
4 2018．1．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

町田の農業にふれたい！参加したい！　2018年度の利用者、受講者を募集します。�

あなたの夢をみんなで実現！
〇
まる

ごと大作戦「作戦会議」参加者募集
問まちだ〇ごと大作戦実行委員会事務局（広報課３ヵ年シティプロモーション担当）☎7２４・４０８４

ご利用下さい！　移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎7２２・３7６８

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
町田市街づくり審
査会

1月25日㈭午前
10時~正午

市庁舎5階会
議室5-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎724・4267）へ

町田市国民健康保
険運営協議会

1月25日㈭午後
2時~4時

市庁舎5階会
議室5-3

3人
（申し込み順）

1月22日午後5時までに電話
で 保 険 年 金 課（ ☎724・
4027）へ

スポーツ施設整備
構想懇談会

1月26日㈮午後
6時30分~8時

市庁舎2階市
民 協 働 お う
えんルーム

20人
（申し込み順）

事前に電話でスポーツ振興
課（☎724・4036）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）

1月31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

2月2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

町田市食育推進計
画推進委員会

2月9日㈮午後1
時 3 0 分~ 3 時
30分

町 田 市 保 健
所（ 中 町 庁
舎）1階講堂

5人
（先着順）

直接会場へ問保健予防課☎
722・7996

　「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」
は、皆さんが「やってみたい」と考え
ている提案やアイデアを、みんなの
チカラを借りて実現させる３年間限
定の取り組みです。
　「どんな内容なら提案できるの？」
「提案をどうやって実現につなげる
の？」「仲間づくりはどうすればよい
の？」など、皆さんの疑問や質問に答
えます。その後、「まちだ〇ごと大作
戦１８－２０」がどうすれば盛り上が
るか、どんな提案ならみんなの共感
が得られるか、どんな情報発信をす
れば仲間づくりにつながるか等を話
し合いながら交流するワークショッ

　そよかぜ号は、図書館が遠い地域
の方でも本が借りられるように、約
３５００冊の本を積み、市内６４か所を
巡回しています（３月までは変更有
り）。各巡回場所に２週間に１度、４０
分～５０分間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サービ
スや、利用券の発行も行っています。
　巡回日程・場所は、町田市立図書館

プを行います。
　提案をしたい、一緒に取り組む仲
間をつくりたい、誰かの取り組みを
サポートしたいなど、大作戦に関わ
りたいと考えている方は、ご参加下
さい。
日２月３日㈯午前９時３０分～午後０時
３０分
場市庁舎
講（特）市民プロデュース・平田隆之氏
定８０人（申し込み順）
申１月１９日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１９Ａ）へ。

ホームページでご覧いただけます。
また、各市立図書館で巡回日程表を
配布しています。

　市内にはさまざまな農業体験メニューがあります。仕事の息抜きや健康増進、食育など目的に合わせて「農ある暮らし」を始めませんか。
農業体験農園 忠生市民農園 町田市農業研修 援農ボランティア育成研修

概　　要
　農家の指導のもと、区画割りした畑で種ま
きから収穫まで、1年間で約20種類の野菜作
りをします。農具・種・苗等の準備不要で、初心
者でもプロ並みの野菜が作れます。

　市が設置する区画貸しの市民農園
です。自由に作付けができますが、指
導はついていないので、ある程度農作
業に自信のある方向けです。

　市が開設した研修農場で、約80㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培技術
を学びます。農家を支援する援農者や
新たに農業経営を目指す方向けで、仕
事を続けながらの受講も可能です。

　土に親しみながら野菜作りのノウハウを学
び、「農」への理解を深めて農家を支援する援
農者を育てることを目的とした研修です。ス
タッフの指導のもと、共同圃場（ほじょう）で
農作業を行いながら、農業技術を学びます。

対　　象 自家用車を使わず農園に来られる方 市内在住の、自家用車を使わず農園に
来られる方 市内に住民登録のある方 未経験者の参加も可

利用期間 4月～2019年2月（11か月、更新可） 4月～2021年2月（2年11か月） 4月～2020年2月（1年11か月） 4月～2019年1月（10か月）

場所・定員

サンフィール・楽園（小山町1167－1） 10区画
ななくに農園（野津田町2160） 60区画
本町田・河原農園（本町田2134） 40区画
森野ファーム・渋谷（森野4－233） 6区画
千都の杜・クレインファーム 6区画

（能ヶ谷6－3000－18）
※いずれも抽選です。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
※駐車場はありません。

忠生市民農園（木曽西2－2－6ほか）
30㎡58区画
※公開抽選により当選者・補欠者・利
用区画を決定します。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎9階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
※駐車場はありません。

町田市農業研修農場（小野路町278番
ほか）
募集定員＝13人（選考）
※研修は、毎週土曜日午前9時～11時
30分です（午後に至る作業日も有り）。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎9階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
※駐車場があります。

町田ぼたん園、七国山ファーマーズセンター
そばの七国山農業研修農園（野津田町）
募集定員＝15人程度（申し込み順）
※研修は、毎週土曜日の午前9時からの午前
中です。
※詳細は、（特）たがやすホームページをご覧
下さい。

費　　用 4万2000円／年（約30㎡区画）
（農具・種・苗などは農園主が用意）

1万8000円／年（30㎡区画）
（農具・種・苗・資材などは利用者負担）

4万円／年（講師料、傷害保険料、各自
栽培する野菜の苗や種子代、肥料・農薬
・農業用資材等）

3万円（講師料、傷害保険料、栽培する野菜の
苗や種子代、肥料・農薬・農業用資材等）

申し込み
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢・希望
農園名、返信用にも宛先を明記し、2月9日まで

（消印有効）にＪＡ町田市経済センター農業体験
募集係（〒194－0035、忠生3－7－2）へ

申込書（募集案内に添付）に必要事項
を記入し、1月24日まで（消印有効）に
直接または郵送で農業振興課へ（1世
帯につき1通）

応募用紙（募集案内に添付）に必要事項
を記入し、2月5日まで（消印有効）に直
接または郵送で農業振興課へ

「援農ボランティア育成研修生申し込み」と書
き、住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号・Ｅメールア
ドレスがあれば併せて）を明記し、3月31日ま
でにＦＡＸで（特）たがやす（返794・9002）へ

問い合わせ ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎792・6111 農業振興課☎724・2166 （特）たがやす☎090・3435・8611

これからの公共施設のあり方を考えてみましょう
　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。
　これまで公共施設に関する市民アンケート（※）を、２０１５年９月～
１０月と２０１７年６月～７月の２回にわたり実施しました。今回はその中
から一部を紹介します。
※無作為抽出した１５歳以上の町田市民３０００人を対象に郵送で実施。

○設問Ａ
　将来を見据えて公共施設のあ
り方を見直していく（町田市全
体の施設総量を削減することも
含む）ことについてどうお考え
ですか？

○設問Ｂ
　さまざまなサービスや
活動の拠点とするにふさ
わしい建物を優先的に維
持・保全していくことにつ
いてどうお考えですか？

○設問Ｃ
　１つの施設を１つの機能だけでな
く、多用途・多目的・多世代で利用する
多様なサービスや活動の拠点にして
いくことについてどうお考えですか？

　今ある公共施設すべてを残していくことはできませんが、これから
の時代に対応したより良いかたちを実現できるよう、みんなでアイデ
アを出して取り組みにつなげましょう。

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

ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２7０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

未来の場
かたち

④みんなでつくる

■積極的に見直すべ
きである

■将来の状況を踏ま
えると見直すこと
はやむをえない

■見直すべきでない
（公共施設は今まで
どおり維持すべき）

■見直すべきでない
（公共施設はもっと
増やすべき）
無回答

■賛成である
■おおむね賛成で
ある

■やや反対である
■反対である
その他

多くの人が見直さ
ないといけないと
思っているね。

建物の立地や大きさ、
敷地の広さなども拠
点にふさわしいかの基
準になるわね。

■賛成である
■おおむね賛成で
ある

■やや反対である
■反対である
その他

みんながいろい
ろなことに使える
施設にしていかな
いといけないな。

問農業振興課☎7２４・２１６６
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