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目的の委員会が設置されるのは、
都内初です。同委員会では、警察と
の情報共有や、連携した取り組み
について協議していきます。

空き巣・車上ねらいに 
注意して下さい 　

　最近、市内で空き巣や車上ねら
いが多発しています。これから年
末にかけて、犯罪の発生が多くな
ってきます。日ごろから防犯対策
を行い、被害に遭わないように気
をつけましょう。
○空き巣　空き巣の犯人は、必ず
下見をすると言われています。町
内会での防犯パトロールや、見守
り・声掛け活動を行い、地域で犯罪
を起こさせないようにしましょ
う。また、空き巣は、侵入しやすい
家を探しています。短時間の外出
でも鍵をかけ、窓には防犯フィル
ムを貼るなど、ご自宅の防犯対策
の強化をお願いします。
○車上ねらい　工事現場や駐車場
に止めてある自動車から、金品や
工具などが盗まれる被害が多発し
ています。窓を割って侵入する手
口が多く、防犯フィルムを貼ると
ともに、車の外から見える場所に
は、貴重品を置いたままにしない
ようにしましょう。

被災地へ職員を派遣しています
問職員課☎７２４・２１９９

２０１９年４月　新たに小規模保育所が１０園開所します！
問子育て推進課☎７２４・４４６７

振り込め詐欺等の身の回りの犯罪被害にご注意を！
問市民生活安全課☎７２４・４００３

「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」

通報できる項目が増えました
問道路管理課☎７２４・３２５７

２０１９年度学童保育クラブ入会案内
問児童青少年課☎７２４・２１８２

　市では、被災地の一日も早い復興に向けて、また、現地での経験を今
後の施策に生かすため、職員を派遣しています。被災地への直近の職員
派遣状況（11月15日現在）をお知らせします。

　詳細は各園にお問い合わせ下さ
い。３歳児以降の進級先等は、冊子
「町田市認可の小規模保育所」（ま

ちだ子育てサイトでダ
ウンロード）でご確認
下さい。

　市内で今年発生している振り込
め詐欺等（特殊詐欺）の被害は、９
月３０日現在で、被害件数1２２件
（昨年同期比＋４０件）、被害総額は
約1億７６００万円となっています。

訴訟のハガキ、 
届いていませんか？ 

それは、詐欺です

　最近、市内で法務省や裁判所等
をかたり、「料金の未納があるため
このままでは裁判になる」等と記
載されたハガキが届く詐欺が多発
しています。裁判所から裁判に関
する通達が、ハガキで届くことは
ありません。記載された連絡先に
は電話をかけないで下さい。
　振り込め詐欺は、1本の電話か
ら始まります。犯人からの電話に
出ないように、自宅の電話は在宅
中も留守番電話に設定し、相手を
確認する等の対策をしましょう。
ご家族やご近所の高齢者にも、注
意喚起をお願いします。
　身に覚えのないハガキが届いた
り、不審な電話がかかってきたら
11０番通報または町田警察署（☎
７２２・０11０）、南大沢警察署（☎
０４２・６5３・０11０）に連絡して下
さい。

都内初！ 
地域と警察が連携し、 
振り込め詐欺を根絶

　

　振り込め詐欺等の特殊詐欺の被
害を防止するため、鶴川地区協議
会に特殊詐欺防止委員会が設置さ
れました。1０月1８日には、鶴川地
区協議会と町田警察署による共同
宣言調印式が行われました。地域
団体が主体となって、このような

　「道路通報アプリ・みちピカ町田
くん」は、スマートフォンのカメラ
機能とＧＰＳ機能を利用し、道路関
連の不具合をメールで通報できる
ものです。
　市では、通報いただいた「道路が
ひび割れている」「街路灯がついて
いない」「カーブミラーが壊れてい
る」等の不具合の早期改善に努め
ています。
　このたび、道路と同じく身近な
公園施設の遊具・園内灯等と、住所
を示す街区表示板の不具合につい
ても、手軽に情報提供いただける
よう、アプリの通報項目を増やし

ました。
　市民や通行者から寄せられる道
路・公園・街区表示板の不具合に関
する情報は、公共施設を管理する
上での貴重な情報源となっていま
す。発見した際には、「道路通報ア
プリ・みちピカ町田くん」の積極的
な利用をお願いします。

　学童保育クラブでは、就労等の理
由で保護者が昼間家庭にいない世帯
の児童をお預かりしています。児童
1人で通うことを基本とします。
※保育中に医療行為を必要とする児
童は入会できません。
対市内在住の小学1～３年生（障がい
のある児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜日・
学校休業期間〔夏休み等〕は、午前８
時３０分～午後６時）、特別保育（延長
保育）を利用する場合は、下校時～午
後７時（土曜日及び学校休業期間〔夏
休み等〕は、午前８時～午後７時）
※日曜日、祝休日、年末年始はお休み
です。
※入会を受け付けている学童保育ク
ラブについては、まちだ子育てサイ
ト、または入会要項をご覧下さい。

【育成料】
費1人1か月９０００円
※世帯の所得に応じた減額・免除の

制度があります（特別育成料を除
く）。
※特別保育利用時は、特別育成料と
して1人日額5００円（月額上限２０００
円）が必要です。
※各学童保育クラブで育成料の他
に、おやつ代や父母会費等の負担が
あります。

【入会の受け付け】
　学童保育クラブの入会申請は毎年
度必要です。新規に入会を希望する
方は、申請書・必要書類をお持ちのう
え、受付日時に直接受付会場へおい
で下さい（下表参照）。継続して入会
を希望する方は、各学童保育クラブ
で配布される案内をご確認下さい。
※入会要項・申請書は各学童保育ク
ラブ、各子どもセンター、小山市民セ
ンター、忠生市民センター、南市民セ
ンター、児童青少年課（市庁舎２階）
で配布しています（まちだ子育てサ
イトでダウンロードも可）。

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

アプリのダウンロードはこちらから

ｉＰｈｏｎｅを
お使いの方

Ａｎｄｒｏｉｄを
お使いの方

災害名 派遣先 業務内容 派遣期間 人　数

東日本大震災 気仙沼市
（宮城県）

漁港施設等の災害復旧事業 ４月～2019年
３月

1人
下水道管等の災害復旧業務 1人

平成３0年7月
豪雨

倉敷市�
（岡山県）避難所運営支援 9日間（８月） ３人

坂町�
（広島県）

家庭訪問による健康状態の
把握及び健康相談等

①６日間（８月） 各４人②６日間（８月）
海田町�
（広島県）

災害報告書等の作成関連業
務 ８日間（10月） 2人

申込受付日程表
日　程 受付時間 会　場

2019年

1月7日㈪ 午後2時～7時 小山市民センター

1月８日㈫ 午後2時～7時 子どもセンターつるっこ
午後４時～7時 子どもセンターぱお

1月9日㈬ 午後2時～7時 忠生市民センター
1月10日㈭ 午後2時～7時 南市民センター
1月11日㈮ 午前9時～午後7時

市庁舎2階会議室2-21月12日㈯ 午前9時～午後４時３0分
1月1３日㈰ 午前9時～午後４時３0分

※先着順ではありません。
※�入会要件により必要書類が異なります。入会要項を確認のうえ、不明な点はお問い合
わせ下さい。
※�上記表の受付期間後も児童青少年課で随時受け付けをしますが、原則、空き待ちとな
ります。
※受付会場は混雑するため、時間帯によってはお待ちいただくことがあります。

地域 保育園名（仮称） 所在地 定員 0歳 1歳 2歳 問い合わせ先

町田

つながりづくり
保育園・原町田Ａ

原町田5-5
19 ６ ６ 7 正和学園開園

準備室☎８50
・８955つながりづくり

保育園・原町田Ｂ 19 9 10

さくらんぼ 森野1-7-11�パレス石
川1階 19 9 10 きそ幼稚園☎722・51４４

鶴川
東平ひなぎく 大蔵町5002-2�鶴川メ

ディカルモール202 19 ６ ６ 7 東平しらゆり
保育園☎7３６
・227６東平なでしこ 大蔵町5002-2�鶴川メ

ディカルモール20３ 19 9 10

南

高ヶ坂なかよし 高ヶ坂5-2６-1 19 9 10 高ヶ坂幼稚園
☎72８・0３21成瀬なかよし 南成瀬４-10-４ 19 9 10

もりのこ第一
鶴間1-1６-1

19 ６ ６ 7 こびとのもり
保育園☎８50
・5４2３もりのこ第ニ 19 9 10

成瀬フェリシア 南成瀬5-1-12�SKビル
1階 19 ３ ８ ８

鶴川幼稚園鶴
川女子短期大
学附属☎0４４
・9８８・４07４

鶴川地区協議会と町田警察署による共
同宣言調印式の様子


