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2 2016．12．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

一般業務
　一般の業務は、年末は２８日㈬まで、年始は４日㈬からです。
※�出生、婚姻など戸籍関係の届け出は、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。
※�閉庁期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、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。

水道の故障や排水が詰まった時は
○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。
１月１日㈷、２日（振休）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。
○トイレ等の排水が詰まった時は
　町田市管工事協同組合（☎７２２・２５８３、受付時間＝午前９時〜午後５時）
へご連絡下さい。なお、公社等の建物にお住まいの方は管理事務所・サー
ビスセンターへご連絡下さい。

し尿のくみ取りはお早めに
　し尿のくみ取りは、年末は２８日㈬まで、年始は４日㈬から行います。
　年末のくみ取りは大変混雑します。日程に余裕を持って予約して下さ
い。混雑状況によっては、くみ取りが年明けになることがあります。
※くみ取り口周辺には、物を置かないで下さい。
問下水道整備課☎７２４・４３０６

南多摩斎場
　下表をご覧下さい。
　受付時間は、午前８時３０分〜午後１０時です。
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

　　　　　　 資源とごみの収集など 　　　　　　
資源とごみの収集
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

　資源とごみの収集日程は、各家庭にお配りした「資源とごみの収集カ
レンダー」をご覧下さい。
　燃やせるごみの年末年始の収集日は、下表のとおりです。年末年始は
ごみの量が多いため、通常の収集時間帯と異なる場合があります。

年末最終日 年始開始日
月・木曜日 

（１～４番地区）（南１～４番地区） ２９日㈭ ５日㈭

火・金曜日 
（５～８・１３番地区）（南５～８番地区） ３０日㈮ ６日㈮

水・土曜日 
（９～１２番地区）（南９～１２番地区） ２８日㈬ ４日㈬

粗大ごみの持ち込み
問資源循環課☎７９７・２７３２

　清掃工場への粗大ごみの持ち込みは、年末は１２月３０日㈮まで、年始は
１月４日㈬から。
※年末は、粗大ごみの受付場所が変わります。詳細は本紙１２月１日号を
ご覧下さい。
粗大ごみの戸別収集電話受付
問（一財）まちだエコライフ推進公社☎７９７・１６５１

　年末は１２月２８日㈬午後５時まで、年始は１月４日㈬午前８時３０分から。
※年内の収集は収集申込予約が満了になり次第終了となります。
剪定枝資源化センターへの持ち込み
問剪定枝資源化センター☎７０８・４７７２

　年末は１２月２９日㈭午後５時まで、年始は１月４日㈬午前８時３０分から。
リサイクル広場まちだへの持ち込み
問リサイクル広場まちだ☎０９０・２４９２・７９７５

　年末は１２月２８日㈬午後４時まで、年始は１月４日㈬午前８時３０分から。

年末年始の主なスポーツ施設の業務日程
施設名 年　末 年　始

温水プール（南中・鶴川中） ２５日㈰まで ５日㈭から

市立総合体育館、サン町田旭体育館 ２７日㈫まで ５日㈭から

温水プール（町田一中） ２７日㈫まで ７日㈯から

テニスコート（相原中央）、グラウンド（相原中
央） ２８日㈬まで ２日（振休）から

テニスコート（野津田公園） ２８日㈬まで ３日㈫から

市立室内プール、市立陸上競技場、テニスコー
ト（町田中央公園・鶴川中央公園・鶴川第二・鶴
間公園・成瀬クリーンセンター）、グラウンド

（小野路・木曽山崎・上の原）、木曽中夜間校庭
開放、球場（野津田）、忠生公園ソフトボール場

２８日㈬まで
※市立室内プ
ールは２８日は
午前９時～午
後５時

４日㈬から
※市立室内プ
ールは４日～
６日 は 午 前９
時～午後５時

球場（町田市民・藤の台・鶴川・三輪みどり山） ２８日㈬まで ７日㈯から
※小野路球場は、２０１７年６月末まで夜間照明設備工事のため、使用できません。

年末年始の主な施設の業務日程
施設名 年　末 年　始

大地沢青少年センター（２５日は、日帰り利用のみ） ２５日㈰まで ５日㈭から

町田リス園（４日は休園） 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Ｏ
Ｎ・まあち） ２６日㈪まで ５日㈭から

子どもセンターぱお分館、子どもクラブ（南大谷
・玉川学園）、ひなた村、町田市民ホール、自由民
権資料館、市立博物館、国際版画美術館（展示は
２５日まで）

２７日㈫まで ５日㈭から

市庁舎、各市民センター、駅前連絡所（町田・南町
田・鶴川）、連絡所（木曽山崎・玉川学園駅前）、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、市民病院、
健康福祉会館、保健所中町庁舎、町田市民フォー
ラム、男女平等推進センター、消費生活センタ
ー、ふれあい館（もっこく・くぬぎ・けやき・もみ
じ・いちょう・桜）、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

２８日㈬まで ４日㈬から

市立図書館、町田市民文学館 ２８日㈬まで ５日㈭から

町田シバヒロ ３０日㈮まで ２日（振休）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（振休）から
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。

南多摩斎場　年末年始の業務日程 ○＝平常どおり、×＝休業

年末年始 火葬 
業務

式場利用 受　付 霊安室告別式 通夜 予約 使用料
１２月３０日㈮ ○ ○ × ○ ○ ○
１２月３１日㈯～１月３日㈫ × × × ○ × ○
１月４日㈬ ○ × ○ ○ ○ ○
１月５日㈭ ○ ○ × ○ ○ ○
１月６日㈮ × × ○ ○ × ○

　市では、年末年始の交通渋滞緩和や事故防止のため、１２月２６日㈪〜１
月４日㈬の期間は、市が管理する道路の工事を抑制します。
　抑制期間中は、原則として、道路の維持管理作業、警察が管理する施設
の工事、ライフライン等の緊急工事以外の工事は行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、１２月２４日㈯、２５日㈰の昼間も道路
工事を抑制します。
※関連情報を町田市ホームページに掲載していますので、ご覧下さい。
問道路管理課☎７２４・１１４９

年末年始は道路工事を控えます

ご用件はお早めに…

年末年始 市の業務のご案内市の業務のご案内
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薬物乱用防止標語 薬物で　戻らぬ信頼　失う人生（つくし野中学校　中野瑞希） 問健康推進課☎724・4236 

２０１６年度上半期財政状況（２０１６年９月３０日現在）

　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

２０１５年度決算状況
■歳入歳出決算状況

課別・事業別行政評価シートを作成しました

事業ごとに利用者１人あたりや
開館１日あたりのコストが分かります

＜２０１４年度決算との比較＞
　歳入総額は、前年度より４５億円増加しました。
これは、地方消費税交付金、国庫支出金、使用料・手
数料が増加したこと等によります。

　歳出総額は、前年度より４０億円増加しました。
これは、医療・生活支援、市政運営、保健衛生・環境
のための支出が増加したこと等によります。

※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
子どものための教育・保育給付を行い、地域子ども・子育て支援事業を実施（９９億４０７
０万円）、鶴川第一小学校の改築工事（２１億３５９万円）、小・中学校の防音工事（６億８３７
７万円）、子どもセンターまあちの整備（４億９４９８万円）

●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
汚水管の耐震化及び避難施設の小学校６校にマンホールトイレシステムの整備（２億９
２９７万円）、小学校体育館・中学校プールの非構造部材の耐震補強工事（２億８８７６万
円）、防災行政無線のデジタル化と子局の増設（２億４２１５万円）

●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
薬師池の水質改善工事・薬師池公園四季彩の杜の用地購入（７億１４３１万円）、イベント
の開催等町田シバヒロの活用（６１６１万円）、地域スポーツクラブの拠点となるクラブ
ハウスの整備（４７６０万円）

●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
都市計画道路・相原駅の駅前広場の整備（９億５６０１万円）、循環型社会の形成に向け資
源ごみ処理施設の整備（３億１３７４万円）、南町田駅周辺の賑わいの拠点づくりに向けた
計画の策定・駅の南北地域を結ぶ自由通路の設計（６３８５万円）

４つの「まちづくり基本目標」にもとづく事業のほかに取り組んだ事業 災害拠点病院として町田市民病院の自家発電設備の更新（３億８４６９万円）、市民の利
便性の向上を図るため社会保障・税番号制度の導入（３億８４３９万円）

　市では、２０１２年４月から新公会計制度を導入しています。２０１５年度決算では、２３２事業について、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。また、新公会計制度で明らかになった情報を有効活用するため、「市民センター」「図書館」といった同種の施設比較に着目して、同種施設比較分析
表を新たに作成しました。今後の行政マネジメントに活用していきます。

　２３２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について、
単位あたりコストがどのくらいかかっているのかをご紹介します。� ※カッコ内は２０１４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３７万２６２０円（３６万４６４７円）
学童保育クラブ入会児童数＝３３８２人（３２２８人）
施設の利用者負担の割合＝１７．６％（１７．８％）

小学校給食  
給食１食あたりコスト＝５５７円（５５９円）
年間のべ給食提供食数＝４６２万１２０５食（４６５万１１８食）

生活保護  
被保護世帯１世帯あたりコスト
� ＝年間２６０万３９８円（２６０万５７６６円）
月別被保護世帯数の平均＝５２９１世帯（５１６８世帯）

国際版画美術館  
開館１日あたりコスト＝１２２万８６７４円（１１６万７３５２円）
年間開館日数＝２３０日（２８１日）
施設の利用者負担の割合＝５．４％（８．８％）

市営住宅  
住宅１戸あたりコスト＝６３万６２６２円（７３万７６６５円）
市営住宅戸数＝５１９戸（５１９戸）
施設の利用者負担の割合＝５７．３％（５０．９％）

廃棄物収集  
ごみ・資源の収集量１ｔあたりコスト
� ＝１万９２７０円（１万９２４４円）
ごみ・資源の年間収集量＝９万７５５３ｔ（９万８６７１ｔ）

※課別・事業別行政評価シートは、町田市ホームページでもご覧いただけます。�市ＨＰ　 課別・事業別行政評価シート 　 検索

　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、２０１６年度上半期（２０１６年４月１日～９月３０日）の財政状況をお知らせします。

※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。

●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。

●一般会計・特別会計の状況
会　計 予算現額(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 １４２０億５５１１万円 ７２２億４１６万円 ５０．８％

５７６億３０２２万円 ４０．６％

特
別
会
計

国民健康保険事業会計 ５１４億９９４１万円 ２２３億６１９７万円 ４３．４％
２１４億１４１９万円 ４１．６％

下 水 道 事 業 会 計 １４１億４４９８万円 ４９億２１６７万円 ３４．８％
３６億８０４７万円 ２６．０％

介 護 保 険 事 業 会 計 ３０８億８０３６万円 １３９億６５１２万円 ４５．２％
１２０億９２４１万円 ３９．２％

後期高齢者医療事業会計 ９６億５８３９万円 ４０億３３０３万円 ４１．８％
３０億６７６０万円 ３１．８％

小 計 １０６１億８３１３万円 ４５２億８１７９万円 ４２．６％
４０２億５４６７万円 ３７．９％

合 計 ２４８２億３８２５万円 １１７４億８５９５万円 ４７．３％
９７８億８４８９万円 ３９．４％

（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 １４４億２９６５万円 ６４億４７３９万円 ４４．７％
支出 １５２億９０４７万円 ６１億９６４８万円 ４０．５％

資本的�
収支

収入 １億３１７５万円 ６９９４万円 ５３．１％
支出 １３億７７２５万円 ３億５９５１万円 ２６．１％

（税抜）
患者数 料金収益

入院 ６万６２５８人 ３７億７２０１万円
外来 １５万２７６１人 １８億４９７１万円

　市債とは、公共施設を整備
するための資金として、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

会　計
２０１６年９月３０日

時点
元金現在高

（参考）２０１６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 ７３１億７１２６万円 ４６億５００５万円
下水道事業会計 ４７６億３５０８万円 ８８億４２８９万円
病院事業会計 １２３億４３５３万円 ２４億５１７６万円
合 計 １３３１億４９８７万円 １５９億４４６９万円
※�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、
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 ２０１６年９月３０日時点�

現在高
土地（公園、学校など） ７０２万１０９１．１３㎡
建物（学校、下水処理施設など） ９３万７４５８．７２㎡
物権（地役権、地上権） １２６３．５９㎡
無体財産権（著作権、商標権など） ７７件
有価証券（株券） ２６６０万円
出資金 ２５億６６１８万円
物品（美術品、学校備品など）
※取得価格１００万円以上 １６３２点

債権（貸付金、和解金など） １億６５５万円
基金積立金 １３７億６６４５万円

その他　181億円

一般会計

1487億円
歳入

一般会計

1438億円
歳出

市税
684億円

国庫支出金
　262億円

都支出金
177億円 医療・生活

支援のため
739億円

医療・生活
支援のため
739億円

市政運営のため
　195億円

市政運営のため
　195億円

教育のため
　141億円
教育のため
　141億円

保健衛生･環境
のため　124億円
保健衛生･環境
のため　124億円

道路･公園等
整備のため　105億円
道路･公園等
整備のため　105億円

市債の返済のため　61億円市債の返済のため　61億円
消防･防災のため　51億円消防･防災のため　51億円 その他　22億円

（議会､産業振興）
その他　22億円
（議会､産業振興）

市債
66億円

繰越金
44億円

繰入金
39億円

使用料・手数料　34億円

差引収支
49億円

0
100
200
300
400
500
1100
1200
1300
1400
1500

一般会計・特別会計の歳入歳出決算額

後期高齢
者医療

一般会計 国民健康
保険

介護保険 病院※ 下水道

（億円）

歳入
歳出

524524 513513

1487148714381438

293293 286286

134134 155155 104104 101101 9292 9292

2015年度の決算状況と2016年度上半期財政状況をお知らせします

※�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。
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台風10号等災害義援金の受付を3月31日まで延長します　■問福祉総務課☎724・2537

募　集募　集
市立小学校新１年生の
生 活 指 導 補 助 者
勤務期間４月１日～５月３１日、計３３
日以内
内新しい生活環境に適切に慣れ親し
むことができるよう、各小学校で児
童を見守り手助けする
報酬時給９４０円（別途交通費支給）
※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。
選考書類・面接
※応募に必要な書類は郵送しますの
で、ご連絡下さい（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
申１月２３日まで（必着）。
※勤務希望確認書で回答済みの場合
は応募不要です。
問指導課☎７２４・２１５４
保健予防課臨時職員
歯 科 衛 生 士
対歯科衛生士資格を有する方＝若干
名
勤務期間採用決定の翌月から２０１７
年３月末まで（更新も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時の１
日３～６時間程度（日数・時間は応相談）
内乳幼児の歯科健康診査における健
診補助・保健指導・予防処置、障がい

のある方の歯磨き指導等
勤務場所健康福祉会館　他
報酬時給１４５０円（別途交通費支給）
※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。
選考面接
申保健予防課へ電話のうえ、歯科衛
生士免許の写しと履歴書を郵送。
問保健予防課☎７２５・５４３７

お知らせお知らせ
ご協力下さい
正 し い ご み の 分 別

　ごみをきちんと分別しないと事故
の原因になり、ごみの収集がストッ
プしてしまう場合があります。「スプ
レー缶」や「ライター」は、絶対に燃や
せないごみに出さないで下さい。
※資源とごみの出し方を案内した冊
子は、市庁舎、各市民センター等で配
布しています。ごみは正しく分別し
ましょう。
市ＨＰ 資源とごみの収集カレンダー  検索
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
使い終わったインクカートリッジは
回 収 ボ ッ ク ス へ

　市では、使用済みインクカートリ
ッジを回収してリユース、リサイク
ルしています。
回収ボックス設置場所市庁舎、各市

民センター、町田リサイクル文化セ
ンター、各リサイクル広場
※各施設の開庁（開館）時間にお持ち
下さい。
回収対象品ブラザー、キヤノン、デ
ル、エプソン、日本ヒューレット・パ
ッカードの純正品
※事業者から排出されるものは対象
外です。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

ご意見を募集します
【①（仮称）町田市北部丘陵活性化計
画アクションプラン（素案）】
　市は、２０１１年３月に策定した「町
田市北部丘陵活性化計画」を推進す
るため、「（仮称）町田市北部丘陵活性
化計画アクションプラン」を策定し
ます。
担当課北部丘陵整備課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２、返０５０・３１６０・４５６８
遍ｍｃｉｔｙ２７４０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）
【②町田市観光まちづくり基本方針
（素案）】
　「観光」を活用して、人の交流を増
やし、地域活性化・経済活性化を図る
ために、町田市観光まちづくり基本
方針を策定します。
基本方針期間２０１７年度～２０３０年
度の１４年間
将来像住んでよし、訪れてよし、交流
感動都市まちだ
内方針１＝町田ならではの地域素材
の魅力の洗い出し・磨き上げ、方針２
＝観光まちづくりの担い手と態勢

（体制）づくり、方針３＝地域素材が
持つ魅力の伝達
担当課産業観光課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、返０５０・３１０１・９６１５遍ｍ
ｃｉｔｙ２７００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
【③（仮称）町田市子育て世帯の自立
応援プロジェクト実施計画（素案）】
　市は、子育て世帯に対する支援を
充実させるために「（仮称）町田市子
育て世帯の自立応援プロジェクト実
施計画」を策定します。計画は、子育
て支援に精通する組織の代表者が集
まり、審議を重ね、作成したものです。
担当課子ども家庭支援センター（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、返０５０

・３１０１・９６３１遍ｍｃｉｔｙ２７５０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

◇
資料の閲覧・配布市政情報課・広聴課

（市庁舎１階）、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、各市立図書館、町田市民文学
館、①②のみ小野路宿里山交流館、①
のみ北部丘陵整備課（市庁舎９階）、
②のみ産業観光課（市庁舎９階）、③
のみ子ども総務課・児童青少年課・子
ども家庭支援センター（市庁舎２
階）、すみれ教室、ひなた村、大地沢青
少年センター、各子どもセンター、学
童保育クラブ（中央・子どもの森桜台
・相原たけの子・三輪子どもの学園・
つるっこ）、各地域子育て相談センタ
ー
提出方法書面にご意見・住所・氏名・
電話番号を明記（書式は自由、所定の
書式も有り）し、①②１２月１６日～１
月１６日（必着）、③１２月２６日～１月
１６日（必着）に、直接、郵送、ＦＡＸまた
はＥメールで各担当課へ。
※①②は、資料を配布している各窓
口でも提出できます。
※郵送の場合は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。
※資料の閲覧・配布窓口は、それぞれ
開所日・時間が異なります。
※資料は町田市ホームページでもご
覧いただけます。
【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご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。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、①②３月
③２月中旬に町田市ホームページに
掲載する予定です。
問①北部丘陵整備課☎７２４・２１６４
②産業観光課☎７２４・２１２８③子ど
も家庭支援センター☎７２４・４４１９

「母子健康手帳アプリ」をご利用下さい！「母子健康手帳アプリ」をご利用下さい！

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２０

　冬晴れの日が続くようになりまし
た。今年の冬は少し寒さが厳しいと
の予報が出ています。風邪など召さ
れぬようご自愛下さい。
　久しぶりに、相原中央公園で鳥見
をしました。シジュウカラやメジロ
などの混群のほかは目立った小鳥類
は見られませんでした。もう少し冬
が深まると、種類も多くなると思い
ます。それでも、冬によく見られる猛
禽のハイタカやノスリが青空に舞っ
ていました。
　広袴公園の調整池の鴨類は種数が
少なく、留鳥のカルガモのほかは
１５、６羽のオカヨシガモくらいです。
サギは、ダイサギ、コサギがいつも柳
の木にねぐらをとっているほか、ゴ
イサギやアオサギも見られます。も
っとも、ゴイサギは夜行性ですので、
昼間は小さな葦原にもぐって寝てい
て、探さないと見つかりません。
　さて、今年も１１月末から１か月、

「町田シバヒロ２０１６クリスマスフ
ェスティバル」が開催されています。
今年は、夕方５時に点灯するイルミ
ネーションに加え、子どものための
メリーゴーランドも登場しました。
そのキラキラとした光の中でのメリ
ーゴーランドは、子どもたちみんな
を笑顔にしています。
　子ども、子育ての話題をもう一つ。

小田急線やＪＲ横浜線の電車に宣伝
広告を出してみました。車内のドア
の上部のデジタルサイネージ広告
に、「母がつくるまちだから」という
１５秒間の動画の広告を出しました。
２週間でしたが、効果を検証中です。
広告の中身は先般、市内の子育て中
のママたちに編集をしていただい
た、まちだ子育てブランドブックと
いう子育て情報パンフレットの紹介
です。
　子育て情報に限らず、政策・施策は
市民に伝わって初めて、理解され、使
ってもらえるものです。今、町田市で
は、広報の媒体を増やしています。紙
媒体、ウェブサイト、スマートフォ
ン、屋外広告等を活用しています。今
回は電車内での広告にトライしてみ
ました。さらに、新聞の記事として掲
載してもらうことも重視していま
す。これからもさまざまなメディア
を活用していきたいと思います。

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
町田市文化プロ
グラム推進計画
策定検討委員会

12月21日 ㈬
午後6時～8時

市庁舎10階
会議室10-4
・5

10人
（申し込み順）

12月20日午後5時まで
に電話で文化振興課（☎
724・2184）へ

町田市地域公共
交通会議

12月22日 ㈭
午後3時から

市 庁 舎3階
会議室3-1

5人程度
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

イルミネーションのテーマは「ナイトサファリ」
　「第３次町田市地域福祉計画」の答申がまとまり、１１月２日に町田市地
域福祉計画審議会会長の宮城孝氏（法政大学現代福祉学部教授）から市長
へ答申書が手渡されました。
　この計画は、互いにささえあい、
誰もが自分らしく、くらし続けて
いくことができるまちの実現に向
けて、２０１５年１１月に市長から諮
問を受けた同審議会が、検討を重
ねて作成したものです。
問福祉総務課☎７２４・２１３３
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第３次町田市地域福祉計画
答申がまとまりました

　市では、妊娠・出産・育児期の家族を継続的にサポートす
るため、スマートフォン・タブレット用「母子健康手帳アプ
リ」を導入しました。
　アプリは母子健康手帳の記録を入力することで、データ
のグラフ化や、写真付きで成長の様子を電子化することが
できます。また、お子さん（胎児）の年齢や妊娠週数に応じ
て、市からさまざまな情報が届きます。母子健康手帳と併せ
てご利用下さい。詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
問子ども総務課☎７２４・２８７６
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お知らせお知らせ
開催します

小山地域のリサイクル広場
　小山地域内のサレジオ工業高等専
門学校の協力のもと、リサイクル広
場を開催します。
※対象品目をお持ちのうえ、直接会
場へおいで下さい。
日１２月１７日㈯午前１０時～午後２時
３０分
場サレジオ工業高等専門学校内サレ
ジアンモール（小山ヶ丘４－６－８）
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
２０１５年度

ご み 指 定 収 集 袋 の 
収 入 と 使 い み ち
　市では、市民の皆さんに負担して
いただいた、ごみ処理手数料収入（ご
み指定収集袋収入）から、ごみ袋の作
製費、販売委託費等の必要経費を差
し引いた金額を「町田市廃棄物減量
再資源化等推進整備基金」に積み立
てています。積み立てた基金は条例
に基づき、ごみ減量やリサイクルに
関する施策、リサイクル施設の整備
に使用しています。
　２０１５年度は、４億３７５１万３５４３
円を積み立て、３億５２１万３２９４円を
取り崩して、ペットボトルや剪

せん

定
てい

枝
の資源化、生ごみ処理機の普及やリ
サイクル広場の利用促進等の事業に
活用しました。
※１月発行予定の「２０１５年度　清掃
事業概要」でもご確認いただけます。
問環境政策課☎７２４・４３７９

平成２９年度個人住民税
の 税 制 改 正 に つ い て

【給与所得控除の上限額改定】
　給与所得控除額とは、給与を得る
ためにかかる必要経費に相当する額
を一定の算式により計算した控除額
のことで、給与収入金額に応じて決
まってきます。給与の年間収入金額
が１２００万円超の方について、その
給与所得控除額の上限が２３０万円に
引き下げられました。これに伴い、給

与所得者の特定支出控除について適
用の判定基準額が、給与収入の金額
にかかわらず、給与所得控除額の一
律２分の１とされました。

【日本国外に居住する親族に係る扶
養控除等の書類の添付等の義務化】
　日本国外に居住する親族に係る扶
養控除等の適正化の観点から、日本
国外に居住する親族に係る扶養控
除、配偶者控除、配偶者特別控除及び
障害者控除（１６歳未満の扶養親族含
む）について申告をする場合、「親族
関係書類」及び「送金関係書類」（これ
らの書類が外国語で作成されている
場合には、その翻訳文を含む）の両方
を提出または提示しなければならな
いこととなりました。
※給与支払者や年金保険者に対し、
当該書類を提出または提示している
場合を除きます。

【金融所得税制の一体化】
　税負担に左右されずに金融商品を
選択できるよう、異なる税率課税方
式等の均衡化を図る観点から、公社
債等の課税方式を株式等の課税方式
と一体化することとされました。

◇
※各改正事項の詳細は、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。
問市民税課☎７２４・２１１４、２１１７

受験生チャレンジ支援貸付事業
　一定所得に満たない世帯の中学・
高等学校の３年生を対象に、学習塾
等の受講費用、高等学校・大学等の受
験費用を無利子で貸し付けしていま
す。進学した場合には、返済が免除さ
れることもあります。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。２０１６年度の申請は、１月
２７日までです。
※書類作成に時間を要する場合もあ
ります。利用希望の方は、１２月２８日
ごろまでにお問い合わせ下さい。
問町田市社会福祉協議会☎７２２・
４８９８（受付時間＝祝休日を除く月～
金曜日の午前９時～午後５時〔相談は
予約制、書類提出は午後４時３０分ま
で〕）、町田市福祉総務課☎７２４・２１３３
消費生活センター～くらしに役立つ
学習会などを一緒に企画しませんか

運 営 協 議 会 委 員 募 集
　消費生活センターでは、学習会、テ
スト教室などの企画・運営を公募に
よる委員で構成する運営協議会と市
が協働して行っています。活動にボ

ランティアで協力いただける方を募
集します。
対市内在住、在勤の月数回程度の活
動に参加できる方（営利目的は不可）
任期４月１日～２０１８年３月３１日

【説明会を開催します】
　直接会場へおいで下さい。
※応募希望者は必ずいずれかに参加
して下さい。
日１月３１日㈫午前１０時から、２月１４
日㈫午後１時から、いずれも１時間
３０分程度
場町田市民フォーラム３階事業準備
室
問同センター☎７２５・８８０５
シルバーピア「あいはら」

入 居 者 募 集
　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、安否の確認等を行う生
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す方　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②２０１５年中の所得が２５６万�
８０００円以内③立ち退きなどで住宅
に困窮している
入居時期４月１日以降
募集戸数単身用１ＤＫ＝２戸
申申込用紙（１２月１５日～２２日に高
齢者福祉課〔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、玉川学園・木曽山崎の各コミ
ュニティセンターで配布〔土・日曜日
は駅前連絡所のみ配布〕）に必要事項
を記入し、１２月２６日までに直接高
齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

　２０１６年度末で第３次町田市男女平等推進計画（２０１２年度～２０１６年度）
の計画期間が終了します。今後も本市における男女平等参画に関する取り
組みを一層充実し、総合的かつ計画的に推進するため、一人ひとりがその人
らしく生きるまちだプラン（第４次町田市男女平等推進計画）を策定します。

【概要】
○計画期間　２０１７年度～２０２１年度
○基本理念　その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして
○めざすべき姿　Ⅰ一人ひとりの人権を尊重するまち
　　　　　　　　Ⅱ一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち
○募集期間　１月１３日㈮まで
○担当課　男女平等推進センター（〒１９４-００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム３階、☎７２３・２９０８返７２３・２９４６遍mcity２７１０@city.machida.
tokyo.jp）
�
○資料の閲覧・配布　計画（素案）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います（各窓口で開所日・時間が異なり
ます）。
　市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、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、各市民センター、木曽山崎・玉川学園の各
コミュニティセンター、町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、各市立図書館、
町田市民文学館、①は、福祉総務課（市庁舎７階）・すみれ教室・ひかり療育
園、②は、市民協働推進課（市庁舎２階）
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または担当課ほか、資料を配布
している窓口へ。郵送の場合は、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。

－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、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月中に町
田市ホームページ及び上記資料配布場所で、公表予定です。

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

②�一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラ
ン（第４次町田市男女平等推進計画）（素案）

パブリック
コメント
概　要

パブリック
コメント
予　告

　①１２月２６日から②１月４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
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

※②では、現在修正中の「町田市国民保護計画（修正案）」についても、併せて意見募集を
行います。

案件名 ①都市計画マスタープラン（実施方針編）中間見直し（案）
②町田市地域防災計画（修正案）

募集期間 ①12月26日㈪～1月31日㈫②1月4日㈬～31日㈫

案の公表方法

・本紙1月1日号に概要を掲載
＜①12月26日以降②1月4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
・①都市政策課（市庁舎8階）②防災安全課（市庁舎3階）ほか、指
定の窓口への提出

担当課 ①都市政策課☎724・4248②防災安全課☎724・3218

　ユニバーサルデザインの理念に基づき、誰もが安全に安心して快適に暮
らしていけるまちを目指し、地域の方々、民間事業者、団体等が協力して暮
らしやすいまちづくりを進めるため、市では第２次町田市福祉のまちづく
り推進計画を策定します。

【概要】
○計画期間　２０１７年度～２０２０年度
○基本理念　この計画では、次のような未来像を目指します。
・すべての人がずっと住み続けられる、安全で、快適で思いやりのあるやさ
しいまち
・すべての人が、一人ひとりの人間として尊重され、平等に社会に参加し、
いきいきと暮らすことのできるまち
○構成　福祉のまちづくり推進計画の考え方／福祉のまちづくりの現状と
課題／計画で目指すまちの未来像／計画の目標と方向性／福祉のまちづく
り実現に向けた取組／福祉のまちづくり推進体制
○募集期間　１２月１６日㈮～１月１６日㈪
○担当課　福祉総務課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎７階、☎７２４・
２１３３返０５０・３１０１・０９２８遍mcity２７２０＠city.machida.tokyo.jp）

皆さんのご意見をお寄せ下さい
①�第２次町田市福祉のまちづくり推進
計画（素案） 問福祉総務課☎７２４・２１３３
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税金滞納許しません！ 12月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

お知らせお知らせ
マイナンバーコールセンター

閉 所 し ま す
　マイナンバーに関するお問い合わ
せにお答えする町田市マイナンバー
コールセンターは、１２月２８日で閉
所します。なお、これまでコールセン
ターで使用していた電話番号（☎
０４２・８６０・６１９５）は、市民課のマイ
ナンバー担当に引き継がれますの
で、今後も利用することができます
（受付時間＝本庁舎開庁日の午前８
時3０分～午後５時）。
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
まちだくらしフェア２０１７

参 加 団 体 募 集
　市民と行政が協働して、消費者問
題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２０１７」
（７月７日、８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１3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１１日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
２０１７町田さくらまつり（尾根緑道
会場）

出演・出展・出店者募集
対市内で活動する市民団体等
日４月１日㈯午前１０時～午後４時、２
日㈰午前１０時～午後3時3０分

【ステージ出演】
出演時間２０分以内
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１６日に応募者全員へ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

【ＰＲコーナー出展】
内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１６日
に応募者全員へ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。

【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内
※事業者は出店できません。
※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）。
※１月１3日㈮に説明会を行います
（応募者多数の場合は抽選も実施）。
本申請書類の配布、説明を行います
ので代表者は必ず出席して下さい。
無断欠席はキャンセルとなります。

◇
申募集要項をよくお読みのうえ、応
募用紙に記入し、添付資料とともに１
月４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（産業観光課〔市庁舎９階〕）へ。
※募集要項と応募用紙は産業観光課
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）。
問産業観光課☎７２４・２１２８
チャレンジド・バンドミュージック
・フェスタ

出 演 バ ン ド 募 集
　障がいのある方と一緒にステージ
を楽しむバリアフリー・ミュージッ
クイベントです（歌のみ、楽器のみの
出演も可）。
※イベントの趣旨をご理解のうえ、
お申し込み下さい。
対音楽や楽器を演奏することが好き
な、障がいのある方
日２月２５日㈯午後１時3０分～４時3０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
費１人５００円（参加者のサポーター
は除く）
申１２月２５日までに電話またはＦＡＸ

で同フェスタ実行委員会（☎返７１０
・２８２６）へ（同フェスタホームペー
ジで申し込みも可）。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
頒布しています

環 境 白 書 ２ ０ １ ６
　市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進捗状況や目標達成状況を
点検・評価するとともに、環境の現状
や動向を広く市民の皆さんに公表す
るため、「町田市環境白書２０１６」を
作成しました。
　環境白書は、「活動報告」と、「デー
タ集」の２分冊になっています。
　「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）、各市民センター等で配布、「デ
ータ集」は、市政情報課で販売してい
ます（１冊６００円）。
　また、両冊とも町田市ホームペー
ジでダウンロードもできます。
問環境政策課☎７２４・４3８６
配布しています

介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 
ガ イ ド ブ ッ ク
　介護サービス事業者の情報をはじ
め、介護保険の制度の説明やサービ
スの利用相談窓口等を紹介した「ハ
ートページ２０１６～２０１７年度版」を
配布しています。
配布場所介護保険課（市庁舎１階）、
各市民センター、各高齢者支援セン
ター
問介護保険課☎７２４・４3６４
販売します

干支の置物とクリスマス製品
　町田市美術工芸館では、障がいの
ある方が干支とキャンドル等の美術
工芸品の制作・販売をしています。
　また、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」、ダ
リア園休憩所「木花」、大賀藕

ぐう

絲
し

館売
店等でも販売しています。
費とりの置物＝大２２００円、小５００
円、クリスマス製品＝２００～１０００円
問町田市美術工芸館☎７９3・２２２７、
町田市障がい福祉課☎７２４・２１４７

　システムメンテナンスのた
め、１２月２3日㈷はコンビニエ
ンスストアでの証明書自動交付
サービスを一時停止します。
※コンビニ交付の再開は、停止日
翌日の午前６時3０分からです。
問市民課☎７２４・２１２3

　保育料・育成料のあり方につい
ての報告書が１１月１０日、町田市
子ども・子育て会議会長の東京家
政学院大学教授・金子和正氏、副会
長の昭和薬科大学教授・吉永真理
氏から石阪市長に答申されました。
　これは、４月に市長から諮問を
受けた同会議が、保護者の意識調
査の結果を踏まえ、検討を重ね保
護者が負担する保育料・育成料の

あり方を示したものです。

　南町田駅前連絡所（南町田コミュニティセンター併設）は、南町田駅周
辺地区拠点整備事業の関連で、既存施設の解体工事の開始に伴い、次の期
間、行政窓口を移転します。また、会議
室の施設貸出を中止します。
　なお、移転作業のため南町田駅前連
絡所は２月２７日㈪、２８日㈫は臨時休
所します。
　ご理解ご協力をお願いします。

【行政窓口の移転期間】
3月１日㈬～２０１９年度（予定）

【移転先】
東急南町田ビル（鶴間3－１０－２）
問南町田駅前連絡所☎７９９・７７６６

１２月２３日㈷
コンビニでの証明書自動
交付サービスを一時停止

当日の答申の様子

グランベリー
モール

国道16号
東急田

園都市
線

至
中
央
林
間

至
長
津
田現南町田駅

前連絡所

移転先：東急南町田ビル
（セミナープラス南町田）

鶴間公園

南町田駅

保育料・育成料のあり方検討の答申
が行われました�

南町田駅前連絡所が 一時移転します
問子ども総務課☎７２４・２８７６

　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。
　２０１５年度は、市内の保育園等
の定員を２４２人分増やし、市立・私
立合わせて７１園の認可保育園で
保育を行っています。
　運営には図表のとおり、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。

【保育料のあり方について検討して
います】
　２０１５年４月に子ども・子育て支援
新制度が施行されて１年が経過しま
した。これを機に、教育・保育の提供
に必要な経費に対する利用者負担額

（保育料）のあり方について、検討
し、町田市子ども・子育て会議から
答申をいただきました。
　また、今年度からは、所得の低い
ひとり親世帯や多子世帯などの保
育料の負担軽減を拡充し、子育て
家庭を支援しています。
　保育料は、保育園運営の大切な
費用の一部です。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、
納税課が差し押さえ等の滞納処分
をすることがあります。

認可保育園の運営は、保護者の皆さん
の保育料と、国・都・市の公費により行
われています。

認可保育園の運営にかかる児童１人あたりの費用と負担割合

認可保育園を運営する費用の状況
問保育・幼稚園課☎７２４・２１3７

２０１5年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万1747人
月平均入所児童数 5979人
1人あたりの平均保育料 2万221円／月

２０１5年度の運営費用の状況
国 21億6179万円
都 10億8090万円
市 22億4479万円

保護者 14億5083万円
合　計 69億3832万円

国が定める公費と
保護者負担額の割合

実際の公費と
保護者負担額の割合

※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。

児童1人あたり9万6705円／月

国
3万131円

31.2％

都
1万5065円

15.6％

市
3万1288円

32.4％

保護者
2万221円

20.9％

国
3万131円

31.2％

都
1万5065円

15.6％

市
1万5065円

15.6％

保護者
3万6444円 

37.7％
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12月は「固定資産税・都市計画税」の納付月です ■問納税課☎724・2122

お知らせお知らせ
調理師業務従事者の
届 出 に つ い て

　次の方は、所定の用紙（都内の保健
所窓口で配布、東京都福祉保健局ホ
ームページでダウンロードも可）に
１２月３１日現在の就業状況等を記入
し、１月１５日までに指定届先へ郵送
して下さい。
対都内で調理業務に従事している調
理師（調理師免許保持者）の方
問生活衛生課☎７２２・７２５４

医療従事者の届出について
　法令に基づき、次の方は、２０１６年
１２月３１日現在の氏名・住所等を所
定の用紙（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、１月１６日まで
に町田市保健所へ提出して下さい。
対①市内在住、在勤の医師・歯科医師
・薬剤師②市内在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士
問保健総務課☎７２２・６７２８
介護保険の住宅改修に伴う
施工業者向け研修会

　介護保険住宅改修の「受領委任払
い事業者登録」を希望する住宅施工
業者を対象に、登録・更新に必要な研
修会を実施します（参加は原則１事
業所１人まで）。
※今年度更新対象となる事業者には
案内をお送りしています。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者

日１月２３日㈪①午後１時３０分～４時
３０分②午後５時３０分～８時３０分（①
②いずれかを選択）
※新規登録事業者の方はなるべく②
を受講して下さい。
場市庁舎
申１２月２８日までに電話で介護保険
課（☎７２４・４３６６）へ。
追加指定を募集します
生 産 緑 地 地 区
対次の主な指定要件を満たす農地　
①市街化区域にある②現に農業の用
に供し、３０年以上農業経営等の継続
が期待できる③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
（建築基準法の道路要件有り）④面積
が５００㎡以上の規模である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区追加指定願書（農業
振興課〔市庁舎９階〕に有り）に記入
し、必要書類を添えて１月１６日～３１
日（土・日曜日を除く）に直接農業振
興課へ。
問農業振興課☎７２４・２１６９
「町田市資源循環型施設整備事業」
環 境 影 響 評 価 書

【縦覧・閲覧】
日１２月１５日㈭～１月４日㈬、午前９
時３０分～午後４時３０分（土・日曜日、
祝休日、年末年始を除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、忠生市民センタ
ー、町田リサイクル文化センター、東
京都環境局総務部環境政策課、東京
都多摩環境事務所管理課
問環境保全課☎７２４・２７１１

催し・講座催し・講座
和光大学ポプリホール鶴川
和光大学レクチャーコンサート

【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方】
日１月２３日㈪午後６時３０分～８時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）
定２５０人（申し込み順）
費１０００円
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
明記し、１月１６日まで（必着）にハガキ、
ＦＡＸまたはＥメールで、和光大学企画
広報係大学開放フォーラム（〒１９５－
８５８５、金井町２１６０、返０４４・９８８・
１５９４遍ｏｐｅｎ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同大学企画広報係☎０４４・９８８・
１４３３、町田市文化振興課☎７２４・２１８４

親子の絆づくりプログラム
【赤ちゃんがきた！（ベビープログラ
ム）～思春期から花開く０歳時期の
育児】
　初めて赤ちゃんを育てる母親のた
めの「仲間」・「きずな」・「学び」の参加
型プログラムです。親子が一緒に参
加して触れ合いながら、絆をつくり
ます。
対市内在住の原則全回参加できる
２０１６年７月２８日～１１月１１日生ま
れの第１子と母親（市のベビープロ
グラム講座未経験者に限る）
日１月１１日～２月１日の毎週水曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全４回
場鶴川市民センター
定１０組（抽選）
費８６４円（テキスト代）
申１２月２２日までに電話、または町

田市ホームページでダウンロードし
た申込書に記入し、直接またはＦＡＸ
で鶴川地域子育て相談センター（☎
７３４・３６９９返７３４・３６８０、受付時間
＝午前９時～午後５時）へ。
ＡＳＶペスカドーラ町田
マイボトルキャンペーンを開催

　町田市ホームタウンチーム「ＡＳＶ
ペスカドーラ町田」と協働でマイボ
トルキャンペーンを実施します。１２
月１８日に行われるＡＳＶペスカドー
ラ町田のホームゲーム、対デウソン
神戸戦の会場にマイボトル（水筒）を
持参した方に、オリジナルステッカ
ーをプレゼントします（マイボトル
１本につき１枚、無くなり次第終了）。
無料給水コーナーも設置します。
　市では環境にやさしいマイボトル
の活用を推進します。
日１２月１８日㈰、キャンペーン＝午
後２時～５時、キックオフ＝午後４時
場市立総合体育館
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

スポーツにチャレンジ！
　今回は人気種目のトランポリンを
メインに子どもが親しめるスポーツ
を行います。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学４年生以上は子どものみ
の参加も可）
日１月２８日㈯午後０時３０分～２時３０
分
場サン町田旭体育館
講町田市スポーツ推進委員
定６０人（申し込み順）
費１人２００円（保護者も参加費が必要）
申１２月１６日正午～１月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

在 園 の し お り 広 告 募 集

第７回スポーツアワードまちだ
表彰対象を募集しています！

締め切り

迫る！

　市内の保育施設及び新制度へ移行
している幼稚園に在園する、市内在
住児童の保護者に配布する案内冊子
です。
　募集要項を保育・幼稚園課（市庁舎
２階）で配布します（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。

対広告掲載希望の事業者
配布数９０００部
費１枠４万円
募集数最大６枠（裏表紙、縦８㎝×横
１０㎝、色紙に黒一色印刷）
募集期間１月１０日㈫まで
※掲載にあたっては審査等があります。

　全国・世界レベルで活躍し、町田
のスポーツ界に貢献した選手やス
タッフ等を公募・顕彰し、アスリー
ト等と市民をつなぐ「第７回スポ
ーツアワードまちだ」（３月４日開
催予定）の表彰対象者を募集して
います（自薦・他薦は不問）。
　グランプリ（記念品と副賞１０万
円）、準グランプリ（記念品と副賞
５万円）のほか、各賞を予定してい
ます。
対町田市のスポーツ振興に多大な
貢献をした個人または団体で、次
のいずれかに該当する方　①２０１６
年１月１日～１２月３１日に顕著な実
績をあげた②町田市出身で全国や
世界を舞台に活躍している③町田
市内で特定の競技の発展振興に尽
力した④町田市を中心に活躍する

アスリートを指導している⑤今後
の活躍が大いに期待される⑥スポ
ーツで町田市の名を広めた
※プロ・アマや居住の有無は問い
ません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田（フットサル）、
キヤノンイーグルス（ラグビー）、
北大樹関（大相撲）は、町田市がホ
ームタウンチームやスポーツ選手
として支援する特別な存在である
ため、表彰対象から除外します。
申１２月３１日までにＳｐｏｒｔｓまちだ
ホームタウン協議会ホームページ
のエントリーフォームで申し込
み。
※詳細は同協議会ホームページを
ご覧下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高�

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
７月 ５５ １２ ０ ０ ６７ ８９.２
８月 １７１ １２１ ２９ ２ ３２３ １０２.９
９月 ９５ ６ １ ０ １０２ ９６.９

小山小学校
７月 ２４５ ８ １ ０ ２５４ ９０.３
８月 ２５９ ４４ ２ ０ ３０５ ９６.８
９月 ２７５ １７ １ ０ ２９３ ９５.６

町田第五小学校
７月 １７２ １３ ２ ３ １９０ １０２.２
８月 ３１２ ８３ ３８ ９ ４４２ １０２.２
９月 １６３ １０ １ ０ １７４ ９４.７

忠生第三小学校
７月 ７０ ４ １ ０ ７５ ９０.２
８月 １６５ １４７ ２５ ０ ３３７ ９４.３
９月 ８１ ２３ ３ ０ １０７ ９３.４

南中学校
７月 １８ ７ ０ ０ ２５ ８４.６
８月 １６８ １４８ ９ ０ ３２５ ９５.５
９月 ５５ ２０ ２ ０ ７７ ９４.８

※�発生回数は、７０ｄＢ(デシベル)以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…パチンコ店内、１００ｄＢ…電車
通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握するため、苦情をお受けする際に、お住
まいの町名、騒音の発生時間をお聞きしています。７月～９月に頂いた苦情
の件数は下表のとおりです。
　８月２３日～３０日に米軍機の着陸訓練が硫黄島で実施されました。また、
米空母ロナルド・レーガンが、９月３日に横須賀港から出港しました。着陸訓
練期間中及び着陸訓練期間の前後、空母の入出港時は、米軍機の飛行が特に
多くなる傾向があります。そのため、８月、９月は米軍機による騒音が多発
し、多くの苦情が市に寄せられました。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍に対し要請活動を行っており、今後も、
粘り強く要請を行っていきます。なお、皆さんから頂
いた苦情は、国や米軍へ伝えるほか、要請の際の資料
として活用しています。苦情は企画政策課、環境保全
課で電話受付しているほか、Ｅメール（遍ｍｃｉｔｙ４７０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受け付けています。

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

月 件　数
７月 ３９件
８月 ３２８件
９月 ７５件

2０16年7月～9月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎７２４・２７１１

2０16年7月～9月の航空機騒音苦情受付件数
問市役所代表☎７２２・３１１１、企画政策課☎７２４・２１0３
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献血を実施 12月21日㈬ 市庁舎１階ワンストップロビー 問福祉総務課☎724・2537

催し・講座催し・講座
介護の基本を学びたい方へ
基礎介護技術講習会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日１月２９日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
月２０日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８〔受付時間＝祝休
日を除く月～金曜日の午前９時～午
後５時〕返８５１・９５７９）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
　お住まいの地区を担当する高齢者
支援センター以外の教室にも参加で
きます。詳細は、各高齢者支援センタ
ーへお問い合わせ下さい。
【①家族介護者のストレスに対する
セルフケア対策】
日１月１３日㈮午後２時～４時
場特別養護老人ホーム芙蓉園
定１５人（申し込み順）
【②認知症予防に効果的な口腔ケア】
日１月２１日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
内食べトレ体操、懐かしの歌や早口
言葉に挑戦

定２０人（申し込み順）
【③火事や災害から高齢者を守ろう】
日１月２２日㈰午前１０時～正午
場特別養護老人ホーム美郷
講町田消防署職員等
定５０人（申し込み順）

◇
申電話で①南第１高齢者支援センタ
ー（☎７９６・２７８９）②鶴川第１高齢者
支援センター（☎７３６・６９２７）③堺
第２高齢者支援センター（☎７９７・
０２００）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

出 張 認 知 症 カ フ ェ
【Ｄカフェｉｎポプリホール鶴川】
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場である「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を行います。
※直接会場へおいで下さい。
対認知症の方や家族、支援者等
日１２月２０日㈫午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
※飲食代は自己負担です。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
子ども発達センターすみれ教室
地 域 公 開 講 座

【落ち着きのない子どもへの対応に
ついて】
対未就学児の保護者
日２月７日㈫午前１０時～正午
場市庁舎
講東戸塚こども発達クリニック院長
・小澤武司医師
定７０人（申し込み順）
※キャンセル待ち１５人。
申１２月１６日～１月２４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１２１６Ｄ）へ。保育希望者（４か月以
上の未就園児、申し込み順に１２人）
は併せて申し込みを。
問すみれ教室☎７２６・６５７０

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。受講終了後には、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。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２１日㈯午後７時～８時３０分
場健康福祉会館
定１２０人（申し込み順）
申１２月１５日正午～１月１９日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１２１５Ｄ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
新春原町田七福神巡り～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
２４日㈫④２月２２日㈬、いずれも午前
９時４５分から２時間３０分程度、集合
はＪＲ横浜線町田駅ターミナル口（小
雨実施）
内①②七福神巡り＆骨

こっ

董
とう

市③④七福
神巡り＆宗保院の座禅体験（３０分程
度）
定各２０人（申し込み順）
※最少催行人数はいずれも７人です。
費①②各１５００円③④各１７００円（い
ずれも保険料、七福神色紙代、資料代
等を含む）
申希望ツアー番号・希望日・参加者住
所・氏名・電話番号・年齢・性別を明記
し、①１月８日まで②１月３０日まで③
１月２２日まで④２月２０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
産業観光課☎７２４・２１２８
消費生活センター
学 習 会

【プラスチックのリサイクルを学ぶ】
　プラスチックの基本とリサイクル
の仕組みについて学びます。プラス
チックを溶かして糸を取り出す実験
もします。
講（一社）プラスチック循環利用協会
定１６人（申し込み順）
【健康食品の現状と問題～薬と併用
して大丈夫⁉】
　薬と健康食品の飲み合わせ等を学

びます。
講（国研）医療基盤・健康・栄養研究所　
国立健康・栄養研究所情報センター
長　梅垣敬三氏
定４５人（申し込み順）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２０日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
申１２月１６日正午～１月１５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６、①コー
ド１６１２１６C②コード１６１２１６Ａ）へ。
保育希望者（２歳以上の未就学児、申し
込み順に３人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５
親と子のまなびのひろば
きしゃポッポ＠成瀬
　お母さん同士で子育ての情報を共
有し育児の工夫を学び合い、赤ちゃ
んとの遊びを見つけましょう。
対市内在住の０～１歳児とその保護
者、妊婦の方
日１月１３日㈮午後２時～４時
場成瀬コミュニティセンター
定２０組（申し込み順）
申１２月１５日午前９時から電話で生
涯学習センター（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター
時 事 問 題 講 座

【からだを元気にする！スーパーフ
ードクッキング】
対市内在住、在勤、在学の原則両日参
加できる方
日１月２４日、３１日、いずれも火曜日
午前１０時～午後０時３０分、全２回
内チアシード・キヌア・アサイーなど
を使った調理実習
講鎌倉料理コンテスト優秀賞受賞・
大谷津雪氏
定２５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
申１２月１６日午前９時から電話で同
センターへ。
【橋本麻里の、２０１７年この美術展を
見逃すな！】
　ＮＨＫ「日曜美術館」等で、日本美術
解説が大好評の（公財）永青文庫副館
長・橋本麻里先生が登場します。
対中学生以上の方
日１月２９日㈰午後２時～４時
定１５４人（申し込み順）
申１２月１６日正午～１月１８日午後７
時にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１６１２１６Ｇ）へ。

◇
場同センター
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
市 民 企 画 講 座

【町田で自然災害が発生した時市民
の取るべき行動は】
　災害に備えて準備することを、市
民レベルで考えていきます。
日２月８日、１５日、２２日、３月１日、いず
れも水曜日午前１０時～正午、全４回
場生涯学習センター
講ドキュメンタリー映画監督・小川
光一氏　他
定８０人（申し込み順）
申１２月１９日正午～２月１日午後７時
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１６１２１９Ａ）へ。
問同センター☎７２８・００７１

生涯学習センターコンサート事業
津軽三味線＆尺八 四季折々の世界
対市内在住、在勤、在学の小学生以上の方
日１月１５日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「弘前城桜吹雪」「夏宵祭」「アパ
ラチアン三味線」「じょんから節」　
他（予定）
出演佐藤通芳（津軽三味線）、白鳥良

章（尺八）
定１５４人（申し込み順）
申１２月１６日正午～１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１２１６Ｅ）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

１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

１３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

２０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 ２８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 １６日、３０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
＊つるっこでの開催は
１２月で終了しました

小山市民センター ４日㈬
子どもセンターばあん １３日㈮
忠生保健センター １８日㈬
鶴川保健センター＊ ２５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 ２６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 １１日㈬、 
２３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 １７日㈫、 

３０日㈪
午前１０時５分
～１１時４０分

離乳食後期の話と試
食、歯の話（各日とも
同一内容）
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催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【ビデオでデッサン～自分と他人の
眼
まな

差
ざ

しを交え、街を感じてみよう】
　街でビデオ撮影を行い、その映像
を鑑賞し、感想を話し合うワークシ
ョップです（ビデオカメラの貸し出
し有り）。
対高校生以上の方（撮影経験不問）
日１月２８日㈯午前１０時３０分～午後
４時３０分
場町田市生涯学習センター
講東京造形大学映画専攻准教授・高
橋直治氏、同大学非常勤講師・橋爪慧
氏、同大学非常勤講師・川部良太氏
定８人（申し込み順）
費１５００円
【日本画の材料に親しむ～小作品を
作ってみましょう】
対高校生以上の方
日２月１１日㈷、１２日㈰、いずれも午
後１時３０分～４時３０分、全２回
場町田市生涯学習センター
内絵巻の一場面を写し取り、岩絵の
具や箔

はく

などの日本画材料を使って、
小作品を作る初心者向けの講座
講女子美術大学非常勤講師・木村み
な氏
定１２人（申し込み順）
費６０００円（材料費含む）
【ミュージカルの心理劇Ⅱ～より深
い楽しみ方を求めて】
日２月１４日～３月１４日の毎週火曜
日、午後１時３０分～３時（２月２８日の
み午前１０時３０分～正午）、全５回
場相模女子大学（相模原市）

内ミュージカル作品を取り上げ、映
像も参照しながら、その内容を掘り
下げる
講相模女子大学メディア情報学科教
授・田畑雅英氏
定５０人（申し込み順）
費３０００円

◇
申講座案内チラシ（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）裏面の受講申込書に記入し、
郵送またはＦＡＸでさがまちコンソ
ーシアム事務局へ（同コンソーシア
ムホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
大地沢青少年センター
春の七草寄せ植え作り
対市内在住、在勤、在学の方（中学生
以下は保護者同伴）
日１２月２３日㈷、午前１０時～正午、午
後２時～４時（雨天実施）
場同センター
講木育・森林インストラクター　遠
藤正氏
定各１５人（申し込み順）
費１人５００円
申１２月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。
相原駅西口発午前９時３０分と午後１
時３０分、同センター発午後０時１５分
と午後４時１５分の予定です。

中 央 図 書 館
【市立図書館講演会～教材としての
昔話にみる民具】
日１月１５日㈰午後２時開演
場中央図書館

内市立博物館で開催する「昔話の道
具－むかしむかしにあったとさ－」
展（２月１２日まで開催）の内容と、明
治期以降の教科書に採用された昔話
に登場する民具の解説
定１１７人（申し込み順）
申１２月２０日正午～１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１２２０Ａ）へ（申し込みは４人まで）。
【展示会作品募集】
　５月から同館４・５階展示コーナー
で展示する作品を募集します。
対絵、写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り、応
募は１人〔１団体〕１件のみ）に記入し、
作品の写真１枚以上（サービス判で
可、返却はしません）を添えて、１月
３１日まで（必着）に直接または郵送
で同館４階カウンターへ（結果は２月
中に通知）。

◇
問同館☎７２８・８２２０
冬休みは図書館へ行こう！

忠生図書館冬休みイベント
　いずれも直接会場へおいで下さい。
【ブックトーク】
対小学校低学年以上の方
日１２月２０日㈫午後３時～３時３０分
場同館おはなしのへや
内テーマに沿った、本の紹介
【大人も楽しめる紙芝居】
日１月６日㈮午前１１時～正午
場同館多目的室

内町田かみしばいサークル「ふわふ
わ座」による紙芝居公演

◇
問同館☎７９２・３４５０

町 田 市 民 文 学 館
【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２２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！】
対①③中学生以上の方②小学生④小
学生以上の方
日①１月７日㈯午後２時～４時②１月８
日㈰午前１０時～正午③１月８日㈰午
後１時３０分～３時３０分④１月９日㈷
午後２時～４時３０分
場同館
内①百人一首カルタ会（１人参加も
歓迎）②初めての人の百人一首カル
タ会③はじめての短歌創作教室～参
加者による実作と発表④新年を寿

ことほ

ぐ
！はじめてのお能体験教室
講①町田かささぎ会代表・児玉文子
氏②③歌人・天野慶氏④シテ方金春
流能楽師・井上貴覚氏
定①１６人②２５人③１５人④小・中学
生８人、高校生以上７人（いずれも申
し込み順）

◇
申１２月１５日午前９時から直接また
は電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０

市民の広場

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

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

第７回富澤先生となかまたち展 １２月１５日㈭～１８日㈰ 齊藤☎０８０・２２６８・２４１６
第４回「絵を描く天使たち」展 １２月２４日㈯～２５日㈰ 矢野☎０４２・３１２・４５１１

●かおり会ダンスパーティー／１２
月２０日、１月２４日、３０日午後１時／
健康福祉会館４階講習室／５００円／
赤堀☎７２５・５３７８／リボン有お一
人でもどうぞ
●太極拳　拳　初心者の方もお気軽
にどうぞ／１２月２３日㊗午前９時３０
分～正午／わくわくプラザ町田講習
室／無料／三木☎７２２・０５６７／随
時見学可
●サルビアダンスパーティー（ミキ
シング有）／１月５日、２月２日午後１
時２０分～４時／鶴川市民センターホ
ール／５００円／高瀬☎７３４・１８４８
／お気軽においで下さい！！
●「探鳥会」野鳥観察、冬鳥を探そう
！／１月８日、２月１２日午前９時３０分
から／かしの木山自然公園／無料／
かしの木山野鳥クラブ高畠☎７２７・
６０３０／中央広場集合、雨天中止

　市民の広場は、毎月１５日号に掲載しています。申込用紙・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）。
市HP 検索市民の広場
【申込期間】掲載希望号の前月１日～２０日
【抽選】２０件を超える場合、申込締切日の翌開庁日に抽選します。
【申込間隔】前回の掲載から６か月経過後以降に受け付けます。
※活動内容の申し込みや確認、トラブルの解決は、当事者間でお願いします。
※市民サークルの情報は、施設案内予約システムのホームページや各施設の利
用端末からもご覧いただけます。

●いきいき薬膳「薬膳でいつまでも
若々しく」／１月１２日㊍午前１０時～
正午／生涯学習センター／２２００円
／藤田☎７２４・９７２９／町田栄養士
薬膳研究会
●真向法：若さを保つ股関節柔軟体
操でロコモ予防！！／１月１２日㊍午
後２時～４時／町田市民フォーラム３
階／５００円／長野☎０９０・４２０２・
３４６０／真向法と貯筋で健康長寿！！
●社交ダンスパーティ　あんず／１
月１９日午後１時／健康福祉会館４階
講 習 室 ／５００円 ／ 小 川 ☎０９０・
２７４４・９５８５／リボン有　お待ちし
てます
●腹式呼吸と大声で脳活性化・健康
で詩吟を楽しむ／１月２０日、２７日㊎
午前１０時～正午／成瀬コミュニテ
ィセンター／無料／鈴木☎７２６・
５５７５／声の衰え気になる方は是非

●子育て応援生活講座　住まいとお
金を整えよう！／１月２０日㊎午前
１０時～正午／和光大学ポプリホー
ル鶴川／８００円／鈴木真佐世☎７３４
・３９６４／託児有　要予約
●サークル“モア”主催　新春ダンス
パーティ－／１月２１日午後１時３０分
～４時／木曽山崎コミュニティセン
ター／５００円／福田みどり☎０９０・
６１７４・１４９０／お一人で歓迎、お気
軽に

●オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶
・シングハピネス／１月２４日㊋午後
２時から／生涯学習センター７階／
１０００円／堤幸子☎７７０・３０７２　予
約不要／どなたでもお気軽にどうぞ
●そば打ち体験をして試食します　
初めての方歓迎／１月２９日㊐午前
１０時～午後１時／町田市民フォーラ
ム調理室／８００円／じゃおクラブ玉
木☎０８０・１２８４・２４２９／おやじク
ラブ、要電話申込

●男性料理教室クック・マスターズ
／毎月第２㊌午前９時～午後３時／町
田市民フォーラム３階／入会１０００円
・月１０００円／橋本☎返７２５・９５０７
／会社リタイア組男性の会
●～ドイツ語・ビッテ～歌も歌いま
す／毎月第１・３㊍午後１時から／町
田市民フォーラム他／入会１０００円
・月１０００円／吉岡☎７９７・６４８８／
ＮＨＫテキストを使用
●たかんな句会　俳句は一生の友／
毎月第３㊋午後１時から／わくわく
プラザ町田／入会無料・月１０００円
／鈴木☎０８０・５０８９・６６９０／初心
者も経験者も大歓迎
●モダンとラテンでストレッチ・唱
歌／月３回㊎午前１０時～午後０時１５
分／生涯学習センタープレイルーム
他／入会無料・月１５００円／グリー
ンスリーブ・山口☎７２５・９８０６／中
高年女性初心者歓迎

●桜台太極拳クラブ　初心者の方ど
うぞ／毎週㊌午後１時３０分～３時３０
分／忠生市民センター／入会無料・
月１５００円／髙橋☎７９７・８４８８／土
曜日コースもあります
●６０歳以上の混声合唱　アルモニ
ー／月２回㊎午後２時～４時／生涯学
習センター他／入会無料・月１５００
円／原☎７９９・３４９２／初心者歓迎、
楽しく歌を
●アカペラを楽しむ会２０１６年度下
期講座／月２回㊋午後１時３０分～３時
１０分／鶴川いちょう会館／入会５００
円・月２８００円／大嶋眞之助☎７３５・
３０８６／混声合唱・見学☎申込歓迎
●ギター・ウクレレソロ弾き愛好会
／月１回㊋午後１時～３時３０分／鶴
川市民センター／入会１０００円・月
３００円／スターダスト・カラサキ☎
７３４・４７２７／ソロ弾き入門教室も
併設



10 2016．12．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
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12月1日～31日「ちょうどいい町田暮らし」　 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー

●野津田公園
【①しめ縄飾りづくり教室】
対小学生以上の方日１２月２６日㈪、午
前１０時～１１時３０分、午後２時～３時
３０分場市立陸上競技場内わらで綯

な

うしめ縄づくり体験、季節の草花や
木の実を使って飾り作り定各１５人
（申し込み順）費５００円（保険料、材料
費含む）
【②マレットゴルフ交流競技会】
対小学５年生以上のマレットゴルフ経
験者日１２月２２日㈭午前９時～正午（雨
天中止）場同公園定５０人（申し込み順）
費３００円（用具使用料、保険料含む）

◇
申①②１２月１５日午前９時から電話
で同公園（☎７３６・３１３１、受付時間
＝午前９時～午後５時、土・日曜日、祝
日も可）へ
●町田市フォトサロン
【うめ写真展作品募集】
　日本各所で撮影した早春
彩る梅の写真を募集します（作品は
２月１日～１２日に展示）定３０人（先着
順）費５００円（１人２点まで、Ａ４・６つ
切り・ワイド可）申応募票に記入し、
作品が折り曲がらないよう封筒など
に入れて、１月８日午前１０時から直
接同サロン１階受付へ問同サロン☎
７３６・８２８１
●町田市民ホール
【２０１７都民芸術フェスティバル　
～第４７回都民寄席町田公演】
対６歳以上の方日２月２７日㈪午後６
時開演（自由席）場町田市民ホール出
演柳亭市馬、瀧川鯉昇　他申往復ハ
ガキに「２月２７日町田市民ホール」と

書き、住所・氏名・電話番号・年齢・希
望人数（２人まで）、返信用にも宛先
を明記し、１月６日まで（消印有効）
に、都民寄席実行委員会（〒１６０－
００２３、新宿区西新宿６－１２－３０、芸
能花伝舎２階、〔公社〕落語芸術協会
内、☎０３・５９０９・３０８１）へ（抽選）
●和光大学ポプリホール鶴川
【第４７回水曜午後の音楽会
～弦楽四重奏】
日２月１５日㈬午後２時開演出演クァ
ルテット・ベルリン・トウキョウ曲目
ハイドン／弦楽四重奏曲　作品７６－
４　「日の出」、ベートーベン／弦楽
四重奏曲　作品５９－２　「ラズモフ
スキー第２番」（予定）費１０００円（全
席自由）申１２月２２日正午からイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ
【鶴川落語会】
日３月１８日㈯、昼の部＝午後１時３０
分開演、夜の部＝午後５時３０分開演
出演昼の部＝橘家文蔵、立川生志、夜
の部＝春風亭昇太、柳家三三費前売
り各３２００円、当日各３５００円（全席
指定）申発売中。電話で町田市民ホー
ル（☎７２８・４３００）へ（有料保育有
り、要問い合わせ）
【映画上映会「最愛の子」】
日３月２１日㈫午後１時３０分開演費
７００円（全席自由）申１２月２１日午前
８時３０分から電話で町田市民ホール
（☎７２８・４３００）へ（発売初日は電話
のみ受け付け）

◇
対６歳以上の方場和光大学ポプリホ
ール鶴川問和光大学ポプリホール鶴
川☎７３７・０２５２

●市立総合体育館
～走り方・かけっこ教室
対市内在住、在学の小学生
日１月１３日、２０日、午後４時３０分～５
時３０分定各２０人（抽選）費各５００円
申往復ハガキに記入し、１月５日まで
（消印有効）に同館へ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）問同館☎７２４
・３４４０
●サン町田旭体育館
【小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生
日１月１３日～３月１７日の金曜日（１
月２０日を除く）、午後４時３０分～６
時、全９回定３０人（抽選）費１４００円
【リラックス＆リフレッシュ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日１月２７日～２月２４日の金曜
日、午後１時１５分～２時３０分、全５回
定５０人（抽選）費１７００円

◇
申往復ハガキに記入し、１２月２６日
まで（消印有効）に同館へ問同館☎
７２０・０６１１
●市立室内プール
【幼児・小学生スクールＡ～
Ｃ５期（火・水・木コース）】
対４歳～小学生日１月１０日～３月１６
日、午後３時３０分～７時３０分（休館
日、祝休日を除く）、各１時間（要問い
合わせ）、火コース＝全８回、水・木コ
ース＝全７回定未就学児各３０人、小
学生各６０人（いずれも抽選）費火コ
ース＝６４００円、水・木コース＝
５６００円申往復ハガキに記入し、１２
月２２日まで（必着）に同プールへ問
同プール☎７９２・７７６１

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、各施設ホームページをご覧下さい。

●子どもセンターぱお～ぱおのあっ
たか冬フェスタ
　直接会場へおいで下さい（当日は
午前１１時から開館、駐車場は使用不
可）日１２月１７日㈯午前１１時～午後３
時内ゲーム・工作コーナー、模擬店（有
料）、ステージ等問ぱお☎７７５・５２５８
●子どもセンターばあん～冬まつり
　直接会場へおいで下さい（当日は午
前１１時から開館）日１２月１８日㈰午前１１
時～午後３時（通常の開館は午後４時
から）内ゲーム・工作コーナー、模擬店、
ステージ発表等問ばあん☎７８８・４１８１
●子どもセンターただＯＮ～クリス
マスデー
　直接会場へおいで下さい日・内１２
月２３日㈷、①お菓子作り＝午前１０
時３０分～正午②糸のこでオーナメ
ント＝午後１時～３時③ジャグリン
グショー＝午後４時～５時（①②は、
材料が無くなり次第終了）費①１００
円問ただＯＮ☎７９４・６７２２
●ひなた村
【①たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護者
同伴でおいで下さい日１月７日、２１日、
いずれも土曜日午前１０時～１１時３０分
（正午に消火）内たき火を囲む（焼きた
い食材・アルミホイル・軍手持参も可）
【②たきびワークショップ】
　竹筒で炊く竹飯作り等を通じて、
方法から後処理まで、たき火スキル

を学び合う体験型ワークショップで
す対市内在住、在勤、在学の１８歳以
上の方日１月９日㈷午前１０時～午後
３時定２０人（申し込み順）費４００円
【③幼児のための陶芸教室】
対市内在住、在園の両日参加できる
年長クラス（５・６歳）の幼児日・内１月
１４日㈯午前１０時～正午＝形作り、
色粘土による絵付け、１月２８日㈯午
前１０時～１１時＝釉

ゆ う

薬
や く

がけ、全２回講
陶芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定２０
人（申し込み順）費２００円
【④ひなた村科学クラブ講座「コマを
作って戦ってみよう～コマの科学」】
対市内在住、在学の小学生日１月１５日
㈰午前９時３０分～１１時３０分内コマの
仕組み解説、金属コマの作成、対戦講
子どもコマ大戦コーディネーター・津
田修氏定１６人（申し込み順）費５００円
【⑤親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内１月１５
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
１月２９日㈰午前１０時～正午＝釉薬
がけ、２月１１日㈷午前１０時～１１時
＝講評、受け取り講陶芸教室「徳」主
宰・小口徳子氏定２０人（申し込み順）
費大人７００円、子ども３００円

◇
申①直接会場へ②～⑤１２月１５日午
前１０時から電話でひなた村へ問ひ
なた村☎７２２・５７３６

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。 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
者へお問い合わせいただ
くか町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい
（右のＱＲコードからアクセスも可）。
【市民ウォーキング①富士塚と笹舟
の道②黒川探訪（買い物ウォーク）】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①１２月１８日午前８時５０分、
集合はＪＲ横浜線十日市場駅改札前
②１２月２４日午前８時５０分、集合は

小田急線新百合ヶ丘駅改札前費各
５００円問町田ウォーキング協会☎
０９０・８７４７・１９５８
【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①１月７日午前９時から②１月
３０日正午から③２月１８日午前９時か
ら④２月２７日正午から⑤３月１３日正
午から⑥３月２４日午後３時から（各３
時間）場①②④⑤⑥サン町田旭体育
館③市立総合体育館費各３００円問町
田市卓球連盟☎７３４・２０１７
【生涯スポーツ・レクリエーション卓
球大会】
対市内在住、在勤の方日２月１５日午
前９時受け付け場市立総合体育館費
１人７００円問町田市卓球連盟☎７３４
・２０１７

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑥市民相談室（☎７２４・２１０２）⑦健康福祉会館（☎７２５・
５４１９）⑧消費生活センター（☎７２２・０００１）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日（２３日、

２６日～３０日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２１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） １６日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④国税相談 ２０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 １５日㈭
⑥行政手続相談 ２２日㈭
⑦母性保健・母乳育児
相談 １５日、２２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

⑧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

催し・講座催し・講座
アクティブシニアの地域活躍を応援
します～悠々いきいき
介護職員初任者研修
　市内の介護人材の不足解消を目的
として、アクティブシニアの方の介
護資格（介護職員初任者研修・旧ホー
ムヘルパー２級）取得と市内介護施
設での就労を支援します。
※今年度は、鶴川地区を中心に就労
支援を行います
対市内在住のおおむね５０歳代の方
日２月２日㈭～３月９日㈭
場鶴川インペリアルビル（能ヶ谷）、
特別養護老人ホーム悠々園（能ヶ谷）
定２０人（選考）
費５４００円（テキスト代）
申所定の申込書（〔社福〕悠々会で配
布）に記入し、１月３１日まで（必着）に
郵送またはＦＡＸで（社福）悠々会へ。
問（社福）悠々会☎７３７・７２８８（受付
時間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前９時～午後５時）、町田市いきいき
総務課☎７２４・２９１６

移動図書館「そよかぜ号」
　「そよかぜ号」は、さるびあ・堺図書
館から合計３台の車で、各巡回場所
を２週間に１度巡回しています。時間、
巡回場所等の詳細は各市立図書館へ
お問い合わせいただくか、町田市立
図書館ホームページをご覧下さい。
※天候状況や車両故障の事由により
運休することがあります。
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺
図書館☎７７４・２１３１



112016．12．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

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。

●当番医（午前９時～午後５時）
18日㈰ 23日㈷ 2５日㈰ 2９日㈭

鈴木医院（内） 小川1-10-11 ☎795・5884 熊谷医院（内） 金森東4-33-4 ☎795・5325 成瀬小林医院（内） 成瀬8-4-33 ☎725・2233 鹿島内科クリニック（内） 金森東1-25-29 ☎710・1800

小川幼稚園

小川小

スーパー

つくし野
一丁目
つくし野
一丁目

小川柳谷戸小川柳谷戸

もりのおがわ
保育園

スーパー

南市民センター

南中

柳橋公園

町田南保育園 小川小
南中学校
入口
南中学校
入口

南中学校東南中学校東

成瀬コミュニ
ティセンター

南成瀬小

桐畑公園

高瀬橋高瀬橋
成瀬成瀬

恩田川恩田川

南三小
金森保育園
（南地域子育て相談センター）

金森図書館
南四小

金森２丁目
児童遊園

至成瀬→至成瀬→←至町田←至町田

金森郵便局前金森郵便局前

金森図書館前　金森図書館前　

ＪＲ横浜線ＪＲ横浜線

鶴川胃腸科（内） 鶴川2-17-1 ☎734・1958 黒江医院（内） 原町田6-24-11 ☎722・3313 よこやま内科（内） 原町田4-2-2 ☎794・6211 大村内科医院（内） 成瀬台3-8-4 ☎721・2001
鶴川中央公園鶴川図書館

大蔵保育園
鶴川市民センター

鶴川三小

大蔵小

鶴川二中

鶴川ひばり
児童公園

鶴川街道
鶴川街道

鶴川市民センター前鶴川市民センター前

鶴川団地
中央

鶴川団地
中央

国際版画
美術館

町田市民文学館

町田二小

町田市健康
福祉会館

至玉川学園前

至町田

浄運寺前

版画美術館入口
原町田
中央通り

→

←

町田街道

町田街道

原町田五丁目

小田
急線

町田商工会議所
中央図書館

町田市文化
交流センター

原町田五丁目原町田五丁目

版画美術館入口版画美術館入口

至相模大野至相模大野

至玉川学園前至玉川学園前

JR横浜線
JR横浜線

原町
田大
通り

原町
田大
通り

JR町田駅前JR町田駅前

JR町田駅JR町田駅
小
田
急
線

小
田
急
線

小田急
町田駅
小田急
町田駅

町田市民文学館
ことばらんど 成瀬台中

成瀬台小

駐在所スーパー

昭和薬科大学前

成瀬台入口

成瀬三丁目

成瀬台三丁目

昭和薬科大学

ポプラヶ丘

かしの木山
自然公園

西村内科（内） 根岸2-33-3 ☎793・2677 武蔵岡診療所（内）（小） 相原町3190-10 ☎782・6001 こじま内科（内） 小山町3245-1 ☎770・2513 ただお整形外科・内科（内） 忠生2-28-5 ☎793・0201

根岸根岸

町田街道町田街道

忠生中忠生中 忠生忠生

町田消防署
忠生出張所
町田消防署
忠生出張所

至
旭
町
至
旭
町

至
常
盤
至
常
盤

芝
溝
街
道

芝
溝
街
道

下根岸下根岸

小中一貫
ゆくのき学園クローバー

保育園 町田街道
町田街道

法政大学
入口
法政大学
入口

武蔵岡団地武蔵岡団地

円林寺前円林寺前
境川境川

サンフィール
保育園 小山白山公園

京
王
相
模
原
線

多摩境
敬愛保育園

多摩境駅

多摩境駅
西入口
多摩境駅
西入口

至橋本至橋本

至南大沢至南大沢
多摩境駅前多摩境駅前

多摩ニュー
タウン入口
多摩ニュー
タウン入口町田街道

町田街道

ひかり療育園

忠生小
忠生市民センター

忠生中
町田街道
町田街道

馬駈馬駈

下根岸下根岸

根岸根岸

30日㈮ 31日㈯
岩𥔎整形・形成外科クリニック（内） 玉川学園8-8-1 ☎726・1505 松林クリニック（内） 旭町1-4-1 ☎732・5777

信用金庫
コンビニ

踏切踏切
玉川学園前駅玉川学園前駅

踏切踏切

至町田至町田

小
田
急
線

小
田
急
線

町田市民病院

スーパー

コンビニ

銀行

町田
警察署ガソリン

スタンド
旭町旭町

森野森野

町田街道

町田街道 町田市民
病院入口
町田市民
病院入口

河辺内科医院（内） 三輪町168-1 ☎044・328・5143 木曽診療所（内）（小） 木曽東4-21-37 ☎791・2088

藤の木

小田
急線

鶴
見
川

上麻生

新三輪橋

銀行

木曽

三家

木曽中原

町田街道

忠生三小

三家

木曽交番前

おやま内科クリニック（内） 小山町233-1 ☎860・0326 沼田医院（内）（小） 鶴川6-2-1 ☎735・2019

小山小

小山

小山郵便局前

馬場

町田街道

鶴川中央公園鶴川図書館
鶴川三小

大蔵小

大蔵保育園
鶴川市民センター

鶴川団地
中央
鶴川団地
中央

鶴川ひばり
児童公園

鶴川二中

診察日 病院名 電　話 住　所
15日㈭、17日㈯、21日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
16日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
19日、26日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
20日、27日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
22日㈭ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
24日㈯、28日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●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

18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
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

23日㈷
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

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

25日㈰
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

29日㈭
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

外科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

30日㈮
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4

31日㈯
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

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

●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

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜日、
祝休日、12月29日～1月３日）、町田市歯科医師会障が
い者歯科診療所（水・木曜日〔12月29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）
（日中帯の受け付け ： 日曜日、祝休日、12月29日～1
月３日の午前9時～午後4時３0分〔電話受付は午前8
時45分から〕、準夜帯の受け付け ： 毎日の午後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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前9時～午後5時）、2３日・３0日＝成瀬台耳
鼻咽喉科（☎729・３３41、成瀬台３-8-16）、25日＝稲垣耳鼻咽喉科医院（☎722・
３115、原町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前9時～午後5時）、29日＝金森かとう眼科（☎788・
4566、金森東4-42-17）

●年始の当番医・救急病院
　いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

当番医（午前９時～午後５時） 救急病院（午前９時～翌朝９時）

１
月
１
日
㈷

・中村内科◯内
（☎799・6656　金森東4-42-28）

・平野クリニック◯内
（☎732・1321　西成瀬3-18-1）

・金子内科クリニック◯内
（☎792・3010　根岸2-1-14）

・南町田病院（内科系）
（☎799・6161　鶴間4-4-1）

・町田病院（外科系）
（☎789・0502　木曽東4-21-43）

・町田市民病院（外科系）
（☎722・2230　旭町2-15-41）

１
月
２
日

（振休）

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

・佐藤寿一クリニック◯内◯小
（☎710・2251　原町田1-7-17）

・薬師台おはなぽっぽクリニック◯内
（☎737・7373　薬師台1-25-12）

・多摩丘陵病院（内科系）
（☎797・1511　下小山田町1491）

・あけぼの病院（外科系）
（☎728・1111　中町1-23-3）

・おか脳神経外科（外科系）
（☎798・7337　根岸町1009-4）

１
月
３
日
㈫

・玉川クリニック◯内
（☎725・8207　玉川学園7-5-6）

・田村胃腸科内科クリニック◯内
（☎735・5667　能ヶ谷2-12-6）

・久田医院◯内
（☎793・4114　忠生3-20-2）

・町田慶泉病院（内科系）
（☎795・1668　南町田2-1-47）

・南町田病院（外科系）
（☎799・6161　鶴間4-4-1）

・町田病院（外科系）
（☎789・0502　木曽東4-21-43）

健康福祉会館 原町田5-8-21

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

コンビニ
町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館内
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	1月	11日	 成人式「二十祭まちだ」開催（写真①）
	1月	12日	 忠生あんしん相談室開設
	2月	 1日	 		「まちだフォトコンテスト」グランプリ決定（写真②）
	 	 	 町田地域、鶴川地域の障がい者支援センター開設
	 	 	 地域コミュニティバス「玉ちゃんバス」南ルート運行開始
	2月	12日	 相模原市と合同で町田駅帰宅困難者対策訓練実施（写真③）
	2月	15日	 町田市議会と相模原市議会の包括連携協定締結
	2月	25日	 3月議会開会
	2月	29日	 東急電鉄（株）と南町田拠点創出まちづくりプロジェクトの
	 	 	 共同推進協定締結
	3月	 1日	 小川あんしん相談室開設（写真④）
	 	 	 東京都指定有形文化財「旧荻野家住宅」の公開再開
	3月	 7日	 南地域の障がい者支援センター開設
	3月	13日	 ASVペスカドーラ町田が全日本フットサル選手権大会優勝　（写真⑤）
	3月	14日	 堺地域の障がい者支援センター開設
	 	 	 町田市鶴川団地と周辺地区再生方針策定
	3月	18日	 「小田急多摩線延伸	新駅を中心とした小山田周辺まちづくり構想」
	 	 	 策定
	3月	21日	 芹ヶ谷公園再整備基本計画策定
	3月	23日	 	（株）セブン‐イレブン・ジャパン、神奈川東部ヤクルト販売（株）と
	 	 	 「町田市高齢者の見守り活動に関する協定」締結（写真⑥）
	3月	24日	 忠生地域の障がい者支援センター開設（写真⑦）
	3月	27日	 鶴川中央公園冒険あそび場オープン（写真⑧）
	3月	28日	 相原駅西口広場完成（写真⑨）
	3月	31日	 2専門団体と「町田市における空家対策に関する協定」締結
	4月	 1日	 JR横浜線以南の地域で容器包装プラスチックの分別収集と
	 	 	 資源化開始
	 	 	 出産・子育てしっかりサポート事業「ゆりかご・まちだ」開始
	4月	 ４日	 第5次町田市障がい者計画策定
	4月	13日	 メガロス町田と 	「災害時における施設等の提供協力に関する協定」
	 	 	 締結（写真⑩）
	4月	14日	 80年ぶりの大相撲町田場所開催（写真⑪）
	4月	20日	 国の交通政策審議会が多摩都市モノレール延伸と
	 	 	 小田急多摩線延伸について答申
	4月	30日	 子どもセンター「まあち」オープン（写真⑫）
	5月	24日	 小野路宿里山交流館の来館者10万人達成（写真⑬）
	5月	27日	 	（株）ジェイコムイースト町田・川崎局と町田市高齢者の見守り活動
	 	 	 に関する協定締結（写真⑥）
	6月	 2日	 6月議会開会
	6月	 3日	 町田市空家０計画策定
	6月	22日	 7専門団体と「町田市における空家対策に関する協定」締結（写真⑭）

	7月	 1日	 成瀬コミュニティセンターがリニューアルオープン（写真⑮）
	 	 	 市が「東京2020オリンピック・パラリンピック」の南アフリカ共和国
	 	 	 ホストタウンに決定し、駐日特命全権大使が市役所訪問（写真⑯）
	7月	10日	 選挙権年齢が18歳以上となり初の参議院議員選挙実施
	7月	16日	 リオオリンピック・パラリンピック出場の地元アスリート壮行会開催
	 	 	 （写真/内山由綺選手）（写真⑰）
	7月	18日	 小川・鶴間地区の住所整理実施
	7月	29日	 町田市中心市街地まちづくり計画「夢かなうまちへ」策定
	8月	 4日	 全国少年少女レスリング選手権大会優勝の澤木心愛さんが
	 	 	 市役所訪問（写真⑱）
	8月	17日	 全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会優勝の宮本和秀さんが
	 	 	 市役所訪問（写真⑲）
	8月	29日	 専門団体と「町田市における空家対策に関する協定」締結
	8月	30日	 9月議会開会
	9月	12日	 市内最高齢の浅沼キミさん110歳に記念品贈呈（写真⑳）
	 	 	 全日本BMX選手権大会優勝の岸龍之介さんが市役所訪問（写真�）
	10月	21日	 リオパラリンピックで銀メダル獲得の鹿沼由理恵さんに
	 	 	 市民栄誉彰贈呈（写真�）
	10月	24日	 町田市民ホールでテロ対策避難訓練コンサート実施（写真�）
	11月	12日	 FC町田ゼルビアのホームゲームの年間総入場者数10万人突破
	11月	16日	 町田駅帰宅困難者対策訓練を実施
	11月	30日	 12月議会開会
	12月	 1日	 自転車競技「UCIトラックマスターズ世界選手権大会」で
	 	 	 金メダル獲得の和地恵美さんが市役所訪問（写真�）
	 	 	 ※太字は１面に写真があります。
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「広報まちだ」１面

か所目となる高齢者の
見守り支援を行う相談
窓口「小川あんしん相
談室」（他に忠生・成瀬・
野津田・南大谷・相原・

小山・金森・能ヶ谷・本町田・木曽山崎）を開設
しました。高齢者ご本人だけでなく、ご家族
や地域の方々からの相談も受けています。

11

人の方が参加し、
町田市民ホールで
テロ対策避難訓練
コンサートを開催
しました。160

人の方が参加し、
町田駅のペデスト
リアンデッキなど
で相模原市と合同
で町田駅帰宅困
難者対策訓練を実
施しました。

250

か所目となる「忠生地
域障がい者支援セン
ター」（他に町田・鶴
川・堺・南地域）を開
設しました。地域の総

合的な相談窓口として、専門のスタッフが
相談や申請手続き等を受けています。

5の専門団体と空家対
策の取り組みについ
て協定を締結し、空家
に関する相談窓口の
開設やセミナー等を
実施しています。

10
施設と「災害時におけ
る施設等の提供協力
に関する協定」を締結
し、町田駅周辺地域
の想定帰宅困難者数

1万2268人を上回る、1万4800人分の
一時滞在施設を確保できました。

13
5 館目となる子どもセン

ター「まあち」がオー
プンしました。まあち
は、小学生だけでな
く、乳幼児とその保護

者、中高生の居場所としての機能を拡充
した、幅広い世代が楽しめる施設です。

事業者に「見
守りネットワー
クまちだ」の協
力事業者が増
えました（協定

締結時点）。市と「町田市高齢者の見守り
活動に関する協定」を締結した協力事業
者の営業車両や従業員の方々が、業務中
に高齢者の方の異変の通報や徘

はい
徊
かい
の捜

索協力を行っています。

233
2016年は、安心して生活できるまちづくり
につながる出来事が多くみられました（日付
は下表参照）。

安心まちだの
数字で見る
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今号の広報紙は、１３万８５０１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）。
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