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詳しくは２面で

私と同じ年
代の人たち

がた

くさん活躍
しているの

ね。私も地域
の役に

立てたら
いいなと思

うのよ。

　　南
町田の

新しい
まちの

名前が
、

南町田
グラン

ベリー
パーク

になる
って知

ってる
？　よ

く

遊びに
行った

鶴間公
園も、

ず

いぶん
変わる

みたい
だよ。

ま
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きが楽

しみだ！

今年は豪
雨や地震

などの災
害が

たくさん
あって不

安な年だ

ったのぉ
。うちも

いざ

というと
きに備え

て

おかない
とな。

東京オリンピックで、自転車のロ
ードレースが市内を通るんだって。　
間近で選手が見られるなんて、今
からわくわくする！　外国の人
が来たら、学校で習った英語
で話してみようかなぁ。

子どもたちの授業参観で久しぶりに母校に行ったけど、私が通っていた頃の校舎のままで、さすがに古さを感じるわ。

放課後に「まちとも」で、宿題やってきちゃうんだ！友達ともたくさん遊べて最高だよ！

みんなが主役となって地域や町田をPRするまちだ○
まる

ごと大作戦18-20
が始まったんだワン。

今号の紙面から 　●3面　2017年度の決算状況と2018年度上半期財政状況　●4面　2017年度の消費生活相談から
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2 2018．12．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

今年はこんな

まちだった！

　学校など多くの公共施設は老朽化し、建て替え時期が
迫っていますが、人口や財政状況を見通すと、すべての
施設は残せません。そのような状況においても、必要な
サービスや機能を維持するため、6月に「みんなで描こ
う より良いかたち 町田市公共施設再編計画」を策定し
ました。今後も皆さんと対話しながら、公共施設・公共空
間の“より良いかたち”の実現を目指します。
 （本紙「みんなでつくる未来の場

かたち

」③～⑪、公共施設マネジメント情報紙「ぷらっと」vol.1～2参照）
問企画政策課☎724・2103

　まちをまるごと再整備する「南
町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクト」が東急電鉄(株)と協働で
進行中。8月には、中央部のパーク
ライフ・サイトに、「スヌーピーミ
ュージアム」や「まちライブラリー」、「子どもクラブ

（児童館）」、カフェを設置することが決まりました。
　また、2019年度中に「南町田駅」を「南町田グラン
ベリーパーク駅」に改称することや、休日だけでなく
平日も急行電車が停車することが決まりました。
 （本紙4月15日号・9月1日号参照）
問都市政策課☎724・4248

来年秋のまちびらきに向けた
準備が進行中！

　東京2020オリンピック・パラリンピックでは市
がホストタウンとなっている南アフリカ代表のほ
か、インドネシア代表と中国代表のキャンプ地に、ラ
グビーワールドカップ2019™でもナミビア代表の
キャンプ地になることが決まりました。東京2020
オリンピック競技大会の自転車競技ロードレースで
は市内約3.4ｋｍを通過することが決定しました。
　また、子どもたちがアスリートと交流し、競技に触
れる機会を設けるため、市内の小学校でパラバドミ
ントン体験会等を行っています（＝写真）。
 （本紙9月1日号別刷特集、12月1日号参照）
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課
　☎724・4442

東京2020オリンピック・パラリンピック、
ラグビーワールドカップ2019™
2つの国際大会に向けて機運醸成中！

　土砂災害の危険がある場所や
避難施設を確認できる、土砂災
害ハザードマップを今年も作成
しています。マップは町田市ホ
ームページでご覧いただけま
す。また、本紙でも「今からでき
る大雨対策」や、大阪府北部を震
源とする地震の教訓を生かした「子どもの視点
で考える安全対策」を紹介しました。
　日ごろから災害時の家族間の連絡方法や避難
施設を確認しておきましょう。
 （本紙5月15日号・9月1日号・9月15日号参照）
市HP もしものために備えよう  検索
問防災課☎724・3218

災害が起きる前に
安全対策を！

　英語によるコミュニケーション能力を育てる取り組みを
充実。休み時間や給食の時間など授業以外にも、外国人と英
語で話せる環境を整えたほか、小学2～5年生の希望者を対象
に無料で放課後英語教室を開いています。
　また、2020年度までに大型提示装置（＝写真）とタブレット端末をすべての小・中学校に整備
し、ＩＣＴ（情報通信技術）環境の充実にも力を入れていきます。
 （本紙7月1日号参照、まちテレ「えいごのまちだ」12月1日～12月31日放送）
問指導課☎724・2867

学習指導要領の先行実施、
すべての市立小学校で英語教育を充実！

　0～18歳の
子どもがのび
のびと遊べる
木曽子どもク
ラブ「きそっ
ち」が、1月に
オープン。また、放課後の教室や校庭で自由に遊
べ、宿題等の学習活動や体験活動ができる新た
な「まちとも」を、今年は8校増やしました。202
1年度までに全校で実施することを目指しま
す。学校や地域ぐるみで子どもが、安心して楽し
く過ごせる居場所づくりを行っています。
 （本紙1月1日号・7月1日号参照）
問児童青少年課☎724・4097

遊べる、学べる、子どもの
憩いの場が増えています！

公共施設再編に向けた取り組みが
本格始動！ 

　アクティブシニア（50歳以上の元気な方）の介護施設
などへの就労支援は、地域の支え合いの輪を広げる取り
組みの一つ。介護の担い手として活躍していただくため、
安心して働けるようサポートしています。
　そのほか、認知症の方やその家族などが交流するDカ
フェの開催等、高齢者が健やかで自分らしさを感じられるまちを目指し、4月から第7期町田市
介護保険事業計画をスタートしました。 （本紙6月15日号参照）
問いきいき総務課☎724・2916

高齢者が安心して暮らせるまちを
目指して！

　市制施行60周年からラグビーワールド
カップ2019™、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックへと続く3年間で、市民活動・
地域活動を盛り上げて、市の魅力や活力を
高める取り組みです。自らやってみたいと
考える提案を募集中。子どもの未来を応援
したい、おいしいものを食べてもらいたい、
公園の新たな利活用で賑わいをつくりたい、アートでまちを活性化したい等の市民の夢が実現
しています。詳細は、まちだ〇ごと大作戦実行委員会ホームページをご覧下さい。
 （本紙2月1日号、「まちだ〇ごと大作戦レポート」vol.1～2参照）
問同実行委員会事務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担当）☎724・4084

あなたの夢をみんなで実現
「まちだ〇

まる

ごと大作戦18-20」がスタート！ 
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2017年度決算状況 ※�金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計値
と合致しない場合があります。

※金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計値と
合致しない場合があります。

■主要な事業と決算額　市民の皆さんに納めていただいた市税は、主にこのような事業に使われました。

●Ⅰ 将来を担う人が育つまちをつくる
子育てひろば事業や一時預かり事業などの推進（３億６９４６万円）、小規模保育事業所等
の整備（計５園）を支援（３億５５４１万円）、鶴川第一小学校の給食棟改築工事〔２年度目〕
及び体育館棟工事〔１年度目〕（２億２３９７万円）
●Ⅱ 安心して生活できるまちをつくる
雨水管の整備（７億９９８７万円）、がんの予防・早期発見・早期治療を目的に５種類のがん
検診などの実施（２億７１９４万円）、特別養護老人ホーム及び地域密着型サービス施設整
備の支援（１億５６１４万円）

●Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる
南町田駅周辺の土地区画整理事業・南北自由通路の整備・鶴間公園の再整備設計
（１８億５５０７万円）、野津田公園整備のための用地取得・大型映像装置の整備・観客席増
設の設計など（８億９５０１万円）、町田薬師池公園四季彩の杜整備のための用地取得や西
園の整備など（３億５８４０万円）

●Ⅳ 暮らしやすいまちをつくる
熱回収施設等（焼却施設、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設）の整備（１１億４４
９３万円）、都市計画道路の整備（２億９３６６万円）、鶴川駅北口広場や南北自由通路の調
査設計・南口の土地区画整理事業など（８２２８万円）

■単位あたりコスト 市では、２０１２年４月から新公会計制度を導入しています。２０１７年度決算では、２３６の課・事業について、フルコスト情報や資産・負債の
情報に加え、事業の成果を記載した「課別・事業別行政評価シート」を作成しました。２３６事業の課別・事業別行政評価シートのうち、市
民の皆さんが身近に感じられる行政サービスの単位あたりコストをご紹介します。　※カッコ内は２０１６年度決算の数値

●学童保育  
入会児童１人あたりコスト＝年間３６万３１１８円
� （３５万８１６３円）
学童保育クラブ入会児童数＝３７５２人（３６１３人）
施設の利用者負担の割合＝１８．０％（１８．３％）

●小学校給食  
給食１食あたりコスト＝５６８円（５４５円）
年間延べ給食提供食数＝４５５万４０００食�（４５７万５０００食）

●生活保護  
被保護世帯１世帯あたりコスト＝年間２５４万４５９８円
� � � 　　（２５０万１９３０円）
月別被保護世帯数の平均＝５６０５世帯（５４５４世帯）

　市民の皆さんに納めていただいた税金、市債（長期借入金）などについて、２０１８年度上半期（２０１８年４月１日～９月３０日）の財政状況をお知らせします。

会    計 2018年9月30日時点元金現在高 （参考）2018年9月30日時点
元金現在高に対する利子の支払見込総額※

一 般 会 計 720億8719万円 33億3315万円
下水道事業会計 466億8929万円 72億7780万円
病 院 事 業 会 計 116億4565万円 19億7442万円
合     計 1304億2213万円 125億8538万円

※ 利子の支払見込総額は、今後支払いが予定されている総額です。

　市債とは、都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入
れたお金です。市債の元金及び利子を施設の耐用年数の範囲内で償還していくことによ
り、整備をしたときの市民と将来利用する市民の世代間で負担の公平を図っています。

■市債の状況

　市では、集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっている土地、取得価
格100万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を所有しています。

■市有財産の状況

財産の種類 2018年9月30日時点現在高
土地（公園、学校など） 705万6244.82㎡
建物（学校、下水処理施設など） 94万125.44㎡
物権（地役権、地上権） 1263.59㎡
無体財産権（著作権、商標権など） 80件
有価証券（株券） 2660万円
出資金 24億6617万7000円
物品（美術品、学校備品など）※取得価格100万円以上 1641点
債権（貸付金、和解金など） 5642万円
基金 261億5478万円

■歳入歳出決算状況 一般会計・特別会計の歳入歳出決算額

その他　170億円

一般会計

1539億円
歳入

一般会計

1491億円
歳出

市税
686億円

国庫支出金
　280億円

都支出金
195億円 医療・生活

支援のため
751億円

医療・生活
支援のため
751億円

市政運営のため
　225億円

市政運営のため
　225億円

保健衛生･環境
のため　126億円
保健衛生･環境
のため　126億円

道路･公園等
整備のため　116億円
道路･公園等
整備のため　116億円

市債の返済のため　65億円市債の返済のため　65億円
消防･防災のため　52億円消防･防災のため　52億円 その他　19億円

（議会､産業振興）
その他　19億円
（議会､産業振興）

繰入金
70億円

市債
59億円

繰越金
46億円

使用料・手数料　33億円

差引収支
48億円 教育のため

　137億円
教育のため
　137億円
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※  病院歳出決算額には現金支出を伴わない減価償却費等が含
まれています。

■一般会計・特別会計の状況
会　計 予算現額(ａ) 収入済額(ｂ) 収入率（ｂ／ａ)

支出済額(ｃ) 執行率（ｃ／ａ）
一 般 会 計 1575億7652万円 727億4722万円 46.2％

596億8897万円 37.9％

特
別
会
計

国民健康保険事業会計 439億3113万円 183億6765万円 41.8％
155億9801万円 35.5％

下 水 道 事 業 会 計 117億6295万円 47億9571万円 40.8％
42億592万円 35.8％

介 護 保 険 事 業 会 計 338億5487万円 154億7539万円 45.7％
131億4287万円 38.8％

後期高齢者医療事業会計 111億1795万円 46億3430万円 41.7％
34億5796万円 31.1％

小 計 1006億6690万円 432億7305万円 43.0％
364億476万円 36.2％

合 計 2582億4342万円 1160億2027万円 44.9％
960億9374万円 37.2％

市民の皆さんに納めていただいた市税がどのように使われ、市の決算がどのようになったかをお知らせします。

問財政課☎７２４・２１４９

2017年度の決算状況と2018年度上半期財政状況をお知らせします

2018年度上半期財政状況（2018年9月30日現在）

　市の財政指標等の順位は、以下のとおりです。■多摩26市の中の町田市

市税など経常的な収入が、どの程度人件費や市債の償還等の経常
的な支出にあてられているかを表す数値です。低いほどいろいろ
な事業に使えるお金の余裕があり、高いほど財政構造の硬直化が
進んでおり、今後の行政需要に対応することができなくなります。

経常収支比率（低い順）※臨時財政対策債を歳入に含む
順　位 市　名 比　率

1位 武蔵野市 82.1%
8位 町田市 90.5%
26位 羽村市 105.8%

26市平均 92.3%
家計における預貯金残高にあたります。

基金積立金現在高（多い順）※市民１人あたり
順　位 市　名 現在高

1位 武蔵野市 28万5813円
23位 町田市 4万3324円
26位 西東京市 2万9831円

26市平均 8万134円
家計におけるローンにあたります。

市債元金現在高（少ない順）※市民1人あたり
順　位 市　名 現在高

1位 多摩市 10万3268円
9位 町田市 17万3321円
26位 あきる野市 32万559円

26市平均 19万9180円

（税込）

区　　　分 予　算　額 収入済額 収入率
執行額 執行率

収益的
収支

収入 136億4222万円 62億4152万円 45.8%
支出 144億8234万円 60億4267万円 41.7%

資本的
収支

収入 8636万円 7291万円 84.4%
支出 8億5674万円 3億7769万円 44.1%

（税抜）
患者数 料金収益

入院 6万3476人 38億1149万円
外来 13万8560人 15億7868万円

■公営企業会計（町田市民病院）の状況
　町田市民病院の予算の執行状況、利用状況と料金収益は下表のとおりです。

〈2016年度決算との比較〉
　歳入総額は、前年度より８５億円増加しました。こ
れは、繰入金が３５億円、国庫支出金が１５億円、都支
出金が１２億円増加したことなどによります。

　歳出総額は、前年度より８３億円増加しました。こ
れは、市政運営のための支出が４２億円、教育のため
の支出が２４億円増加したことなどによります。



4 2018．12．15 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。町田市イベント申込システム 検索イベシス

12月は、「固定資産税・都市計画税」「国民健康保険税」の納付月です納付はお済みですか？ 問納税課　724・2121☎☎

「おかしいな」と思ったら～２０１７年度の消費生活相談から
問消費生活センター☎７２５・８８０５

東京都老人クラブ芸能大会で

本町田寿生会が優勝
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

平成３０年秋の叙勲

伊賀健一さんが瑞宝重光章を受章
問秘書課☎７２４・２１００

宅建協会、不動産協会と

町内会・自治会加入促進のための協定を締結しました
問市民協働推進課☎７２４・４3５８

　昨年度、消費生活センターに寄せられた相談件数は３４１１件で、前年度より１２５件、３．８％増加しました。屋根や配水管の無料点検商法
や、一度被害に遭った人が再び狙われる二次被害の相談は、引き続き多くなっています。最近の相談事例を紹介します。

　９月２５日に文京シビックホール
（文京区）で「第５５回東京都老人ク
ラブ芸能大会」が開催され、本町田
寿生会が優勝し、小池都知事から
表彰されました。
　今大会は、高齢者の生きがいや
健康づくりなどを推進する事業の
一つとして、東京都老人クラブ連
合会と東京都との共催で開催さ
れ、都内各地の老人クラブ連合会
から推薦された３５チームが出場
しました。この中で本町田寿生会
は、舞踊「花桜」を披露し、優勝しま
した。
　この報告のため、１２月３日に同

会の皆さんが市役所を訪れまし
た。約４０人の高齢者が加入し、舞
踊やグラウンドゴルフのほか、通
学時の子どもの見守り、町内のパ
トロールといった地域に密着した
活動を日々行っています。

　市内在住の伊賀健一さん（元東
京工業大学長）が、平成３０年秋の
叙勲で教育研究功労により瑞

ずい

宝
ほう

重
じゅう

光
こう

章を受章し、１１月２２日にご
夫妻で市役所を訪れました。
　伊賀さんは、２０１３年４月に世界
的な学術賞であるフランクリン賞
・バウワー賞を受賞し、市では、そ
の功績をたたえ、同年９月に町田
市市民栄誉彰を贈呈しています。

　市と町田市町内会・自治会連合
会は、町内会・自治会への加入促進
のため、１１月7日に（公社）東京都
宅地建物取引業協会町田支部、（公
社）全日本不動産協会町田支部と
それぞれ協定を締結しました。
　今後は、両協会加盟店舗が住宅
の販売や賃貸等の契約をする際
に、町内会・自治会への加入促進の
ためのチラシや加入希望書を配布
するようになります。

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
町田市自殺対
策推進協議会

1月17日㈭午後
2時~3時30分

市庁舎2階市民協
働おうえんルーム

5人
（先着順）

直接会場へ問健康推進課
☎724・4236

左から不動産協会町田支部の大久保副支部
長、町内会・自治会連合会の安達会長、石阪
市長、宅建協会町田支部の大滝支部長

パブリック
コメント
予　告

　１月４日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施
を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 町田市スポーツ推進計画19-28（案）
募集期間 １月４日～２月１日

案の公表
方法

・本紙１月１日号に概要を掲載
〈１月４日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・FAX　・Eメール
・スポーツ振興課（市庁舎10階）ほか、指定の窓口への提出

担当課 スポーツ振興課☎724・4036

事例１ 相談急増中！　ハガキによる架空請求

　訪問販売・電話勧誘等で契約し
た場合、契約日から８日間（一部は
２０日間）は、工事の完了や商品の
使用（消耗品を除く）とは関係なく
無条件で解約できます。クーリン
グ・オフ期間を過ぎていても、販売

方法や契約書に問題があれば解約
できる場合がありますので諦めず
にご相談下さい。
　またクーリング・オフ対象外の
ものもあるので、詳細は消費生活
センターへお問い合わせ下さい。

○相談専用電話☎７２２・０００１（受
付時間＝月～土曜日、午前９時～
正午、午後１時～４時、祝休日、年末
年始を除く）
※来所相談も随時受け付けていま
す。

※土曜日は電話相談のみとなりま
す。
○消費者ホットライン（消費者庁）
☎１８８（いやや）
※最寄りの相談窓口をご案内しま
す。

２０１７年度消費生活相談上位１０位
順　位 商品名・役務名 件　数

1 放送・コンテンツ等（出会い系・アダルトサイト等） 547
2 商品一般（架空請求のハガキ等） 358
3 役務その他（公的機関を装った電話等） 141
4 移動通信サービス（携帯電話・スマートフォン） 116
5 健康食品 109
6 住宅関連工事 106
7 賃貸アパート・借家 101
8 インターネット通信サービス（回線契約） 98
9 フリーローン・サラ金 69
10 自動車 67

　「総合消費料金に関する訴訟最
終告知のお知らせ」というハガキ
が届いた。「訴状が提出された。連
絡がない場合は、動産、不動産の差
し押さえを強制的に執行する」等
と書いてあり、取り下げ期日は明
日。差出人は、公的機関のようだ。
どうしたらよいか。（６０代女性）
アドバイス
　思い当たることがない場合、架
空請求が考えられます。公的機関
を装ってハガキを送りつけ、文面
に法律用語を使うことで不安をあ
おり、ハガキに記載された連絡先
に電話をかけさせようとするもの

です。連絡をするとお金を要求さ
れたり、電話番号等の個人情報を
知られてしまうので、連絡をして
はいけません。

事例２ 屋根の無料点検　瓦がずれているので補修工事が必要って本当？
　４日前、近所で工事をしている
という屋根工事の業者が来訪し
た。「お宅の瓦がずれているので無
料点検をする」と言われ、見てもら
うと、「このままだと瓦が落ちて雨
が漏るかもしれない。１５万円くら
いで補修工事ができる」と言われ
た。不安になって契約してしまっ
たが、解約したい。（８０代男性）
アドバイス
　「無料で点検」等を口実に訪問
し、点検後に消費者の不安をあお

り、工事や商品の契約をさせられ
たという相談が多数あります。不
安をあおられても、すぐに契約せ
ず、家族に相談したり、他の業者や
専門家にも見てもらいましょう。
　また、訪問や電
話による勧誘で契
約した場合、契約
書面を受け取った
日を含めて８日間
はクーリング・オ
フができます。

クーリング・オフ制度

困った時は消費生活センターへ

町田のマチ子さん

本町田寿生会の皆さん
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小見出し　大見出し

まちだ☆おいしい食べきり協力店募集中！
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市税の納付は　　安心・便利な口座振替を！
問納税課☎７２４・２１２０

第９回スポーツアワードまちだ　　表彰対象者募集中！
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

金井町・藤の台団地地区

住所整理計画案がまとまりました
問土地利用調整課☎７２４・４２５４

　認可保育園は、保護者の就労や病気などの理由に
より、家庭で保育できない児童を保護者に代わって
保育する児童福祉施設です。
　２０１８年度は、市内の保育園等の定員を３３４人分
増やし、市立・私立合わせて７３園の認可保育園で保
育を行っています。
　運営には右図のとおり、国が定める保護者負担基
準の一部を公費で負担し、保護者の負担を軽減して
います。
　保育料は、保育園運営の大切な費用の一部です。納
期限を守って納付して下さい。なお、納期限までにお
支払いいただけない場合は、差し押さえ等の滞納処
分をすることがあります。

　市では、食品ロス削減のため、消費
行動の改善を目的とするライフスタ
イルの提案を行っています。
　今回、「まちだ☆おいしい食べきり
協力店」として、食品ロス削減のため
に以下のような具体的な取り組みを
行っている店舗・事業者等を募集し
ます。
　市が認定し、市内に周知・ＰＲを行
い、その利用促進や取り組みへの参
加を促すことで、食品ロスの削減を
目指します。　
対市内で営業し、次のいずれかの取
り組みを行っている飲食店・食品販
売店・宿泊事業者等
○お客さんの要望に応じて料理の量
を調節している店舗

○宴会での「おいしい食べきり運動」
実施の呼び掛けを積極的に行うな
ど、食べ残しゼロを呼び掛けている
店舗
○ばら売りや量り売りなど、適量購
入につながる食品販売を行っている
店舗
○完食したお客さんに対する割引や
クーポン券の発行など、特典・サービ
スを付与している店舗
※上記以外にも
取り組みの要件
があります。登
録方法等の詳細
は、町田市ホー
ムページをご覧
下さい。　

　市税の納付を口座振替にしていた
だくと、各納期に金融機関等に出向
く手間が省けるうえ、指定口座から
自動的に引き落とされて、納め忘れ
がありません。
　現在、２０１９年度からの口座振替
の申し込みを受け付けています。利
用できる各税目の申し込み期限は、
右表のとおりです。
申「町田市税口座振替申込書」（市庁
舎、各市民センター、市内金融機関等
の窓口で配布）に必要事項を記入・押
印のうえ、申し込み。
※約１か月でご登録いただけます。

※通帳印を使わずに、キャッシュカ
ードのみで申し込みができる「ペイ
ジー口座振替受付サービス」も市庁
舎で利用できます。詳細はお問い合
わせ下さい。

　全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
フ等を公募・顕彰することで、アスリ
ート等と市民をつなぐ「第９回スポ
ーツアワードまちだ」（３月９日開催）
の表彰対象者を募集しています（自
薦・他薦は不問）。
　グランプリ（記念品と副賞１０万
円）、準グランプリ（記念品と副賞５万
円）のほか、各賞を予定しています。
対町田市のスポーツ振興に多大な貢
献をした個人または団体で、次のい
ずれかに該当する方　①２０１８年１月
１日～１２月３１日に顕著な実績をあげ
た②町田市出身で全国や世界を舞台
に活躍している③市内で特定の競技

の発展振興に尽力した④町田市を中
心に活躍するアスリートを指導して
いる⑤今後の活躍が大いに期待され
る⑥スポーツで町田市の名を広めた
※プロ・アマや町田市内在住の有無
は問いません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳＶ
ペスカドーラ町田（フットサル）、キ
ヤノンイーグルス（ラグビー）、小野
川親方（大相撲）は、町田市がホーム
タウンチームやスポーツ選手として
支援する特別な存在であるため、表
彰対象から除外します。
申１２月３１日までにＳｐｏｒｔｓまちだホ
ームタウン協議会ホームページのエ
ントリーフォームで申し込み。

　金井町・藤の台団地地区で予定さ
れている住所整理について、新しい
町名と町区域の案がまとまりました。
　案は、対象地区とその周辺地区の
町内会・自治会・商店会の各代表や公
募の委員による「町田市町区域の新
設に関する市民懇談会」が、２０１７年
１０月から１年間かけて検討してきた
ものです。
　１１月１４日には、市民懇談会の髙

橋会長から市長へ「町田市町区域の
新設に関する市民懇談会報告書」が
手渡されました。

2019年度口座振替　申し込み
税　目 振替開始

時期 振替日 申込期限

固定資産税
都市計画税

1期
全期 5月31日 2月13日

軽自動車税 全期 5月31日 2月28日

市・都民税 1期
全期 7月1日 4月1日

国民健康
保険税 1期 7月31日 4月26日

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

認可保育園を運営する費用の状況 問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

201７年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万3404人
月平均入所児童数 6117人
月額平均保育料 2万583円

201７年度の運営費用の状況
国 25億1444万円
都 12億5722万円
市 24億6198万円
保護者 15億1088万円
合　計 77億4452万円

国が定める
割合

認可保育園の運営にかかる児童１人あたりの費用 10万5505円／月
認可保育園の運営費の負担割合

町田市の
状況

国
32.5％

3万4255円

国
32.5％

3万4255円

都
16.2％

1万7127円

都
16.2％

1万7127円

市
31.8％

3万3540円

保護者
19.5％
2万583円

市
16.2％

1万7127円

保護者
35.1％

3万6996円

※入所児童数・運営費用とも、市の直接運営の公立保育所は除いています。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４３

　この冬は暖冬傾向だそうですが、
暖かい日が多かった１１月に引き続
き、１２月になっても、「なかなか冬に
ならない」と感じていました。中旬に
なって急に寒さがやってきました。
遅れ気味（？）だった季節の進行も、
紅葉や黄葉も終わり、早朝、丹沢や雪
をかぶった富士山がくっきり見られ
るようになりました。
　さて、先日、市内の忠生第三小学
校、町田第五小学校の授業を見学し
ました。今年度の施政方針では、「教
育の町田」ということを申しました。
「英語で選ばれるまちだ」「ＩＣＴを活
用した学び」ということも掲げてい
ます。
　文部科学省の２０２０年度からの次
期学習指導要領では、英語教育やＩＣ
Ｔ教育が重視されています。町田市
では小学校の英語教育については、
指導要領を２年前倒しして、既に今
年の４月から新しい英語教育カリキ
ュラムをすべての小学校で実施して
います。
　忠生第三小学校では、５年生の英
語の授業を見学しました。何か、クイ
ズとかゲームの要素を取り入れて英
語を学ぶという感じの授業でした。
ＡＬＴと呼ばれている外国語指導助手
と担任の先生、それに加えて英語を
教える専科の先生と、３人が役割分
担しての授業でした。一番の印象は、
子どもたちが英語を使う授業を楽し
んでやっているということでした。
　町田第五小学校での見学は、「ＩＣＴ
教育」がテーマでした。町田市では、
今年度から２か年（中学校は３か年）
で各学校に４０台のタブレット端末

と大型モニターを整備しています。
　ＩＣＴ教育研究推進校になっている
町田第五小学校では、１人１台のタブ
レット端末を使っての授業でした。
５年生の３クラスでの授業は、プログ
ラミング教育でした。これまた、ゲー
ム感覚を取り入れたソフトウェアが
使われていて、太陽の動きをアニメ
ーション画面上でコントロールする
というもの。こちらも子どもたちは、
楽しそうに取り組んでいました。
　課題もいくつかあります。英語教
育では、英語の専科の先生がどの学
校にもいるというわけではありませ
ん。放課後英語教室も増やしていか
なければなりません。
　ＩＣＴ教育では、小・中学校でのタブ
レット端末の整備や大型のモニター
などに多額の費用がかかります。こ
の３か年で約２０億円の費用が見込ま
れています。それでも、実際の授業で
は児童生徒４～５人に１台の割り当て
になりますので、モデル校のように、
例えば学年で各クラス一斉に、１人１
台でというわけにはいきません。
　１０年先の新しい時代に生きる子
どもたちに、今すべきことの意味を
考えさせられる小学校授業見学でし
た。

市民懇談会の髙橋会長

ICTを活用した授業の様子�ステッカーイメージ
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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１月９日㈬、２３日㈬、２月６日㈬、１９
日㈫、３月６日㈬、１９日㈫、午前９時
３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
町田市子ども発達センター
児童指導員（嘱託員）
　同センターは、０歳から１８歳未満
までの心身の発達に遅れや障がいの
ある子どもを対象に、専門的な助言
や療育を行う児童福祉施設です。
対次のいずれかに該当する方　①保
育士資格を有する②幼稚園教諭免許
を有する③小学校・中学校・高等学校
いずれかの教員資格を有し、障がい
児療育の経験がある④４年制の大学
で心理学または社会福祉学を専攻
し、卒業した（卒業見込みを含む）⑤
障がい児療育施設での従事経験が３
年以上ある＝若干名
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分（時差勤務有り）、月
１６日
※行事等で土・日曜日、祝休日勤務が
あります。
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧下さ
い。
選考書類、面接
申選考申込書（同センターで配布、町
田市ホームページでダウンロードも

可）に記入し、１月３１日まで（消印有
効）に郵送で町田市子ども発達セン
ター（〒１９４－００２１、中町２－１３－
１４）へ。
問同センター☎７２６・６５７０

小学校給食調理嘱託員
　一般嘱託員を募集します。
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分
勤務場所市立小学校
内給食業務全般（下処理・調理・配膳
・洗浄作業等）
※調理補助ではありません。
募集人員１０人程度
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧下さ
い。
選考１次＝書類、２次＝面接及び適性
検査（１月２６日）
※３月１日㈮に採用説明会を行いま
す（２次選考合格者のみ）。
申履歴書に「一般嘱託員」と書き、応
募動機・職歴を明記し、１月１５日午後
５時まで（必着）に直接または郵送で
保健給食課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問保健給食課☎７２４・２１７７

市 立 図 書 館 嘱 託 員
対司書または司書補の資格を有する
方（２０１９年３月３１日までに取得見
込みを含む）＝若干名
採用時期２０１９年４月１日以降
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１６日（土・日曜日、祝休日勤務
を含む）
※週に１回程度、時差出勤がありま
す（火・水・金曜日、中央図書館・鶴川
駅前図書館＝午前１１時３０分～午後
８時１５分、その他の市立図書館＝午
前９時３０分～午後６時１５分）。
勤務場所各市立図書館
内資料貸出・返却業務、図書館運営に
関する業務等
報酬月額１９万２２００円（予定）
※別途交通費支給。
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細

は町田市ホームページをご覧下さ
い。
選考１次＝筆記試験・論文（１月２８
日）、２次＝面接（１次合格者のみ）
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１月１７日午後５時まで（必
着）に、直接または郵送で中央図書館
へ。
※募集要項及び応募書類は、各市立
図書館にあります（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市廃棄物減量等推進審議会
市 民 委 員
　町田市廃棄物減量等推進審議会
は、市の附属機関で、市民・事業者・学
識経験者で構成する組織です。ごみ
減量施策の進捗点検や新たな計画策
定などを行う第８期審議会の市民委
員を募集します。
対市内在住の１８歳以上で、過去に同
審議会の市民委員を経験していない
方、また任期中に他の審議会等の委
員でない方＝３人
任期２０１９年４月から２年
申募集要項（環境政策課〔市庁舎７
階〕、各市民センター、町田リサイク
ル文化センターで配布、町田市ホー
ムページでダウンロードも可）を参
照し、書面に住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・年齢・性別・作文を書いて、
１月１７日まで（必着）に直接、郵送ま
たはＥメールで環境政策課へ。
問環境政策課☎７２４・４３７９

町田市農業委員会委員・町田市
農地利用最適化推進委員候補者
　現委員の任期満了に伴い募集しま
す。
対次のいずれにも該当する方　①農
業に関する識見を有し、農業委員会
の所掌事務を適切に行うことができ
る②法令等により農業委員会委員ま
たは農地利用最適化推進委員と兼職
を禁止されている職にない
任期２０１９年４月１日～２０２２年３月

３１日（３年間）
募集人員町田市農業委員会委員＝
１４人、町田市農地利用最適化推進委
員＝６人
選考書類（必要に応じて面接）
申所定の申込用紙（農業振興課〔市庁
舎９階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に必要事項を
記入し、１月４日～３１日（消印有効）
に直接または郵送で農業振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６９
市立小学校新１年生の
生 活 指 導 補 助 者
対健康で体力があり、子どもが好き
で熱意のある方
勤務期間２０１９年４月１日～５月３１
日、計３３日以内
勤務時間午前８時１５分～午後３時３０
分の間で実働６．５時間（給食が始ま
るまでは午後１時１５分までの実働５
時間）
勤務場所市立小学校
※募集の無い学校もあります。
内新しい生活環境に適切に慣れ親し
むことができるよう、各小学校で児
童を見守り手助けする
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※雇用保険加入有り。詳細は町田市
ホームページをご覧いただくか、お
問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接（１次合格
者のみ）
申募集要項を参照し、必要書類を１
月１６日まで（必着）に直接または郵
送で指導課へ。
※募集要項及び必要書類は指導課
（市庁舎１０階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも
可）。郵送希望の方はお問い合わせ下
さい。
※クラス数の減少により、採用が見
送られる場合もあります。
問指導課☎７２４・２１５４

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

「ランチパスポート町田ｖｏｌ．５」発行決定！
掲載店を募集しています

問産業政策課☎7２４・３２９６

　市では、（株）久美堂と締結した
「２０１８年度町田市ふるさと納税『ま
ちだ未来づくり寄附』の推進に関す
る協定書」に基づき、市内商業の活性
化を目的として「ランチパスポート
ｖｏｌ．５」（有効期間＝２０１９年４月１日
～６月３０日）を発行します。ランチパ
スポートを購入すると、有効期間中
に掲載された市内の飲食店でランチ
を食べる際、お得な価格でお楽しみ
いただけます。
　現在、ランチパスポートの掲載店
舗を募集しています。ランチパスポ
ートは、町田市ふるさと納税「まちだ
未来づくり寄附」の返礼品（寄附メニ
ュー「まちなかで親子がゆっくり過
ごせる空間をつくる！」）になってい
ます。また、掲載店舗は町田市ホーム
ページ等でもお知らせします。お店
のＰＲや新規顧客の獲得に、ぜひ有効
にご活用下さい。
申申込用紙（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、１月１８日ま

でにＦＡＸで（株）ショッパー社（返
７２６・３７７６）へ。
※申し込み後の流れは、制作担当者
から別途ご案内します。
※応募状況や紙面の都合上、すべて
の店舗を掲載できない場合がありま
す。
※別途、ランチパスポートに掲載す
る広告も募集しています。詳細は産
業政策課へお問い合わせ下さい。

Twitter（ツイッター）で情報発信もしています！
Twitterアカウント「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」をフォローして下さい。

町田市職員採用試験情報

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

※写真はイメージです。

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師
（治験支援業務） 若干名

病院を含む民間企業
等で治験支援業務に
関する職務経験を2
年以上有する方

○�郵送受付=1月4日㈮～31
日㈭�（必着）

○�持込受付＝1月30日㈬、31
日㈭、いずれも午後5時まで

○試験日＝2月23日㈯

2019年
4月1日

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は町田市民病院ホームページでダウ
ンロードできます（町田市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田
市民病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要項を十分に確認して下さい。

職　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

身体障がい者対象一般事務 若干名
○郵送受付期間　1月4日㈮～17日㈭
※�締切日の消印有効（18日着分まで）
です。

○1次試験日　1月27日㈰

2019年
4月1日

※�受験資格、申込方法等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい。
※�「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、市庁舎・各市民センターでも配布しています。

問町田市民病院総務課
☎722・2230（内線7415）

問職員課☎724・2518
返050・3085・4107
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お知らせお知らせ
行 政 経 営 監 理 委 員 会
　市では、「市役所の生産性の向上」
と「公共施設における行政サービス
改革」の２つを改革の柱とする行政
経営改革プランを着実に推進するた
め、有識者や市長・副市長等で構成す
る行政経営監理委員会を開催しま
す。
　この委員会は、専門的見地から行
政経営改革プランに関する提言・提
案等を行います。
　第２回のテーマは「自治体間比較
により見えてきた財務諸表の課題と
今後の利活用」です。委員会は公開で
行い、傍聴できます。　
日１月２８日㈪午後２時～４時
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申１月２１日までに電話で経営改革室
（☎７２４・２５０３）へ。　

医療従事者の届出について
　法令に基づき、次の方は２０１８年
１２月３１日現在の氏名・住所等を所
定の用紙（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、１月１５日まで
に保健総務課（市庁舎７階）へ提出し
て下さい。
対①市内在住、在勤の医師・歯科医師
・薬剤師②市内在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問保健総務課☎７２２・６７２８

原動機付自転車の改造申
告書の様式を変更します
　４月１日から、原動機付自転車を改
造した場合に改造内容などを記載す
る申告書の様式を変更します。
　様式変更に伴い、改造内容を確認
できる書類を新たに添付していただ
く場合もあります。詳細は、町田市ホ
ームページをご覧いただくかお問い
合わせ下さい。
申請窓口市民税課（市庁舎２階）、忠
生市民センター、鶴川市民センター
問市民税課諸税証明係☎７２４・
２１１３

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし

ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。希望の方は、１２月２８日ま
でにお問い合わせ下さい。なお、
２０１８年度の申請は、１月２５日まで
です。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方
※収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎
７２２・４８９８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕）、町田市福祉総務課☎
７２４・２１３３
配布しています

ハ ー ト ペ ー ジ２０１８～ 
２０１９年 ・ 町 田 市 版
　介護サービス事業者の情報をはじ
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０１８～２０１９年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎７２４・４３６５
都市農地を保全するために

農地を生産緑地に追加 
し ま せ ん か
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内にある②登記地目及び固

定資産税の課税地目が田・畑（農地）
③現に耕作されており、３０年以上農
業経営等の継続が期待できる④公害
・災害の防止、農業と調和した都市
環境の保全等に相当の効果があり、
公共施設等の敷地の用に供する土地
として適している⑤一団を形成する
区域の面積が３００㎡以上の規模であ
る
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図の写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を１月２８日～２月１５日に直接農
業振興課（市庁舎９階）へ（正午～午
後１時、土・日曜日、祝休日を除く）。
※生産緑地地区指定願書は農業振興
課で配布します（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・２１６９
まちだくらしフェア２０１９

参 加 団 体 募 集
　市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境・経済・福祉
など日々の暮らしに関わること全
般）をテーマとした講演会や展示な
どを行う「まちだくらしフェア
２０１９」（７月５日、６日に町田市民フ
ォーラムで開催予定）の参加団体を
募集します。
※今年参加した団体へは個別に通知
します。
※第１回実行委員会を、１月１１日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。

対市内で消費者問題に携わる団体
（個人も可）
申１月９日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
２０１９町田さくらまつり～芹ヶ谷公
園会場

出 店 ・ 出 演 団 体 募 集
対市内で活動する市民団体等
日４月６日㈯、７日㈰、午前１０時～午
後４時

【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売
定各日若干数
※実行委員会が募集対象外と判断し
た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器を使用
していただきます（容器代は別途必
要）。
※１月１１日㈮に説明会を行います
（抽選）。申請書類の配布・説明を行い
ますので代表者は必ず出席して下さ
い。無断欠席はキャンセルとなりま
す。

【ステージ出演】
出演時間３０分以内
定各日若干数（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
申募集要項を参照のうえ、応募用紙
に記入し、添付資料とともに１２月
２６日まで（消印有効）に直接または
郵送で町田さくらまつり実行委員会
事務局（町田市観光コンベンション
協会）へ。
※募集要項と応募用紙は町田市観光
コンベンション協会、観光まちづく
り課で配布しています（町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市観光
まちづくり課☎７２４・２１２８

年末年始
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　年末年始（１２月２９日～１月３日）
は、コンビニエンスストアでの証
明書自動交付サービスを終日休止
します。
※コンビニ交付の再開は、１月４日
㈮午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

干支の置物とクリスマス製品の販売
問町田市美術工芸館☎７９３・２２２７、町田市障がい福祉課☎７２４・２１４７

　     返050・３１0１・１65３

　５月～６月に受診券をお送りした成人健康診査の受診期
限は、２０１９年１月末または２月末です。今年度まだ受診して
いない方は、早めの受診をおすすめします。
費５００円
申実施医療機関へ直接申し込み。
※実施医療機関や自己負担金の免除対象者等、健診の詳細
は市役所代表（☎７２２・３１１１）や町田市ホームページでご
案内しています。

【医療費は年々増加しています】
　町田市国民健康保険における１人当たりの医療費は年々
増加傾向にあり、国保財政の収支バランスの悪化原因とな
っています。病気を予防・早期発見し、高額な医療費がかか
る前から健康維持に努めることが、医療費の増加を抑える
ために重要です。

　また、定期的な健診の受診は病気の予防・早
期発見による健康の維持・増進に効果的です。

健診の受診がお済みでない方は、積極的な受
診をお願いします。

　町田市美術工芸館では、障がい
のある方が干支やキャンドル、雑
貨等の美術工芸品の制作・販売を
しています。
　なお、まちだ名産品の店「心

こ こ わ

和」、
まちだダリア園休憩所「木

も っ か

花」、町
田市大賀藕

ぐ う し

絲館売店等でも販売し
ています。

【いのししの置物】
　信楽赤土粘土を型に入れ焼き上
げた後に、しっくいを塗って仕上
げたテラコッタの置物(=右上写
真)です。原型制作者は、市内在住
の彫刻家である前田忠一氏です。
価格２７５０円

【クリスマス製品】

　リースやキャンドルを取りそろ
えています。
価格３００～１０００円

※２０１７年度の受診率は速報値です。

町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索12月1日～31日「えいごのまちだ」

2013年度

46.3％

47.0％

46.0％

45.5％

46.5％

45.0％45.0％

46.9％

45.5％

45.2％

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

304599

312222

340000

330000

320000

310000

300000
（円）

323557

2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度

328635

338800

成人健康診査の受診はお済みですか 問保険年金課☎７２４・２１３0病気の予防・早期発見のために

町田市国民健康保険
加入者1人当たりの医療費

町田市国民健康保険加入者の
成人健康診査受診率
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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

お知らせお知らせ
東京家政学院大学のテニスコートを

貸 し 出 し て い ま す
　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０階〕で配布、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、郵
送（返信用１４０円切手を同封）でスポ
ーツ振興課へ。
※後日登録証を送付します。

【団体登録後の利用方法】
　開放時間等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
日土・日曜日（除外日も有り）
場東京家政学院大学（相原町）
申往復ハガキに必要事項を明記し、
利用を希望する月の前月１０日まで
（消印有効）にスポーツ振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
中央図書館

展 示 会 作 品 募 集
　来年５月から入替制で、中央図書
館４・５階展示コーナーで展示する作
品を募集します。
対絵、写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り、応
募は１人〔１団体〕１件）に記入し、作品
の写真１枚以上（サービス判で可、返
却はしません）を添えて、１月３１日ま

で（必着）に直接または郵送で中央図
書館４階カウンター（〒１９４－
００１３、原町田３－２－９）へ（結果は２
月中に通知）。
問同館☎７２８・８２２０

催し・講座催し・講座
子どもセンターばあんで

リ サ イ ク ル 広 場 を 
定 期 開 催 し ま す
　下記の対象品目を無料で回収し、
回収したものは原則リサイクルしま
す。初回は１２月１５日㈯です。
対市内在住の方
日毎月第３土曜日、午前１０時～午後
３時（祝日を除く）
場子どもセンターばあん正面玄関付
近
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、携帯電話
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市 民 公 開 講 座
　町田市薬剤師会との共催です。
※要約筆記があります。
日２月９日㈯午後２時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
※公共交通機関をご利用下さい。
内「薬になる植物、毒になる植物～美
しい花には毒がある!?」
講昭和薬科大学天然物化学教室准教
授・中根孝久氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月１９日正午～２月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１２１９Ａへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

市 民 公 開 講 座
【安心して手術を受けるために知っ
ておきたい麻酔の話】
　医師が麻酔について分かりやすく
講演を行います。
日１月１９日㈯午後４時～５時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院麻酔科医長・近藤祐
介医師
定１００人（申し込み順）
申１２月１８日正午～１月１６日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１２１８Ｂへ。
問町田市民病院医事課☎７２２・２２３０
（内線７１３２）

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月１９日㈯午後７時～８時３０分
場成瀬コミュニティセンター
定１２０人（申し込み順）
申１２月１８日正午～１月１５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１２１８Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
消費生活センター

学 習 会
【本当に知っている？正しい靴の選
び方～正しく選んで、楽しく歩こう】
対市内在住、在勤、在学の方
日１月３０日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内自分の足に合った靴の選び方や、
歩く時の姿勢、歩き方のポイントに
ついて学ぶ
講（一社）足と靴と健康協議会事務局
長・木村克敏氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午～１７日
午後７時にイベシスコード１８１２１８
Ｃへ／２次受付＝１２月１８日正午～１
月２３日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）は１２月１８日正午から併せ
て申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ

講 座 受 講 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）。

【パーソナルミニドキュメンタリー
映画をつくろう～この街の片隅でつ
ぶやかれる忘れがたい人生のエピソ
ードを、いま共に聴く】
対１８歳以上の方
日１月２６日㈯午後１時３０分～４時３０
分、２７日㈰午前１０時３０分～午後４
時３０分、全２回
内参加者の体験や思いを話す姿をお
互いに撮影し合い、１人ずつの映像
作品（パーソナル・ムービー）を制作
する
講東京造形大学映画専攻助教・川部
良太氏、助手・川上知来氏
定８人（申し込み順）
費１５００円

【日本画の材料と文化に親しむ～小
作品を作ってみましょう】
　初心者向けの講座です。
対１５歳以上の方
日２月１０日㈰、１１日㈷、午後１時～４
時、全２回
内絵巻の一場面を写し取り、岩絵の
具や箔

はく

などの日本画材料を使って小
作品を作る
講女子美術大学非常勤講師・木村み
な氏
定１２人（申し込み順）
費６０００円（材料費含む）

◇
場町田市生涯学習センター
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（さがま
ちコンソーシアムホームページで申
し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ
【ひとはなぜ絵を描くのか？】
日①１月１９日②２月１６日③３月２日
④３月９日⑤３月１６日、いずれも土曜
日、①②③⑤午前１０時～正午④午前
１０時３０分～正午、全５回
場生涯学習センター
内①概論「人はなぜ絵を描くのか？」
②古典画法と現代絵画の層③古典絵
画の真実にせまる～映像を駆使した
美の追求④現地学習～ブリヂストン
美術館の研究施設・アートリサーチ
センターについて⑤ワークショップ
＆まとめの話し合い
講①⑤和光大学教授・三上豊氏②画
家・西島直紀氏③和光大学准教授・小
瀬村真美氏④ブリヂストン美術館教
育普及部学芸員・細矢芳氏
定３０人（申し込み順）
申１２月１５日午前９時から電話で生
涯学習センター（☎７２８・００７１）へ。

第４６回町田市こどもマラソン大会を開催！
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

忠生公園

ロウバイが開花しました
問同公園☎７９２・１３２６

　町田市こどもマラソン大会が１２月１日に市立陸上競技場で開催され、総
勢２１２４人の小学３～６年生が寒さに負けず元気いっぱいに走りました。
　上位入賞者は下表のとおりです。

　忠生公園のロウバイが開花し、
ロウ細工の質感を思わせる花から
は、ほのかな甘い香りが漂ってい
ます。
交通町田バスセンター３番乗り場
から「小山田桜台」または「下山崎」
行きバスで「忠生公園前」下車。
※公共交通機関をご利用下さい。

マ
ン
ゲ
ツ
ロ
ウ
バ
イ

町田市こどもマラソン大会成績表（敬称略）
【距離】３・４年生＝２０００ｍ、５・６年生＝３０００ｍ

順位 氏　名 小学校・チーム名 順位 氏　名 小学校・チーム名

３
年
生

男
　
子

１ 高村　桜太 南第四小

５
年
生

男
　
子

１ 齋藤　隼 小山小

２ 中田　壮祐 ＦＣレオヴィスタ
町田(南大谷小) ２ 府川　陽和 図師小

３ 吉野　開 本町田ＦＣ（藤の台
小） ３ 宮﨑　夏輝 南成瀬小

女
　
子

１ 畑地　香織 ＴＯＫＹＯ ＴＲＹ ＫＩＤＳ
（成瀬台小）

女
　
子

１ 岡崎　萌々
アミューズキッズ

（横浜市・奈良の丘
小）

２ 大長　柑花 ＦＣレオヴィスタ
町田（本町田東小） ２ 五十嵐　舞 南第三小

３ 山口　奏帆 鶴間小 ３ 石川　果南波 小山ヶ丘小

４
年
生

男
　
子

１ 小林　羚琉 成瀬台小

６
年
生

男
　
子

１ 中曽根　健生 鶴川第一小

２ 長谷川　夏樹 町田第四小 ２ 福永　柊太 相原小

３ 川島　幌生 町田第五小 ３ 秋山　才多 町田第二小

女
　
子

１ 表　まつり 三輪小
女
　
子

１ 新谷　朱里 鶴川第一小

２ 羽冨　夏菜 町田第一小 ２ 内山　梓希 鶴間小

３ 甲斐　渚紗 町田第五小 ３ 林　葉月 小山ヶ丘小
※大会記録等の詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
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私らしく輝く！
女性のための再就職応援
セ ミ ナ ー
対市内在住で再就職を考えている女
性、介護の仕事に関心のある女性、子
育て中や子育てが一段落した方
日１月１５日㈫午前１０時〜午後２時
※セミナー終了後に就労相談会を行
い、希望者は別途、施設見学会への参
加や就労支援を受けることができま
す。
場町田市民ホール
内①女性特有の病気（乳がん等）につ
いて早期発見のためのセルフチェッ
クや検診のポイント、家庭生活と仕
事の両立②介護の仕事〜無資格未経
験からのキャリアアップ
講順天堂医院乳腺科・森昌子医師

定４０人（申し込み順）
申１月１０日までに電話で町田市介護
人材開発センター（☎８５１・９５７８、
受付時間＝祝休日を除く月〜金曜日
の午前９時〜午後５時）へ。託児希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に５人）は、併せて申し込みを。
※セミナーに関することは同センタ
ーへお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

まちだの体力向上プロジェクト
【①シェイプアップ教室】
日１月９日㈬、２１日㈪、午前１０時〜
１１時
※両日参加はできません。
内音楽に合わせて楽しく簡単な運動
【②ボールエクササイズ教室】
日２月６日㈬、１２日㈫、午前１０時〜

１１時
※両日参加はできません。
内バランスボールを使った簡単な運
動

◇
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方
場忠生市民センター
講東京体育機器（株）・児玉絹代氏
定①各２０人②各１５人／申し込み順
費各１００円（保険料込み）
申１２月２０日正午〜１月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イ ベ シ スコード①１８１２２０Ａ②
１８１２２０Ｂへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ことばらんどでお正月！
　町田市民文学館でお正月気分を味
わいませんか。②③はご家族での参
加も歓迎です。
【①初めての百人一首カルタ会】
対小学生
日１月６日㈰午前１０時〜正午
講歌人・天野慶氏
定２５人（申し込み順）
【②みんなで楽しむ百人一首カルタ会】
対小学生以上の競技カルタ初心者
日１月１３日㈰午後２時〜４時

講高砂かるた会
定１６人（申し込み順）
【③新年を寿

ことほ

ぐ！はじめてのお能体
験教室】
対小学生以上の方
日１月１４日㈷午後１時〜３時３０分
内能楽についての講義、謡や仕舞の
体験
講シテ方金春流能楽師・井上貴覚氏
定小・中学生１０人、高校生以上１０人
／申し込み順

◇
場同館
申１２月１８日午前９時から電話で同
館（☎７３９・３４２０）へ。
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【冬の野鳥観察】
日１月６日㈰午前８時〜１０時（雨天中
止）
場忠生公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
内冬の野鳥を双眼鏡やフィールドス
コープを使って観察
定１５人（申し込み順）
申１２月１７日午前９時から電話で同
公園（☎７９２・１３２６）へ。

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

●ひなた村☎７２２・５７３６
【①たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１月５日、
１９日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火、雨天中止）
場ひなた村てっぺん広場内たき木を
拾い、たき火体験（焼く物や軍手等の
持参も可）
【②幼児陶芸教室】
対市内在住、在園の５・６歳児日・内１
月２６日㈯午前１０時～正午＝形作
り、２月９日㈯午前１０時～１１時＝釉

ゆう

薬
やく

がけ内コップ作り等定１５人（申し

６７２２
【クリスマスデー】
日１２月２２日㈯、①午前１１時～午後
１時②午後１時～２時、午後３時３０分
～４時３０分③午後２時～３時３０分内
①Ｌｅｔ'ｓクックＯＮ②わくわくタイ
ム③オーナメントづくり（①③は材
料が無くなり次第終了）費①のみ
１００円
●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【子ども委員会企画冬イベント～つ
るっこホットフェス】
日１２月２３日㈷正午～午後５時内子

込み順）費２００円
【③親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内１月２７
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
２月１０日㈰午前１０時～正午＝釉薬
がけ、２月１７日㈰午前１０時～１１時
＝講評、受け取り内コップ・茶碗作り
等定２０人（申し込み順）費大人７００
円、子ども３００円

◇
申①直接会場へ②③１２月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ
●子どもセンターただＯＮ☎７９４・

ども委員会による迷路・ゲーム・スタ
ンプラリー等、模擬店（有料）
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学４年生以上は子どものみ
の参加も可）日１月２６日㈯午後０時
３０分～２時３０分場サン町田旭体育
館内トランポリンを中心とした複合
種目等を実施講町田市スポーツ推進
委員定６０人（申し込み順）費１人２００
円（保護者も参加費が必要）申１２月
２０日正午～２９日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）へ

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

まちなかシネマを開催します
問産業政策課☎７２４・３２９６

　市では、大人や子どもがまちな
かで楽しく過ごせる時間、ホッと
できる空間を増やしています。
　１２月は「アーサー・クリスマス
の大冒険」を上映します。また、ち
びヒロ内にはこたつを設置しま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
※まちなかシネマはふるさと納税
を活用して実施しています。
日１２月２１日㈮、午後５時から、午
後７時から（雨天実施）
※冬期は暗くなる時間が早いた
め、１２月は２回上映します。
場町田ターミナルプラザ市民広場

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日〜２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日〜４月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
女声合唱団コール・ウィステリア無料公開レッスン １２月１８日㊋午前１０時～正午 生涯学習センター音楽室１ 無料 コール・ウィステリア☎７３４・０２１１ 体験可、ミニコンサート付
壊れたおもちゃの修理～ドクターが「診断治療」 １２月２０日㊍午後１時～４時 町田市民フォーラム４階 無料 おもちゃ病院なるせだい☎７２７・０５４３ 部品電池代などは実費
上映会～シャーロック・ホームズのプライオリ学校 １月８日㊋午後２時から 生涯学習センター６階 ５００円 吉岡☎７９７・６４８８　要電話 他１編も同時上映
サルビア　ダンスパーティー（ミキシング有） １月１０日㊍午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 髙瀬☎７３４・１８４８ お気軽にどうぞ
百人一首かるた会（小学生～高校生） １月１２日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ 無料 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
「かしの木山」で冬鳥たちに逢おう！～探鳥会 １月１３日、２月１０日午前９時３０分から かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ廣田☎７２５・２４０７ 中央広場集合・雨天中止
くるみ会ダンスパーティー（ミキシング有） １月２０日㊐午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセン

ター ５００円 北村☎７２５・７９７０ お待ちしてます
いきいき薬膳　体質改善の薬膳（奇数月開催予定） １月２４日㊍午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センター調理室 ２２００円 清水玲子☎７２８・５６２８

（ｃ）２０１１ Ｓｏｎｙ Ｐｉｃｔｕｒｅｓ Ａｎｉｍａｔｉｏｎ 
Ｉｎｃ. Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ.
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12月22日㈯、大蔵湯（　723・5664）＝午後2時～ 11時、12月22日の「冬至」の日に ゆず湯 を実施 場日・ ☎☎

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ニュースポーツ（ネオテニ
ス・ミニテニス・ラージ卓球）体験教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月１１日～３月８日の金曜日

（１月２５日、２月８日を除く）、午前１０
時～１１時３０分、全７回定２０人（抽
選）費２３００円
【キッズコアトレーニング教室】
対市内在住、在学、在園の６歳～小学
２年生日１月１１日～２月８日の金曜
日、午後４時３０分～５時４５分、全５回
内幼児期に必要な体幹トレーニング
を行う定３０人（抽選）費１４００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
１２月２２日まで（消印有効）に同館へ
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【町田ゼルビアタッチラグ
ビー教室】
対５・６歳児（２０１２年４月２日～２０１３
年４月１日生まれ）日１月２２日～２月
１９日の火曜日、午後３時４５分～４時
３０分、全５回定２０人（定員に満たな
い場合は中止）費３０００円、体験参加

は６００円（１人１回まで）申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１２月２８日
まで（必着）に同館へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①元五輪選手・新宅雅也氏
が教えるウォーキング（ジ
ョギング）教室】
対２０歳以上の方日１月２１日～３月
２５日の月曜日（２月１１日を除く）、午
前１０時３０分～正午、全９回場市立陸
上競技場内正しい歩き方・姿勢のつ
くり方を学ぶ定５０人（申し込み順）
費４５００円（保険料、指導料込み）
【②しめ縄飾りづくり教室】
対小学生以上の方日１２月２７日㈭、
午前１０時～１１時３０分、午後２時～３
時３０分場同公園内わらで綯

な

うしめ
縄づくり体験、季節の草花や木の実
を使った飾り付け定各１５人（申し込
み順）費５００円（保険料、材料費込み）

◇
申①電話で同公園へ②１２月１５日午
前９時から電話で同公園へ／受付時
間＝午前９時～午後５時、土・日曜日、
祝休日も可
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【「うめ写真展」作品募集】

　日本各所で撮影した早春を彩る梅
の写真を募集します／写真展は２月
２１日㈭～３月３日㈰に開催します定
３０人（先着順）費５００円（１人２点ま
で）写真サイズＡ４申応募票に記入
し、作品が折り曲がらないよう封筒
などに入れて、１月６日午前１０時か
ら直接同サロン１階受付へ

●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【①新春里山子ども習字展】
　小野路周辺の子どもたちの習字作
品を展示します日程１月４日㈮～３１
日㈭場同館土蔵
【②春の七草寄せ植え体験＆七草粥
のランチ】
　竹の植木鉢に寄せ植えし、お持ち
帰りいただきます。体験後には、七草

粥のランチも用意しています日１月
７日㈪午前１０時～午後１時場同館定
１０人（申し込み順）費１人１５００円

（材料代、昼食代）
【③書き初め会】
　汚れても良い服装でおいで下さい
／書き初め用の筆は用意しています

（自分の筆を持参しても可）日１月１４
日㈷午前１０時～午後３時場同館土蔵
内リレー方式で書き初めをする定
２０人（先着順）
【④小野路冬の里山　野鳥観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、冬の里山で野鳥
を観察します／双眼鏡の貸し出しも
有り日１月２５日㈮午前９時３０分～午
後１時（小雨実施）／荒天時は同館で
講座を実施場同館周辺定２０人（申し
込み順）費１人１５００円（保険料、資料
代、昼食代）

◇
申①③直接会場へ②④１２月１９日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード②
１８１２１９Ｂ④１８１２１９Ｃへ

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。

情報コーナー
●町田市観光コンベンション協会～
新春２０１９原町田七福神巡り　年初
め開運祈願ガイドウォークツアー
日①１月１０日②２月１日③１月２２日
④２月１９日、午前９時４５分から２時
間３０分程度、集合は町田ターミナル
プラザ２階市民広場（小雨実施）内①
②七福神巡り＆骨董市③④七福神巡
り＆宗保院の坐禅体験（３０分程度）
費①②各１３００円③④各１５００円／
保険料、七福神色紙代、資料代等含む
申希望ツアー番号・希望日・参加者住
所・氏名・電話番号・生年月日・性別を
明記し、①１月８日まで②１月３０日ま
で③１月２０日まで④２月１７日まで
に、ＦＡＸで町田ツーリストギャラリ
ー（返８５０・９３１２）へ（町田市観光コ
ンベンション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）

●町田商工会議所～年末調整事務相
談会
　源泉所得税の納期限は１月１０日ま
で、納期の特例の承認を受けている
場合は１月２１日までです。給与所得
者に対する平成３０年分給与明細書
・源泉徴収簿・各種控除証明書等の
必要書類と印鑑を持参して下さい／
詳細はお問い合わせを対給与所得者
（従業員、青色専従者等）のいる小規
模事業者日１月８日午前１０時～午後
４時（正午～午後１時を除く）場同会
議所会館２階会議室問同会議所☎
７２２・５９５７
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１月８日～１０日、午前９時～正午、１
月１５日～１７日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース５０００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、町田市シル
バー人材センター（〒１９４－００２２、
森野１－１－１５、☎７２３・２１４７）へ
●ＪＡ町田市青壮年部会～農家に嫁

ぎませんか！？農婚ｐａｒｔｙ　
　町田市や八王子市の独身農業者の
男性（２０代～おおむね５０代予定）が
生涯のパートナーを探しています。
出会いを求めている方を募集します
対２０歳（学生不可）～おおむね４０歳
で、本気で農家に嫁ぎたい女性日２
月２日午後４時～７時場サザンラウン
ジ八王子店（八王子市）費２０００円申
住所・氏名・日中つながる連絡先・生
年月日・職業・趣味・ひとこと（プロフ
ィール用）を明記し、１月１１日までに
Ｅメールで農婚パーティー事務局
（遍ｈａｃｈｉｎｏ－ｓｈｉｄｏ＠ｔｏｋｙｏ．ｅｍａｉ
ｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ問ＪＡ町田市経済センター
営農支援課☎７９２・６１１１
●日本年金機構～ねんきんネットを
ご活用下さい
　ねんきんネットでは、パソコンや
スマートフォンを利用して、最新の
年金加入記録の確認や将来受け取る
年金の見込額をさまざまな条件に応
じて試算できます。また、国民年金保
険料の免除や猶予の承認を受けた期

間について、追納可能な月数や金額
を確認することもできます（２４時間
利用可）／詳細は日本年金機構ホー
ムページを参照問ねんきん定期便・
ねんきんネット等専用ダイヤル☎
０５７０・０５８・５５５、０５０から始まる
電話の方＝☎０３・６７００・１１４４
●南多摩保健所～南多摩地域保健医
療協議会委員募集
　地域の保健医療サービスの在り方
などを検討する委員を募集します対
町田・八王子・日野・多摩・稲城市在住
の２０歳以上の方（都職員及び当圏域
の市職員を除く）＝３人以内任期２年
以内申作文（テーマ＝「住民のいのち
と健康を守るために、地域でできる
こと、協議会委員として提案したい
こと」、１２００字以内）と住所・氏名・
電話番号・年齢・性別・職業を明記し、
２月８日まで（消印有効）に郵送で南
多摩保健所企画調整課（〒２０６－
００２５、多摩市永山２－１－５）へ問同
保健所☎０４２・３７１・７６６１

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑦は、別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳７～１１ページを参照

名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方
月～金曜日

（２４日～２８日、
３１日を除く）

相談時間はお問い合わせ下さい
前週の金曜日から電話で予約
※１２月２１日、２８日は予約受付を行いま
せん。次回分は１月４日に受け付けます。

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １９日、２６日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約

③人権身の上相談(人権侵害などの
問題）

市内在住の方

２１日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）

④国税相談 １８日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 ２５日㈫

⑥登記相談 ２０日㈭

⑦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、LGＢT等）市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ

午後１時～８時〔第３水曜日を除く〕）
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑧空家に関する相談窓口（弁護士・
税理士・宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内在住
で今後空家になるおそれのある
家屋を所有の方

２５日㈫ 午前９時～正午（相談時間は５０分）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第４月曜日
は税理士も同席

※消費生活相談については、４面に記事があります。
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金森湯（　796・5926）＝午後4時～ 11時 産業政策課　724・3296問 ☎大人460円、小学生180円、未就学児80円入浴料☎☎

急病のときは
●町田市医師会休日・準夜急患こども
クリニック（小児科）（日中帯の受け付
け：日曜日、祝休日、12月29日～1月3
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
●町田市歯科医師会休日応急歯科・障
がい者歯科診療所　休日応急歯科診
療（日曜日、祝休日、12月29日～1月3
日）、障がい者歯科診療（水・木曜日〔祝
休日、1月2日・3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

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

健康福祉会館 原町田5-8-21

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

16日㈰
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 なるせクリニック ☎721・6686 西成瀬1-57-17
内科 榛名坂たなか内科クリニック ☎737・3860 金井3-17-13
内科、
小児科 多摩境きむらクリニック ☎774・1700 小山ヶ丘5-2-6

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
外科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
17日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
18日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
19日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
20日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
21日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
22日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

23日㈷
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 甲斐内科クリニック ☎796・8711 成瀬が丘2-24-2
内科 町田エールクリニック ☎739・5533 中町1-9-22
内科 薬師台おはなぽっぽクリニック ☎737・7373 薬師台1-25-12

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4

あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

24日
（振休）

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎710・2251 原町田1-7-17
内科 南東京ハートクリニック ☎789・8100 木曽西2-18-12

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
外科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
25日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
26日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
27日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
28日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

29日㈯
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 フォレスト呼吸器内科クリニック町田 ☎710・4100 原町田6-28-15
内科 富医院 ☎735・5655 大蔵町109
内科 おやま内科クリニック ☎860・0326 小山町233-1

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

30日㈰
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 園田クリニック ☎739・7322 南成瀬1-8-21
内科 しあわせ野医院 ☎739・0477 成瀬台2-40-1
内科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

31日㈪
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 町田南ホームクリニック ☎788・2581 南町田5-3-28
内科 学園ハートクリニック ☎725・8468 玉川学園1-21-15
内科、
小児科 中村クリニック ☎792・0033 木曽東3-20-28

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

1月1日
㈷

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 栄山医院 ☎722・7430 金森2-25-30
内科、
小児科 アツミ医院 ☎722・2185 中町3-6-13
内科 Dr.はん診療所 ☎789・7270 図師町1782

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
外科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

2日㈬
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科、
小児科 虫明クリニック ☎788・5078 金森3-19-11
内科 飯田内科クリニック ☎725・3801 森野1-33-12
内科 はやし内科クリニック ☎736・5501 真光寺2-37-11

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

3日㈭
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 原町田さわだ内科・泌尿器科 ☎851・7818 原町田6-29-3
内科、
小児科 鈴木内科医院 ☎044・988・7057 三輪緑山3-22-11
内科、
小児科 小出クリニック ☎721・2918 木曽東1-15-40

午前9時～翌朝9時
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、１２月１6日、２9日＝つくし野
耳鼻咽喉科（☎796・8733、小川1-2-
32）、１２月3１日＝成瀬台耳鼻咽喉科（☎
729・3341、成瀬台3-8-16）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、１２月3１日、１月3日＝氏川眼
科医院（☎720・0530、原町田6-1-11）

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

※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。
※当番医療機関は、変更になる場合があります。最新情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（☎ 03・5272・
0303）に電話でお問い合わせ下さい。

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▶

スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

または☎04２・5２１・２3２3

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）☎月～金曜日　午後６時～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００
または☎03・5２85・8898
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一般業務
　一般の業務は、年末は２８日㈮まで、年始は４日㈮からです。
※出生、婚姻など戸籍関係の届出は、市庁舎１階の休日・夜間受付窓口で、業
務時間外もお預かりします。
※閉庁時間中のお問い合わせは、市役所代表（☎７２２・３１１１、受付時間＝午
前７時～午後７時）へ。なお、問い合わせ内容によっては、年始の開庁後に再
度お問い合わせをお願いする場合があります。

し尿のくみ取りはお早めに
問下水道整備課☎７２４・４３０６

　し尿のくみ取りは、年末は２８日㈮まで、年始は４日㈮から行います。
　年末のくみ取りは大変混雑します。日程に余裕をもって予約して下さい。
混雑状況によっては、年内の申し込みでもくみ取りが年明けになることが
あります。

【町田駅周辺合同歳末特別警戒を実施します】
問市民生活安全課☎７２４・４００３

　市では、相模原市と警察、各関係団体と合同で、ＪＲ
横浜線町田駅を中心とした防犯パトロールと防犯啓
発活動を実施します。
日１２月２１日㈮午後７時～８時２５分
場ぽっぽ町田屋外広場（開会式）
【町田市消防団が歳末特別警戒を実施します】

問防災課☎７２４・３２５４
　町田市消防団では、地域の方々が明るい新年を迎
えられるよう、歳末の無災害を願って、市内全域で消
防車両による巡視警戒を行い、火の取り扱いへの注
意を呼び掛けます。ご理解ご協力をお願いします。
日１２月２９日㈯、３０日㈰、午後８時～深夜０時

ご用件はお早めに 市の業務のご案内

○平常どおり　×休業
火葬
業務

式場利用 受　付 霊安室告別式 通夜 申込 使用料
１２月３１日㈪ ○ ○ × ○ ○ ○
１月１日㈷～３日㈭ × × × ○ × ○
１月４日㈮ ○ × ○ ○ ○ ○
※１２月３０日㈰まで及び１月５日㈯からは通常営業

南 多 摩 斎 場

年末年始　資源とごみの収集日程等
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

　年末年始の資源とごみの収集日程は、お住まいの地区の「資源とごみの収
集カレンダー（２０１８年１０月～２０１９年９月版）」をご覧下さい。
　年末年始は例年、ごみや交通量が多くなるため、通常の収集時間帯とは異
なる場合があります。必ず収集日の午前８時３０分までに、所定の場所へお出
し下さい。

※インターネットによる粗大ごみの申し込みは、専用ダイヤルが開いてい
ない年末年始も行うことができますが、収集・持ち込みは４日以降となりま
す。また、年末年始休業中にシステムエラー等が発生した場合は、４日以降
の対応となります。あらかじめご了承下さい。

資源とごみの収集日程等は、以下のとおりです。お間違えのないよう、ご注意下さい。
年末最終日 年始開始日

燃やせる
ごみ

月・木曜日
（１～４番地区）
（南１～南４番地区）

３０日㈰に収集します
※３１日㈪の収集はありま
せんのでご注意下さい

７日㈪から収集します

火・金曜日
（５～８・１３番地区）
（南５～南８番地区）

２８日㈮まで収集します ４日㈮から収集します

水・土曜日
（９～１２番地区）
（南９～南１２番地区）

２９日㈯まで収集します ５日㈯から収集します

燃やせるごみ以外の資源と
ごみ（粗大ごみを除く）

各地区の「資源とごみの収集カレンダー」に
掲載されているとおり

剪定枝資源化センター
☎７０８・４７７２

２９日㈯午後５時まで
持ち込めます

４日㈮午前８時３０分から
持ち込めます

リサイクル広場まちだ
☎７９７・０５３０（３Ｒ推進課）

２８日㈮午後４時まで
持ち込めます

４日㈮午前８時３０分から
持ち込めます

粗大ごみ
（インターネットまたは下記専
用ダイヤルにて要事前予約）

２８日㈮まで収集します
２９日㈯まで持ち込めます
※年内の受付枠が埋まった
時点で締め切りとなります

４日㈮から収集します
４日㈮から持ち込めます

粗大ごみ専用ダイヤル
☎７９７・１６５１

（祝休日を除く月～土曜日の午
前８時３０分から午後５時まで）

２９日㈯まで受け付けます
※２９日は持ち込みの予約

のみ
４日㈮から受け付けます

水道の故障や排水が詰まった時は
○漏水などの故障が起きた時は
　東京都水道局多摩お客さまセンター（☎０５７０
・０９１・１０１〔ナビダイヤル〕または☎０４２・５４８・
５１１０）へ。１２月３０日㈰、１月１日㈷は休業です。
※緊急の用件については、全日２４時間ご案内し
ています。

○トイレ等の排水管が詰まった時は
　１２月２９日㈯～１月３日㈭、緊急の場合は町
田市管工事協同組合（☎７２２・２５８３、受付時
間＝午前９時～午後５時）へご相談下さい。な
お、公社等の建物にお住まいの方は管理事務
所・サービスセンターへご連絡下さい。

年末年始の主な施設の業務日程
　施設の貸し出しについては、各施設へお問い合わせ下さい。

施設名 年　末 年　始
町田リス園 ２６日㈬まで ３日㈭から
子どもセンター（ばあん・つるっこ・ぱお・ただＯＮ・まあち）、
子どもセンターぱお分館、子どもクラブ（南大谷・玉川学園・
木曽）、ひなた村、町田市民ホール、自由民権資料館、市立博物
館、国際版画美術館、大地沢青少年センター（２７日は日帰り
利用のみ）

２７日㈭まで ５日㈯から

市庁舎、各市民センター、駅前連絡所（町田・南町田・鶴川）、連
絡所（木曽山崎・玉川学園駅前）、コミュニティセンター（成瀬
・つくし野・木曽森野・三輪・上小山田）、生涯学習センター、町
田市民病院、健康福祉会館、保健所中町庁舎、町田市民フォー
ラム、男女平等推進センター、消費生活センター、和光大学ポ
プリホール鶴川、町田市フォトサロン、小野路宿里山交流館、
ふれあい館（もみじ・いちょう・くぬぎ・けやき・もっこく・桜）

２８日㈮まで ４日㈮から

市立図書館、町田市民文学館 ２８日㈮まで ５日㈯から
町田シバヒロ ３０日㈰まで ２日㈬から
市営駐輪場、原町田一丁目駐車場（第２駐車場は年中無休） ３１日㈪まで ２日㈬から

年末年始の主なスポーツ施設の業務日程
　施設の貸し出しについては、各施設へお問い合わせ下さい。

施設名 年　末 年　始
市立総合体育館、サン町田旭体育館 ２７日㈭まで ５日㈯から
テニスコート（町田中央公園・鶴川中央
公園・鶴川第二・成瀬クリーンセンター
・相原中央）、忠生公園ソフトボール場、
グラウンド（小野路・木曽山崎・上の原・
緑ヶ丘・相原中央）、市立陸上競技場

２８日㈮まで
※成瀬クリーンセン
ターテニスコートは
２８日は午後５時まで

４日㈮から
※相原中央グラウン
ド・相原中央テニスコ
ートは２・３日も営業
（午後３時まで）

球場（小野路・鶴川・藤の台・町田市民） ２８日㈮まで ５日㈯から
野津田球場・三輪みどり山球場 ２８日㈮まで ４日㈮から
木曽中夜間校庭開放 ２８日㈮まで ４日㈮から
野津田公園テニスコート ２９日㈯まで ３日㈭から
温水プール（町田一中・南中・鶴川中） ２８日㈮まで ５日㈯から
市立室内プール 大規模改修のため休館中

問南多摩斎場☎７９７・７６４１
電話申込・霊安室の業務時間＝午前
８時３０分～午後１０時
使用料の受付時間＝午前８時３０分～
午後５時

歳末特別警戒のお知らせ

年 末 年 始
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