
まちだ子育てサイトは、妊婦から18歳未満のお子さんがいる
子育て世帯向けの情報を掲載したウェブサイトです。数多く存在する子育て情報の中から、

保護者のニーズに合った情報を素早く把握できるようになりました。
問子ども総務課☎７２４・２8７６　　　　　　

※子ども生活部所管のFAQページより（２015年度末現在）
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町田市ホームページ内「よくある質問と回答（FAQ）」の閲覧数 上位3項目

● お金（給付・手当・補助金）
　 について

● 保育園の入所に関する
　 手続きについて

● イベント情報
　 について

見やすく 分かりやすく 検索しやすく

仕事復帰考えてる？

保育園を考えた方が

いいのかなぁ？

近くで親子向けの

遊び場や

イベントは

ないかなぁ？

　妊娠したら、
 まず何をすればいいのかしら？

　手続きに何が　　　必要なんだろう？それに、今後の　お金の事も考えないとなぁ。

認定こども園も

あるし、どこにすれば

いいのかな。

　詳細は

２面でご紹介!

※画像はイメ
ージです。

今号の紙面から 　●4面 国民健康保険税の税率を改定しました　●5面 移動図書館の巡回場所・巡回時間の変更
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●青少年健全育成都市宣言
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町田市
ホームページ
QRコード

人口と世帯（外国人含む） ２０１7年3月1日現在人口 ： 428,494人（ 男：210,307人・女：218,187人）（前月より20人増） ／ 世帯 ： 192,397世帯（前月より108世帯増）



2 2017．4．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

※まちだ子育てサイトは、右のQRコード、町田市ホームページ「子育て・教育」、またはトップページ上部のブラン
ディングエリアからご覧いただけます。または、「まちだ子育てサイト」でインターネット検索して下さい。

「妊娠」「出産」「子育てスタート時期」
と、それぞれの時期に必要な手続きや
お役立ち情報のまとめページです。詳
しい情報へのリンクや便利なコンテン
ツをご案内します。

●検索性の向上：「目的」「年齢」「施設」など、検索する入り口を複数設けるこ
とによって、知りたい情報を簡単に調べることができます。また、内容がひと
目で分かるようにイラストや写真を使い、目的のページに誘導します。

●操作性の向上：タブ表示での項目切り替えを可能にし、情報を
おおむね1画面内で表示することで、子育て世帯の多くの方が利
用しているスマートフォンでの操作や閲覧がしやすくなりました。

目的別や地域別から施設を探すことが
できます。表示される地図はGPS機能と
連動しているため、ご自身の現在地から
目的地までのルートを検索することが
できます。外出先や引っ越したばかりで
土地勘がない方でも、簡単に探すことが
できます。

膨大な子育て情報（健診、手当・給付制
度、施設、イベントなど）から、お子さん
の年齢が対象となる情報に焦点をあて
て、探すことができます。

町田市の各施設では、子どもや子育て
に関するさまざまなイベントや講習会
を開催しています。イベント情報を調
べる際は、「ジャンル」「対象年齢」「地
域」で絞ることが可能な「イベントカレ
ンダー」を、ご活用下さい。

イベントカレンダー

年齢からさがす

子育てナビ

施設からさがす

児童手当や子どもの医療費助成、私立
幼稚園保護者補助金など、子育てに関
する手当・給付制度についての情報を
集約し、掲載しています。

手当・給付

●保育園や幼稚園などの施設や、ファ
ミリー・サポート・センター事業、病
児病後児保育事業など、保護者のさま
ざまなニーズに沿った、お子さんの預
け先や方法を紹介します。
保育料概算シミュレーション
年収などの簡単な入力で、概算の保育
料が計算できます。これから保育園等
に預けようと考えている保護者にも、
現在保育園等を利用している保護者に
とっても便利な機能です。

あずける

※画像はイメージです。

まちだ子育てサイト の 特徴



32017．4．1市役所代表　辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい

ご利用下さい！ 詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”

健康案内健康案内
予防接種はお済みですか
Ｂ 型 肝 炎

　Ｂ型肝炎の予防接種を定期予防接
種期間内に受けられなかった方に対
し、公費助成を行います。
対２０１６年４月１日～９月３０日に生ま
れた１歳以上の方
接種回数定期予防接種の既定回数

（３回）まで
接種方法指定医療機関で接種
※対象者は、接種にかかる費用の自
己負担はありません。
※詳細は、市役所代表（☎７２２・
３１１１）へお問い合わせ下さい。
問保健予防課☎７２４・４２３９
始まります
高齢者歯科口腔機能健診

　噛
か

む力、飲み込む力などの摂食嚥
えん

下
げ

機能を、問診と簡単なテストで口
こう

腔
くう

診査とともに健診します。
対７１歳以上の方
日４月１日～２０１８年３月３１日
場町田市の契約歯科医療機関
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布）をご覧下さい（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
費５００円（生活保護受給世帯・市民税
非課税世帯の方、中国残留邦人等の
支援給付受給証明書を持参の方は無
料）
申直接、契約歯科医療機関へ予約
問保健予防課☎７２５・５４３７

お知らせお知らせ
各種計画を
策 定 し ま し た

【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）】
　町田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）を策定しました。
　冊子は、市政情報課（市庁舎１階）
で４月中旬から１冊７００円で販売し

ます（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
【健康・医療情報分析に基づく生活習
慣病等予防事業実施計画】
　健康や医療に関する情報を活用し
た効果的・効率的な国民健康保険の
保健事業を実施するため、「健康・医
療情報分析に基づく生活習慣病等予
防事業実施計画」を策定しました。
　被保険者の健康の保持増進及び医
療費の適正化を目的に、２０１７年度～
２０２０年度で実施する国民健康保険
の保健事業についてまとめています。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問保険年金課☎７２４・２１３０
【第４次町田市農業振興計画】
　農業振興に関する政策を計画的に
展 開 し て い く た め、 計 画 期 間 を
２０１７年度～２０２６年度とする「第４
次町田市農業振興計画」を策定しま
した。
　この計画では、基本理念を「『市民と
農をつなぐ』魅力ある町田農業の推
進～担い手が育ち、活躍するまち『町
田』～」として、農業全体を「担い手」、

「農地」、「販売」、「市民と農とのふれあ
い」の４つの要素に分け、それぞれの
要素ごとに当初５年間に取り組む具
体的な実行計画を示しています。
　計画の冊子は、農業振興課（市庁舎
９階）、各市立図書館で閲覧できるほ
か、市政情報課（市庁舎１階）で１冊
３００円で販売します（町田市ホーム
ページでダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６６
【町田市子育て支援ネットワーク連
絡会レポート（子育て世帯の自立応
援プロジェクト実施計画）】
　子育て世帯に対する支援を充実さ
せるために、「町田市子育て支援ネッ
トワーク連絡会レポート（子育て世
帯の自立応援プロジェクト実施計
画）」を策定しました。
　このレポートでは、「支援を必要と
している方にサービス内容を知って
もらうこと」、「サービスを利用して
もらうこと」を通じ、課題を解消し、
子育て世帯の安定した自立を目指す
ことを目的としています。
　レポートは、市政情報課（市庁舎１
階）で１冊３００円で販売します（町田
市ホームページでダウンロードも
可）。
問子ども家庭支援センター☎７２４・

４４１９
【町田市下水道アクションプラン　
２０１７年度～２０２１年度】
　町田市下水道アクションプラン
は、２０１２年に策定した町田市下水
道ビジョンに基づく実行計画です。
町田市下水道ビジョンで掲げた基本
方針「次世代につなげる良好な水環
境を目指して」と３つの基本方針の
実現に向けて着実に下水道の役割を
果たしていくため、２０１７年度から
２０２１年度に取り組む具体的な事業
計画を示しています。
　策定にあたり、町田市下水道事業
計画評価懇談会を設置し、学識経験
者から意見をいただき、反映してい
ます。
　冊子は、市政情報課（市庁舎１階）で
１冊５００円で販売しています（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問下水道総務課☎７２４・４２９０
新生児聴覚検査費用の
助 成 を 開 始 し ま す

　聴覚障がいによる音声言語発達等
への影響を最小限に抑えるために
は、新生児聴覚検査（生後間もない赤
ちゃんの聴覚検査）を受けて、早期発
見・早期療育を図ることが重要と言
われています。
　市では、新生児聴覚検査受診者に、
検査費用の一部を助成します。
対市内在住の方が２０１７年４月以降
出産した新生児
実施医療機関市内及び近隣市の指定
医療機関（町田市子育てサイト等を
ご覧下さい）
助成費用３０００円
※助成費用を超えた場合には、自己
負担額が発生します。
※里帰り出産等で、指定医療機関で
受診できなかった（受診票が使用で
きない医療機関で検査を受けた）方
には、検査費用の一部（上限３０００
円）を償還払いします。
申「新生児聴覚検査受診票」を受診す
る医療機関へ提出。　
※受診票の交付を受けていない方

は、保健予防課へご連絡下さい。
問保健予防課☎７２５・５４２２

産後ケア事業のご案内
　出産後、家族から支援を受けるこ
とができず、育児に不安のある方に、
医療機関や助産院で、産後の体や赤
ちゃんのケア、授乳指導、育児相談を
行う事業です。
　申し込み方法などの詳細は保健予
防課へお問い合わせ下さい。
対家族から十分な家事、育児の援助
が受けられず、体調不良や育児不安
のある、産後３か月未満の方とその
乳児
※保健師等が状況を伺ったうえで、
利用の可否を判断します。
場としの助産院（玉川学園）、新百合
ヶ丘総合病院（川崎市）
内母体ケア（健康状態のチェック、乳
房ケア）、乳児ケア（健康状態、体重、
栄養のチェック）、育児相談、授乳・も
く浴指導、休息・食事の提供等
費宿泊型（ショートステイ）＝６０００
円（１泊２日）、日帰り型（デイケア）＝
３０００円（１日）
※利用上限は、宿泊型と日帰り型合
わせて７日間までです。
※市民税非課税世帯及び生活保護世
帯は、利用料金が免除されます。
問保健予防課☎７２５・５４２２
春号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き!学び!

　市内や近隣で４～６月に催される
講座・イベント等の情報を掲載して
います。「みんなの学ビバ!!」では、学
びの機会などを紹介しています。
　また、「講座・イベント体験レポー
ト」では、市民編集委員が実際に講座
等に参加し、その様子を紹介してい
ます。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

パブリック
コメント
公　表

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

町田市交通安全推進
協議会定例会

４月５日㈬午
前１０時から

市庁舎３階第
１委員会室

５人（申し
込み順）

事前に電話で市民生活
安全課（☎７２４・４００３）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

４月１０日㈪午
前１０時～正
午

市庁舎２階会
議室２−２

３人（申し
込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

ごみの資源化施設地
区連絡会（町田リサイ
クル文化センター周
辺エリア）

４月１３日㈭午
後６時３０分か
ら

忠生市民セ
ンターホール

１０人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市教育委員会定
例会

４月１４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

町田市都市計画審議
会

４月１７日㈪午
前１０時から

市庁舎３階第
１委 員会室
（予定）

１０人（申
し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

４月２４日㈪午
後６時～８時

市庁舎３階会
議室３−１

１０人（申
し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎７２４・２９１６）へ

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）
ご意見ありがとうございました

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８ 
　市では、「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）」の策定にあたり、皆さんのご意見を募集しました。
いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきました。ご意見の
概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　２０１６年１２月１４日～２０１７年１月１３日
○応募者数　３人　○意見件数　１４件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布
します。男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、市政情報課・
広聴課（市庁舎１階）、市民協働推進課（市庁舎２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、各市立図書館、町田市民文学館、生涯学習センター

ご意見の概要 市の考え方

　第４次計画のテーマ「一人ひとりがそ
の人らしく生きるまちだプラン」となっ
ているが、この企画は女性の立場を考え
ることが目的であるため「まちだ女性プ
ラン」とした方が良い。

　市で行われた「男女平等参画都市宣言」
に基づき、一人ひとりが持つ基本的権利
である人権を尊重し、個性と能力を生か
して「その人らしさを発揮できる社会」の
形成を目的としていることから、計画の
名称はこのままとさせていただきます。

　取り組み番号１９「男女雇用機会均等
法や育児・介護休業制度に関する周知・
啓発活動の推進」において、市民・事業者
ともに積極的に周知・啓発してほしい。

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業
制度に関する周知・啓発活動の推進につ
いては、引き続き実施していきます。
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4月3日から「木造住宅耐震改修助成金」の受け付けを開始します　　　 　　　　昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅を、対

お知らせお知らせ
４月３日から始まります

固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧
　２０１７年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された土地・家屋価格等
縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するも
のです。

　また、課税台帳の閲覧制度とは、納
税義務者の方が、固定資産税台帳の
うち、自己の資産に対する課税内容
を具体的に確認するためのものです。
○縦覧、閲覧ができる方
①納税義務者、その同居の親族及び
納税管理人（同居でも別世帯の方は、
委任状が必要）
②代理人（納税者の方が自署、捺印
〔法人の場合は、代表者印を押印〕し
た委任状または代理人選任届をお持
ちの方）
○本人確認書類が必要です
　書類の種類に応じ、次に示す１点
または２点の書類をお持ち下さい。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン
バーカード〔個人番号カード〕等）

②上記の書類がない場合は、次の書
類
※組み合わせは、（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で各１点ずつです。
（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）
（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧期間４月３日㈪～５月３１日㈬の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
閲覧期間４月３日㈪～５月３１日㈬の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります。
問資産税課☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方への課税（補
充）台帳の閲覧申請】
　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利
（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧申請がで
きます。
○必要な書類
　本人の身分を確認できる書類（運
転免許証等）と権利を有する資産を
特定するための書類（賃貸借契約書、
賃借権の権利者が記載されている登
記全部事項証明書等）をお持ち下さ
い。
　また、代理人に依頼する場合は、権
利者の方が自署・捺印（法人の場合
は、代表者印を押印）した委任状また
は代理人選任届が必要です。
閲覧期間４月３日㈪からの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝休日
を除く）
※４月中は混雑しますので、時間に
余裕をもって申請して下さい。
場市民税課諸税証明係（市庁舎２階）
費１件３００円
問市民税課諸税証明係☎７２４・２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者は、４月１
日から納税通知書を受け取った日以
後３か月以内に、文書をもって固定
資産評価委員会に審査の申し出がで
きます。
　ただし、２０１７年度は基準年度
（２０１５年度）でないため、地目の変
換、形質変更、家屋の増築などの事情
により価格が変わった場合や土地価
格の下落修正があった場合のみ審査
の申し出ができます。
問法制課☎７２４・２５０６
町田市地域子ども教室

助 成 事 業 説 明 会
　市では、放課後または学校休業日
に小学校や公共施設等を活用して、
子どもたちの安全・安心な居場所を
設け、スポーツ・文化活動等の体験活
動や地域住民との交流活動等を行っ
ている団体を助成します。
※直接会場へおいで下さい。
対地域活動団体
日４月５日㈬午後２時３０分から
場市庁舎２階会議室２－５
問児童青少年課☎７２４・４０９７
大地沢青少年センター

１０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４月１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎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。
※１０月３日、１０日、１１日、１７日、２４
日、３１日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

１０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）
申４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）。
※１０月４日、５日、１０日、１１日は利用
できません。

やさしさが　走るこの街　この道路
はし まち どう　 ろ

春の全国交通安全運動が始まります春の全国交通安全運動が始まります４月６日
～15日

　１人あたりの医療費の増加や加
入者の高齢化等により、国民健康
保険事業が厳しい財政状況にある
ことから、国民健康保険税（国保
税）の税率を改定しました。
　併せて、地方税法改正による所
得の低い世帯への軽減措置の拡充
も行います。

【国保税の計算方法】
　国保税は、医療分、後期高齢者支
援金分、介護分の合計で計算され
ます（表１）。それぞれに定められ
た課税限度額を超えた場合、年税
額は課税限度額の金額となりま
す。

　医療分は、国保被保険者の医療
費の支払いに充てられ、後期高齢
者支援金分は、後期高齢者医療制
度への運営支援に充てられます。
介護分は、４０～６４歳の方に対す
る介護保険料の負担分です。

【国保税の軽減】
　所得の低い世帯の方は、同一世
帯内の所得額や被保険者数などに
応じて、国保税の均等割額・平等割
額が軽減されます（表２）。

【今後の予定】
　７月上旬に納税通知書をお送り
します。具体的な年税額が記載さ
れていますので、ご確認下さい。

表１　２０１７年度からの新しい国保税率（額）
区　分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分（４０～６４歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
所得割額

（所得に対し） ４．７４％ ５．１７％ １．６２％ １．７６％ １．４９％ １．５５％

※所得割額は、加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた
額に税率をかけて計算します／均等割額、平等割額、課税限度額は変更ありません。
表２　２０１７年度　国保税の平等割額・均等割額軽減表
区　分 年　度 軽減判定基準
７割軽減 ２０１７年度 ３３万円以下（変更無し）

５割軽減 ２０１７年度 ３３万円＋（２７万円×国保加入者数）以下
２０１６年度 ３３万円＋（２６万５０００円×国保加入者数）以下

２割軽減 ２０１７年度 ３３万円＋（４９万円×国保加入者数）以下
２０１６年度 ３３万円＋（４８万円×国保加入者数）以下

※特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続
して同一の世帯に属する方）がいる場合は、その人数も軽減判定基準に算入します／
１９５２年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受給者の方は、公的年金から１５万
円を限度に控除があります。
国保税の計算例（年額）
【ケース１】年金収入のみの方の世帯（６５歳以上の夫婦２人世帯で、夫のみの年金収入

で計算）

年金収入 年金所得 国保税 軽　減改定前 改定後
１５３万円 ３３万円 ２万３７００円 ２万３７００円 ７割
１６８万円 ４８万円 ３万３２００円 ３万４０００円 ７割
２２１万円 １０１万円 ８万２７００円 ８万６５００円 ５割
２６４万円 １４４万円 １３万３７００円 １４万円 ２割
３５０万円 ２２５万円 ２０万１１００円 ２１万１９００円 ―
４５０万円 ３０４万円 ２５万１３００円 ２６万６７００円 ―

※妻の年金収入が１２０万円までは、ケース１の国保税です／収入は目安です。
【ケース２】給与収入のみの方の世帯（４０歳代の夫婦２人・子ども２人の４人世帯で、夫

のみの給与収入で計算）

給与収入 給与所得 国保税 軽　減改定前 改定後
２２４万円 １３９万円 １６万７０００円 １７万３８００円 ５割
３４７万円 ２２５万円 ２８万５１００円 ２９万７０００円 ２割
４５０万円 ３０６万円 ３８万２２００円 ３９万９４００円 ―
５５０万円 ３８６万円 ４４万４９００円 ４６万７３００円 ―
６５０万円 ４６６万円 ５０万７８００円 ５３万５１００円 ―
７５０万円 ５５５万円 ５７万７６００円 ６１万５００円 ―

※妻の給与収入が６５万円までは、ケース２の国保税です／収入は目安です。

●運動の基本
【子どもと高齢者の交通事故防止～
事故にあわない、おこさない】
・�ドライバーは歩行者や自転車に注
意し安全運転を心がけましょう。
・�信号が青でも、右左の安全を確か
めましょう。

●運動の重点
１　歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止（特に、自転車安全利用五則の
周知徹底）
　交差点ではドライバーとアイコン
タクトをとりましょう。
２　後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシートの
正しい着用の徹底

　交通事故の際に車外放出や同乗者
に衝突するなどの危険性がありま
す。
３　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は本人だけでなく、酒類
の提供者や車両の同乗者等も厳しく
罰せられます。
４　二輪車の交通事故防止
　交差点を右折するドライバーは、
対向車線を直進する二輪車に気づか
ない場合があるため、優先意識を持
たず、しっかりと安全確認をしまし
ょう。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０

国民健康保険税の税率を改定しました
問保険年金課☎７２４・２１２４
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お知らせお知らせ
ご利用下さい～社会教育関係事業
講 師 派 遣 制 度
　学習・文化活動を行う団体が、自主
的に企画し、会員以外にも広く参加
を呼びかけ、市内で実施する学習会
・講演会等に対し、その講師謝礼を
支援します（１団体につき年１回、謝
礼は１万２０００円以内）。
　事業の企画、講師の選定・交渉及び
会場確保等の運営は、団体が行って
下さい。
　ただし、定例的に行っている活動
をそのまま充てた学習会や、定例的
に団体を指導している講師または団
体の構成員が講師となる学習会、政
治・宗教・営利活動を目的とした内容
の場合は対象外です。
※対象事業は、２０１８年３月３１日ま
でに市内で実施する事業です。
対次のすべてに該当するグループ・
団体　①学習・文化活動を行うこと
を目的としている②主に市内で、継続
して学習・文化活動をしている③会員
が１０人以上で、その半数以上が市内
在住、在勤、在学で、代表者または事
務取扱者が市内在住の２０歳以上で
ある④市から補助金を受けていない
申所定の申請書（生涯学習センター、
各市民センター等で配布、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）に
会則（規約）と構成員名簿を添えて、
実施日の３０日前まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。
※企画内容が当制度の対象となるか
など、ご不明な場合はお問い合わせ
下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～障がい者青年学
級
新 入 学 級 生 募 集
対市内在住の知的障がいのある１８
歳以上の方（特別支援学校等の生徒
は除く）
日原則第２・４土曜日、午前１０時～午
後４時
場生涯学習センター
内「生きる力・働く力の獲得」を目的
に、音楽、劇、スポーツ、その他創作活
動、料理、合宿等を行う
定若干名
※応募多数の場合、４月２２日午前に
抽選会を行いますので必ず出席して

下さい。
申住所・氏名・電話番号・年齢・応募動
機を明記し、４月１４日まで（消印有
効）に封書で同センター（〒１９４－
００１３、原町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１
すみれ会館温水プール
開放日を変更します
　すみれ会館温水プールは、市内在
住の障がいがある方、市内に通園・通
学している障がいがある方、または
身体障害者手帳・愛の手帳が交付さ
れた方が利用できるプールです。
　４月１日から、水・木・金曜日の開放
日が夏期期間のみになりました。
開放日７～９月の水・木・金曜日、午後
２時～４時３０分、通年の日曜日、午前
９時３０分～午後１時
※開放日が祝日でも利用できます
（１２月２９日～１月３日を除く）。
※設備維持補修や行事等により、臨
時の開放中止や開放時間変更となる
場合があります。
問すみれ教室☎７２６・６５７０
産業見本市出展・特許権等取得への
補 助 を 実 施 し ま す

【産業見本市出展補助事業】
補助対象事業２０１８年３月３１日までに
開催される国内の見本市、展示会等
（一部のものを除く）に出展する事業
補助額出展に際し、主催者へ支払う
出展料（会場の使用料）の２分の１以
内の額（上限は２０万円、町田市トラ
イアル発注認定事業者が認定商品を
ＰＲするために出展する場合は、４分
の３以内の額）
【特許権等取得補助事業】
　今年度から、従来の制度に加え、意
匠権・商標権の出願、特許出願の際の
手数料も補助対象として加わりまし
た。
補助対象事業２０１７年度内に実施す
る特許・実用新案・意匠権・商標権の
出願、特許出願についての審査請求
補助額特許・実用新案・意匠権・商標
権の出願時（上限は１０万円〔商標権
は５万円〕）＝出願料、出願にかかる弁
理士手数料の２分の１、特許出願審査
請求時（上限は１０万円）＝特許出願
審査請求料、出願審査に係る弁理士
手数料の２分の１（上限２万５０００円）

◇
対市内中小企業者で次のすべてを満
たす方　①市内に住民登録を有する
個人、または市内を納税地とする法
人②１年以上事業を営んでいる③市

税を完納している
申請期間４月３日から随時
※申請額が予算額に達した時点で締
め切ります。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問産業観光課☎７２４・３２９６
開催します～小山地域の
リ サ イ ク ル 広 場
　サレジオ工業高等専門学校の協力
のもと、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４月１５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

催し・講座催し・講座
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日４月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「阿部光
子」／おはなし＝「金剛山のトラ」（韓
国の昔話）、「歳」（山形の民話）、「池の
なかの水の精」（グリム童話）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、４月１日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【大豆を丸ごと食べる！～豆腐を作
って、おからも食べちゃおう】
対市内在住、在勤、在学の方
日４月２６日㈬午前１０時～午後１時

場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費３００円（材料費）
申４月５日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５
Ａ）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
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集
　詳細は、講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①街並みスケッチ講座】
対高校生以上の方
日５月１４日、２１日、２８日、いずれも日
曜日午前１０時～１１時３０分、全３回
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
内スケッチの基礎的なテクニックを
学ぶ
講町田・デザイン専門学校インテリ
アデザイン科講師　白石和資氏
定２０人（抽選）
費２９００円
【②合唱を通してみなさまと　元気
！笑顔！健康の輪！】
日５月２０日㈯、２７日㈯、６月１７日㈯、
２５日㈰、いずれも午前１０時３０分～
正午、全４回
場町田市生涯学習センター
内輪唱や手遊び、歌遊び等を交えた
合唱講座
講元玉川大学通信教育部助教授・千
葉佑氏
定１００人（申し込み順）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
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）。
※①は４月２０日まで（必着）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

問さるびあ図書館☎７２２・３７６８
わくわく仲間づくりカレッジ日程表

講座名 日　時 会 場

初級編絵手紙 ５月２日～７月２５日の火曜日、午後
１時３０分～３時３０分、全１０回 わくわくプラザ町

田（森野）躰
からだ

ほぐしと脳活運動 ５月１１日～７月１３日の木曜日、午
後１時３０分～３時３０分、全１０回

初級編詩吟 ５月８日～７月１０日の月曜日、午後
１時３０分～３時３０分、全１０回

成瀬あおぞら会館
（西成瀬）脳トレ書道 ５月９日～７月１１日の火曜日、午後

１時３０分～３時３０分、全１０回

発声と歌 ５月１２日～７月１４日の金曜日、午
後１時３０分～３時３０分、全１０回

対市内在住の６５歳以上の方
定各２０人（いずれも抽選、結果は４月２４日ごろ発送）
費１回あたり２５０円（初級編絵手紙・初級編詩吟・脳トレ書道は、別途材
料費として各５００円が必要）
申希望する講座を選び（重複申し込み不可）、４月５日正午～１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５Ｂ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７
（受付時間＝午前９時～午後４時）、わくわく仲間づくりカレッジ講座全
般＝町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

　移動図書館そよかぜ号の巡回場所
及び巡回時間が一部変更になります。
【移転巡回場所】
○ひなた村（本町田２８６３番地　ひ
なた池前）
開始日４月６日㈭午後３時１０分～４時
※日向台北公園から移転
○イリーゼ町田図師の丘
　（図師町１８９６番地１）
開始日４月７日㈮午後３時２０分～４時

※図師小学校前から移転
○山崎第二スポーツ広場
　（山崎町５６６番地１）
開始日４月１３日㈭午後３時１０分～４時
※都営山崎町アパートから移転
○木曽森野防災市民いこいの広場
　（森野４丁目８番）
開始日４月１４日㈮午前１０時２０分～
１１時１０分
※木曽ほがらか公園横から移転
【巡回時間変更場所】
○鶴間橋児童公園
変更後時間午後３時～３時５０分
○鶴川台緑の里公園
変更後時間午後２時～２時５０分
○本町田住宅給水塔前
変更後時間午後１時５０分～２時４０分

わくわく仲間づくり
カレッジ 講座参加者募集

移動図書館の
巡回場所・巡回時間

の変更
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催し・講座催し・講座
国際版画美術館
リトグラフ一日教室
対高校生以上の初心者
日５月１２日㈮、１３日㈯、いずれも午前
１１時～午後４時（各日とも同一内容）
場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定８人（抽選、結果は４月２１日ごろ郵
送）
費３０００円
申４月４日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０４
Ｈ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）。
問同館☎７２６・２８８９
市民提案型事業
講座づくり☆まちチャレ
　生涯学習センターをはじめとする
市内の公共施設を会場にした講座づ
くりにチャレンジしてみませんか。
シニアの生活、子育て、防災など、身
近な課題を考え合うきっかけにご活
用下さい。
※詳細は、募集要項（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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで、学習講座の企画・
運営をしてみたい方
※市民企画講座で、２０１６年度に採用
された団体は申し込みができません。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月６日午後５時まで（必着）に直接ま
たは郵送で生涯学習センターへ。

【説明会を行います】
　説明会で申込書を配布します。申
込希望者は出席して下さい。説明会
に参加できない場合は、必ずお問い
合わせ下さい。
※直接会場へおいで下さい。
日４月１５日㈯午前１０時～正午（受け
付けは午前９時３０分から）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準やスケジュールの説明、
質疑応答
※５月１３日㈯にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

利用者交流会参加者募集
【語り合おう！生涯学習センターの
活用法】
対生涯学習センター利用者、または
これから利用を考えている方
日４月１５日㈯午後１時～４時４０分
場生涯学習センター
内全体会＝基調講演「学びがつなぐ、
仲間づくり、コミュニティづくり」（元
福生市公民館長・伊東静一氏）、分科
会＝「楽しい講座をつくってみよう
！」「地域で見守る子どもの育ち」「私
の健康法自慢大会！」「学びで未来の
まちづくり！」「シニアの暮らしを豊
かに！」、全体交流会＝分科会報告
定１５０人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７２８・００７１）
へ。

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります（春をイメージした特別プ
ログラムを予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日４月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）

※毎月第２日曜日に開催（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）。
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。
　受講後は、ピザ窯・薫製箱の個人利
用が可能になります。
対高校生以上の方
日４月２３日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申４月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００
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４月８日、５月２０日、６月１７日、いず
れも土曜日、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

●子どもセンターつるっこ～１２周
年記念イベント
【あにばーさりぃ１２】
　直接会場へおいで下さい（模擬店
等の各コーナーは、開会式終了後に
スタート）日４月１６日㈰午前１１時～
午後３時（雨天実施）／当日は午前１１
時から開館します内ゲーム、工作、ス
テージ発表、おはなし等、模擬店（有
料）も有り問つるっこ☎７０８・０２３６
●ひなた村
【①子どもグループ参加者募集～人
形劇グループ】
　役を決め、人形のデザインを考え
制作し、公演に向けて人形劇の練習
を行います対市内在住、在学の小学３
年生～高校生日４月２３日から１年間、
原則毎週日曜日、午前９時３０分～正
午／４月２３日㈰に保護者説明会があ
ります定２０人（申し込み順）
【②一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の小学２～６年生の
初心者日５月１３日㈯～１０月２８日㈯
の原則月２回土曜日、午後１時３０分
～３時３０分、全９回講（公社）日本一
輪車協会公認指導員・遠藤武氏定２０
人（初参加者を優先のうえ、抽選）

【③子どものための日本舞踊教室】
　作法の基本から、１曲踊れるよう
になるまで指導します対市内在住、
在学の小学生～高校生（男女ともに
歓迎）日５月２４日～１１月１５日の水
曜日、午後５時～６時３０分、月１～２
回、全８回／１１月１９日㈰に発表会を
予定講尾上流師範・尾上菊右佐氏定
１２人（申し込み順）費２０００円
【④ひなた村科学クラブ“ぷち”～お
いしい“ミツバチ”のひみつ】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日４月１６日㈰午前１０
時～正午内ミツバチの生態紹介、ハ
チの模型作り、ミツバチの贈り物を
試食講まちだ実験し隊定２０人（申し
込み順）費３００円

◇
申①③④４月１日午前１０時から電話
でひなた村へ②往復ハガキに住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年・一輪車の有無、返信用にも宛先
を明記し、４月２１日まで（必着）にひ
なた村（〒１９４－００３２、本町田
２８６３）へ問ひなた村☎７２２・５７３６

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

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。

●かしの木山自然公園「自然観察会」
【春に息づく花と昆虫】
　直接会場へおいで下さい日４月１６
日㈰午前９時３０分～１１時（雨天中
止）場同公園／駐車場はありません
問同公園☎７２４・１６６０
●小野路宿里山交流館
【①うどん作り教室】
日４月１２日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
費）
【②春の里山草花観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日４月２５日㈫午前
９時３０分～正午（小雨実施、荒天中
止）定２０人（申し込み順）費１５００円
（保険料、昼食代、資料代）

◇
場同館申４月４日正午からイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７０４０４Ａ②１７０４０４Ｂ）へ問同館☎
８６０・４８３５
●町田市フォトサロン
～作品募集
【①春の薬師池公園作品展】
　今春の薬師池公園をとらえた作品
を募集します／５月３日～１４日に同
サロンで展示
【②ボタン・シャクヤク写真展】
　町田ぼたん園で撮影したボタン・
シャクヤクの写真を募集します／６
月下旬に同サロンで写真展を開催

◇
定各３０人（先着順）費各５００円（Ａ４
または６つ切りサイズ、２点まで）申
写真裏面に応募用紙を貼付し、①４
月１６日②５月２８日、いずれも午前
１０時から直接同サロンへ問同サロ
ン☎７３６・８２８１
●市立総合体育館
【勤労者バドミントン教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８～６０歳の方日５月６日～７月２２日
の土曜日（５月２０日、６月３日を除
く）、午後６時３０分～８時３０分、全１０
回定５０人（抽選）費４５００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、４月８日ま
で（消印有効）に同館へ問同館☎７２４
・３４４０
●サン町田旭体育館
【初心者気功教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日５月９日～７月１１日
の火曜日、午前９時１５分～１０時４５
分、全１０回定５０人（抽選）費３４００円

申往復ハガキに必要事項を明記し、
４月２０日まで（消印有効）に同館へ問
同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール
【水中運動公開指導】
対１６歳以上の方日４月６日
～７月２０日の木曜日（５月４日、６月を
除く）、午前１０時１０分～１１時定各
３０人（先着順）費各１００円（別途利用
券が必要）申直接２階受付へ問同プ
ール☎７９２・７７６１
●野津田公園
【女性限定～ゆったりと過
ごすリフレッシュヨガ教室】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方（お子さん同伴も可）日４月２４日
～７月３日の月曜日（５月１日を除
く）、午前１０時１５分～１１時４５分、全
１０回定２０人（抽選）費５０００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、４月
１０日まで（消印有効）に同公園管理
事務所へ（同公園ホームページで申
し込みも可）
【マレットゴルフ体験学習教室・交流
競技会】
対小学５年生以上のマレットゴルフ
①初心者②経験者日①４月１６日㈰午
前９時～１１時②４月２８日㈮午前９時
～正午（いずれも雨天中止）場同公園
内木づちを使ってボールを打つマレ
ットゴルフの①体験学習教室②交流
競技会定①２０人②５０人（いずれも
申し込み順）費①５００円（指導料、用
具使用料、保険料込み）②３００円（用
具使用料、保険料込み）申４月１日午
前９時から電話で同公園管理事務所
（受付時間＝午前９時～午後５時、土
・日曜日、祝日も可）へ

◇
問同公園管理事務所☎７３６・３１３１
●町田市自然休暇村～川上ゴルフツ
アー
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者（個人・グループでの申し込みも
歓迎）日９月５日㈫午前８時現地集合
～６日㈬午後３時ごろ解散、１泊２日
／宿泊は自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）場丘の公園清里ゴルフコ
ース（３コース有り）／賞品等多数用
意定４０人（申し込み順）費２万５８００
円（宿泊費、食事代、プレー費、保険料
を含む）申４月１日午前９時から電話
で自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）
へ（８月２５日以降の取り消しはキャ
ンセル料が必要）
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催し・講座催し・講座
わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①５月１８日㈭②６月１日㈭③６月
１５日㈭、いずれも午前８時５０分～午

後３時ごろ、全３回
※集合は、①②鶴川駅前やすらぎ公
園③町田バスセンターです。
内①野津田②三輪③絹の道の各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費１２００円（施設入場料等）
申４月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５
Ｄ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受

付時間＝午前９時～午後４時）、わく
わく仲間づくりカレッジ全般に関す
ること＝町田市高齢者福祉課☎７２４
・２１４６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日５月９日㈫、１６日㈫、２４日㈬、いず
れも午前１０時～午後１時、全３回

場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申４月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５
Ｃ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受
付時間＝午前９時～午後４時）、男性
料理教室全般に関すること＝町田市
高齢者福祉課☎７２４・２１４６

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
１日㈯、１4日㈮ あけぼの病院 ☎７2８・１１１１ 中町１-23-3
3日㈪、８日㈯、１0日㈪ 多摩丘陵病院 ☎７9７・１5１１ 下小山田町１49１
4日、１１日㈫ 町田慶泉病院 ☎７95・１66８ 南町田2-１-4７
5日㈬、１3日㈭ 町田病院 ☎７８9・0502 木曽東4-2１-43
6日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎７9８・１１2１ 小山ヶ丘１-3-８
７日㈮ 町田市民病院 ☎７22・2230 旭町2-１5-4１
１2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

2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

9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
町田慶泉病院 ☎７95・１66８ 南町田2-１-4７

健康福祉会館 原町田5-８-2１

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

●
当
番
医
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

2
日
㈰

鈴木医院（内）
小川１-１0-１１� ☎７95・5８８4

鶴川レディースクリニック（内）
能ヶ谷3-１-5� ☎７3７・７2７１

9
日
㈰

なるせ内科・胃腸のクリニック（内）
南成瀬5-１-１2� ☎７１0・6１55

メディカルクリニック悠 （々内）
能ヶ谷3-2-１� ☎８60・206１

小川幼稚園

小川小

スーパー 小川柳谷戸小川柳谷戸

もりのおがわ
保育園

矢﨑橋矢﨑橋

至柿生至柿生

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

鶴見川鶴見川

バス乗り場バス乗り場

和光大学
ポプリホール鶴川

鶴川駅前
公園

真光寺川
真光寺川

→

銀行

成瀬駅東成瀬駅東成瀬駅前成瀬駅前

成瀬駅成瀬駅

←至町田←至町田 ＪＲ横浜線
ＪＲ横浜線

成瀬駅
ガード北
成瀬駅
ガード北

南成瀬
中央公園

南成瀬小

至柿生至柿生

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

鶴見川鶴見川

バス乗り場バス乗り場

和光大学
ポプリホール鶴川

鶴川駅前
公園

真光寺川
真光寺川

→

矢﨑橋矢﨑橋

金子内科クリニック（内）
根岸2-１-１4� ☎７92・30１0 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

木曽診療所（内）（小）
木曽東4-2１-3７� ☎７9１・20８８ 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
町田総合高校

根岸二丁目根岸二丁目

上宿上宿

下根岸下根岸

忠生公園
入口
忠生公園
入口

根岸橋北根岸橋北

根岸１丁目根岸１丁目

町田街道
町田街道 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

●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）（日中帯の受け付け：日
曜日、祝休日の午前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（午前９時～午後５時）、９日＝うたはし耳鼻咽喉科
（☎７０５・７６５４、原町田４-２-２）

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

情報コーナー
●町田市観光コンベンション協会～
ぼたんとえびねを愛でるガイドウォ
ークツアー
日５月２日午前９時～午後３時ごろ、集
合は和光大学ポプリホール鶴川玄関
前、解散は藤の台団地バス停（小雨実
施）コース自由民権資料館～鶴見川
～ぼたん園～ダリア園～えびね苑～
藤の台団地（約８㎞）費１７００円（入園
料、保険料、資料代等）／小田急線鶴
川駅～綾部入口の路線バス代は自己
負担申参加者住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・性別を明記し、４
月３０日までにＦＡＸで町田ツーリス
トギャラリー（返８５０・９３１２）へ（同
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）
●東京都環境局～東京都緑のボラン
ティア指導者育成講座
　詳細は、同局ホームページを参照
対都内在住、在勤、在学の１８歳以上
で、緑に関するボランティア活動経
験が１年間に１０日以上ある方日６月
１７日～９月９日のうち８日間（全３６
時間）内自然観察体験や緑地保全活
動など、緑のボランティア活動で指
導者として活躍したい方のための知
識や技術を学ぶ費１万４４００円申所
定の申込書（同局ホームページでダ
ウンロード）に記入し、４月２８日まで

（消印有効）に、郵送（郵便番号の記載
のみで可）またはＦＡＸで同局緑環境
課（〒１６３－８００１、返０３・５３８８・
１３７９）へ問同局緑環境課☎０３・
５３８８・３５５５

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７24・2１02）⑨八王子少年センター（☎
042・6７9・１0８2）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １2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） ７日、１4日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時30分～4時
④国税相談 4日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時30
分～4時

⑤不動産相談 １１日㈫
⑥登記相談 6日㈭
⑦行政手続相談 １3日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 5日㈬
⑨少年相談 １１日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時～

午後4時
⑩国の行政相談 4日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ／午後１時30分～

4時⑪建築・耐震相談 5日㈬
⑫電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
７2１・4８42）へ／午前9時30分～午後4時（水曜
日のみ午後１時～８時〔第3水曜日は除く〕）
※法律相談有り＝要予約
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広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。
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エレベーター

4番

タ
ク
シ
ー

の
り
ば3番

2番

1番

バス降車場

至八王子

至横浜

⇄

⇄

国道16号

南町田駅
北口改札口⇄

バス専用
タクシー専用

●ま

●ま
●ま

●ま
●ま

●ま

●ま

●ま

北口広場

行き止まり

南町田駅バス停

バス・タクシー
乗り場が、南口
から北口へ移転
しました

南01系統（若葉台中央行き）
南02・03系統（マークスプリングス行き）
町89系統（町田バスセンター行き）
津01系統（長津田駅行き）※新規乗り入れ
：地下駐輪場・地下歩道連絡口
：歩行空間
：消えないまちだ君

➡ は車の進行方向（北口広場へは国道16号から
　　しか入れません）

1番
2番
3番
4番

●ま

　地域の新しい拠点として、南町田
駅北口広場の道路が開通しました。
　歩道は誰もが安全に安心して移動
できるよう、歩行空間が広くなりま
した。また災害にも強い駅前空間と
して、停電時にも点灯するバッテリ
ー内蔵型の街路灯「消えないまちだ
君」を設置しています。

　北口広場へのアクセス道路となる
鶴間公園通り（国道１６号南町田北交
差点～鶴間橋付近）や国道１６号町田
立体も開通し、車の移動も便利にな
りました。
　今後、南町田駅周辺のにぎわい創
出に向け、地域の活性化をめざしま
す。

　北口広場の道路の開通に伴い、これまで駅の南側にあったバス及びタ
クシーの乗降場が、４月１日から北口広場へ移転しました。
　また、従来の長津田駅～町田辻間のバス路線は、長津田駅～南町田駅間
に延長して運行を開始しました。

問広場の整備に関すること＝道路整備課☎７２４・１１２５、バスの運行に関
すること＝交通事業推進課☎７２４・４２６１、（町８９系統）神奈川中央交通㈱
大和営業所☎０４６・２７４・３２３９、（南０１系統）神奈川中央交通㈱中山営業
所☎０４５・４４４・８６６６、（南０２・０３、津０１系統）神奈川中央交通東㈱大和
営業所☎０４６・２７２・４３３６

　市では、市民の健康維持・増進を図るため、３月２２日に民間企業と次のとおり
協定を締結しました。これにより更なる健康づくり事業を推進していきます。
●がん予防
　朝日生命保険相互会社町田支社と、がん予防普及啓発及び、がん検診の受診
率向上に向けた取り組みを連携して行います。
●熱中症予防
　大塚製薬株式会社と、熱中症対策を
はじめとした健康維持・増進に関わる
ことや、地域活性化や市民サービス向
上に向けた事業を推進します。
●受動喫煙防止
　ファイザー株式会社と、受動喫煙防
止、禁煙支援、生活習慣病の予防に関わ
る普及啓発を効果的に行います。

　市では、１２の地域に「高齢者支援センター」と「あんしん相談室」を設置
し、身近な地域の窓口として高齢者の相談を受け付けています。
　高齢者や介護者等の悩み事について専門職が応じます。
○開所日時　月～土曜日（祝休日、年末年始を除く）、午前８時３０分～午後５時
※緊急時は時間外も対応します。
※�高齢者支援センター・あんしん相談室の詳細は、１月に全戸配布しまし
た「別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳」の３４ページをご覧い
ただくか、お問い合わせ下さい。なお、３月１５日に、原町田あんしん相談
室（原町田４－２４－６、☎７２２・８５００）が新たに開所しています。

　パラバドミントン日本代表チームが、４月１５日～１７日に町田でトレーニン
グキャンプを実施します。選手たちは、実技トレーニン
グ、アンチ・ドーピングや、栄養学講習などを行います。
　東京パラリンピックに向けて、トレーニングに励む選
手たちを応援しに行きませんか？
○日時　�実技トレーニング＝４月１６日㈰午後３時～６時、

審判講習実技＝１７日㈪午後１時～３時
○会場　サン町田旭体育館アリーナ
※�トレーニングの時間は変更になる場合があります。詳細
は、町田市ホームページをご確認いただくか、お問い合わ
せ下さい。
※�パラバドミントンのルール等については、（一社）日本障が
い者バドミントン連盟ホームページをご覧下さい。

　市民や来訪者の皆さんが、スマートフォン等を利
用して市内の観光情報や各種情報を手軽に取得でき
るよう、町田駅周辺で無料公衆無線ＬＡＮサービス
「Ｍａｃｈｉｄａ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉ－Ｆｉ」の提供を開始しました。
※利用方法の詳細は、町田市ホームページをご覧下
さい。

○サービス提供エリア　
　�○ＪＲ町田駅北口周辺、○町田バスセンター高速バス待合所周辺、
○まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」周辺
※�サービス提供エリアは順次拡大する予定です。

問産業観光課☎７２４・２１２８

健康づくりに関連する協定を
民間企業３社と締結しました

問健康推進課☎７２５・５１７８

南町田駅周辺の利便性と安全性が向上!

北口広場の道路が開通します

４月１日から

南町田駅バス・タクシー乗り場が北口へ移転

Machida Free Wi-Fiがスタート

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６パラバドミントン日本代表が

トレーニングキャンプを行います！トレーニングキャンプを行います！

●　●　●　●　●　●地域で安心して生活を●　●　●　●　●　●

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

高齢者の総合相談窓口
高齢者支援センター・あんしん相談室へ

認知症・
認知症予防に
ついて知りたい、
相談したい

介護保険サービスの
手続きってどうすれば

いいの？

成年後見制度って
どういうこと？

近所の高齢者の
様子が気になるん

だけど…

介護予防に
役立つ催しに参加

したいわ

こんな相談は

市ＨＰ�南町田駅北口広場 � 検索

左から朝日生命保険相互会社町田支社、大
塚製薬㈱、ファイザー㈱、石阪丈一市長
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