
子ども  と  子育て家庭  に

　　やさしいまちへ

　などの思い出はありませんか？社会環境の変化により地域のつながりが薄
くなりつつある現在でも、地域がもつ子どもを育てる力の大切さは変わりま
せん。

　今号で紹介する「町田市地域子育て相談センター」は、地域で子育てに取り
組むための拠点として、市内５か所に設置されています。センターは、乳幼児
親子の集いの場にもなっており、地域の支援者やボランティアなどの地域人
材の協力を得て活動しています。
　乳幼児期は、生涯にわたる人格を形成するうえで最も大事な時期です。この
時期に、子育て家庭が、地域の住人に見守られながら、安心して子育てができる
環境作りが求められています。

「子どものことで悩んでいるときに、
　　　　隣のおばあちゃんがアドバイスをくれた」

　　「近所のおじいちゃんが
　　　　　　　登下校を見守ってくれていた」

町田市地域子育て相談センター
イメージキャラクター“みるく”ちゃん

　子育ては、お子さんのいる家庭や、
専門家だけがするものでしょうか？
　実はちょっとの理解で、誰でもお手
伝いができるんです。お子さんを連れ
た方が困っていたら、お手伝いしてみ
ましょう。ちょっとの思いやりが、大
きな喜びに変わります。
　地域のお子さんは、将来を担う宝物
です。地域みんなで見守りましょう。

子育ての はじめの一歩 はちょっとの思いやりから
を
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す
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子ども連れで手がふさがっているときに、	
エレベーターのボタンを押してくれて助かりました。
パレードを見物している時、人が多くて見えないだろうからと、
子どもを前に行かせてくれました。
子どもが泣いているときに、あやしてくれてうれしかったです。
子どもを連れて出かけた時に、地域のおじいちゃん・おばあちゃんに
声をかけていただけたのが、ほっとする瞬間でした。
子どもとトイレに並んでいたら、順番を替わってくれて助かりました。
地域のお祭りで、お店の人がお手伝いさせてくれ、子どもがすごく喜んでいました。

子育てママの声を基に、広報課で編集しました。

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）
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11/15号
● 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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離乳食のことを、
ちょっと相談
できるところは
ないかしら？

マイ保育園
って何のこと？

同年齢の子と
遊ばせたいけど、
どこかいい場所
ないかな？

ご機嫌ナナメの特効薬♪	
林田	鮎子さん・織音ちゃん

この子育てひろばのおかげで、お友達がたくさんできました。あと、お母さん
同士で幼稚園などの情報交換もできるので、積極的に参加しています。
ここでは、特にあらたまって相談するのではなく、遊びに来たときに、会話を
するくらいの気軽さでいろいろな相談ができます。子どもの肌が荒れたときや、
離乳食をあんまり食べなかったときなど、先生たちが何でも相談に乗ってくれま
す。どの先生もとっても話しやすくて、本当にいい先生ばっかりなんです。子ど

もも先生のことが大好きで、朝機嫌が悪くても「先生のところに
行くよ」と言うと機嫌が良くなるくらいです。

初心者お母さんにもおすすめです！
立澤	裕子さん・治希くん
最初は、同い年の子どもたちとたくさん触れ合ってほしいという思いで参加し
ました。おかげで、人見知りをしないで、どの子とも仲良くなれるように育ちま
した。ここでは、先生たちがお母さんたちの気づかないことにアドバイスをくれ
たり、子どもの成長を一緒に見守ってくれるので安心感があるんです。人見知り
のお母さんでも、子どもたちがすぐに仲良くなるので、それがきっかけでお母さ
ん同士も仲良くなれます。いろんなイベントに気構えることなく参加できるし、
ちょっと遊びに来て気軽に相談できるし、初心者お母さんにもおすすめです。

町田市地域子育て相談センターには、
イベントへの参加や、悩みごと相談、ち
ょっと遊ばせに来るなど、お母さんとお
子さんを中心に多くの方が来られます。

私たちはお母さんの味方です
お母さんたちの多くは、小さなことか

ら大きなことまで子育てについて、何か
しらの悩みや不安を抱えています。私
たち職員は、日常の触れ合いの中で「何
かお手伝いはできるかな？」「何か悩ん
でないかな？」など、ちょっとした会話
の中から、一人ひとりに合わせ、お手
伝いできることを探しています。例えば
離乳食やトイレの悩みは、多くのお母さ
んの悩みのタネですよね。私たちがこ
れまでの経験を元にアドバイスをし、「離
乳食をよく食べるようになりました」「ト
イレを嫌がらなくなりました」など、お
子さんの成長を一緒に見守れた時がと
てもうれしいんです。私たち職員は頼
りにされるとうれしいので、いつでも
気軽に来て下さい。

ここは子どもだけ	
じゃなく、お母さ
んの居場所でもあ
ります
ここでは、子ども
たちは子ども同士で刺激や影響を受
け、ハイハイや、つかまり立ちを始め
たり、トイレに興味を持ったりしていま
す。また、イベントの合間や遊びに来
た時など、お子さんを通して、お母さ
ん同士の出会いの場となっています。
人見知りや、恥ずかしがり屋のお母さ
んでも大丈夫。お子さんたちがすぐに
友達になって、お母さんたちも自然に
知り合えます。自分の抱えている悩み
は、実は多くの方も抱えていて、同い
年のお子さんがいるお母さんや、先輩
ママとの間で「私の子どももそうだった
けど大丈夫よ」「今が一番大変なのよ
ね」など子育ての会話が弾み、それで
悩んでいることが解決したりします。

●子育てひろば
年齢別あそびの会や育児講座、出張あそび場、園庭開放、室内
開放などを行っています。また、お近くの保育園の子育てひろ
ばのご案内も行っています。詳しくは、各保育園や公共施設で
配布している「子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）」を
ご覧下さい。
●マイ保育園のご案内
在宅で子育てをしている家庭に、身近な認可保育園が「かかり
つけの窓口」として子育て相談や子育て情報の提供をするマイ
保育園のご案内をしています。
●子育て相談
離乳食のこと、発達のこと、トイレトレーニングなど…。
子育てに関するいろいろなことを相談できます。来園でも電話
でも行えます。

地域子育て相談センターって何するところ？

　市は、子育ての悩みや困りごとを解決し、在宅で乳幼児を子育てしている
家庭を応援するため、市内５か所に「町田市地域子育て相談センター」を開設
しています。同センターでは、子育てを楽しんでいただけるよう、
常勤している保育士を中心に、保健師や臨床心理士、
ソーシャルワーカー、相談員が皆さんのお手伝いをします。
　また、子育て家庭と地域のつながりの「架け橋」となり、
人格が形成される大事な時期を安心して地域で過ごせるよう
取り組んでいます。

町田市地域子育て相談センター

インタビュー利 用者 インタビュー所長 堺地域子育て相談センター所長
村松 富士江さん

子育て家庭のヨリドコロ

堺地域子育て相談センター
（こうさぎ保育園内）
相原町792　
　770・7446☎

☎

☎☎

☎

南地域子育て相談センター
（金森保育園内）
金森東1-12-16　
　710・2752

鶴川地域子育て相談センター
（大蔵保育園内）
大蔵町1984　
　734・3699

忠生地域子育て相談センター
（山崎保育園内）

山崎1-2-14
789・7545

町田地域子育て相談センター
（町田保育園内）
原町田6-26-15
710・2747

堺地域堺地域

忠生地域忠生地域 鶴川地域鶴川地域

町田地域町田地域

南地域南地域

詳しくは市HP 町田市地域子育て相談センター  検索

問子育て推進課☎724・4468
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11月12日～25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です 男女平等推進センター辺723・2908問 辺辺

健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査

　直接会場へおいで下さい。
対感染の機会がある方
日１１月２６日㈯午後１時３０分～３時
３０分
場ぽっぽ町田地下１階
内血液検査
定１００人（先着順）
【注意事項】
○感染の有無を正しく判断するた
め、感染の機会から９０日以降の検査
をお勧めします。
○診断書や証明書の発行はしません。
○検査結果が出るまで、採血後通常
１時間お待ちいただきます。
○結果の説明は、陰性の方は即日、判
定保留の方は１２月４日に行います。
問保健予防課☎７２２・７６３６、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎０７０・１３２１・７７５７（受付期間
＝１２月９日までの月～金曜日、午前
１０時～午後５時）

募　集募　集
保健予防課嘱託員
保 健 師
対保健師免許を有する方＝１人（経
験者希望）
勤務期間１２月１日～２０１７年３月３１
日（更新も有り）
勤務時間土・日曜日、祝日を除く午前
８時３０分～午後５時、月１６日
勤務場所保健予防課（市庁舎７階）
内母子保健等の保健相談、保健指導、
健康教育等の保健師業務全般及び一
般事務作業
報酬月額２２万８０００円（別途交通費
支給）

申１１月２２日までに電話で保健予防
課（☎７２５・５４２２）へ。
※後日面接日を連絡しますので、履
歴書と保健師免許の写しをご用意下
さい。
市HP 保健師  検索

認 可 保 育 園 職 員
　詳細は認可保育園へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○こばと保育園（☎７９６・３６２８）＝
保育士・幼稚園教諭・子育て支援員

（常勤、非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
点検に伺います
公 共 汚 水 ま す

　市では、下水道管理区域内の公共
汚水ます及び本管に至る取付管（市
管理部分）の汚水の流れを点検し、詰
まり等の発生を防いでいます。
　身分証明書を携行し、腕章をつけ
た市委託業者が、宅地内にある公共
汚水ますの点検に伺います。ご協力
をお願いします。
※この調査で費用を請求することは
一切ありません。
期間１１月１６日～２０１７年３月３１日

（日曜日、祝休日を除く）
対象区域野津田町３４４０（一部）・
３４８９（一部）・３４９３（一部）、山崎町
９９５～１０９１（一部）・１０９６～１１１９

（一部）・１１２１～１１３０・１１３８・
１１４３・１１４４・１１５０～１１５９・１１６２
～１１６５・１１８５～１１８９・１１９５・
１２０１～１２０７（ 一 部 ）・１２１３～
１２２２・１２５３～１２７３・２１８２・
２１８６、木曽町１１９～１２２・４９２～
４９６・４９９・５０１～５１４・５２０～５２４、
木曽東四丁目１、木曽東一丁目４～
１６・１７（一部）・１８～３０・３１（一部）・

４０（一部）・４１（一部）・４４（一部）・４６
（一部）・４７・４８（一部）、玉川学園三
丁目１３（一部）・１４（一部）・１５（一
部）、玉川学園四丁目１５（一部）・１６

（一部）・１７（一部）・１９～２４、本町田
８０６（一部）・８１１～８１３・９０１～９０４
・９５５・９９５～１００１・１０３６～１０３９
・１１４３・１１４６（一部）・１１６４～
１８６９（一部）・２０４５～２１５１（一部）
・２６２３～３６６４（一部）
問下水道管理課☎７２４・４３２８
市HP 汚水ます点検  検索

清掃工場への持ち込みは
粗 大 ご み の み で す

　清掃工場へは「粗大ごみ」のみ持ち
込むことができます。
　指定収集袋に入る「燃やせるごみ

・燃やせないごみ」及び「資源・有害
ごみ」は持ち込めません。
　ご自身で粗大ごみを持ち込む際
は、事前に粗大ごみ処理依頼書（市庁
舎、各市民センター等に有り、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、受付に提出して下さい。
　なお、市外からの持ち込み防止の
ため、運転免許証等で住所の確認を
させていただきます。
　粗大ごみは、（一財）まちだエコラ
イフ推進公社（☎７９７・１６５１）へ収
集を依頼することもできます。
※粗大ごみ…４０ℓの指定収集袋に
入らないごみや単体で重さ１０㎏、長
さ１４０㎝、直径１５㎝を超えるごみで
す。
問資源循環課☎７９７・２７３２

マイナンバーの通知カードを
　　　　　　まだ受け取っていない方へ
マイナンバーの通知カードを
　　　　　　まだ受け取っていない方へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一

１１9

　暑い日があったと思ったら、突然、
秋を飛び越えて、１０月のうちから冬
の寒さが訪れました。北風に乗って、
ジョウビタキ、そしてツグミが渡っ
てきました。
　残った柿の実に野鳥が来ていま
す。ハシボソガラス、オナガ、ムクド
リ、ヒヨドリ、シジュウカラ、コゲラ、
スズメ、そしてメジロ。畑や農家の庭
の柿も、最近は収穫せずにそのまま
にしておくようになり、おかげで、野
鳥たちは大助かりです。
　さて、リオデジャネイロのオリン
ピック・パラリンピックは、日本選手
の活躍で大いに盛り上がりました。
町田市出身の選手では、長距離の大
迫選手や関根選手、体操の内山選手
などの活躍が市民に勇気と誇りを与
えてくれました。
　中でも、パラサイクリングの鹿沼
由理恵選手は、ロードのタイムトラ
イアルで銀メダルを獲得しました。
先月２１日には、メダル獲得の報告会
があり、その折に、町田市として６人
目の市民栄誉彰を贈呈することがで
きました。
　鹿沼さんをはじめ日本選手のパラ

リンピックでの活躍は、４年後の東
京２０２０大会に向けての、パラリン
ピックの機運の盛り上がりに、大き
く貢献していると思います。
　今月３日には、毎年恒例の障がい
者スポーツ大会も開かれ、５日には、
ブラインドサッカー（視覚障がい者
５人制サッカー）の東日本リーグと
東西対抗オールスター戦“ドリーム
マッチ２０１６”が開催されました。
　来年１月には、パラ・バドミントン
のインドネシア代表チームと日本の
代表チームの合同合宿も市立総合体
育館で予定されています。
　これからも、さまざまな機会を通
じて、東京オリンピック・パラリンピ
ックの機運を盛り上げてゆきたいと
思います。

子どもセンターぱおが作ったくす玉でお
祝いしました

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時
です(１１月３０日は午後１時から)。
問議会事務局☎７２４・４０４９

１２月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容
11 30 水 本会議（提案理由説明）

12

1 木 議案説明会・全員協議会
5 月

本会議（一般質問）
6 火
7 水
8 木
9 金
12 月 本会議（質疑）
13 火 文教社会常任委員会･建設常任委員会
14 水 総務常任委員会・健康福祉常任委員会
15 木 常任委員会予備日
22 木 本会議（表決）

市
議
会
の
う
ご
き

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

町田市環
境審議会

11月22日㈫
午後6時30分～
8時30分

市 庁 舎2階 会
議室2-2

10人
（申し込み順）

11月21日午後5時までに電
話で環境政策課（☎724・
4386）へ

町田市景
観審議会

11月28日㈪
午前10時～正午

市庁舎10階会
議室10－3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎724・4267）へ

【今年中に受け取りをお願いします】
　マイナンバーの通知カードは、
２０１５年の１１月～１２月に市内全世
帯に簡易書留郵便で郵送しました。
　この時に受け取られなかった方
の通知カードは、現在も市役所で
保管していますが、１２月末をもっ
て廃棄します。
　今年の１月から税・社会保障関
係の手続きに、マイナンバーが必
要となっているほか、２０１７年の
確定申告からはマイナンバーの提
示が必要となります。通知カード
を受け取っていない方は、早めに
お受け取り下さい。受け取りの際
は、本人確認書類が必要です。顔写
真入りのもの（運転免許証等）であ
れば１点、顔写真無しのもの（健康
保険証、介護保険証、年金手帳等）
であれば２点をお持ち下さい。住
民票で同じ世帯の方は、全員分ま
とめてお渡しできます。
【写真付きのマイナンバーカード
について】
　写真付きのマイナンバーカード

（個人番号カード）は、現在、申請か
ら１か月強で交付通知書を送付し
ています。交付申請をして、交付通
知書を受け取った方は、早めにお
受け取り下さい。
　なお、受け取りの際の必要書類
は、交付通知書をご確認いただく
か、お問い合わせ下さい。
問町田市マイナンバーコールセン
ター☎８６０・６１９５、町田市市民課
☎７２４・４２２５

　お知らせする人数は、「住所変
更の届出」「戸籍の届出」「マイナ
ンバーの手続き」の各窓口の待
ち人数です。
【T

ツイッター

witterアカウント名】
町田市市民課（@machida_sim
in）
※町田市ホームページのトップ
ページからもご覧いただけま
す。

ツイッターで
「市民課窓口の待ち人数」を

お知らせします

※会議の日程・時間等は
変更になることがありま
す。
※本会議・常任委員会は
インターネットで中継し
ています。パソコンやス
マートフォン、タブレッ
ト端末でもご覧いただけ
ます。

議会を傍聴しましょう
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町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

2015年度 給与・人事行政の運営等の状況を公表します2015年度 給与・人事行政の運営等の状況を公表します

人事行政の運営等の状況
問職員課☎724・2199

1　職員の任免及び職員数に関する状況
（1）任免の状況（2015年度における新規採用者数並びに職種別及び事由別退職者数）

事務系５１人 看護師４９人一般技術
29人

保育士等8人

獣医師1人
医師・
歯科医師28人

医療技術9人

保健師3人

助産師1人①職種別採用者数（合計１７９人）

②職種別退職者数（合計１75人）
技能労務
19人事務系48人 一般技術

19人

保育士等7人 学芸員1人

医師・歯科
医師30人

医療技術6人

助産師2人保健師3人
看護師・
准看護師40人

普通退職100人定年退職74人

勧奨退職１人

③事由別退職者数（合計175人）

（注）�定年退職…60歳に達する日以後の最初の3月31日に退職／勧奨退職…一定の年齢及び勤続
年数以上の者に希望を募る定年前の早期退職／普通退職…自己都合などによる退職

（2）職員数に関する状況（各年度4月1日現在）

２０１４年度

２０１５年度

２０１６年度

２５００ ２６００ ２７００ ２８００ ２９００ ３０００ ３１００ ３２００（人）

常勤職員 再任用短時間職員再任用常勤職員

２８７３人２８７３人 ６２人６２人 １８０人１８０人

合計３１１５人合計３１１５人

合計３１１５人合計３１１５人

２８４０人２８４０人 ３８人３８人 ２３７人２３７人

２９０６人２９０６人 ４０人４０人 ２１８人２１８人 合計３１６４人合計３１６４人

（注）
職員数には、東京都か
ら地方自治法により町
田市に派遣されている
職員及び市費負担の指
導主事等を含み、南多
摩斎場組合等の一部事
務組合への派遣者など
は除いています。

2　職員の人事評価の状況
　職員の勤務評定は、条件付採用期間（採用の日か
ら6か月間）の職員が正式採用になるための判定、
主任・係長・管理職選考等の合否の判定並びに昇給
の判定などの際に、職務業績、職務遂行能力、職務
態度等について実施しています。

種　類 人　数
条件付採用 201人
昇任 319人
勤務評価による上位昇給 458人

3　職員の給与の状況
人件費の状況（2015年度普通会計決算）

住民基本台帳人口 歳出総額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B／A）

（参考）2014年
度の人件費率

42万6937人
（2015年1月1日現在）1428億5348万円 45億8132万円 225億401万円 15.8% 15.9%

（注）�人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当などの経
費の合計です。また、普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会
計です。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間・休憩時間の状況（2016年4月1日現在）
　職員の勤務時間は、条例等により次のように定めています。ただし、業務上必要が
認められる場合などは、異なる勤務時間が割り振られることがあります。

勤務時間
休憩時間

勤務時間 始業時刻 終業時刻
1週間あたり38時間45分 午前8時20分 午後5時5分 正午から午後1時までの1時間

（2）休暇制度の概要（2016年4月1日現在）
　職員に付与される年次休暇は、1年度につき20日となっています。年次休暇以外
の休暇等については、町田市ホームページでご覧いただけます。

（3）病気休暇・介護休暇の状況
病気休暇 介護休暇
134人 3人

5　職員の休業の状況
　育児休業は、3歳未満の子どもを育児するための休業です。

育児休業
男 女
11人 171人

6　職員の分限及び懲戒処分の状況
　分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
処分で地方公務員法第28条に規定されているものです。
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として行われ
る処分で地方公務員法第29条に規定されているものです。
（1）分限処分 （2）懲戒処分

種　　類 延べ件数 人　数 種　　類 延べ件数
免　　職 0件 0人 免　　職 0件
降　　任 0件 0人 停　　職 1件
病気休職 196件 54人 減　　給 2件
刑事休職 0件 0人 戒　　告 2件

7　職員の服務の状況
　職員は、全体の奉仕者であり、職務専念義務
を負うことから、任命権者の許可がある場合
を除いて、営利を目的とする私企業等への従
事は禁止されています。

種　類 延べ件数
営利企業等の従事許可 174件

8　職員の退職管理の状況
　職員で管理職であった者は、退職後2年間、管理職として関与していた職務に関
する働きかけが禁止されています。また、再就職情報の届出義務があります。

（1）働きかけの状況＝2015年度0件

（2）再就職情報の届出の状況

退職年度 対象者数
再就職の状況

町田市嘱託・臨時 非営利法人 再就職しない
2015年度 11人 3人 5人 3人

9　職員の研修の状況
　常に市民のニーズを正確に捉える視点を持ち、高い専門的知識と人間性豊かな判
断力・行動力をもって課題に取り組み、市民の納得・共感・信頼を得る行政のプロフ
ェッショナルを育成するため、職員に対する研修を計画的に実施しています。
研修の種類 修了者数 備　考

独自研修
延べ5353人 職層別研修・実務研修・専門研修等
うち300人 自動体外式除細動器（AＥＤ）講習受講者

派遣研修 延べ1335人 東京都市町村職員研修所・東京都職員研修所等へ派遣

10　職員の福祉及び利益の保護の状況
（1）職員の保健に関する事項
　職員の健康の保持増進のため健康診断やそのフォロー等のため健康相談を実施
しています。
①主な健康診断の実施状況 ②産業医による健康相談の実施状況

種　類 人　数 種　類 延べ人数
定期健康診断 2927人 健康診断フォロー 76人
大腸検診 1478人

（2）公務災害及び通勤災害の認定件数
種　類 延べ件数
公務災害 16件
通勤災害 3件

（3）町田市職員互助会に関する事項
　地方公務員法第42条の規定に基づき、
市の条例により「町田市職員互助会」を設
置し、職員の健康増進、その他厚生に関す
る事業を行っています。事業は、会員の会
費（給料月額の0.5％）と市の交付金（給料
月額の0.3％以内）で運営されています。

会員数 3121人（2016年4月1日現在）

事業�
内容

給付事業（慶弔費等）
健康体育事業（スポーツ大会等）
文化教養事業（文化祭等）
福利厚生事業（人間ドック利用補助等）

11　公平委員会の業務の状況
　地方公務員法第7条第4項の規定に基づ
き、規約により市及び一部事務組合で共同
して「東京都市公平委員会」を設置し、職員
の勤務条件に関する措置の要求や不利益
処分の審査など、職員の権利利益の保護の
ため処分庁とは異なる第三者機関・中立機
関として業務を行っています。

項　目 延べ件数
勤務条件に関する措置の要求 0件
不利益処分についての不服申立て 0件
苦情処理 2件
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市職員給与の状況
１　職員の構成

（2016年4月1日現在）

一般行政職
１５８５人
５４．００％

企業職
６５８人
２２．４２％

特定任期付職員
２人　０．０７％

教育公務員
５人　０．１７％

技能労務職
２３７人
８．０８％

税務職
１７０人
５．７９％

福祉職
１５４人
５．２５％

医療職
１２４人
４．２２％

（注）
①一般行政職…以下の②から⑧以外の職員（事務、
技術等）
②税務職…財務部の市税担当職員及びいきいき生
活部保険年金課の保険税担当職員
③福祉職…保育園等の保育士及び児童厚生員
④医療職…市民病院以外に勤務する医師、保健師、
薬剤師等
⑤企業職…地方公営企業法を全部適用する公営企
業の職員（町田市では、市民病院に勤務する職員）
⑥技能労務職…自動車運転手、用務員、作業員、給
食調理員等
⑦教育公務員…教育委員会に勤務する指導主事
⑧特定任期付職員…高度の専門的知識・経験を有
する任期付職員（町田市では法制課担当課長〔法務
担当〕、建築開発審査課担当課長〔建築審査担当〕）

職員数2935人　※職員数には、再任用短時間勤務職員（180人）を含みません。

２　一般行政職の級別職員数の状況
（2016年4月1日現在）

区　分 ５級 4級 ３級 2級 1級 計標準的な職務内容 部長・次長 課長・担当課長 統括係長・係長・担当係長 主任 係員
職員数 40人 16３人 ３9５人 ５99人 ３88人 1５8５人

（注）①町田市一般職の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　②標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

３　職員給与費の状況（２0１6年度普通会計予算）
0 20 40 60 80 100 120 140 160億円

給与費の内訳
（計１５０億６０２６万円）

給料
８３億７４１１万円

期末・勤勉手当
３６億２１４９万円

その他の手当
３０億６４６６万円

（注）①�給与費は、人件費から議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費、退職手当などを
除いたものです。

　　②�「その他の手当」のうち主なものは、扶養手当1億8414万円、地域手当1３億9999万円、時間
外勤務手当10億2441万円などです。

　　※算出方法には再任用職員分を含みます。

４　初任給の状況
（2016年4月1日現在）

区　分 町田市 東京都 国

大学卒 18万1200円 18万1200円 総合職18万1200円
一般職17万6700円

高校卒 14万4600円 14万4600円 14万4600円
（注）この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

５　平均給料月額などの状況
（2016年4月1日現在）

20万円 35万円30万円25万円

34万1764円
29万2729円

31万4131円
31万6682円

技能労務職

一般行政職

※( ) 内は平均年齢

町田市
東京都

（40.4歳）（40.4歳）
（41.6歳）（41.6歳）

（51.1歳）（51.1歳）
（48.8歳）（48.8歳）

6　経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（2016年4月1日現在）

区　分 経験年数
10年 1５年 20年

一般行政職 大学卒 26万３３円 28万9486円 ３３万３262円
高校卒 - 2３万7400円 28万9３09円

技能労務職 全学歴 - - 28万1120円
（注）�経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は､その在職年数をいい､その他の職員

については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです｡

７　期末・勤勉手当の状況

区　分 町田市 東京都 国
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

201５年6月期 1.1５月分 0.72５月分 1.22５月分 0.800月分 1.22５月分 0.7５0月分
（0.５５月分）（0.３５月分）（0.6５月分）（0.３7５月分）（0.6５月分）（0.３５0月分）

201５年12月期 1.３0月分 0.82５月分 1.３7５月分 0.900月分 1.３7５月分 0.8５0月分
（0.6５月分）（0.4５月分）（0.80月分）（0.42５月分）（0.80月分）（0.40月分）

2016年３月期 0.３0月分 - - - - -
（0.2５月分） - - - - -

計 2.7５月分 1.５５0月分 2.60月分 1.70月分 2.60月分 1.60月分
（1.4５月分）（0.80月分）（1.4５月分）（0.80月分）（1.4５月分）（0.7５月分）

2016年6月期 1.07５月分 0.8５0月分 1.22５月分 0.8５月分 1.22５月分 0.80月分
（0.５2５月分）（0.40月分）（0.6５月分）（0.40月分）（0.6５月分）（0.３7５月分）

職務段階に
よる加算 有 有 有

（注）①一般職員の例です｡②（　）内は、再任用職員に係る支給割合です｡

８　昇給への勤務成績の反映状況
区　分 201５年度 2016年度
対象職員数 2114人 2097人

勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数 44５人 4５8人
（注）�勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員は、「標準」の職員と比べて基本的

に1，2号給拡大された昇給幅が付与されます。

９　退職手当の状況
（2016年4月1日現在）

区　分
町田市 東京都 国

普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等
勤続20年 2３.５月分 2３.５月分 2３.５月分 2３.５月分 20.44５月分 2５.５５62５月分
勤続2５年 ３1.５月分 ３1.５月分 ３1.５月分 ３1.５月分 29.14５月分 ３4.５82５月分
勤続３５年 4５.0月分 4５.0月分 4５.0月分 4５.0月分 41.３2５月分 49.５9月分
最高限度 4５.0月分 4５.0月分 4５.0月分 4５.0月分 49.５9月分 49.５9月分

加算措置
定年前早期退職特例措

置
〔2％～20％加算〕

定年前早期退職特例措
置

〔2％～20％加算〕

定年前早期退職特例措置
〔2％～4５％加算〕

１0　特別職の報酬等の状況
区　分 市長、副市長 議長、副議長、議員

報酬等の月額
（2016年4月1日現在）

（給料）
市長
副市長

106万円
90万円

（報酬）
議長
副議長
議員

64万円
５8万円
５５万円

期末手当
（201５年度支給割合）

201５年6月期� 1.87５月分
201５年12月期� 2.02５月分
2016年３月期� 0.40月分
支給割合　合計� 4.３0月分

201５年6月期� 2.10月分
201５年12月期� 2.40月分
2016年３月期� 0.40月分
支給割合　合計� 4.90月分

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。

１１　職員給与総額と一般事務等の平均年収の年度別推移

※普通会計の職員給与の年度別決算額です（再任用職員分を含む）。
2011 2012 2013 2015（年）2014135億円

140億円

145億円

150億円

600万円

650万円

700万円

712万円
696万円 697万円 698万円 695万円

147.5
億円

145.3
億円

147.9
億円

150
億円

職員給与
（左目盛り）
平均年収
（右目盛り）

148.9
億円

１２　主な職種別の職員の平均年収比較表
2014年度 201５年度

職　種 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢
一般事務等 1３0５ 698万 ３9.５歳 1３26 69５万 ３9.５歳
土木技術 121 748万 42.9歳 1３1 7３8万 41.4歳
建築技術 ５５ 672万 ３8.6歳 ５9 69３万 ３8.1歳
機械技術 ３５ 774万 44.8歳 ３9 72３万 44.３歳
電気技術 ３9 8３9万 46.2歳 47 806万 46.0歳
保育士 97 676万 ３9.9歳 99 66５万 ３9.8歳
医師･歯科医師 80 1474万 41.５歳 79 1５20万 41.３歳
保健師･看護師等 ３66 682万 ３7.３歳 ３9３ 67５万 ３7.4歳
自動車運転 91 77５万 48.4歳 91 7５8万 49.３歳
一般作業 41 7３５万 49.0歳 ３6 7３2万 49.2歳
給食調理 ５7 724万 ５0.0歳 ５1 72５万 ５0.6歳
一般用務 ３6 74３万 ５4.2歳 ３５ 724万 ５4.9歳

（平均年齢は10進法）
※�平均年収は、その年度の支給額をもとに、算出しています。育児休業等により支給がない職員は、
算出から除いています。
※�平均年収は、給料、諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）及び期
末・勤勉手当を合計したものです。退職手当は、含みません。
※平均年齢は、その年度の4月1日現在の在職職員の平均年齢です。

給与の種類とその内容

給
　
与

毎月決まって
支給されるも
の

給料…給料表に定める額
扶養手当…配偶者1万３５00円、その他の親族7000円
地域手当…民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給される
手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の16％
住居手当…借家居住の場合に限り、1万５000円を限度に支給
通勤手当…交通機関利用者→運賃相当額、交通用具使用者→通勤距離に応じ
て支給
その他…管理職手当等

勤務した実績
に応じて支給
されるもの

特殊勤務手当…著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合に
支給
その他…時間外勤務手当等

臨時に支給さ
れるもの

期末・勤勉手当…賞与に相当する手当
退職手当…退職のときに支給される一時金

※東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値を使っています｡
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お知らせお知らせ
実施します～町田市民の
保 健 医 療 意 識 調 査

　市では、今後の保健医療施策に役
立てるため、意識調査を実施します。
　３５００人の市民の方へ、１１月下旬
ごろに郵送でアンケート用紙をお送
りします。ご協力をお願いします。
問保健総務課☎７２４・４２４１
民生委員・児童委員の連絡先に
変 更 が あ り ま し た

　１１月１日に、民生委員・児童委員の
連絡先に変更がありました。

※その他の担当は、福祉総務課へお
問い合わせ下さい。
地区町田第一
地域森野１丁目森野団地（森野住宅）
１～１１号棟
担当委員野村和子☎０７０・６４５５・
１３９７（電話番号変更）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座催し・講座
消費生活センター
学 習 会

【保険は必要か？～生命保険・医療保
険の正しい選び方】
対市内在住、在勤、在学の方

日１２月１４日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講ファイナンシャルプランナー・小
原新一氏
定４５人（申し込み順）
申１１月１５日正午～１２月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１６１１１５Ｅ）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。
問同センター☎７２５・８８０５
第５回ふれあい
コ ン サ ー ト
対６歳以上の方
日２０１７年１月２２日㈰午後２時３０分
から
場鶴川市民センター
出演黒田なるみ（ソプラノ）、大石洋
史（バリトン）、白川千尋（ピアノ）
定３５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月２２日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１６１１２２
Ａ）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田 市 鶴 川 市 民 セ ン タ ー ☎７３５・
５７０４
鶴間公園の明日を考える
ワ ー ク シ ョ ッ プ

　南町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクトの一環として鶴間公園を中心
とした駅前空間づくりについて考え
ます。今回が最終回です。
【第５回コミュニティのワークショ
ップ】
対南町田周辺に在住、在勤、在学の
方、鶴間公園を日ごろ利用している
方、鶴間公園に縁のある方等
日１２月４日㈰午後１時～４時３０分
場セミナープラス南町田
内講師による、公園運営への市民参
画に関するレクチャー、公園計画に
ついての意見交換
講（一社）リバブルシティイニシアテ
ィブ代表理事・村上豪英氏
定５０人程度（抽選）
申応募フォーム（南市民センター、南
町田駅前連絡所、鶴間公園管理事務

所で配布、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入、または住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別・プロフィール（参加・加入して
いる街づくり団体名や町内会・自治
会名、在籍する学校名・学部名、これ
までの経歴等）・応募動機を明示し、
１１月２８日まで（必着）に電話、FＡX、
郵送またはＥメールで都市政策課

（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、返
０５０・３１６１・５５０２遍ｍｃｉｔｙ２５１０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
市HP 鶴間公園  検索
問都市政策課☎７２４・４２４８
生涯学習センター・（特）ゆどうふ共
催講演会
ぼくたちの生きる社会をつくる

【同世代支援を行う子ども・若者支援
団体の取り組み】
　若者による主体的な社会づくりの
取り組み（子ども食堂や自殺予防等）
を紹介し、講演とパネルディスカッ
ション等を通して、あるべき社会を
考えます。
日１２月２０日㈫午前１０時～正午
場生涯学習センター
講岐阜大学准教授・南出吉祥氏、子ど
も・若者支援団体の代表
定１５４人（申し込み順）
申１１月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７２８・００７１）へ。

元 気 ア ッ プ 講 座
【楽しくエクササイズ】
　音楽に合わせて身体を動かす体操
教室です。
対玉川学園、南大谷、東玉川学園在住
のおおむね６５歳以上の方
日１２月９日㈮午後１時３０分～３時
場玉川学園コミュニティセンター
講健康運動指導士・原真奈美氏
定１５人（申し込み順）
申１１月１５日午前９時～１２月５日に
電話で町田第３高齢者支援センター
へ。
問当日について＝町田第３高齢者支
援センター☎７１０・３３７８、元気アッ
プ講座全般に関すること＝町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４６

町田に静かで安全な空を返せ!

航空機騒音解消に向け
　 要請活動を行いました
　１０月２７日、市が加入している
厚木基地騒音対策協議会（神奈川
県及び厚木基地周辺市の行政と議
会関係者で構成）の総会が開催さ
れ、市長・議長が出席しました。
　総会終了後、防衛省・外務省・米
国大使館を訪問し、国及び米側に
対して、２０１７年ごろまでに実施
が計画されている、空母艦載機の
厚木基地から岩国基地への移駐等
を早期かつ着実に実施すること、厚
木基地を離着陸する航空機の騒音
問題の解消等を要請しました。
　空母艦載機の騒音は、町田市民
の生活に多大な影響を及ぼしてお
り、多くの苦情が寄せられている
現状を、市長・議長が国及び米側に
直接伝えました。
　国からは、「空母艦載機移駐につ
いては、今後、具体的なスケジュー
ルも含め、詳細な説明をしていき
たい」、米側からは「米軍は、生活の
拠点である地元への影響を最小限

に抑えるべく努力している」との回
答がありました。要請の詳細は町
田市ホームページをご覧下さい。
　市は今後とも航空機騒音の解消
に向けて粘り強く要請していきま
す。
　航空機騒音等に対するご意見・
お問い合わせは、下記機関へお願
いします。
○要請活動等に関すること＝町田
市企画政策課☎７２４・２１０３
○米海軍艦載機による騒音に関す
ること＝米海軍厚木航空施設渉外
部☎０４６７・７８・２６６４、北関東防
衛局☎０４８・６００・１８００（代）、北関
東防衛局横田防衛事務所☎０４２・
５５１・０３１９
○日米安保や米軍基地に関するこ
と＝外務省北米局日米地位協定室
☎０３・３５８０・３３１１（代）
○住宅防音工事に関すること＝北
関東防衛局企画部住宅防音課☎
０４８・６００・１８２１、１８２２、１８３８

【し尿処理手数料が変わります】
　市では、くみ取り式トイレ使用
世帯が減少している中、受益者負
担の適正化を図るため、２０１７年４
月、し尿処理手数料を改定します。
ご理解をお願いします。
対くみ取り式トイレをお使いの方

【浄化槽維持管理費に関する補助
制度を見直します】
　浄化槽は家庭から出る汚れた水
を微生物の力できれいにする設備

です。トイレの汚水のほか、台所・風
呂・洗濯などの生活雑排水をきれい
にする「合併処理浄化槽」と、トイレ
の汚水だけをきれいにする「単独処
理浄化槽」があります。浄化槽をお使

いの方は、適正な維持管理を行うた
め、清掃・保守点検・法定検査が義務
付けられています。
　市では、浄化槽の適正な維持管理
をより一層促進するため、２０１７年４

月から補助制度の改正を予定して
います（３月末頃に対象者へ申請
書等を送付）。
　制度の詳細は、改定時に町田市
ホームページ等でお知らせします。
対浄化槽をお使いの方
【浄化槽設置整備事業補助金をご
利用下さい】
　単独処理浄化槽やくみ取り式ト
イレを使用の場合、生活雑排水は
処理されずに、そのまま側溝や川
に排出されています。合併処理浄
化槽で処理した水と比べると、水
質の汚濁量は８倍です。
　市では、単独処理浄化槽、または
くみ取り式トイレを使用している
方が、合併処理浄化槽に切り替え
る際に、補助金を交付しています。
対くみ取り式トイレ・単独処理浄
化槽をお使いの方
対象地域市街化調整区域など
補助金額５人槽＝７５万円、７人槽＝
１０３万円、１０～５０人槽＝１４５万円
※建築確認を伴う場合は対象外で
す。

し尿処理手数料の改定内容
2017年4月く
み取り分から

一般家庭（下水道供
用開始の年度から3
年を経過した区域）

1便槽1回あ
たり4000円

一般家庭（下水道が
未供用または下水
道供用開始の年度
から3年を経過して
いない区域）

1便槽1回あ
たり2000円

事業者 1本（36ℓ）に
つき1000円

浄化槽維持管理費に関する補助制度の見直し内容
概　要 改正前 改正後（2017年4月から）

対象区域
公共下水道未供用区域（ただし、下水
道供用開始された年度の翌年度まで
は対象）

変更無し

対象者

次のいずれかに浄化槽を設置してい
る方　①一般住宅②店舗併用住宅③
事業所（容量5.5㎥以下の浄化槽に
限る）④未届浄化槽※（一般住宅、ま
たは1/2以上が居住用の店舗併用住
宅）

変更無し

補助要件 清掃を実施 清掃・保守点検・法定検査のすべてを
実施

補助金額 浄化槽の届出の有無・処理方式・容量
により異なる

①合併処理浄化槽2万円②単独処理
浄化槽1万5000円③未届浄化槽※1
万円（いずれも予定）

申請方法 申請書に必要書類を添えて、直接ま
たは郵送で下水道整備課へ

※未届浄化槽：届出浄化槽（建築確認のある浄化槽または設置届出のある浄化槽）以外の浄
化槽（あらかじめ下水道整備課で登録が必要）

し尿処理手数料の変更・浄化槽に関する補助について
問下水道整備課☎724・4306
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催し・講座催し・講座
ケ ア ラ ー 公 開 講 座
　高齢化が進むなか、介護をする家
族など（ケアラー）へのサポートが求
められています。ケアラーが孤立し
ないために、地域で支え合う社会の
実現について考えてみませんか。
※直接会場へおいで下さい。
日１２月６日㈫午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館４階講習室
内介護経験者や介護事業所職員によ
るパネルディスカッション
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、電話受付時間
＝月～金曜日の午前８時３０分～午後
５時３０分）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

福 祉 講 座
【高次脳機能障がいの理解～高次脳
機能障がい者の日常生活へのヒン
ト】
　高次脳機能障がいの夫との日常生
活を描いた「日々コウジ中」の作者で
ある漫画家・柴本礼氏に体験談をお
話しいただきます。また、リハビリの
専門家である作業療法士・三沢幸史
氏から、日常生活のヒントを分かり
やすくお話しいただきます。
※要約筆記・手話通訳があります。
日１２月１０日㈯午後２時～４時
場市庁舎３階会議室３－１
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号を明示
し、１２月７日までに電話またはFAX
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ（定員に達した場合
のみ連絡）。

母子保健講座
祖 父 母 学 級
対お孫さんが生まれる予定の方
日１２月１９日㈪午後１時３０分～３時
４０分
場健康福祉会館
内医師講話「妊娠・出産にともなう母
親の心と体の変化」、助産師講話「今
どきの子育てについて」、もく浴実習
講町田産婦人科菜の花クリニック院
長・町田利正医師、助産師・山岸美恵
子氏、助産師・松沢祐子氏
定２５組（申し込み順）
申１１月１５日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１６１１１５
Ｄ）へ。
問保健予防課☎７２５・５１２７

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１２月１７日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、AＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申１１月２１日～１２月７日にイベント

ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１１２１Ｂ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８
市民文化祭　春の催し

出 品 者 募 集
　２０１７年２月２５日㈯～３月５日㈰に
国際版画美術館で開催する「第４２回
町田市民美術展」（無審査制）の作品
を募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の方
展示内容絵画・デザイン・彫刻部門、
手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０１７年１月２０日まで（消印有効）。
※詳細は、出品規定（各市民センタ
ー、各市立図書館、生涯学習センター
等に有り）をご覧下さい。
問内容や出品規定について＝市民美
術展事務局（創作陶芸紅土会）☎７９１
・９２０２、その他のお問い合わせ＝町
田市文化振興課☎７２４・２１８４

町田駅周辺の民権運動を辿
た ど

る
ガ イ ド ウ ォ ー ク
日１２月８日㈭午前９時～午後３時ご
ろ、集合は小田急線町田駅東口カリ
ヨン広場、解散は小田急線町田駅前
（小雨実施）
コース浄運寺～二・六市碑（武相懇親
会開催跡・融貫社事務所跡）～勝楽寺
～町田天満宮～青柳寺～妙延寺（約
６㎞）
定２５人（申し込み順）
費１２００円（保険料、ガイド料、資料
代等）
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
６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）。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市産業観光課☎７２４・
２１２８

投 票 受 付 中 ！

町田私の好きなお店大賞
町田商工
会議所HP

　１２回目を迎えるこの賞は、市内商
業の活性化と地域経済の発展を図る
ことを目的に実施しています。個性
ある魅力的な店づくりに意欲的に取
り組んでいるお店を表彰するもので、
これまでに６９店舗が受賞しています。

　投票いただいた方の中から抽選
で、旅行券やまちだシルクメロン等
の賞品が当たります。
　なお、大賞は投票の多かった上位
の店舗を実行委員会で審査のうえ、
決定します。

申２０１７年１月１０日まで（消印有効）に町田商工会議所へ。
※対象は、大型店・チェーン店・歴代受賞店を除く、市内の店舗に限ります。
※投票方法等の詳細は、チラシ（町田商工会議所、市庁舎、各市民センター等
で配布）、または町田市・町田商工会議所の各ホームページをご覧下さい。
問産業観光課☎７２４・３２９６、町田商工会議所☎７２２・５９５７

　忠生地区協議会が主催です。忠
生地区の郷土芸能（祭り囃

ばや

子
し

、獅子
舞、こなや踊り等）が一堂に会しま
す。
※直接会場へおいで下さい。
日１１月２３日㈷午後１時～５時ごろ
場忠生市民センター２階ホール
問市民協働推進課☎７２４・２７８３

忠生郷土芸能まつり

蘇る忠生魂。

入会の受け付け  
　学童保育クラブの入会申請は毎年度必要
です。新規に入会を希望する方は、申請書・
必要書類をお持ちのうえ、受付日時に直接
受付会場へおいで下さい。継続して入会を
希望する方は、各学童保育クラブから配布
される案内をご確認下さい。
※先着順ではありません。
※入会要件により必要書類が異なります。
入会要項をご確認のうえ、ご不明な点はお
問い合わせ下さい。
日・場１月１０日㈫午後１時～７時＝子どもセ
ンターただＯＮ▷１月１１日㈬午後１時～７
時＝子どもセンターつるっこ▷１月１２日㈭
午後１時～７時＝小山市民センター▷１月
１３日㈮午後１時～７時＝子どもセンターぱ
お▷１月１４日㈯、１５日㈰、午前９時～午後４

時３０分＝市庁舎２階会議室２－２▷１月１６
日㈪午前９時～午後７時＝市庁舎２階会議室
２－２▷１月１７日㈫午後１時～７時＝南市民
センター
※期間後も児童青少年課で随時受け付けし
ますが、原則、空き待ちとなります。育成料
に未納がある場合は入会できません。
※入会要項・申請書は、各学童保育クラブ、
各子どもセンター、小山市民センター、南市
民センター、児童青少年課（市庁舎２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）。
※受付会場は混雑するため、時間帯によっ
ては受け付けまでお待ちいただくことがあ
ります。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

２０１７年度学童保育クラブ一覧表
学校区・場所／学童保育クラブ名

町田一小・敷地内／中央 鶴川一小・敷地内／野津田
町田二小・敷地内（一部せりがや
会館内）／学童２１ 鶴川二小・敷地内／鶴川第二

町田三小・校舎内／竹ん子 鶴川三小・敷地内／鶴川
町田四小・敷地内／森野 鶴川四小・敷地内／鶴川第四
町田五小・ころころ児童館内（一
部校舎内）／ころころ 金井小・敷地内／金井

町田六小・敷地内／高ヶ坂 大蔵小・敷地内／大蔵

南大谷小・敷地内／南大谷 三輪小・敷地内（※１）／みわっこ
（現：三輪子どもの学園）

藤の台小・校舎内／藤の台ポケッ
ト組

子どもセンターつるっこ内（※２）
／つるっこ

本町田東小・敷地内／藤の台 忠生小・校舎内／なかよし
本町田小・敷地内／本町田 小山田小・近接地／小山田
南一小・校舎内／南第一さくら 忠生三小・敷地内／木曽
南二小・敷地内／そよかぜ 山崎小・敷地内／山崎

南三小・敷地内／金森
小山田南小・校舎内（※３）／小山
田南小学校区（仮称）（現：子ども
の森桜台）

南四小・隣接地／どろん子 木曽境川小・敷地内／木曽境川
つくし野小・敷地内／つくし野 七国山小・敷地内／七国山
小川小・校舎内／わんぱく 図師小・敷地内／図師
成瀬台小・校舎内／すまいる 小山小・敷地内／小山
鶴間小・敷地内／鶴間ひまわり 小山ヶ丘小・敷地内／小山ヶ丘
高ヶ坂小・敷地内／高ヶ坂けやき 小山中央小・敷地内／小山中央
成瀬中央小・校舎内／成瀬中央あ
おぞら

相原小・子どもセンターぱお内／
相原たけの子

南成瀬小・敷地内／なんなる 大戸小・武蔵岡中学校校舎内／大
戸のびっ子

南つくし野小・南つくし野保育園
隣／南つくし野

※１  みわっこ学童保育クラブは２０１７年４月に学校敷地内へ移転予定
です。

※２ つるっこ学童保育クラブは学校区の指定がありません。
※３  子どもの森桜台学童保育クラブは２０１７年４月に学校校舎内へ移

転予定です。

２０１７年度  

学 童 保 育 ク ラ ブ 入 会 案 内
　学童保育クラブは、就労等の理由で保護
者が昼間家庭にいない世帯の児童を預か
る、児童１人で通うことを基本とした施設
です。
※児童を個別に保育することはできません。
※医療行為を必要とする児童は入会できま
せん。
対市内在住の小学１～３年生（障がいのある
児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜日・学校休
業期間〔夏休み等〕は、午前８時３０分～午後

６時）、特別保育（延長保育）を利用する場合
は、下校時～午後７時（土曜日及び学校休業
期間〔夏休み等〕は、午前８時～午後７時）
※日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
費育成料１人１か月６０００円（別途おやつ代
等が必要）
※特別保育利用時は、別途特別育成料が必
要です。
※減額・免除の制度があります（ただし、特
別育成料を除く）。詳細は入会要項をご覧下
さい。
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催し・講座催し・講座
健 康 講 座

【高齢者のための口腔ケア～お口の
健康は全身を守ること】
　口の大事な役割や、おいしく食べ
る、楽しく話をするための重要なポ
イントと、毎日できる簡単な健口体
操の方法などを学びます。
対市内在住の６０歳以上の方
日１２月１４日㈬午後１時３０分～３時
場忠生市民センター
講歯科衛生士・大堀嘉子氏
定３０人（申し込み順）
申往復ハガキに講座名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・年齢を明記し、
１２月５日まで（必着）に、町田市老人ク
ラブ連合会（〒１９４－００２２、森野１－

１－１５、わくわくプラザ町田３階）へ。
問同連合会☎７２５・４６１３、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４１

町 田 市 民 文 学 館
　いずれも保育希望者以外は直接会
場へおいで下さい。
【文学館でたのしむ～おとなのため
のおはなし会】
　「耳から聴く文学」を楽しんでみま
せんか。
日１１月１７日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
内町田ゆかりの作家紹介＝「八木重
吉」／おはなし＝「なんでも信じるお
ひめさま」（デンマークの昔話）、「動
物の言葉」（セルビアの昔話）、「空色
のゆりいす」（安房直子作）
語り手まちだ語り手の会
【紙芝居上演会～紙芝居・大人の時
間】

　おとなのためのじっくり楽しむ紙
芝居です。
日１２月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「ゆきおんな」（脚本／桜井信夫、絵
／箕田源二郎）、「どんぐりとやまね
こ」（原作／宮沢賢治、脚本／堀尾青
史、絵／渡辺有一）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」

◇
場同館２階大会議室
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に各６人）は電話で同館
へ。
問同館☎７３９・３４２０

市役所まち☆ベジ市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日１１月２１日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６
なたね油しぼり
実 演 と 販 売
　野津田町の七国山地区で栽培して
いるなたねから、油をしぼります。
　油は、４２５ｇビン１本８００円で販売
します。
日１１月１９日㈯、販売時間＝午前９時
３０分から（数に限り有り、売り切れ
次第終了）、実演時間＝午前１１時～
午後２時
場ふるさと農具館

問同館☎７３６・８３８０

地 域 介 護 予 防 教 室
【スマイル体操教室】
　運動と口腔の複合型介護予防教室
です。笑顔で筋力トレーニングを目
的とした体操を学びます。講座終了
後は受講した仲間で活動を共にして
いく内容です。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日１２月５日～２０１７年２月２０日の毎
週月曜日（２０１７年１月２日、９日を除
く）、午前１０時～正午、全１０回
場都営成瀬アパート第１集会所
講理学療法士、歯科衛生士、健康運動
指導士
定４０人（申し込み順）
申１２月３日午後５時までに電話で南
第３高齢者支援センターへ。
問当日について＝南第３高齢者支援
センター☎７２０・３８０１、教室全般に
関すること＝町田市高齢者福祉課☎
７２４・２１４６
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方
日１２月１４日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講町田市獣医師会・芳賀寛典氏
定４０人（申し込み順）
申１１月２１日正午～１２月４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１１２１Ａ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

南米フォルクローレ
　　～アンデス・パラグアイ音楽紀行

生涯学習センターコンサート
講座名 日時／定員／費用

①「背骨コンディショニング」でカラダを楽に、姿
勢もピン！！

12月12日㈪午前10時～正午
／20人

②チャレンジ朗読！冬の怪談ばなし「小泉八雲」 12月12日㈪午後2時～4時／
15人

③グリーンスムージーで健康になろう 12月13日㈫午後2時～4時／
20人／500円

④おもちゃドクターの活動紹介と電池チェッカー
作り

12月14日㈬午前10時～正午
／15人／300円

⑤ブッシュ・ド・ノエルを作ろう 12月16日㈮午前10時～正午
／16人／800円

⑥防災食を手作り食器で試食体験！ 12月17日㈯午前10時～正午
／25人／500円

⑦「子どものやる気スイッチオン」コミュニケーシ
ョン講座

12月17日㈯午後2時～4時／
20人

⑧思わず笑顔になる楽しい出前落語 12月18日㈰午前10時～正午
／30人

⑨みんなで楽しく歌いましょう！ 12月18日㈰午後2時～4時／
30人

１２月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
（Ａコース＝母親学級、 

Ｂコース＝両親学級）
−2コース制−（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724

・5656）へ

16～35週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａ
コース

2日㈮
午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の衛生、栄
養と食生活

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

９日㈮ 分娩経過とリラックス法、産後の
ライフスタイル

Ｂ
コース 17日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験、新生児の

保育体験

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちの
うえ、直接会場へおいで下さ
い。

2か月以上の未就
学児とその保護者

健康福祉会館 12日、26日㈪
受け付け＝午前９時45分～
11時30分、午後1時30分～
3時

身長･体重測定、保育相談、栄養相
談、歯科相談、母親のからだや気
持ちの相談

子どもセンターばあん ９日㈮
子どもセンターつるっこ 14日㈬

忠生保健センター 21日㈬
プレママクッキング

（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724
･5656）へ（町田市ホームペ

ージで申し込みも可）

16～35週の妊婦 健康福祉会館 15日㈭ 午前10時～午後1時
調理実習、会食、妊娠中の食生活
の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7９９6離乳食・幼児食講習会
（申し込み制）

申イベントダイヤル（☎724
･5656）へ（町田市ホームペ

ージで申し込みも可）

4～5か月児の保
護者

健康福祉会館

初期 5日、1９日㈪ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試食 
（各日とも同一内容）

8～９か月児の保
護者 後期 12日㈪ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

1歳6か月～2歳0
か月児の親子 1日㈭ 午前９時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

　アルパ、ケーナ、チャランゴな
ど、アンデス・パラグアイの民族楽
器が奏でるハーモニーを存分にお
楽しみ下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１１日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「コンドルは飛んで行く」「コ
ーヒールンバ」「花祭り」「カスカー
ダ滝」　他（予定）

出演藤枝貴子（アルパ）、長岡竜介
（ケーナ）、寺澤むつみ（ギター、チ
ャランゴ）
定１５４人（申し込み順）
申１１月１６日正午～１２月１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１６１１１６Ａ）へ。附室からの親
子鑑賞希望者（３組まで）は、併せ
て申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１

　生涯学習ボランティアバンク
は、自身の知識や特技などを地域
に還元したいとお考えの市民の方
や市民団体が登録しています。生
涯学習ボランティアバンクを皆さ
んに活用していただくため、体験
講座を実施します。
対①②⑥市内在住、在勤、在学の方
③～⑤⑦～⑨市内在住、在勤、在学
の２０歳以上の方
※⑥のみ小学生以下は保護者同伴
場生涯学習センター
申１１月１５日正午～１２月５日にイ

ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１６１１１５Ｃ）へ（複数講座の申
し込みも可、いずれも申し込み
順）。
※町内会・自治会、子ども会、老人
会、ＰＴＡなど地域で行うイベント
や講習会等の企画、講師にお悩み
の際は、生涯学習ボランティアバ
ンクをご利用下さい。
※各講座の詳細はチラシ（同セン
ターに有り）をご覧下さい。
問同センター☎７２８・００７１
市HP

生涯学習ボランティアバンク1日体験講座
地域のイベントご相談下さい！

生涯学習センターで募集しているイベント 検索
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市民の広場

●「第3回鶴川朗読会」つるの会主催
の朗読会です／11月27日㊐午後2
時～3時50分／和光大学ポプリホー
ル鶴川／無料／橋本英子☎736・
0455／お気軽においで下さい
●健康増進ストレス解消と声の衰え
に効果大の吟詠／12月3日、10日午
後7時～9時／成瀬コミュニティセ
ンター／無料／宮崎☎723・3701
／初心者歓迎
●アロハタウン　フラ発表会／12
月4日㊐午後2時から／町田市民フ
ォーラム3階／無料／ククイ・谷☎
080・5405・0649

●学童保育ってどんなところ？～学
童保育学習会／12月11日㊐午前10
時～正午／町田市民フォーラム和室
／100円／実行委員会・白井☎080
・3000・5737／子ども同伴可
●リズム＆ハーモニーX'masダンス
パーティー／12月18日㊐午後1時
10分～4時／健康福祉会館4階／
500円／井上☎090・2532・6494
／ど迫力音響　お一人様歓迎
●おしゃれなクリスマスフラワーア
レンジメント／12月20日㊋午前10
時～正午／成瀬コミュニティセンタ
ー／3000円／小林☎090・4009・
4398／締切は11月24日㊍です

　本紙の改定に伴い、毎月15日号の掲載となります。新しい掲載ルール・申込
用紙は、広報課（市庁舎4階）で配布するほか、市HPでご覧いただけます。
【申込期間】前月の1日～20日
【抽選】申し込みが多い場合、申込締切日の翌開庁日に抽選します。
【申込間隔】掲載された場合、次回申し込みは、6か月以降に受け付けます。
市HP 市民の広場 検索

●恩田川清掃／毎月第1㊍午前10時
から／恩田川坂下橋そば／入会無料
・月無料／エコネット町田・松尾☎
721・8687／ゴム長靴持参
●男の料理キッチン21／毎月第2㊊
午前11時～午後2時／町田市民フォ
ーラム／入会1000円・月1500円／
徳弘☎090・4417・9162／60歳代
歓迎
●英会話ガーベラ／毎週㊍午後1時
30分～3時30分／生涯学習センタ
ー／入会無料・月3000円／ガーベ
ラ☎812・0193　要電話午後7時～
／赤毛のアンリスニング
●文章教室　コツを講師が指導しま
す／毎月第3㊏午後1時～4時30分

／生涯学習センター／入会無料・月
2000円／文遊会・森田☎729・
0778／見学からどうぞ　要申込
●フラサークル　カレフアウラ／月
3回㊍午前10時～11時30分／生涯
学 習 セ ン タ ー 他 ／ 入 会 無 料・ 月
3000円／小林良子☎090・7219・
4270／ベーシックからしっかり
●楊名時太極拳・あずみ会／月4回
㊍午後2時～4時／小山市民センタ
ー／入会無料・月2000円／あずみ
会・近藤☎779・3676／初心者・男
女問わず歓迎！
●鶴川太極拳同好会／毎週㊎午前9
時30分～11時30分／鶴川市民セン
ター他／入会2000円・月2000円／

秋永☎736・2868／見学できます
●日本健康太極拳　町五小教室／毎
週㊋午後4時～5時／町田第五小学
校体育館／入会1000円・月2000円
／古市☎728・9275／丹田呼吸法　
初心者歓迎
●ハイキングクラブ山ぼうし／毎週
㊏㊐平日もあり／生涯学習センター
／入会1000円・月1000円／萩生田
☎724・6468／近郊の山登りを楽
しむ方
●ターゲットバードゴルフ町田市協
会／毎週㊊・㊎午前8時30分～正午
／山崎第二スポーツ広場／入会
1000円・月500円／村上三雄☎返
723・6313／初心者歓迎・健康保持
に
●昭和歌謡de楽しむ会・出前演奏者
募集／練習日第2・4㊌午後1時～4

時／野津田公民館／入会無料・月無
料／若林弘美☎734・5457（午前10
時～午後5時）／スチールギター、鍵
盤楽器
●町田混声合唱団／毎週㊎午後7時
～9時／町一中ミーティングルーム
／入会500円・月3500円／江川☎
793・2116／初心者の方もどうぞ！
●木曽囲碁クラブ／毎週㊐午後1時
～5時／木曽森野コミュニティセン
ター／入会無料・月400円／秋吉武
利☎735・8518／初心者の方もど
うぞ！
●町田写真研究会　講師は熊切圭介
先生／奇数月第4㊍午後6時から／
生涯学習センター／入会1000円・
月1500円／孫田☎793・9115／偶
数月は撮影会です

移動図書館「そよかぜ号」
問①さるびあ図書館☎722・3768②堺図書館☎774・2131

① ②

15日、
2９日㈫

10時10分 市立博物館前、10時20分 東玉川学
園1丁目児童公園→1時50分 成瀬台公園→3時
10分 玉川学園やすらぎ公園、南つくし野やなぎ
公園

10時30分 上小山田町はなみ
ずき公園→2時 小山市民セン
ター横→3時20分 小山ヶ丘小
学校前

16日、
30日㈬

10時10分 三輪中央公園、10時20分 金井中央
ふれあい公園→1時50分 山王塚公園、2時 鶴川
台緑の里公園→3時10分 金井森の丘公園、鶴川
台丘の里公園

10時30分 福音会→2時10分
武蔵岡住宅→3時20分 ゆくの
き学園前

17日㈭ 2時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→3時
10分 日向台北公園、3時20分 鶴間公園

2時 常盤団地→3時20分 都営
八幡平

18日㈮
10時20分 薬師台青空公園、藤の台住宅管理組
合前→2時 小山田桜台→3時20分 図師小学校
前、シーアイハイツ町田

10時30分 小山ヶ丘一丁目→2
時 小山観音谷戸→3時10分 小
山小学校前

21日㈪ 3時 金井関山公園

22日㈫
10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ケ谷
戸公園→1時50分 市立総合体育館駐車場入口、
2時 四ツ木橋児童公園→3時10分 つくし野セ
ントラルパーク、三輪沢谷戸かえで公園

10時30分 小山ヶ丘こもれび
公園→2時 マイライフ尾根道
→3時20分 矢部八幡

24日㈭
1時50分 都営町田中里橋アパート、2時 小野路
公会堂→3時10分 都営山崎町アパート、薬師ヶ
丘住宅

2時20分 ヴィラ町田→3時30
分 相原中央公園

25日㈮
10時20分 木曽ほがらか公園横、10時30分 セ
ルシオヒルズすずかけ台→2時 鶴間風の子公
園、2時10分 南町田ハイタウン→3時10分 鶴
間ガーデンセシア

10時30分 町田荘→1時50分
馬場児童公園前→3時20分 小
山中央小学校前

28日㈪ 3時 ゆうき山公園

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をご覧下さい。� 申込方法／T＝電話／⇨＝直接／は＝ハガキ／H＝ホームページ／E＝Eメール

催し名 対　象 日時／場所 内容／定員／費用 問い合わせ／申し込み

子どもセンターただＯＮ　〒194－0035　忠生1－11－1　☎794・6722

バイオリンとわくわくおはなし会 乳幼児とその保護者 11月17日㈭午前11時～11時45分 バイオリニスト・永井由里氏の生演
奏とひろば文庫のおはなし ⇨会場へ

ひなた村　〒194－0032　本町田2863　☎722・5736

リース作り 市内在住、在学の小学2
年生～中学生 11月26日㈯午前10時～正午 自然素材のリース作り／15人（申

し込み順）／200円
T11月16日午前10時からひな
た村へ

たきびのじかん どなたでも（小学3年生
以下は保護者同伴）

12月3日、17日、いずれも土曜日午前10
時～11時30分（正午に消火、雨天中止）

たき火を囲む。焼きたい食材・アル
ミホイル・軍手持参も可 ⇨会場へ

ひなた村科学クラブ講座～よく飛ぶ！模型
のヘリコプターを作って、飛ばしてみよう!!

市内在住、在学の小学3
年生～中学生 12月23日㈷午前９時30分～正午

飛行についての学習、ヘリコプター
の制作、飛行実験　他／15人（申し
込み順）／400円

T11月16日午前10時からひな
た村へ

大地沢青少年センター　〒194－0211　相原町5307－2　☎782・3800

親子でハイキング＆リース作り 市内在住、在学の小・中学
生の親子

11月27日㈰午前10時～午後3時（相原
駅から無料送迎バスを運行） 30人（申し込み順）／1人500円

T11月16日午前９時から同セン
ターへ

親子陶芸教室 市内在住、在学の小学生
で陶芸初心者の親子

12月4日、2017年1月15日、いずれも日
曜日午前10時～午後3時、全2回（相原駅
から無料送迎バスを運行）

粘土成型から絵付けまで行う／30
人（申し込み順）／大人800円、小学
生400円

町田市民文学館　〒194－0013　原町田4－16－17　☎739・3420

子ども向け年賀状講座 小・中学生 12月4日㈰午前10時～正午 色付きのアートペーパーで年賀状
作り／18人（申し込み順）／200円 T11月15日午前９時から同館へ

子どもセンター合同事業

中高生合宿～ティーンズ企画「サンライズ
＆サンセットツアー」

市内在住、在学の中学生
～18歳の方

12月26日㈪～27日㈫、1泊2日、集合・解
散は子どもセンターまあち（悪天候時は
27日～28日に延期）／まあち、江の島・
鎌倉周辺

朝日・夕日観賞、江ノ電謎解きラリ
ー、鎌倉散策等／30人（申し込み
順）／1800円（交通費、夕食代等）
※朝・昼食代は別途各自負担

ばあん☎788・4181、つるっこ☎
708・0236、ぱお☎775・5258、
ただON☎7９4・6722、まあち☎
7９4・7360／T・⇨11月16日午
前10時30分～12月5日に各子ど
もセンターへ

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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市立陸上競技場 市立室内プール 小野路公園  サン町田旭体育館 市立総合体育館 成瀬クリーンセンター
テニスコート　　　　  
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催し名 対　象 日　時 定員／参加費 申し込み

野津田公園　〒195-0063　野津田町2035　☎736・3131

リースづくり教室 小学生以上の方 11月26日㈯、午前10時～11時30分、
午後2時～3時30分

各10人（申し込み順）／
1200円（保険料、材料費込
み）

T11月15日午前9時から同公園
へ

町田市フォトサロン　〒195-0063　野津田町3272　薬師池公園内　☎736・8281
はすの花写真展 どなたでも 12月7日㈬～18日㈰ ⇨2階展示室へ
町田市自然休暇村　〒384-1403　長野県南佐久郡川上村秋山53－15　錆0120・55・2838

川上スキーツアー 市内在住、在勤、在学の方とその同
行者

2017年1月14日㈯午前7時～15日㈰
午後5時ごろ、1泊2日、集合は町田ター
ミナルプラザ、解散は町田駅周辺

40人（申し込み順）／中学生
以上1万8800円、小学生以
下1万6800円
※最少催行人数は35人です

T11月15日午前9時から自然休
暇村へ
※1月4日以降の取り消しはキャ
ンセル料が必要です

和光大学ポプリホール鶴川　〒195-0053　能ヶ谷1－2－1　☎737・0252
第46回若き演奏家による水曜午後の音楽会～
小泉茉耶（バイオリン）、正住真智子（ピアノ）

6歳以上の方
2017年1月18日㈬午後2時開演 1000円（全席自由） T11月17日正午からイベント

ダイヤルへ
人生がテーマの映画上映会「ベトナムの風に
吹かれて」 2017年2月27日㈪午後1時30分開演 700円（全席自由） T11月26日から町田市民ホー

ル（☎728・4300）へ
町田市民ホール　〒194-0022　森野2－2－36　☎728・4300
タニケンのファミリーコンサート～ＮＨＫ　E
テレ「フックブックロー」出演の谷本賢一郎の
コンサート

どなたでも 2017年2月25日㈯午後2時開演
1800円（全席指定）※4枚以
上同時購入＝1枚1500円
※3歳未満のお子さん膝上鑑
賞1人まで無料

T11月25日から町田市民ホー
ルへ（有料保育有り）

市立総合体育館　〒194-0045　南成瀬5－12　☎724・3440
ビューティーボディ体操教室 市内在住、在勤、在学の18歳以上

60歳未満の女性
2017年1月11日～2月8日の水曜日、
午前10時～11時30分、全5回 50人（抽選）／1700円

H・往復は11月22日まで（消印
有効）

親子体操教室 市内在住、在園の2歳6か月～3歳
児とその保護者

2017年1月11日～3月15日の水曜日、
午前10時～11時、全10回 30組（抽選）／4700円

サン町田旭体育館　〒194-0023　旭町3－20－60　☎720・0611
初心者太極拳教室 市内在住、在勤、在学の18歳以上の

方
2017年1月10日～3月14日の火曜日、
午前10時～11時30分、全10回 50人（抽選）／3400円 往復は11月30日まで（消印有

効）
小野路公園　〒195-0064　小野路町2023－1　☎737・3420
ショートプログラム体操教室（ストレッチ、タ
オル体操、シェイプアップエクササイズ、体幹
トレーニング）
※曜日、時間によりプログラムが異なる

15歳以上の方（中学生を除く）
毎週月・金曜日①午前10時30分～10
時55分②午前11時～11時25分③午後
3時～3時25分④午後3時30分～3時
55分

各100円、障がい者手帳をお
持ちの方各50円／①②各12
人③④各16人（いずれも申
し込み順）

T当日の午前8時30分から同公
園へ

出会い、知り合い、
　　深め合うまちだ

まちカフェ！まちカフェ！

　地域で活躍している団体が、町田の魅力を発信するお祭りです。100以上の
団体による、見て・ふれて・参加して・楽しめる企画が盛りだくさんです！
　各団体のブース出展による企画（「まちだ名産品販売」「体験型ワークショッ
プ」「相談コーナー」「町田産野菜の販売」等）、町内会・自治会の活動紹介のパネ
ル展示、ステージ（パフォーマンスや体験型イベント等）もあります。
※直接会場へおいで下さい。
市HP まちカフェ！ 検索

日12月4日㈰午前10時～午後4時
場市庁舎1～3階
問市民協働推進課☎724・4358

　市内９つの地区協議会が、地域課題の解決に向けた取り組みを
インタビュー形式で紹介します。高崎経済大学教授・櫻井常矢氏
の、協働によるまちづくりに関する基調講演や、地域の取り組みに
対する櫻井氏と石阪市長の講評も行います。
※直接会場へおいで下さい。
時間午後0時30分～3時30分
場市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）

　町田市出身のアーティストである咲耶さん、愛～kanashi～さん、
彩ショルさんが出演し、ポップミュージックで会場を盛り上げます！
※直接会場へおいで下さい。
時間午後0時30分～1時30分
場災害対策本部室（市庁舎3階）
問文化振興課☎７２４・２1８４地区協議会☆自慢大会 inまちカフェ！ 2016

地産地ＳＨＯＷコンサート

　成功や挫折の体験を交えながら元Ｊリーガー・星大
輔さんにお話しいただきます。FC町田ゼルビアのマ
スコット・ゼルビー＆明るい選挙キャラクター・めいす
いくんも応援に来ます（グッズのプレゼントも有り）。
※町田市明るい選挙推進協議会との共催です。
時間午前10時２0分～11時10分
場市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）
定４0人（申し込み順）
申11月1７日正午～２７日にイベントダイヤル（☎７２４・5656コード
16111７A）へ。
※申込締切日までに定員に達しない場合は、当日参加もできます。
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２16８

講演会～元Ｊリーガー・星大輔さんが語る
「夢をかなえる3つの方法」

星大輔氏

咲耶 愛〜kanashi〜 彩ショル
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国際版画美術館市民展示室
催し名 開催期間 問い合わせ先

東京都退職校長会第13回会員作品展 11月15日㈫～20日㈰ 小林☎☎735・0288

第16回みずゑ会水彩画展 11月15日㈫～20日㈰ 北村☎☎722・0617

第25回ポピー会展 11月22日㈫～27日㈰ 村井☎☎728・5350

手創
づく

りじゅうたんダネラ 11月25日㈮～27日㈰ 赤坂☎☎723・2311

佐野登志子七宝美術協会町田展 11月29日㈫～12月4日㈰ 佐野☎☎045・962・3667

第32回果林展 11月29日㈫～12月4日㈰ 榎森☎☎755・0899

情報コーナー情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント
主催者へ問い合わせ
いただくか、町田市体
育協会ホームページ
をご覧下さい。
【シニアスポーツ振興事業～シニア
のための太極拳入門教室】
対市内在住の60歳以上の方日11月
26日場市立総合体育館問町田市武
術太極拳連盟☎☎090・4000・2236
【ラージボール卓球講習会】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日12月2日午後3時から、12日
正午から、21日午後3時から、2017
年1月7日午前9時から、30日正午か
ら（各3時間）場サン町田旭体育館費
各300円問町田市卓球連盟☎☎734・

2017
【ダンススポーツ競技大会】
対選手登録している方日2017年1
月15日午前9時～午後7時場市立総
合体育館費1区分各4500円、追加1
区分各2000円問町田市ダンススポ
ーツ連盟☎☎797・7156

◇
問同協会事務局☎☎724・3443
●自衛官採用試験案内（高等工科学
校生徒）
　入隊時期は4月上旬／詳細は自衛
隊東京地方協力本部ホームページを
参照対17歳未満の男子で中卒の方
（見込みを含む）申2017年1月6日ま
で（推薦は12月2日まで）問自衛隊町
田募集案内所☎☎723・1186
●町田商工会議所～障がい者雇用セ
ミナー
　町田地域障がい者雇用企業連絡会
との共催対市内の中小企業日12月2
日午後2時～4時30分内職場実習の
活用と社内活性化～学校や支援機関
からの事例を通して、障がい者の雇

用率調査集計結果申参加申込書（同
会議所ホームページでダウンロー
ド）に必要事項を記入し、11月25日
までにFAXで同会議所（返729・
2747）へ問☎☎722・5957
●（社福）町田市社会福祉協議会～ふ
れあいサロンを始めてみませんか
　地域の皆さんの手で作る「ふれあ
いサロン」の立ち上げに向けた説明
会を開催日11月24日午後1時30分
～3時30分場同協議会申電話で同協
議会（☎☎722・4898）へ

●町田市シルバー人材センター～た
のしいパソコン講座
対初心者期日①12月6日～7日（基
礎1）②12月8日～9日（基礎2）③12
月13日～14日（基礎1）④12月15日
～16日（基礎2）時間①②午前9時～
正午③④午後1時～4時場わくわく
プラザ町田費1コース3500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）へ体育協会HP

●
当
番
医（
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

20
日
㈰

★中澤医院（内）
つくし野3-13-40 ☎☎795・5415

★木下内科胃腸科（内）
高ヶ坂3-7-11 ☎☎728・5884

23
日
㈷

★園田クリニック（内）
南成瀬1-8-21 ☎☎739・7322

★なかまち内科・外科医院（内）
中町3-15-17 ☎☎725・0028

銀行

至つくし野至つくし野

至南町田至南町田

つくし野つくし野

やなぎ
公園東
やなぎ
公園東

すずかけ台駅すずかけ台駅

国
道２４６号

国
道２４６号

や
な
ぎ
通
り

や
な
ぎ
通
り東

急
田
園
都
市
線

東
急
田
園
都
市
線

つくし野中
南つくし野
やなぎ公園

町田二中

広場

町田六小

町田二小

せりがや
冒険遊び場

小田急線小田急線

至町田至町田

至玉川学園前至玉川学園前

芹ヶ谷ひだまり荘

恩田川
恩田川

成瀬駅東成瀬駅東

成瀬ガード北成瀬ガード北

至町田至町田

至長津田至長津田
成瀬駅成瀬駅

JR横浜線
JR横浜線 成瀬駅前成瀬駅前

→

←

銀行

南成瀬小

南成瀬
中央公園

町田二中

町田一中

町田高校
新中町
平和公園

芹ヶ谷公園

小田
急線

小田
急線

至町田至町田
町
田
街
道

町
田
街
道

鶴
川
街
道

鶴
川
街
道

←←

至玉川学園前→至玉川学園前→
町田税務
署入口
町田税務
署入口

中央橋北中央橋北

町田消防署
中町
一丁目
中町
一丁目

町田税務署

★鶴川診療所（内）
鶴川6-7-1 ☎☎735・2387 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

★ちょう内科医院（内）
本町田2938-1 ☎☎729・5341 町田市メール配信サービス

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 携帯電話版

QRコード
スマホ版
QRコード

国士舘大学

銀行

鶴川市民
センター

大蔵保育園

鶴川球場
鶴川図書館

鶴川けやき公園

スーパー

鶴川団地中央鶴川団地中央

鶴川三小
鶴川二中

鶴川中央公園
テニスコート

さふらん
幼稚園

ドラッグ
ストア

山崎団地東山崎団地東

千代ヶ丘入口千代ヶ丘入口

給水塔前給水塔前

今井谷戸今井谷戸

至薬師池公園至薬師池公園→→

町田こばと
幼稚園

本町田
千代ヶ丘公園

27
日
㈰

★アツミ医院（内）（小）
中町3-6-13 ☎☎722・2185

★横沢クリニック（内）
大蔵町5002-2 ☎☎708・8550

町田一中

町田消防署

至町田至町田
小田
急線

小田
急線
→→

→→

町田市保健所
（中町庁舎）

すみれ会館

さるびあ
図書館

中町一丁目中町一丁目

町田シバヒロ

町田一小 中央橋北中央橋北

町田税務署町田税務
署入口
町田税務
署入口

新中町平和公園

至
玉
川
学
園
前

至
玉
川
学
園
前

スーパー和光大学ポプリ
ホール鶴川

鶴川駅
東口
鶴川駅
東口鶴川駅

広場前
鶴川駅
広場前

鶴川駅鶴川駅

鶴川駅鶴川駅

小田
急線

小田
急線

至柿生→至柿生→

←←至玉川学園前至玉川学園前
鶴見川鶴見川

バス乗り場バス乗り場
鶴川駅前
五反田公園

★原内科クリニック（内）
木曽東1-45-2 ☎☎732・5355 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日

忠生三小

町田市教育
センター

きそ幼稚園
スーパー

木曽中原木曽中原

町田街道

町田街道

境
川
境
川
境川団地中央境川団地中央

町田三中西町田三中西

木曽交番前木曽交番前

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。

●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
15日、22日、
29日㈫ 町田慶泉病院 ☎☎795・1668 南町田2-1-47

16日㈬、26日
㈯、30日㈬ 町田病院 ☎☎789・0502 木曽東4-21-43

17日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

18日、25日㈮ あけぼの病院 ☎☎728・1111 中町1-23-3
19日㈯ 南町田病院 ☎☎799・6161 鶴間4-4-1
21日、28日㈪ 多摩丘陵病院 ☎☎797・1511 下小山田町1491
24日㈭ 町田市民病院 ☎☎722・2230 旭町2-15-41

●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

20日㈰
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
町田慶泉病院 ☎☎795・1668 南町田2-1-47

23日㈷
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
多摩丘陵病院 ☎☎797・1511 下小山田町1491

27日㈰
内科系 南町田病院 ☎☎799・6161 鶴間4-4-1

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

　予約制の相談は、電話で①～⑥市民相談室（☎☎724・2102）⑧健康福祉会館（☎☎
725・5419）⑨消費生活センター（☎☎722・0001）へ。

相談名 日　時 予約方法／相談時間

①法律相談
15日㈫～18日㈮、
21日㈪、22日㈫、
28日㈪～30日㈬

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 16日、30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） 18日、25日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 15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 17日㈭
⑥不動産相談 22日㈫
⑦少年相談 22日㈫ 事前に電話で八王子少年センター（☎☎

042・679・1082）へ／午前9時～午後4時
⑧母性保健・母乳育児
相談 17日、24日㈭

来所相談と乳房マッサージは要予約、電
話相談は随時受付／午前10時～正午、
午後1時～3時

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談と電話相談ともに随時受付／
午前9時～正午、午後1時～4時
※午前の来所相談は午前11時30分まで
※土曜日は電話相談のみ

暮らしに関する相談

●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
けは午後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
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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）。

町田薬師池公園 四季彩の杜 薬師池

秋のまちだを彩る
11月26日㈯～12月4日㈰

秋の薬師池公園撮影会
　講師と一緒に紅葉を撮影して作品展に出品し
てみませんか。
○日時　１１月２６日㈯午前１０時～正午
○会場　�薬師池公園全域（集合は町田市フォト

サロン横の円形広場）
問町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

　市は、薬師池公園とその周辺一帯を、「町田薬師池公園
四季彩の杜」として位置づけ、多くの人々が四季を通して
花や風景、回遊を楽しめる公園とする、魅力向上計画を進
めています。
　木々の葉が色づき、薬師池の秋を飾るこの季節、「紅葉
まつり」と題して、さまざまなイベントを開催します。
※いずれも直接会場へおいで下さい。

まちだ観光案内人による園内ガイド
　「まちだ観光案内人」が、紅葉の見どころへご案内します。
○日時　�１１月２６日㈯、２７日㈰、１２月３日㈯、４日㈰、午前１１

時～正午、午後１時～２時、午後２時３０分～３時３０分
○会場　薬師池公園内全域（集合は町田市フォトサロン前）
○定員　各１５人（先着順）
問町田ツーリストギャラリー☎８５０・９３１１

芝生広場でのイベント
　リニューアルした芝生広場で、フリーマーケ
ットやキッチンカーによる物販、和太鼓や市内
中学生による吹奏楽の演奏などを行います。
○日時　�１１月２６日㈯、２７日㈰、１２月３日㈯、�

４日㈰、午前１０時～午後４時
○会場　薬師池公園芝生広場
問町田ツーリストギャラリー☎８５０・９３１１

特別講座「薬師池の歴史」
　薬師池の歴史を、改修工事が終
わった旧荻野家住宅の座敷でお話
しします。園内でのフィールドワ
ークもあります。
○日時　�１２月２日㈮午後１時３０分

～３時３０分
○会場　�旧荻野家住宅の座敷�

（薬師池公園内）
○定員　２０人（先着順）
問自由民権資料館☎７３4・4508

第５７回ツバキ展
　生花と写真で、ツバキの多彩な
姿を紹介します。
○日時　１２月３日㈯、４日㈰
○会場　町田市フォトサロン
問町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

問公園緑地課☎７２４・４３９９

　今年も町田シバヒロがイルミネーションの
輝きに包まれます。
　今年のイルミネーションのテーマは「ナイ
トサファリ」。中心にはメインツリーと一体化
したメリーゴーランドが回り、光るアニマル
達が大集合します。
　イルミネーションの点灯期間中の週末は、
町田在住のアーティスト等の演奏や、キッズ
ダンス、スポーツ体験教室、ワークショップな
どのさまざまな催しを行います。
　町田シバヒロで繰り広げられる２０１６年冬
のイベントをお楽しみ下さい。
※いずれも、直接会場へおいで下さい。

フードコーナー
　ケバブやローストチキン、
ドリンク類などを販売する
フードカーが登場します。

メリーゴーランド
○料金　１日フリーパス３００円
※期間中、中町商店会・栄通り商店会のお店で買い物
をすると、１回につきメリーゴーランドの乗車補助
券が１枚もらえます。補助券３枚で１回ご乗車いただ
けます（補助券が無くなり次第終了）。

ステージ
　１１月２６日㈯午後５時からイル
ミネーション点灯式を開催します。
　その他のイベントは下表を参照
して下さい。

イベントコーナー
　日時等は、下表をご覧下
さい。
【サッカー・フットサル体験
教室】
　当日午前１１時に整理券
を配布します。
○定員　各回２0人
【ワークショップ】
　１１月２７日㈰はぬりえオ
ーナメント、１２月３日㈯はサ
ンタキャンドルを作ります。
○定員　各回１５人（先着順）
○費用　１００円

●　●　●　●　主なイベント等のご案内　●　●　●　●

クリスマスフェスティバル　スケジュール
イベント内容 時　間 １１月 １２月

２６日 ２７日 ３日 ４日 １０日 １１日 １７日 １８日 ２３日 ２４日 ２５日
メリーゴーランド（有料） 午前１０時～午後８時 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
フードコーナー（有料） 午前１１時～午後８時 〇 〇 〇 〇 〇

ステージ

吹奏楽演奏・合唱 午後３時～５時 〇
点灯式 午後５時～５時３０分 〇
音楽ライブ 正午～４時３０分ごろ 〇 〇
キッズダンス 午後１時から、３時から 〇

ゴスペル、ハンドベル、ダンス他
午後１時～３時３０分ごろ

※１２月２４日は午後２時～５時
３０分ごろ

〇 〇 〇 〇

イベント�
コーナー

サッカー体験教室
①未就学児②小学１・２年生

①正午から
②午後１時から 〇

フットサル体験教室
①小学１～３年生②小学４～６年生

①午後２時から
②午後３時２０分から 〇 〇

チア体験会 午後２時～３時 〇
クリスマスの小物作り（有料） 午後１時から、２時３０分から 〇 〇

○アクセス　小田急線町田駅北口
ＰＯＰビル先２１番乗り場から、本町
田経由鶴川駅行き、または本町田
経由野津田車庫行きバスで「薬師
池」か「薬師ヶ丘」下車
※来園には公共交通機関をご利用
下さい（駐車場は土・日曜日、祝日
は有料）。

町田シバヒロ 検索

町田シバヒロ２０１６

クリスマスフェスティバル
イルミネーション点灯期間 １１月２６日㈯～１２月２５日㈰、午後５時～８時
イベ ント 開 催 日 上記期間中の土・日曜日、祝日、時間は下表参照

問産業観光課☎７２４・２１２８
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