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Jアラートの定期的な試験放送を実施します 3月28日㈬午後2時ごろから　災害等が発生した場合には予告なく中止する場合があります。日 問防災課　724・3218☎

開票結果
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

町田市議会議員選挙　
町田市長選挙　

答申がまとまりました　第７期町田市介護保険事業計画
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

答申がまとまりました　町田市障がい福祉事業計画（第５期計画）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

答申がまとまりました　まちだ健康づくり推進プラン
（第５次町田市保健医療計画）

問保健総務課☎７２４・４２４１

３月下旬～４月上旬　市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用下さい
問市民課☎７２４・２１２３

　３月・４月は、引っ越し等で市民課
窓口（市庁舎１階）が大変混雑し、待
ち時間が長くなります。
　引っ越しの手続きや印鑑登録・各
種証明書類発行を申請する方は、比
較的待ち時間の短い各市民センター
窓口をご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付けま
す】
　市外への引っ越し（転出）手続き
は、転出予定日のおおむね１４日前か
ら受け付けます。書面に、新住所・旧
住所・氏名・生年月日・転出年月日・電
話番号・届出者氏名を明記し、捺印の
うえ、本人確認書類（運転免許証、健
康保険証等）のコピーと８２円切手を
貼った返信用封筒を同封し、市民課
郵送転出担当（〒１９４－８５８０、森野
２－２－２２）へ郵送して下さい。
　なお、市外からの引っ越し（転入）と
市内での引っ越し（転居）の手続きは、
引っ越しをした日から１４日以内に市
民課窓口または各市民センター窓口
へおいで下さい。
【土・日曜日も各駅前連絡所で証明書
が発行できます】
　町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所
では、住民票の写し、印鑑登録証明

　２０１８年度から３年間の介護保険
事業の方向性を示す「第７期町田市
介護保険事業計画」について、町田市
高齢社会総合計画審議会の本間昭会
長と是枝祥子職務代理から、市長へ
答申書が手渡されました。
　この計画は、団塊の世代が後期高
齢者となる２０２５年を見据え、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの深化・推進や、高齢
者ご本人やその家族の生活の質の向
上を目指し、２０１７年４月に市長から
諮問を受けた同審議会が、検討を重

　「町田市障がい福祉事業計画（第５
期計画）」について、町田市障がい者
施策推進協議会の答申がまとまり、３
月５日に同協議会会長の岩崎晋也氏
（法政大学現代福祉学部学部長）と障
がい者計画部会部会長の小野浩氏か
ら市長に答申書が手渡されました。
　この計画は、障害者総合支援法に基
づいて、市の障害福祉サービスの目標
値や見込量・方策を定めたものです。
　市は、この答申を受けて、本計画を

　「まちだ健康づくり推進プラン
（第５次町田市保健医療計画）」が
まとまり、２月２８日に町田市保健
所運営協議会会長の星旦二氏（首
都大学東京名誉教授）と副会長の
川村益彦氏（町田市医師会監事・顧
問）から市長に答申書が手渡され
ました。
　この計画は、町田市の保健・医療
・衛生に関する施策の方向性を示
すため、２０１６年１１月に市長から

書、戸籍謄本・抄本などの証明書類を
発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０分
～午後７時、土・日曜日＝午前１０時～
午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前連
絡所は第１・３月曜日もお休みです。
【日曜窓口をご利用下さい】
　毎月第２・４日曜日に市民課及び各
市民センターで日曜窓口を開いてい
ます。３月は２５日、４月は８日です。
開所時間午前８時３０分～午後５時
※各市民センター、町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所の詳細は、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１７・
４３・４４ページ、または町田市ホーム
ページをご覧下さい。
【市民課窓口の待合状況の確認がで
きます】
　町田市ホームページから市民課窓
口の待合状況をリアルタイムで確認
できます。
トップページ➡暮らし➡住民票・戸
籍➡市民課窓口待合状況
※ツイッターでの窓口混雑状況確認
サービスは終了しました。

　２月２５日㈰に町田市議会議員選挙・町田市長選挙を執行しました。
投票率及び開票結果は下表のとおりです。

ね作成したものです。
　なお、本計画は、４月から町田市ホ
ームページでご覧いただけるほか、
概要版をいきいき総務課（市庁舎７
階）・高齢者福祉課（市庁舎１階）で配
布します。

策定し、２０１８年度からさまざまな
取り組みを展開します。

諮問を受けた同協議会が検討を重
ね作成したものです。

市民課窓口（引っ越し手続き）の予想待ち時間
午前8時30分~10時 午前10時~午後3時 午後3時~5時

3月19日、20日 ★★ ★★★ ★★★
3月22日、23日 ★ ★★ ★★
3月25日~30日、4月2日 ★★ ★★★ ★★★
4月3日~6日、8日、9日 ★ ★★ ★★
★1時間未満、★★1~2時間、★★★2時間以上
※3月21日㈷、24日㈯、31日㈯、4月1日㈰、7日㈯は閉庁日となります。

●開票結果　町田市議会議員選挙（定数３６人）
※順位は得票順、あん分票は小数点以下第3位まで記載
順位 候補者名 党派名 得票数 結果

1 吉田　つとむ 無所属 8,354 当選
2 東　友美 立憲民主党 6,865 当選
3 星　だいすけ 自由民主党 5,884 当選
4 藤田　学 自由民主党 5,243 当選
5 ちだ　伸也 立憲民主党 4,818 当選
6 佐々木　とも子 日本共産党 4,797 当選
7 渡辺　げんたろう 自由民主党 4,754 当選
8 とのむら　健一 日本共産党 4,454 当選
9 森本　せいや 無所属 4,350 当選
10 田中　美穂 日本共産党 4,346 当選
11 細野　りゅう子 日本共産党 4,182.487 当選
12 おぜき　重太郎 都民ファーストの会 4,016 当選
13 山下　てつや 公明党 4,007.514 当選
14 おく　栄一 公明党 3,983 当選
15 白川　てつや 無所属 3,775.485 当選
16 大西　のぶや 無所属 3,719 当選
17 木目田　ひでお 自由民主党 3,554 当選
18 若林　あきよし 自由民主党 3,543 当選
19 矢口　まゆ 無所属 3,526 当選
20 いわせ　和子 自由民主党 3,394.512 当選
21 松葉　ひろみ 公明党 3,334 当選
22 斉藤　かつひろ 公明党 3,313 当選
23 三遊亭　らん丈 自由民主党 3,256 当選
24 おんじょう　由久 公明党 3,179 当選
25 わたべ　真実 町田・生活者ネットワーク 3,161 当選
26 村まつ　俊孝 公明党 3,055 当選
27 戸塚　正人 無所属 3,043 当選
28 熊沢　あやり 自由民主党 2,927 当選
29 おさむら　敏明 自由民主党 2,807 当選
30 佐藤　伸一郎 自由民主党 2,731.996 当選
31 佐藤　かずひこ 民進党 2,720.980 当選
32 深沢　ひろふみ NHKから国民を守る党 2,659 当選
33 松岡　みゆき 自由民主党 2,603 当選
34 石川　よしただ 自由民主党 2,504 当選
35 友井　かずひこ 無所属 2,486 当選
36 新井　よしなお 無所属 2,475 当選
37 石井　くにのり 無所属 2,411
38 渡場　さとし 日本共産党 2,201
39 きくち　しげこ 町田・生活者ネットワーク 1,877
40 さとう　ひでき 無所属 　699.022
41 まじま　かん 無所属 　650
42 平田　ひさし 無所属 　444
43 まとば　まきこ 幸福実現党 　369
44 宮井　ひろなお 無所属 　 83

※候補者名は常用漢字で表示しています。
※小数点以下の得票数は「あん分票」です。あん分とは、同じ氏や名の候補者が複数い
る場合に、その氏や名のみが記載された投票をその候補者の得票数の割合に応じて分
けることです。例えば、候補者「町田忠生」さんと「町田つくし野」さんが700票と300票
だった場合、「町田」とだけ記載された1票は、0.7票と0.3票にあん分されます。

●投票率
町田市長選挙 42.34%
町田市議会議員選挙 42.35%

●有効投票数
町田市長選挙 144,820票
町田市議会議員選挙 146,555票

●開票結果　町田市長選挙
※順位は得票順

順位 候補者名 党派名 得票数 結果
1 石阪　丈一 無所属 81,677 当選
2 木原　のぶよし 無所属 36,187
3 かわべ　康太郎 無所属 26,956


