
4 2017．1．1 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

受診はお済みですか？ 平成28年度の成人健康診査の受診期間は、1月31日または2月28日までです。 ■問保険年金課☎724・2130

禁止区域を拡大禁止区域を拡大
自転車等放置自転車等放置
相原駅周辺

鶴川地域の賑わいと交流の創出のため
「鶴川駅周辺再整備基本方針」を策定しました

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

町田市教育委
員会定例会

1月13日 ㈮ 午
前10時から

市庁舎10
階 会 議 室
10-3～5

会議当日に教育総務課
（市庁舎10階、☎724・
2172）へ

町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

1月16日 ㈪ 午
前10時～正午

市 庁 舎 2
階 会 議 室
2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

JR 相原駅

スーパー

相原駅西口
自転車駐車場

相原駅東口
自転車駐車場

至八王子

至橋本 至堺市民センター

町田街道

現在の放置禁止区域
拡大する放置禁止区域

相原駅東口
バイク駐車場

　2016年３月のＪＲ横浜線相原駅西
口ターミナルの開設に伴い、バス利
用客の乗降時の安全を確保すること
を目的として、相原駅周辺の自転車
等放置禁止区域を拡大しました。
　区域内に自転車等を放置すると、
即時撤去の対象となりますので、近
隣の自転車等駐車場や公共交通機関
をご利用下さい。放置自転車等の減
少にご協力をお願いします。

問交通安全課☎７2４・11３6

　「町田市都市計画マスタープラ
ン」で、鶴川駅周辺地区を賑わいの
拠点である「副次核」に位置づけて
います。本地区では、北口広場の交
通混雑、南口の未整備、南北歩行環
境など、都市機能の改善強化が求
められています。
　これらの課題を解決し、鶴川地

問地区街づくり課☎７２４・４２６６
域の核となる駅周辺の賑わいと交流
を創出するため、「鶴川駅周辺再整備
基本方針」を策定しました。
　基本方針は、地区街づくり課（市庁
舎８階）、鶴川市民センター、鶴川駅
前連絡所、各市立図書館で閲覧でき
ます。また、町田市ホームページでも
ご覧いただけます。

5年後のめざす姿～北
口広場再編整備の着手
・北口駐輪場の再整
備
・区画整理事業認可
など

10年後のめざす姿～南口
広場、自由通路整備の完成
予定
・北口拠点商業施設の建設
・北口駅舎改良事業の実施
など

15年後のめざす姿～南
口市街地整備の完成予定
・北口の街なか回遊動
線の形成と公園整備

・南口広場への駅アク
セス道路の整備など

鶴川駅周辺の再整備により安全
で便利な交通と快適で賑わいの
ある駅前空間を実現～選ばれる
まち　鶴川を目指して

目標

街づくりステップ

⑴安全で便利な交通機能の強化
⑵快適で賑わいのある駅前空間
の創出
⑶駅周辺の住環境の向上

方針

➡ ➡

街づくり整備の概要

お知らせお知らせ
送迎保育ステーション受
託事業者向け概要説明会
　市では待機児童解消の取り組みと
して、201７年10月1日から「送迎保育
ステーション」事業を利便性の高い町
田駅周辺で開始します。この事業は、
受託事業者が開設した送迎保育ステ
ーションから定員に余裕のある保育
所等に児童を送迎するものです。この
事業を受託する事業者を公募します。
　公募するにあたり、概要説明会を
実施します。受託事業者には、送迎保
育ステーションの開設に必要な経費
の一部を補助します。
対2016年４月1日時点で、次のいず
れかの条件を満たす法人　①東京都
または神奈川県において、認可保育
所、認定こども園、認可幼稚園または
小規模保育事業所を1年以上運営し
ている②東京都認証保育所を1年以
上運営している
※この他にも応募資格等の要件があ
ります。
日1月11日㈬午後2時から
場市庁舎2階2-1会議室
内応募要件、スケジュール及び補助
内容等について
申参加者氏名（ふりがな）・団体名・連絡
先・質問事項を明記し、1月10日午後５
時までにＦＡＸまたはＥメールで保育・

幼稚園課（返0５0・３161・８6３５遍ｋｏｄｏ
ｍｏ0８0＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問保育・幼稚園課☎７2４・21３８
町田新産業創造センター～インキュ
ベーションフロア
入 居 者 募 集
　入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援や、他の入居者等
との交流を通じた創業期のノウハウ
共有など、さまざまな経営支援を受
けることができます（施設内覧も随
時受け付け、1席単位で利用可能な
ブースの貸し出しも有り）。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第2創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・費20７号室（面積1５㎡）＝月額
５万３９0円（３月から入居可）、20８号
室（面積10㎡）＝月額３万３５５７円（４
月から入居可）
※いずれも消費税、共益費を含みます。
申入居申込書（町田新産業創造セン
ターホームページでダウンロード）
に記入し、直接または郵送で同セン
ターへ。
問同センター☎８５0・８５2５、町田市
産業観光課☎７2４・３2９6
受講生募集～再就職を目指す
女 性 を 支 援！

【Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科（５日間コー
ス）】
　都が民間教育訓練機関に委託して

実施します。
対結婚・出産・育児等で退職した方等
で次のすべてに該当する方　①ハロ
ーワークで求職登録をした②全回出
席できる③講習終了後、ハローワー
クに職業相談をすることができる
日2月6日㈪～10日㈮、いずれも午
前10時～午後３時、全５回
※託児有り（1歳以上の未就学児）。
場町田市文化交流センター
定10人（要件を確認のうえ、抽選）
※託児は、定員を超える申し込みが
あった場合は、1家族1人まで。
申申込書（産業観光課〔市庁舎10階〕
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホー
ムページでダウンロードも可）に記入
し、1月6日～2３日（必着）に直接また
は郵送（封筒に「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科」
と明記）で東京都産業労働局雇用就
業部能力開発課就業促進担当（〒16３
－８001、新宿区西新宿2－８－1、第1
本庁舎３1階、☎0３・５３20・４８0７）へ。
問産業観光課☎７2４・212９
大地沢青少年センター
７月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申1月７日午前８時３0分から電話で
大地沢青少年センター（☎７８2・
３８00）へ。
※初日の午前８時３0分～午後1時の
受付分は抽選、午後1時以降は申し
込み順に受け付けます。
※７月４日、11日、1８日、1９日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里
７月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
※７月2８日～８月1９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。
申1月1日午前８時３0分から電話で
自然休暇村（錆0120・５５・2８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。信濃川上駅までの送迎を希
望する方は併せて申し込みを。
町田市成人式
二十祭まちだを開催します！
　二十祭まちだ実行委員会の企画・
運営により、スペシャルゲストによ
るパフォーマンスや来場者参加型イ
ベント等を予定しています。
　案内状をお持ちでない対象の方も
入場できます。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住の1９９6年４月2日～1９９７

年４月1日生まれの方
日1月９日㈷午後0時３0分開場、式典
＝午後1時～2時３0分（予定）
場市立総合体育館
※ステージには手話通訳と要約筆記
がつきます。
※公共交通機関をご利用下さい。
【新成人の方に誕生日の新聞コピー
を差し上げます】
対市内在住の1９９6年４月2日～1９９７
年４月1日生まれの方
日1月５日㈭～３1日㈫の図書館開館日
場各市立図書館
申申込書に必要事項を記入し、直接
各市立図書館カウンターへ（申し込
みは本人に限る）。
※後日取りに来ていただくか郵送と
なります。
問二十祭まちだについて＝文化振興
課（二十祭まちだ実行委員会事務局）
☎７2４・21８４、新聞コピーについて
＝中央図書館☎７2８・８220

催し・講座催し・講座
分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日2月12日㈰午後1時３0分～５時
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
2階）
内市内のマンション管理組合におけ
る防災活動の経験発表、個別相談会
定５0人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７2４・４26９）へ。
開催します～
地区別食品衛生実務講習会
　直接会場へおいで下さい。
対食品関係営業施設の営業者、食品
衛生責任者等
日・場1月３1日㈫＝鶴川市民センタ
ーホール、2月1３日㈪＝堺市民セン
ターホール、2月22日㈬＝忠生市民
センターホール、2月2８日㈫＝南市
民センターホール、３月７日㈫、22日
㈬＝町田市民フォーラムホール、い
ずれも午後2時～４時（受け付けは午
後1時４５分から）
内食中毒予防を目的とした食品衛生
講習会
問生活衛生課☎７22・７2５４
おいで下さい
日 曜 朝 市
　町田産の新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日1月８日㈰午前７時３0分～８時３0分
場教育センター校庭
問農業振興課☎７2４・2166


