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お知らせお知らせ
傍聴できます～第１回
スポーツ施設整備構想懇談会
　市では、「みる」スポーツの場とし
て、スポーツ施設に求められる機能
の充実及び向上を図るために、学識
経験者、スポーツ関係者、地域団体関
係者、経済・観光関係者などにより構
成される「スポーツ施設整備構想懇
談会」を開催します。
　この懇談会の施設整備に関する意
見は提言としてまとめられ、２０１９
年度からの「（仮称）町田市スポーツ
推進計画１９－２８」策定の参考にさ
れます。１１月～２０１８年３月に４回公
開で行い、取りまとめられた提言は、
市長に提言書として提出されます。
日１１月１４日㈫午後６時～８時
場市庁舎
定２０人（申し込み順）
申１１月８日までに電話でスポーツ振
興課へ（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝日を除く）。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在園し、１２月１日現在、満６か月以上
の未就学児の保護者で、就労のため
保育が必要な方
日１２月２９日㈮、３０日㈯、午前７時～
午後７時の間で保護者の方の就労時
間（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分～午後５時の間は３０
分につき２５０円、午前７時～８時３０
分、午後５時～７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー

ドを１２月１１日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、受付時間
＝午前８時３０分～午後５時）へ。
※申請書等は、１２月１１日まで町田
市ホームページでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
生涯学習センターまつり
参加団体を募集します
　２０１８年３月２３日㈮～２５日㈰に
「第６回生涯学習センターまつり」を
開催します。
　主に、同センターで活動している
サークル・団体で実行委員会を組織
し、運営を行います。
【事前説明会を開催します】
　参加希望団体は、必ず１人以上出
席して下さい。
対主に生涯学習センターで活動して
いる団体
日①１１月１７日㈮午後２時から②１１
月１８日㈯午前１０時から③１１月１８
日㈯午後６時から（各回とも同一内
容）
場同センター６階①調理実習室②③
学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明・参加申込書等の配布
問同センター☎７２８・００７１
大地沢青少年センター～２０１８年５
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１１月４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。

※５月１日、２日、７日、８日、１５日、２２
日、２９日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１８年５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１１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）。
※５月８日、９日は利用できません。

催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
日①１１月１２日㈰午前１０時～正午②
１１月２６日㈰午後２時～４時③１２月
１３日㈬午後２時～４時
場①特別養護老人ホーム美郷②ふれ
あい桜館③町田市民フォーラム
内①成年後見制度について社会福祉
士による講演②薬に関する基礎知
識、薬の飲み方と効き目について薬
剤師による講演③疲労回復運動、お
しゃべりでリフレッシュ
定①４０人②③２０人（申し込み順）
申電話で①堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ②忠生第１高齢
者支援センター（☎７９７・８０３２）へ
③町田第１高齢者支援センター（☎
７２８・９２１５）へ。

◇

対市内在宅高齢者の家族介護者
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

鶴見川源流ウォーク
【いるか丘陵とことん巡り２０１７鶴
見川源流編】
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します（雨天時は内容
を変更）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月１２日㈰午前９時～午後３時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩１分）
内保水の森散策（アップダウン有り、
約５㎞の健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きです。
定５０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
費５００円
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別を明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで１１月７日まで（必着）に、
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０４、小山田桜台２－４－
１４－１０５返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏ
ｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴
見川源流ネットワークホームページ
で申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市北
部丘陵整備課☎７２４・２１６４

市の事業について考えてみませんか

２０１７年度町田市市民参加型事業評価においで下さい
問経営改革室☎７２４・２５０３

衆議院議員選挙　開票結果
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２168

衆議院（小選挙区選出）議員選挙　東京都第２３区（町田市・多摩市）開票結果
順位 候補者名 党派名 得票数（町田市選挙区） 得票数（東京都第23区） 結果

1 小倉まさのぶ 自由民主党 87,144 110,522 当選
2 伊藤しゅんすけ 希望の党 59,075 76,450 ※
3 松村りょうすけ 日本共産党 44,102 58,929

※比例代表選出より当選

投票率
東京都全体 町田市選挙区
53.64% 55.19%

　１０月２２日㈰に衆議院議員選挙
が執行されました。
　衆議院（小選挙区選出）議員選挙
の投票率及び開票結果は各表のと
おりです。
　なお、２０１８年２月２５日㈰は、町

田市議会議員・市長選挙の投票日
です。皆さんの貴重な一票を政治
に届けましょう。

　市民の皆さんの声を行政経営・行
政サービスの向上に活用するため、
市民参加型事業評価を開催します。
　選出された市民の方と有識者で構
成する評価人チームが、市の事業担
当者と事業の課題や解決策について
話し合い、評価をします。今回は、新
たな取り組みとして、高校生が２事
業の評価に参加します。
※話し合いの途中と最後に、傍聴者
の意見をリモコンで集計し、会場で
発表します。

【当日のスケジュールと対象事業】
○日時　１１月１８日㈯午前９時～午
後４時
※事前申込不要、途中入退場は自由
です。
○第１会場＝市庁舎３階会議室３－２
・３
○第２会場＝市庁舎２階市民協働お
うえんルーム
※各事業の評価は、担当者の説明及
び話し合い６０分、評価及び評価の総
括１５分の計７５分です。

時　間 第1会場 第2会場

午前
9時～9時15分 開会式 ―
9時15分～10時30分 公立保育所運営事業 地域高齢者支援事業
10時45分～正午 木曽山崎図書館事業 子どもセンター「ただＯＮ」事業

午後
1時～2時15分 スポーツ広場事業 成人保健指導事業
2時30分～4時 町田市民バス運行事業 小野路宿里山交流館事業
4時～4時15分 閉会式 ―

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

11月10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

11月13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

町田市指定管理者管
理運営状況評価委員
会（対象施設=藤の台
ポケット組学童保育
クラブ、南つくし野学
童保育クラブ、鶴川第
二学童保育クラブ）

11月13日㈪午後
2時25分から

市 庁 舎5階
会議室5-3

10人
（申し込み順）

事前に電話で総務課（☎
724・2108）へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

11月16日㈭午後
4時30分~6時

市 庁 舎2階
会議室2-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎724・2140）へ

町田市景観審議会専
門部会

11月17日㈮午前
10時~正午

市庁舎10階
会議室10-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎724・4267）へ

町田市地域公共交通
会議

11月17日㈮午後
2時から

市庁舎10階
会議室10-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

11月17日㈮午後
6時30分~8時

市 庁 舎2階
会議室2-2

10人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎724・2916）へ

公共施設の再編に向けた取り組みを始めています
　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
　来月から定期的に公共施設に関する情報や、再編に向けた取り組み
をシリーズで紹介します。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。

問企画政策課☎７２４・２1０３みんなでつくる　未来の場
かたち

①


