子で参加できる
イベントないかな？

ごみの出し方が
分からない！

友達に町田
を案内したい
のだけど…

災害が起こったら
どこに避難

したらいいの？
休日に子どもが
熱を出した！ 受診
できる病院は？

日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な「
困
っ
た
」。

　解
決
方
法
は「
広
報
ま
ち
だ
」

　
　……

だ
け
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で
す
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発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

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

市
の
宣
言

 2016年 

11/1
（平成28年）

号

第0000号

今号の紙面から 　●2面 ○○○○○○○○○○○　●2面 ○○○○○○○○○○○

 2016年 

11/1
（平成28年）

号

第1847号

今号の紙面から 　●4面 鶴川地区の土砂災害ハザードマップ　●6面 町田市イベントダイヤル～インターネットでイベントの申し込みができるようになりました

町田市
ホームページ
QRコード

人口と世帯（外国人含む） ２０１６年10月1日現在人口 ： 428,203人（ 男：210,244人・女：217,959人）（前月より137人増） ／ 世帯 ： 192,005世帯（前月より158世帯増）

まちだ HP 便利帳メール TV SNS

2 2016．11．1 広報まちだは、11月から1日・15日の2回発行に変わります

町田市メール配信サービス
で配信!
「夜間・休日診療情報」を配信して
います。

広報まちだでお知らせ!
「急病のときは」のコーナーで確認で
きます。

子どもが熱を出して、ぐったりしていて心配。
休日だけど、受診できる病院はあるかしら？

わたしの便利帳に掲載!
救急当番病院などを
確認できます。

住民票が急に必要になった。
今日は土曜日だけど、どこかでとれるの？

年末年始の 
ごみの出し方が分からない。

出したごみは、どうなるんだろう？
市のごみ処理の取り組みを知りたい!

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「当番医」と入力し、「休日・
夜間診療医療機関及び急病のときの
問い合わせ先」から確認できます。

わたしの便利帳
に掲載!
避難場所が確認でき
ます。

便利帳

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「休日窓口」と入力し、「窓口案内・休日窓口」
をクリック。「住民票・戸籍等証明書発行窓口案内」
から確認できます。

Eメールでお知らせが届くから便利

町田市メール配信サービス
防災やまちの安全、子育て、休日診療、イベントな
ど、暮らしに役立つ情報をメールで配信していま
す。必要な情報を選択して登録できます。

 QRコードからも登録できます→

メール配信　　　    検索 市HP
広報まちだ　     検索

すぐに手にとって読める

広報まちだ
市からの情報をお知らせする広報紙です。新聞折り込
みのほか、市内各所で配布しています。また、町田市ホ
ームページ、マチイロ、TAMA ebooks（本紙3面参照）
でも読むことができます。

5分間の映像で町田の魅力をチェック

まちテレ
市の取り組みから観光までさまざまな情報を紹
介するテレビ番組です。ケーブルテレビや町田市
ホームページ、YouTubeで見ることができます。
　過去の放送を見るなら、インターネットで検索
　　町田市  まちテレ 　 検索 

緊急情報を即時にお知らせ

町田市公式 Facebook・Twitter
町田市メール配信サービスで配信している「不審者・犯罪情報」
「防災情報」の一部、「気象・地震情報」、「Jアラート情報」などの
災害・緊急情報をFacebook・Twitterに投稿しています。
Facebook・Twitter内で「東京都町田市」と検索。

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放送内
容を配信しています。

町田市公式 Facebook
・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容
の一部（避難勧告等の重要
な内容）が投稿されます。

メール

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放
送内容を配信して
います。

メール

検索窓から知りたいことを検索

町田市ホームページ
各種手続き方法や、施設
案内、イベント情報が分
かる町田市の公式ホー
ムページです。申請書の
ダウンロードもできま
す。パソコン版・スマート
フォン版・モバイル版が
あります。

市HP
市HP

まちだ

広報まちだ
でお知らせ!
「催し•講座」のコー
ナーで確認できます。

まちだ

便利帳 わたしの便利帳に掲載!
取扱窓口や取扱日時が確認できます。

便利帳
HP

に掲載!

トを確認できます。

HP

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「ごみの出し方」と入力し、
「ごみの分け方・出し方」から確認で
きます。

HP

町田市ホームページに掲載!
トップページの「観光」から、観光情報を確認できます。

HP

HP

に掲載!
トップページの「緊急情報」から「災害のときは」をクリッ
ク。避難場所等を確認できます（災害発生時はトップペー
ジの「重要なお知らせ」で、防災行政無線の履歴の確認が
できます。さらに、被害状況により、トップページが緊急
災害サイトに切り替わります）。

HP

メール

町田市メール配信サービスで配信!
各種イベントの情報を配信しています。メール

町田市メール配信
サービスで配信!
「ごみ・資源情報」を配
信しています。

メール

まちテレで放送!
vol.122「草戸山ハイキング」、vol.148「文化にふれる」など
市内の観光スポットを紹介しています。

TV

まちテレで放送!
vol.150「循環型社会を目指して」などの番組で、難
しい施策も分かりやすく映像で紹介しています。

TV

報まちだ

お出かけの予定が雨でキャンセル。
親子で参加できる
室内のイベントはないかな？

友達が町田に遊びに来るんだけど、
どこに連れて行こうかな？

大雨で避難勧告が出たみたい
だけど、どこへ行けばいいの？

まちだ

HP

メール

TV

日常生活の手引に

わたしの便利帳
日常生活に関わる市の業務を分かりやすくまとめたガイドブッ
クです。転入者に配布しています。また今年度は、NTTタウンペ
ージ（株）と協定を結び「別冊タウンページ・町田市わたしの便
利帳」を作成し、2017年1月からタウンページ町田市版と一緒
に全戸配布します。

便利帳

SNS

耳から手軽に町田の情報をチェック

東京町田インフォメーション
イベントや防災の情報などを、エフエムさがみ
（周波数：83.9MHz）で1日3回（5分間）放送していま
す。インターネットラジオでも聞くことができます。

防災行政無線が流れていたけど、
放送内容を確認したい。

町田市ホームページに掲載!
トップページの「町田市メール配信サービス」から、「不審者
・犯罪情報」・「防災情報」・「気象・地震情報」についてをク
リック。「メール配信履歴」から放送内容が確認できます。

HP

町田市公式 Facebook・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容の一部（避難勧告等の重要な内
容）が投稿されます。

SNS

SNS

まちだ 広報まちだでお知らせ!
今年度は12月15日号でお知らせします。

　他の広報ツールと連動し、読み手のニーズを意識
した情報発信を行い、月2回の発行でこれまで以上
に充実した情報をお知らせします。例
えば、QRコードの表示のある記事は、
町田市ホームページや、案内チラシな
どで詳細をご覧いただけます。

■1日•15日号の月2回発行に

　今回は、市民栄誉彰からモノレールに関わる施策、街
のイベントまで、タイムリーな情報をお知らせしてい
ます。

■最終面はタイムリーな情報を掲載
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今号の広報紙は、13万9101部作成し、1部あたりの単価は18円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

まちだわくわくスタンプラリー2016を行います
●　●　●　●

　お買い物は市内の商店街で！●　●　●　●　

　10月21日に市庁舎にて、リオ2016パラリンピ
ック競技大会の自転車女子タンデム個人ロードタ
イムトライアルで銀メダルを獲得した、町田市出
身・在住の鹿沼由理恵さんに、市民栄誉彰を贈呈し
ました。
　これは、スポーツや文化等で市民の栄誉となる
功績があった方に対して、市長が表彰するもので、
サッカー元日本代表の北澤豪氏、声楽家の東敦子
氏（故人）、サッカー元日本代表の戸田和幸氏、元F
1ドライバーの佐藤琢磨氏、工学博士の伊賀健一
氏に続いて6人目となります。
　鹿沼さんは、スタート直前に自転車の変速機が
壊れるというトラブルに見舞われるも、不屈の精
神力で、銀メダルを獲得されました。
　贈呈式後のインタビューでは、「何があっても戻
ってこられる町田があるから、国際大会で全力を
出し、世界で羽ばたけるんだなと感じます。町田で
生まれ育って良かったなと思っています」と話さ

　町田市を含む多摩27市町村で構成する「多摩地域
都市モノレール等建設促進協議会」は、10月24日に
国土交通大臣への要望書を国土交通省都市局の栗田
局長に手渡し、多摩都市モノレール延伸整備の実現
に向けて、建設費補助制度の一層の拡充や、財源確保
を含めた検討を進めることについて、要望活動を実
施しました。
　また、11月1日にも多摩都市モノレール株式会社
への要望活動を実施するなど、早期実現に向けた取
り組みを行っていきます。
問交通事業推進課☎724・4260

　市内の商店街を巡るスタンプラリーを、町田市商店会連合会と連携し
て行います。
　スタンプラリー参加店でお買い物をするなど、1回の購入が500円以
上（税込み）で1つスタンプがもらえ、異なる3つのお店でスタンプを集め
ると、抽選でいずれかのすてきな賞品が当たります。
　専用応募ハガキ付きのチラシ（裏面がスタンプシート）は、各参加店の
ほか市庁舎や各市民センター等で配布しています。
　この秋、地元の商店街に出かけませんか。

要望書を国土交通省都市局の栗田局長（右から2人目）に手渡
した町田市の山田副市長（左）と同協議会会長の清水氏（右）

前に健常の選手（田中まい選手）、後ろに視覚障がいの
選手（鹿沼由理恵選手）が乗ります

開催期間11月5日㈯～12月31日㈯
参加店参加する21商店会に加盟す
る約400店舗
※参加店には目印のポスターを掲示
しています。
※参加する商店会や店は、町田市ホ
ームページ及び町田市商店会連合会
ホームページでご覧いただけます。
※参加商店会及び参加店は変更とな
る場合があります。
応募方法スタンプシートに異なる3
つの店舗のスタンプを集め、次のい
ずれかの方法で応募して下さい。①
市庁舎や各市民センター、町田商工
会議所に設置してある専用の受付箱
へ投函（切手不要）②52円切手を貼
って郵送

応募締切2017年1月8日㈰
※郵送の場合は当日消印有効です。
賞品
●特別賞　
まちだシルクメロン（シルバー）＝20人
●1等A賞　
たかたのゆめ塩麹ロースステーキ＝20人
●1等B賞　
すぐに食べられる本ズワイガニセット＝20人
●2等A賞　
大自然が育んだいわて牛しゃぶしゃぶ用もも肉＝75人
●2等B賞　
骨柔らか焼魚・煮魚詰め合わせ＝75人
●2等C賞　
まちだ名産品詰め合わせ＝270人
問町田市商店会連合会☎723・6900、町田市産業観光
課☎724・3296

す

鹿沼　由理恵（かぬま　ゆりえ）
1981年5月20日、町田市生まれの35歳。
町田第六小学校・町田第二中学校・都立山崎高等
学校を卒業。
　元クロスカントリースキーヤーで、2010年
のバンクーバー冬季パラリンピックに出場し、
入賞するが練習中の事故で左肩を負傷し、自転
車競技へ転向。以後、パラサイクリングトラック
及びロードの世界選手権等において、優勝・入賞
など数多くの優秀な成績を収めている。

子どもセンターただ
ONの

子どもたちが作った
、くす

玉でお祝いしました

　「健康案内」、「募集」、「お知らせ」、「催し・講座」、「情報コーナ
ー」といった目的別の分類で掲載します。

■目的別の見出しで、探しやすく

　「急病のときは」、「暮らしに関する相談」、「イベントカレンダー」など
必要な情報を、見つけやすい一覧形式でお知らせします。

■一覧で検索しやすく

アプリ等でもご覧いただけます

問広報課☎724・2101

　1日号は赤の題字、15日号は青の題字です。文章は
これまでの縦書きから横書きになり、文字が読みや
すくなりました。

■デザインを一新、読みやすく

発行日／毎月2回（1日、15日）
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発行日／毎月2回（1日、15日）
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ここが変わった!
広報まちだ

1日号・15日号の月2回発行

3
日

★内山胃腸科（内）
旭町1-15-23 ☎728・1371

★にしむら内科クリニック（内）
大蔵町2222-5 ☎708・1024

6
日

★しあわせ野医院（内）
成瀬台2-40-1 ☎739・0477

★たまがわ医院（内）
玉川学園4-16-40 ☎720・3888

町田一中

町田シバヒロ町田四小

旭町旭町
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奈良三丁目
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三丁目

成瀬台
幼稚園

成瀬
熊ヶ谷戸公園
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コンビニ 町田五小駐在所
市立博物
館入口
市立博物
館入口

鶴
川
街
道

鶴
川
街
道

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜
日、祝休日）、町田市歯科医師会障がい者歯科診療
所（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9
時～午後5時、受け付けは4時30分まで（予約制）
＝健康福祉会館内☎725・2225
 
●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小）（日中帯＝日曜日、祝休日の午前9時～午後5
時〔受け付けは午前8時45分～午後4時30分〕、準
夜帯＝毎日の午後7時～10時〔受け付けは午後6
時～9時30分〕）＝健康福祉会館内☎710・0927
 
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前9時～
午後5時）、3日＝川野医院（☎726・7673、森野1
-11-9）、13日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医
院（☎728・0275、南大谷1426-138）

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ずお電話を。
※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。

●月～土曜日の救急当番病院（内科系）
月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）

診察日 病院名 電　話 住　所

1日、8日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

2日㈬、10日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

4日㈮、12日㈯ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

5日㈯、11日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

7日、14日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

9日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●日曜日、祝休日の救急病院
日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

3日㈷
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

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

6日㈰
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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

13日
㈰

内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

お知らせお知らせ
ご協力下さい～2016年度
全国ひとり親世帯等調査
　この調査は、国が、全国のひとり親
世帯等の生活の実態を把握し、福祉
施策の充実を図るための基礎資料を
得る目的で行います。都が任命した
調査員が各世帯を訪問します。
　調査票に記載された内容について
は、厳しく秘密が守られ、統計以外の
目的に使用されることは決してあり
ません。
対母子世帯、父子世帯、父・母のいな
い児童のいる世帯（養育者世帯）
日11月14日㈪まで
問子ども家庭支援センター☎724・
4419

身近な地域で保育の仕事をしてみま

に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
【耐震改修】
対1982年1月1日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が50万円
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の2分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上限）
減額期間2016年1月～12月に工事
が完了した場合＝翌年度1年度分
（ただし、建築物の耐震改修の促進に
関する法律に規定する通行障害既存
耐震不適格建築物に該当する場合は
翌年度から2年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。
【バリアフリー改修】
対新築された日から10年以上を経

内固定資産税額の3分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度1年
度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
時に適用されますが、耐震改修を行
った住宅に係る減額制度と同時には
適用されません。
問資産税課☎724・2118

お知らせをお送りしました
ジェネリック医薬品
　次の方に、「ジェネリック医薬品に
関するお知らせ」を10月31日にお
送りしました。
対町田市国民健康保険に加入してい
る方で、今年7月に薬の処方を受け、
生活習慣病に関連する新薬からジェ
ネリック（後発）医薬品に変更した場
合、1か月の自己負担額が200円以




