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今号の紙面から

● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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税の申告受付がはじまります

吾輩は地域猫である。名前はゴロー。

数年前まで捨て猫だったが、ひょんなことから

チョウナイカイにお世話になっている。

昔は荒くれ者だったが、今じゃすっかり

ルールを覚えて、人と気持ちよく暮らしている。
問

まちづくり
基本目標

2019年（平成31年）

生活衛生課 ☎722・6727

地域猫活動とは？
「地域猫活動」とは、飼い主のいない
猫のトラブルを減らすため、地域住民・
ボランティア・行政が協力し合い、人も
猫も暮らしやすいまちづくりを目指す取
り組みです。

どんなことをしているの？
飼い主のいない猫が増えないように捕獲し
て不妊・去勢手術をしたり、地域内で分担し
てトイレの設置・エサの管理等をしたりして
います。地域で生活環境改善に取り組むこと
で、まちに新たな交流が生まれています。

なぜこの取り組みが
必要なの？

町田市の共生
モデル地区制度について

猫は「動物の愛護及び管理に関する法
律」により保護されているので、捕まえ
て処分することはできません。しかし、
飼い主のいない猫によるフン尿被害等
の苦情は市に多く寄せられており、中
には住民同士のトラブルに発展してし
まうこともあるからです。

市では、2008年から地域猫活動を行う団
体等に対し支援を行っています。2018年11
月現在、市の指定を受けた28地区が「飼い主
のいない猫との共生モデル地区」として活動
中です。また、不妊・去勢手術のための捕獲
用具の貸し出しや手術費用の補助等も行って
いますので、生活衛生課にご相談下さい。

地域猫

飼い主のいない猫（野良猫）

決まった時間、
決まった場所で

食事

いつでも
どこでも

なし

首輪

なし

猫用トイレを用意

トイレ

ところ構わず

不 妊・去 勢 手 術 がし
てあれば耳の一部を
カットしてあることも

耳

切っていない

自治会・町内会でゴローの
お世話をして下さっている方から
ゴローはよくゴロゴロするので名付けました。
エサやトイレのことなど、地域猫の世話をするの
は大変ですが、そのままの状態にしていては猫に
も人にも良くありません。この活動への理解がも
っと広がれば、猫を可愛がることもできるし、飼
い主のいない猫も増えないし、人にとっても猫に
とっても暮らしやすいまちになると思います。

2面では

動物愛護への
取り組みなどを
紹介します
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広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す

問

生活衛生課 ☎722・6727

市は、新しく飼う犬や猫を探している方を対象とした譲渡会や、
犬や猫の新しい飼い主を探している方などを対象とした相談
会を、主催の
「町田動物愛護の会」
と協力して実施しています。

新しく犬や猫を家庭に迎えたい方へ

犬猫たちにあたたかい家庭を
！
キャンペーン（犬猫譲渡会）
新しく犬や猫を家庭に迎えたい方を
対象とした譲渡会を月1回日曜日（4月
と8月を除く）
に開催しています。直接
会場へおいで下さい。
○開催予定日
1月27日、
2月24日、
3月24日
○会場
町田市保健所
（中町庁舎）
駐車場

ペットマナーを守りましょう
市には、
ペットの飼育に関する苦情・相談が多
く寄せられています。飼い主の多くは近隣に迷
惑をかけないよう適正に飼育していますが、ご
く一部にマナーを守れない方がいるようです。
人と動物が安心して快適に共存するには、飼
い主が責任を持って飼育することが大切です。
また、
動物が好きな人だけではなく、苦手な人も
いることを理解し、互いの立場を尊重すること
も求められます。

犬猫の飼育に関する相談や
新しい飼い主を探したい方へ

犬猫飼育に関する相談会

犬や猫に関する相談を受け付けています。また、犬や猫の新
たな飼い主を探すために左記譲渡会に参加したい方は、この
相談会での参加登録が必要です。直接会場へおいで下さい。
○受付内容 犬や猫の飼育上の問題に関する相談、飼い主の
いない猫に関する相談、飼い犬や猫の新しい飼い主を探した
い方で犬猫譲渡会への参加申し込みを希望する方の相談
○開催予定日 1月15日、2月5日・12日、3月5日・12日（いず
れも火曜日）

町田動物愛護の会
人と動物のより良い共生社会の実現を目指し、市と連携し
て犬や猫の適正飼育について普及啓発活動を行っている民間
組織です。
「 犬猫たちにあたたかい家庭を！キャンペーン」や
「犬猫飼育に関する相談会」を開催しています。

飼い主のいない猫にエサをあげる方へ
「可哀想だから」と猫に置きエサをすると、ハエの
発生や他の猫や野生動物を寄せ付ける原因にもなり
ます。エサをあげる時は近隣に迷惑がかからないよ
う、決まった時間、決まった猫に与え、食べ終わった
ら容器をすぐに片付けましょう。また、猫用トイレの
設置もご検討下さい。

飼い主のいない猫で

お困りの方へ

写真のように柵をしたり、薄めた酢やコ
ーヒーかす等の猫が嫌がる忌避剤を使用し
たりする方法もあります。

「ペットタウンまちだ」

市民とペットが共生できる地域を目指し

て、年2回
「ペットタウンまちだ」
を発行しています。犬や猫のしつ
けやマナーなどの適正飼育、動
物愛護に関する情報等をお知ら
せしています。
次号は2月15日に発行予定

で、新聞折込や公共施設等で配
布しています。また、町田市ホ
ームページでもご覧いただけ
ます。

猫対策されたプランター

犬と楽しく暮らすための基礎講座

市では、初めて犬を飼う方を対象に犬の基本的なしつけ方やマナ
ーに関する講習会を開催しています。犬のしつけや問題行動でお困
りでしたら、ぜひご参加下さい。
日2月21日（木）午後２時～４時

場町田市保健所（中町庁舎）
講町田市獣医師会 他
定40人（申し込み順）
申1月17日正午～2月15日にイベントダイヤル（☎724・5656）ま
たはイベシスコード190117Ｄへ。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集

返０４２・７２４・５６００

１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問施設課☎７２４・５８３１
町田市民病院

市立小・中学校

学 校 用 務 嘱 託 員

対長時間の立ち作業が可能な方＝若
干名
勤務期間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、
月１６日
勤務場所市立小・中学校（勤務校の希
望・車通勤不可）
内学校敷地内の環境整備、校舎の清
掃、
設備や校具の簡単な修理及び整備
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いただ
くか、
お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、作文（テーマ＝「学
校用務員として心掛けること」につ
いて、あなたの考えを述べてくださ
い、市販の原稿用紙に自筆で８００
字）
、
２次＝面接
（２月２０日、２１日）
※３月下旬に採用説明会を行います。
申応募動機・職歴を明記した自筆の
履歴書と作文、定型の返信用封筒
（８２円切手貼付、宛名を明記）を１月
３１日まで（必着）に郵送で施設課（〒

常 設 型 冒 険 遊 び 場
活動団体を募集します

対診療放射線技師資格を有し、病院
勤務経験のある方＝１人
勤務期間４月１日～２０２０年４月３０日
勤務時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分
勤務場所町田市民病院放射線科
報酬時給１７００円（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は同病院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
申電話連絡のうえ、履歴書
（写真貼付
・志望動機明記）
及び資格証明書の写
しを郵送で町田市民病院総務課（〒
１９４－００２３、
旭町２－１５－４１）
へ。
問同病院総務課☎７２２・２２３０

４月１日～２０２０年３月３１日に、芹ヶ
谷公園、鶴川中央公園、谷戸池公園内
の冒険遊び場活動エリアで冒険遊び
場を開催する団体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を２
月１日～１５日に直接児童青少年課
（市庁舎２階）へ。
※募集要項等の書類は、児童青少年
課で配布します（まちだ子育てサイ
トでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎７２４・４０９７

詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○認定こども園開進幼稚園（☎７２５
・７８５１）＝保育士（常勤）
・幼稚園教
諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
問町田市民病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

職

種 募集人員

受験資格

歯科衛生士の資格を
歯科
有する、２０１９（平成
若干名
衛生士
３１）年春までに取得
見込みの方

採用

日程等

検索

採用日

○郵送受付＝１月３１日㈭まで
（必着）
○持込受付＝１月３０日㈬、３１日㈭、いず
４月１日
れも午後５時まで
○試験日＝２月２３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。

インターネット入札で

衛星携帯電話を売却します

問防災課☎７２４・３２５４

インターネットを利用した一般
競争入札で衛星携帯電話を売却し
ます。
※入開札はヤフー
（株）が提供する
公有財産売却システム上で行いま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
入札期間２月１８日㈪午後１時～２５
日㈪午後１時

申申込書類（町田市ホームページ
でダウンロード）
に記入し、２月１日
まで
（消印有効）
に郵送で防災課
（〒
１９４－８５２０、
森野２－２－２２）
へ。
※入札の参加には、事前に仮申し
込みが必要です。２月１日午後２時
までに「Ｙａｈｏｏ！官公庁オークシ
ョン」で入札参加手続きを行って
下さい。

公開している会議

お知らせ

放 射 線 科 臨 時 職 員
（ 産 休・育 休 代 替 ）

認 定 こ ど も 園 職 員

町田市民病院職員募集

番号間違いにご注意下さい

傍聴のご案内

会議名
日 時
会 場
定 員
申し込み
町田市食育推進計画策 １月２１日㈪午後１時 町田市保健所
（中
５人
直接会場へ問保健予
定及び推進委員会
３０分～３時３０分 町庁舎）
１階講堂 （先着順） 防課☎７２２・７９９６
町田市立図書館協議 １月２１日㈪午後 中 央 図 書 館６階
３人
事前に電話で中央図書
（申し込み順）館（☎７２８・８２２０）
へ
会
３時～５時
中集会室
ごみの資源化施設地区連
直接会場へ問循環型
１月２４日㈭午後 忠生市民センタ １０人程度
絡会（町田リサイクル文
施 設 整 備 課 ☎７２４・
５時から
ー２階ホール
（先着順）
４３８４
化センター周辺エリア）
５人
事前に電話で地区街づ
町田市街づくり審査 １月２８日㈪午後 市 庁 舎５階 会 議
（申し込み順）くり課
へ
室５－３
（☎７２４・４２６７）
会
２時～４時
１月２５日午後５時まで
町田市国民健康保険運 １月３１日㈭午後 市 庁 舎２階 会 議
３人
に電話で保険年金課
営協議会
２時～４時
（申し込み順）
室２－１
へ
（☎７２４・４０２７）
会議当日に教育総務
町田市教育委員会定例 ２月１日 ㈮ 午 前 市 庁 舎１０階 会
課（ 市 庁 舎１０階、 ☎
会
１０時から
議室１０－３～５
７２４・２１７２）
へ

市内事業者の設備投資を
支
援
し
ま
す
市内事業者が、生産性の向上や制
度変更への対応を目的として行う設
備投資に対し、各種支援制度を設け
ています。
【生産性向上特別措置法に基づく「先
端設備等導入計画」の認定申請を受
け付けています】
生産性向上特別措置法に基づき、
中小企業者が機械・装置などの設備
投資を通じて労働生産性の向上を図
るために作成する「先端設備等導入
計画」の認定申請を受け付けていま
す。計画が認定されると、税制面や国
の各種補助金採択においてメリット
があります。詳細はお問い合わせ下
さい。
対市内の事業所に設備を導入する中
小企業者
認定によるメリット①計画認定を受
けた設備（償却資産）に係る固定資産
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税が３年間ゼロになる②国の各種補
助金（ものづくり・サービス補助金、Ｉ
Ｔ補助金等）の優先採択（加点）の対
象となる
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、直接産業政
策課（市庁舎９階）へ。
※市への申請にあたっては、作成し
た「先端設備等導入計画」の内容につ
いて、経営革新等支援機関（町田商工
会議所、町田新産業創造センター、市
内金融機関等）による事前確認書の
発行を受ける必要があります。また、
設備取得は必ず市による計画認定後
に行って下さい。
【軽減税率対応レジの導入等への支
援】
今年１０月に、消費税率１０％への
引き上げが予定されています。消費
税軽減税率制度（複数税率）への対応
が必要となる中小企業・小規模事業
者等を対象として、国ではレジ導入
時の補助制度等を設けています。詳
細は、町田市ホームページ等でご確
認下さい。
◇
問産業政策課☎７２４・３２９６
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています

障がい者サービスガイドブック

障がい福祉に関するサービスや情
報などを掲載している「障がい者サー
ビスガイドブック」
の音訳版・点訳版・Ｓ
Ｐコード版を１月から配布しています。
希望の方は、直接障がい福祉課（市
庁舎１階）へおいで下さい。
※郵送を希望の方はご連絡下さい。
問 障 が い 福 祉 課 ☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

カワセミ通信１４４
町田市長

石阪丈一

年末の寒波は、日本各地に大雪を ドネシアのパラバドミントンチーム
もたらしました。暖冬傾向と言われて の１年 前 合 宿 も 予 定 さ れ る な ど、
きましたが、
南関東でも冬将軍の到来 ２０２０年の本大会の機運が盛り上が
とともに、一気に厳冬になりました。 る１年になりそうです。
まちづくりでは、南町田駅前のエ
自宅近くの広袴公園の調整池に
は、数は少ないものの、今年も鴨たち リア開発「南町田グランベリーパー
が、
いよいよこの秋、
リニューアル
がやってきました。留鳥のカルガモ ク」
のほかに、冬鳥のコガモ、オナガガ ・オープンとなります。再整備プロジ
モ、マガモ、オカヨシガモがいます。 ェクトの中心となる新しい商業施設
加えて、鴨ではありませんが、バンと は大幅に拡充され、鶴間公園との間
に、
新しく
「スヌーピーミュージアム」
オオバンも泳いでいます。
さて、年初ですので、町田市の今年 ができます。また、児童館としての
もオープンします。
南
１年の話題をいくつか記したいと思 「子どもクラブ」
います。その前に、昨年は災害の多い 町田の新しいまちづくりは、全国から
年でした。恒例の「今年の漢字」が 注目されているプロジェクトです。
そのほか、保育施設の充実や英語
「災」の字になりましたが、新しい年
は、まずは、災害の少ない年になって 教育の先取りなど、保育・教育施策を
はじめ市民生活の向上のための政策
ほしいと思います。
今年、２０１９年はラグビーのワール を通じて、１０年、１５年先も選ばれる
ドカップが日本全国で開催され、
アフ 都市を目指していきます。本年が市
リカ代表のナミビアのキャンプが市 民の皆さんにとって良い年になるこ
内で行われます。また、
大会のパブリ とをお祈りします。
ックビューイングも検討しています。
今年はまた、２０２０年のオリンピッ
ク・パラリンピックの準備の年でもあ
り、本大会の事前のキャンプやプレ・
イベントも予定されています。７月に
は自転車競技の男子ロードレースの
テスト大会も開かれ、
コースの途中で
町田市内を通ることになっています。
今年の課題はルート（案）の決定
パラリンピックについては、イン
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お知らせ
町田ファミリー・サポート・センター

運営事業者を募集します

町田ファミリー・サポート・センタ
ーでは、子育ての
「手助けをしてほし
い人」
と
「協力をしてくれる人」
が会員
となり、育児の負担を軽減するため、
地域の人々が互いに助け合っていく
ことを目指した事業を行っています。
この運営事業者を募集します。
対市内に本社または事業所を有する
法人またはその他の団体
期間１０月１日～２０２２年９月３０日（３
年間）
申必要資料（町田市ホームページで
ダウンロード）をお持ちのうえ、直
接、郵送またはＦＡＸで子育て推進課
（市庁舎２階）
へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

定５０人（申し込み順）
申２月８日までに直接または電話で
各高齢者支援センターの「生活支援
コーディネーター」へ。
※各基準や補助金については各高齢
者支援センターへお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

生活支援団体補助金制度説明会
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民中心の団体
日２月６日㈬午後２時から
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申２月１日までに、直接または電話で
各高齢者支援センターの「生活支援
コーディネーター」へ。
※各基準や補助金については各高齢
者支援センターへお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

住民主体の地域活動団体型サービス

ブロック塀等撤去事業助成金

支援が必要な方が介護予防に取り
組める場を提供する「地域活動団体
型サービス」の内容や登録について
説明会を実施します。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等の団体
日２月１４日㈭午前１０時～正午
場市庁舎

ブロック塀等撤去事業助成金の今
年度の受け付けは２月１５日までで
す。対象のブロック塀等の撤去を検
討している方は、お早めにお申し込
み下さい。制度の詳細は、住宅課へお
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。

担い手募集＆説明会

今年度の受付終了が
迫 っ て い ま す

お店や会社の広告を載せてみませんか

２０１９年度

広告募集！

町田市ホームページ・広報まちだ
まちだ子育てサイト
市民生活に関係の深い広告を募集
まちだ子育てサイトに掲載する有
します。
詳細はお問い合わせ下さい。 料広告（バナー）を募集します。
※掲載できる広告の制限等がありま ※掲載できる広告の制限等がありま
す。応募説明書類等をお送りします す。詳細はまちだ子育てサイトをご
ので、希望する方は広報課へご連絡 確認下さい（トップページ「バナー広
下さい。
告の募集について」）。
○町田市ホームページ
対サイトを有する事業主
対サイトを有する事業主
期間４月１日～２０２０年３月３１日
期間４月１日～２０２０年４月３０日（申 募集枠数トップページ９枠（縦７０ピ
し込みは１か月単位）
クセル×横１４５ピクセル）
募集枠数トップページ＝１２枠（縦 ※１事業主につき１枠までです。
５０ピクセル×横１３０ピクセル）、セ 費１万５０００円（１枠１か月あたり）
カンドページ＝５枠×６ページ、計 ※１年単位での申し込みとなります。
３０枠（縦４５ピクセル×横２００ピク 申申込書（まちだ子育てサイトでダ
セル）
、
いずれも抽選
ウンロード）に記入し、２月１８日まで
費トップページ３万円、セカンドペ （必着）に郵送で子ども総務課企画総
ージ２万円
（１枠１か月あたり）
務係へ。
※トップ・セカンドページのセット 問子ども総務課☎７２４・２８７６
割引や、
長期掲載割引、セカンドペー
国際版画美術館ホームページ
ジや広報まちだとのセット割引もあ
市や美術・デザインに関係の深い
ります。詳細は町田市ホームページ 広告を募集します。
をご覧下さい。
※掲載できる広告の制限等がありま
○広報まちだ
す。
対市内または近隣市に事業所を有す 対サイトを有する事業主
る事業主
期間４月１日～９月３０日
期間４月１日号～２０２０年４月１日号 募集枠数トップページ１０枠（横１８０
の各号
（毎月１日・１５日発行）
ピクセル×縦８０ピクセル）
募集枠数各号３枠（同じ号に最大２枠 ※申し込みは１枠までです。
まで申し込み可）
、
いずれも抽選
費３万円
サイズ縦４２ｍｍ×横８０ｍｍ
募集期間１月１６日㈬～２月１５日㈮
掲載位置本紙１２面下を参照
※応募説明書類は同館ホームページ
費５万円
（各号１枠あたり）
でダウンロードできます。詳細はお
◇
問い合わせ下さい。
募集期間２月１３日㈬まで
問国際版画美術館☎７２６・２７７１
問広報課☎７２４・２１０１

納付はお済みですか？

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。

対道路等に面する一定高さ以上のブ
ロック塀等の撤去工事で、２月末ま
でに撤去工事が完了するもの
※既に契約・着工している工事は対
象外となります。
【町田市をかたる業者にご注意下さい】
ブロック塀等撤去について、市の
委託業者が訪問・電話により、勧誘す
ることはありません。
問住宅課☎７２４・４２６９
市の環境の状況を報告します

環 境 白 書 ２ ０ １ ８

市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進 捗 状況や目標達成状況
しん ちょく

パブリック
コメント
公 表

を点検・評価するとともに、環境の現
状や動向を広く市民の皆さんに公表
するため、
「町田市環境白書２０１８」
を作成しました。
環境白書は、環境の状況及び施策
の実施状況を明らかにした「活動報
告」と、市の環境の現状に関するデー
タをまとめた「データ集」の２分冊に
なっています。
「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）、各市民センター等で配布、
「デ
ータ集」は市政情報課で販売してい
ます（１冊３００円）
。また、両冊とも町
田市ホームページでダウンロードも
できます。
問環境政策課☎７２４・４３８６

ご意見ありがとうございました

①町田市教育プラン2019-2023（原案）

問教育総務課☎724・2172

市教育委員会では、
「町田市教育プラン2019-2023」の策定にあたり、
皆さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定の参考に
させていただきます。ご意見の概要と市教育委員会の考え方をいくつか
ご紹介します。
○募集期間 2018年10月1日～31日
○応募者数 30人
○意見件数 39件
ご意見の概要

市教育委員会の考え方

子どもたちが、生きていく上での根本的
児童・生徒の学力・体力の向上に向けて、基
な力は学力と体力である。学力・体力の
本方針Ⅰの施策及び重点事業を着実に実施
育成に向けて、基本方針Ⅰに示された施
してまいります。
策を重点的に進めてほしい。
２０１７年度に実施した中学校給食に関する
アンケートでは、選択制の給食を望む声が
多い結果となりました。必要に応じて給食
中学校でも、小学校と同じように全員給 を提供できる現在の弁当併用外注給食方式
食を実施してほしい。
は、ニーズにあったものであると考えてお
ります。今後も、給食を利用したい人が不便
を感じることなく利用できる環境を整えて
まいります。
重点事業Ⅳ－１－４「学校図書館との連
蔵書を充実させていくことは重要であると
携強化」について、図書館と学校図書館
認識しています。利用状況を見ながら、学校
の連携は重要であるが、学校支援に必要
支援につながる蔵書を確保してまいりま
な蔵書が不十分であるため、資料費を回
す。
復させる必要があるのではないか。

②（仮称）町田市産業振興計画19-28

素案

問産業政策課☎724・2129

ビジネスや働く場として「選ばれる都市」であり続けるために、10年
後、さらにその先の町田市の姿を見据えて取り組む産業振興の方向性を
示す「（仮称）町田市産業振興計画19-28」の策定にあたり、皆さんのご意
見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただ
きます。ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間 2018年10月15日～11月15日
○応募者数 18人
○意見件数 52件
ご意見の概要
市の考え方
町田市は小売商業中心の市だが、商業以
外のビジネス分野も活性化させるため 本計画の“拡げる”チャレンジでは、イノベー
の施策に期待したい。起業・創業支援は ションの促進と新しい価値の創出を目指し、
もちろん、第二創業と呼べる事業の転換 既存企業の新分野・新技術への進出を支援し
を図っている企業にも事業支援の目を ます。その中で第二創業を含めた事業転換の
向けることで、
さらに有望企業を見出し、 支援にも取り組みます。
企業活性化につながるものと考える。
人材の採用・育成は、
あらゆる業種の共
人口減少社会において、人材の確保・育成は
通の課題であり、その重要性が増して
重要な課題であると考えています。本計画で
いる。働きやすさ、欲しい人材の確保
は、ジョブ・カード等の既存の支援制度に加
（人材バンク・Ｍ＆Ａ）
、新規で設ける制
え、人材を「経営資源」のひとつと捉えた、更
度や既にある制度の活用促進も含めて
なる取り組みを推進してまいります。
考えてほしい。
本計画では、大規模な事業用地が少ないとい
商業以外のビジネスを増やすために、
う町田市の状況を考慮し、業種や規模等が市
市内のオフィス、工場の新設・規模拡大
内の事業環境に適した企業の誘致活動に取
は、
企業の立場で重要である。職住近接
り組みます。また、良好な住環境を強みに、職
の豊かなビジネス環境を整備すること
住近接や多様な働き方を推進することで、企
で、企業が集まってくる可能性が高ま
業からも、働く人からも「選ばれるまち」を目
ると思う。
指します。
詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。
広聴課・市政情報課
（市庁舎1階）、男女平等推進センター、各市民センター、木曽山
崎連絡所、町田・玉川学園・鶴川・南町田の各駅前連絡所、生涯学習センター、各市立
図書館、町田市民文学館、①のみ＝教育総務課（市庁舎10階）、教育センター、②のみ
＝産業政策課
（市庁舎9階）

1 月は、
「市民税・都民税、国民健康保険税」の納付月です 問納税課 ☎724・2121

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

肝がん・重度肝硬変治療
研究促進事業の申請
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する
肝がんまたは重度肝硬変に係る入院
関係医療費のうち、患者負担が高額
療養費算定基準額等を超えた分の一
部を助成します。
対本事業の対象となる可能性があ
り、
指定医療機関から説明があった方
※必要書類・申請方法等の詳細は、障
がい福祉課へお問い合わせ下さい。
問申請について＝障がい福祉課☎
７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３、事
業について＝東京都福祉保健局保健
政策部疾病対策課☎０３・５３２０・
４４７２
ご協力下さい

家庭系ごみに関する
市 民 ア ン ケ ー ト

市では、ごみの減量・資源化を進め
るため「町田市一般廃棄物資源化基
本計画」及び「ごみ減量アクションプ
ラン」
を策定し、
施策を進めています。
この度、市内在住の方３０００人（無
作為抽出）
を対象に、市のごみ減量施
策に対するご意見などをお聞きする
「家庭系ごみに関する市民アンケー
ト」
を実施します。１月中旬以降、ア

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

ンケート用紙を郵送しますので、ご
協力をお願いします。
問環境政策課☎７２４・４３７９

催し・講座

市

民

公

開

講

座

【高齢社会の歯周病治療】
町田市歯科医師会と共催です。
※要約筆記があります。
対市内在住の方
日２月１６日㈯午後６時～７時３０分
場健康福祉会館
講日本大学歯学部保存学教室歯周病
学講座教授・佐藤秀一氏
定９０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１７Ｃへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

食品衛生実務講習会（地区別）
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日・場２月４日㈪＝堺市民センターホ
ール、２月１４日㈭＝鶴川市民センタ
ーホール、２月１９日㈫＝南市民セン
ターホール、２月２７日㈬＝忠生市民
センターホール、３月６日㈬、１９日㈫

玉川学園コミュニティセンターの建替工事に伴い

連絡所窓口を移転します

問玉川学園駅前連絡所☎７３２・９３７２

玉川学園前駅

至町田

「農活」でリフレッシュ！

＝町田市民フォーラムホール
※いずれも時間は午後２時～４時（受
け付けは午後１時４５分から）です。
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４

キャッシュレス決済
対 応 セ ミ ナ ー
市と町田市商店会連合会、多摩信
用金庫が連携し、キャッシュレス決
済の動向や補助金等の施策、具体的
な手段等について、国と金融機関の
担当者によるセミナーを開催しま
す。商業者に限らず、どなたでもご参
加いただけます。
日２月６日㈬午後５時～６時２０分
場市庁舎
講経済産業省関東経済産業局、多摩
信用金庫・黒沼薫氏
定４０人（申し込み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に必要事項を記入
し、ＦＡＸで町田市商店会連合会事務
局（返７２3・6906）へ（電話での申し
込みも可）。
問同事務局☎７２３・６９００、町田市産
業政策課☎７２４・３２９６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①２月６日㈬午後２時～３時３０分②
２月７日㈭午後２時～４時
育てよう

歴史を守る
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問 問い合わせ

場①南第３高齢者支援センター②小
川あんしん相談室
内①成年後見制度について事例を交
えた講義②セルフマッサージ、ツボ
押しを学び体調を整える方法を習得
定各３０人（申し込み順）
申電話で①南第３高齢者支援センタ
ー（☎７２０・３８０１）へ②南第１高齢者
支援センター（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

各
臨

市

立
時

図 書
休

館
館

各市立図書館は、蔵書点検及び
館内整理等のため、下記期間は臨時
休館します（さるびあ・堺図書館が
休館中は、移動図書館
「そよかぜ号」
も運休）
。休館中は貸し出し・リクエ
ストサービス等は利用できません。
なお、返却ポストは利用できま
す（ＣＤ等の視聴覚資料、ビニール
カバー付きの借用資料は返却でき
ません）。
※詳細は町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
休館期間金森・鶴川駅前図書館＝
２月４日㈪～７日㈭、さるびあ（移動
図書館を含む）
・忠生図書館＝２月
１２日㈫～１５日㈮、鶴川・木曽山崎
・堺（移動図書館を含む）図書館＝
２月１８日㈪～２０日㈬
問中央図書館☎７２８・８２２０

防火の心

文化財消防演習を実施します

問消防演習について＝町田消防署☎７９４・０１１９、文化財の保護について
＝町田市生涯学習総務課☎７２４・２５５４
昨年の演習は町田天
満宮で行われました

小田急線

玉川学園コミュニティセンターの ※駐車場・駐輪場はありません。
建替工事に伴い、仮設事務所を設置
玉川大学
し、玉川学園駅前連絡所の窓口を移
転します。
ご迷惑をおかけしますが、
移転先
ご理解ご協力をお願いします。
玉川学園駅前連絡所
（仮設事務所）
移転期間２月１２日～２０２１年４月末
（予定）
※現在の施設での窓口業務は、２月８
玉川学園
日まで行います。
コミュニティセンター
移転先玉川学園２－１８－３５ 学校
（建替予定）
法人玉川学園購買部ビル１階

市HP 町田市ホームページ

毎年１月２６日は文化財防火デー
です。火災・地震及びその他の災害
から文化財を守りましょう。
※天候等により中止の場合があり
ます。
日１月２７日㈰午前９時から
場圓成寺（鶴間５－１７－１）

２０１９年度農園利用者及び研修生を募集します

問農業振興課☎７２4・2166

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、
食育など目的にあわせて
「農活」
をはじめませんか。
農業体験農園
野津田ファーマーズ農園
金森・三輪緑山市民農園
農家の指導のもと、区画割りした畑 農業資材の売店やトイレ・貸出農具を備えた
市が設置する区画貸しの市民農園です。自
で種まき、苗の植え付けから収穫まで、施設｢七国山ファーマーズセンター｣が併設さ
由に作付けができますが、指導はついていな
要 1年間で約20種類の野菜作りを楽しめ れている、
JA町田市が設置する区画貸し農園で
いので、ある程度農作業に自信のある方向け
ます。農具・種・苗等も準備不要で、初心 す。管理人へ栽培方法などを相談できるため、
です。
者でもプロ並みの野菜が作れます。 初心者でも安心して家庭菜園を楽しめます。

町田市農業研修
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
概
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。
市内在住の、小野路町の研修農場に通う
自家用車を使わず農園に来ることがで 市内在住の、
年間を通じて熱心に耕作できる、市内在住の、自家用車を使わず農園に来るこ
対
象
ことができ、農家を支援する援農活動や
きる方
自家用車を使わず農園に来ることができる方 とができる方
農業経営を目指す方
利用・研修
4月～2020年2月（11か月、更新可） 4月～2020年2月
（11か月）
4月～2021年2月
（1年11か月）
4月～2021年2月（１年11か月）
期間
サンフィール・楽園（小山町１１６７-１） 野津田ファーマーズ農園
（野津田町２１７６-１） ①金森市民農園
（金森東２-１０１７）
町田市農業研修農場（小野路町２７８）
ななくに農園（野津田町２１６０）
募集区画＝３０㎡ １０区画
（抽選）
募集区画＝３０㎡
（約４３区画）
、２０㎡（約６区画） 募集人員＝１３人（選考）
本町田・河原農園（本町田２１２４）
交通＝小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番 ②三輪緑山市民農園
（三輪緑山４-１５-５）
※研修は、毎週土曜日午前９時～１１時
森野ファーム・渋谷（森野４-２３３）
乗り場から本町田経由野津田車庫行き、また 募集区画＝３０㎡
（約３５区画）
、
２０㎡
（約１０区画）３０分（午後に至る作業日も有り）
千都の杜・クレインファーム（能ヶ谷６ は鶴川駅行きバスで
「薬師ヶ丘」
下車、徒歩約 ※公開抽選により当選者・補欠者・利用区画を ※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁舎
場所・定員 -３０００-１８）
１０分
決定します。
９階〕、各市民センター、各駅前連絡所で
※いずれも抽選です。
※駐車場はありません。
※詳細は、募集案内
（農業振興課〔市庁舎９階〕、配布、町田市ホームページでダウンロー
※場所の詳細は町田市ホームページを
各市民センター、各駅前連絡所で配布、町田市 ドも可）をご覧下さい。
ご覧下さい。
ホームページでダウンロードも可）をご覧下 ※駐車場があります。
※駐車場はありません。
さい。
※駐車場はありません。
1万8000円（ 予 定 ）／ 年（30㎡ 区 画 ）、1万 4万円／年
（講師料、傷害保険料、各自栽
4万2000円／年（約30㎡区画）
2万2000円／年
（30㎡区画）
費
用
2000円
（予定）
／年
（20㎡区画）
培する野菜の苗や種子代、肥料・農薬・農
（農具・種・苗等は農園主が用意）
（農具・種・苗・資材等は利用者負担）
（農具・種・苗・資材等は利用者負担）
業用資材等）
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年
往復ハガキに住所・氏名・電話番号、返信用に
齢及び希望農園名、返信用にも宛先を
募集案内に添付の申込書に必要事項を記入 募集案内に添付の応募用紙に必要事項を
も宛先を明記し、
2月28日まで
（消印有効）
にＪ
申し込み 明記し、2月8日まで
（消印有効）
にＪＡ町
し、１月31日まで（消印有効）に郵送で農業振 記入し、2月5日まで
（消印有効）
に郵送で
Ａ町田市経済センター野津田ファーマーズ農
田市経済センター農業体験募集係（〒
興課へ
（1世帯につき1通まで）
農業振興課へ
園係（〒194-0035、
忠生３-７-２）
へ
194-0035、
忠生３-７-２）
へ
農業振興課☎724・2166
問い合わせ
JA町田市経済センター営農支援課☎792・6111

町田市ホームページ

URL 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
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催し・講座
普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方
（高校生を除く）
日２月２３日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、
止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人
（申し込み順）

町田市イベントダイヤル ☎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
費１４００円（教材費）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１７Ｅへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１

コレステロール・中性脂
肪が高いとどうなるの？
昨年２月に実施した脂質異常症予
防講習会と同一内容です。
対市内在住の１８～６４歳の方
日①２月１２日㈫午後１時１５分～４時
１５分②２月１９日㈫午前１０時～午後

高齢者のための所得税、市・都民税の控除

問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

場合があります。詳細はお問い合わ
【高齢者の障害者控除】
市では、介護保険の要介護１以上 せ下さい。
の認定を受けている６５歳以上の方 【おむつに係る費用の医療費控除】
傷病等のため６か月以上寝たきり
が、一定の要件を満たす場合に障害
者控除対象者の認定（要申請）を行っ の方のおむつ費用は、医師が治療に
ています。
その場合、身体障害者手帳 必要と認めた場合に発行する「おむ
等の交付を受けていない方でも税控 つ使用証明書」の添付により医療費
控除の対象となります。
除の対象となります。
２年目以降の申告では、要介護認
※認定終期が記載されていない障害
者控除対象者認定書をお持ちの方 定時の「主治医意見書」または「町田
は、体の状態に変化がなければ翌年 市おむつに係る費用の医療費控除主
（要申請）で要件
以降も有効のため、申請は不要です。 治医意見書確認書」
「おむつ使用
○身体障害者手帳等をお持ちの方へ の確認ができる場合は、
手帳等では、普通障害者控除の対 証明書」の代わりとすることができ
象であっても特別障害者に該当する ます。

３時、全２回
場健康福祉会館
内①保健師・栄養士講話、グループワ
ーク②調理実習、健康運動指導士講
話・運動実技
講②健康運動指導士・天川淑宏氏
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月１６日正午～２月３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１６Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

町田市農業祭表彰状
授 与 式 及 び 講 演 会
町田市農業祭農産物品評会及び営
農技術競技会で優秀賞を受賞された
方の表彰状授与式と講演会を行いま
す。
対２０歳以上の方
日・内２月４日㈪、授与式＝午後１時
３０分～３時、講演会「果樹の剪定・ガ
ーデニングのコツ及び品評会受賞に
向けて」＝午後３時～４時
場町田市民フォーラム
定５０人（申し込み順）
申１月１６日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０１１６Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田ではじめる介護の仕事！

町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎつくし野】
介護の仕事を考えている方を対象

とした就職相談・求職登録会です（資
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
態などに応じて多様な働き方を支援
します。
対介護施設に就職を希望する方
日１月２３日㈬午後１時３０分〜４時
場つくし野コミュニティセンター第
１会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
【生涯現役！地域で働きたい、活躍し
たいアクティブシニアのための特別
講座～認知症バーチャルリアリティ
（ＶＲ）模擬体験】
認知症の方がどのようなことで困
り、混乱しているのかをバーチャル
リアリティ（ＶＲ）の技術を活用して
体験します。講座後、求職相談登録会
も行います。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労（資格がなくても
できる清掃、ベッドメイキング、配
膳、介護補助等の周辺業務）を希望す
る方
日２月８日㈮午後２時〜４時３０分
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申１月３１日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
◇
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６

びん せん

税の申告受付がはじまります
問市民税・都民税について＝市民税課☎７２４・２１１４、
２１１５／所得税、
贈与税、
消費税について＝町田税務署☎７２８・７２１１
／事業税について＝八王子都税事務所個人事業税係☎０４２・６４４・１１１１
（市民税課〔市
【市民税・都民税
（個人住民税）の申告】 申告のご案内（案内編）」
○２０１９年１月１日現在、町田市に住所 庁舎２階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）をご覧いただく
がある方は原則、
申告が必要です
次の①～③に該当しない、すべての か、市民税課にお問い合わせ下さい。
方は原則、
申告が必要です。①所得税の 【ご注意下さい】
確定申告をする方②「給与収入のみ」 ○マイナンバー（個人番号）の記載が必
「公的年金等の収入のみ」またはその両 要です
申告書に個人番号の記載が義務付け
方の収入のみがある方で、
「給与支払
者」
「公的年金等支払者」から市役所へ られたことで、個人番号を適切に扱う
支払報告のある方（源泉徴収票に記載 ため、申告書を提出する際に本人確認
のない控除は申告が必要です）③市内 （個人番号の確認と身元確認）を行いま
在住の方の「同一生計配偶者」または す。次の書類が必要になります。
「扶養親族」
となる方（ただし、収入があ
必要書類
る場合で上記①②に該当しない方は、
本人による 番号確認書類、
申告が必要です）
申告
身元確認書類
※上記①～③に該当しない方は、収入
本人の番号確認書類、
代理人による 代理人の身元確認書類、
がなかった場合（非課税所得のみの場 申告
代理権の確認書類
合も含む）
でも申告が必要です。
※郵送または代理人が申請する場合の
申告に必要なもの
①申告書（申告会場〔＝【表１】〕に有り、 番号確認書類を除き、原本の提示が必
町田市ホームページでダウンロードも 要です。
可）②マイナンバー（個人番号）記載に 番号確認書類
あたっての本人確認書類等（必要書類 マイナンバーカード、通知カード、個人
は後述）③印鑑④源泉徴収票等前年中 番号が記載された住民票の写しのうち
の収入を証明できる書類⑤各種控除を １点
証明できる書類（「医療費控除の明細 身元確認書類
書」
等）
⑥税務署や税理士無料相談会で マイナンバーカード、運転免許証、障害
確定申告書に
「地方税連絡用」のスタン 者手帳（身体・精神）、健康保険証、年金
プを押印され、その内容を市に申告す 手帳等のうち１点。または、住民票の写
し、国税・地方税・公共料金の領収書等
る場合は、
その確定申告書と添付書類
のうち２点
※④⑤⑥は該当する方のみ。
代理権の確認書類
※郵送も可。
※詳細は「平成３１年度市民税・都民税 委任状（本人の署名・押印のあるもの）、

市が発行した本人の氏名が印字された
市民税・都民税申告書等
○申告は３月１５日まで
申告が遅れると、１回当たりの納付
額が増える、市民税・都民税の課税・非
課税証明書等の交付ができない、上場
株式等の譲渡所得等・配当所得等につ
いて課税方式を選択できない、国民健
康保険税の軽減が受けられないなどの
場合があります。
○配偶者控除の改正に伴う申告
２０１９年度から、前年の合計所得が
１０００万円を超えている方が確定申告
等をしない場合には、市では「同一生計
配偶者」の情報を把握できないため、本
人または配偶者の方の申告が必要にな
る場合があります。
○上場株式等の譲渡所得等・配当所得
等に係る課税方式
所得税と市民税・都民税で異なる課
税方式を選択する場合は、市民税・都民
税の納税通知書または特別徴収税額決
定通知書が送達される日までに、確定
申告書とは別に市民税・都民税申告書
の提出が必要です。納税通知書または
特別徴収税額決定通知書の送達後に課
税方式を変更することはできませんの
でご注意下さい。
○「医療費控除の明細書」の添付義務化
医療費控除の適用にあたっては、医
療費の領収書にかえて、
「医療費控除の
明細書」を添付することになりました。
明細書の様式は、市が作成した様式の

他、便箋等で作成したものも使用でき
ます。なお、２０２０年度まで領収書の添
付、または提示により申告もできます。
○確定申告書第２表「住民税に関する
事項」の記入
確定申告書を提出する方が、配当割
額控除や譲渡割額控除の適用を受ける
ためには、確定申告書第２表「住民税に
関する事項」の記入が必要です（上場株
式等の譲渡所得等・配当所得等を申告
しないことを選択した場合は、適用さ
れません）。
また、ふるさと納税等による寄附金
税額控除の適用を受ける場合も、確定
申告書第２表「住民税に関する事項」の
記入が必要です。
なお、ふるさと納税ワンストップ特
例の申請をしている方で、次のいずれ
かに該当する場合は、申請が無効にな
ります。①確定申告書または市民税・都
民税申告書を提出した場合②５団体を
超える自治体にふるさと納税した場合
①または②に該当する方が、ふるさ
と納税による寄附金税額控除の適用を
受けるためには、寄附金控除を含む確
定申告書、または市民税・都民税申告書
を提出する必要があります。
【市民税・都民税の税額の試算】
町田市ホームページで市民税・都民
税の税額の試算、申告書の作成ができ
ます。２０１９年度分は、２月上旬に公開
予定です。

町田税務署から
○確定申告書の作成・相談・提出の会場
は「ぽっぽ町田（地下１階）」です
税務署内に申告書の作成・相談会場
はありません。
開設期間２月１８日～３月１５日（土・日曜

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

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

シニア生涯ワーキングセミナー
シニア世代のライフプランニング
を通して「一生涯のしごと」とは何か
を考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日２月４日㈪午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講サーティファイドファイナンシャ
ルプランナー・吉田光雄氏 他
定３０人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５）へ（受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時）
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９
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）。
【①ミュージカルの心理劇Ⅲ～宝塚
歌劇編】
宝塚のミュージカル作品に一般の
劇作品と同様の分析を行い、宝塚歌
劇の見方を提案します。
日２月２６日、３月５日、１２日、いずれ
も火曜日午後２時～３時３０分、全３回
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学メディア情報学科教
授・田畑雅英氏
日を除く、ただし２月２４日、３月３日は
開設）
受付時間午前８時４５分～午後４時（提
出は午後５時まで）
○税理士による無料申告相談
申告相談日程については、
【表２】を
ご覧下さい。
※小規模納税者の所得税、復興特別所
得税・個人消費税、年金受給者及び給与
所得者の所得税、復興特別所得税の申
告書（土地、建物及び株式等の譲渡所得
がある場合を除く）を作成し、提出でき
ます。
※前年の申告書等の控えや源泉徴収票
など申告に必要な書類、筆記具、計算器
具、印鑑及びマイナンバーに係る本人
確認書類（マイナンバーカードまたは
通知カードなどの番号確認書類及び身
元確認書類）の写し等を持参して下さ
い。
※混雑状況等により、受け付けを早め
に終了する場合があります。
※自身で作成した申告書等は、直接税
務署にお持ちいただくか、郵送等で提
出して下さい。
※車での来場はご遠慮下さい。
○申告書の提出
ｅ－Ｔａｘ（イータックス）での送信、郵
送などでも提出できます。
また、所得税及び復興特別所得税・消
費税及び地方消費税・贈与税の申告書
は、国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」で作成し、印刷して郵送
で提出するか、作成したデータをｅ－Ｔ
ａｘで送信できます。
なお、作成済みの所得税及び復興特
別所得税の確定申告書に限り、２月１日
㈮～３月１4日㈭に市庁舎１階の多目的
スペースでも受け付けます。
５分でわかる町田のストーリー

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。

定５０人（申し込み順）
費２０００円
【②美ってなんだろう？～美学の世
界へご招待】
美学という学問世界から、美の伝
統的・基礎的な考え方を学び、自分自
身の感性を磨く手がかりを探りま
す。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日３月２日㈯午後１時３０分～３時４５
分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定３０人（抽選）
費１０００円
【③健康でいきいきと働くために～
ワーク・エンゲージメントに注目し
た生活のマネジメント】
メンタルヘルスをポジティブな側
面から捉え、ワーク・エンゲージメン
ト（仕事にやりがいをもっていきい
きと働くこと）をキーワードに、普段
の生活でできる工夫とそのコツを学
びます。
日３月３日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講北里大学一般教育部人間科学教育
センター教授・島津明人氏
定５０人（申し込み順）
費７００円
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①２月２２日まで②２月５日

まで③２月２８日まで（いずれも必着）
に、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）。
※②は、申込締切日までに定員に達
しない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
認知症サポーター

ステップアップ講座

対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日２月１６日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方を実践的な事例で学ぶ
定４５人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１６Ｅへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ

【人として生きるために！なくそう、
さまざまな差別】
私たちの身の回りには、まだまだ
差別や偏見があります。こうしたさ
まざまな問題の解決に向けて、私た
ちに何ができるか一緒に考えてみま
せんか。
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日①２月９日②２月１６日③２月２３日
④３月２日⑤３月１６日、いずれも土曜
日午前１０時～正午、全５回
場生涯学習センター
内①医科大学の女性差別②ＬＧＢＴ差
別禁止へ法整備を③ヘイトスピーチ
はなぜ起きる？④差別／被差別、分
断と排除から自由になるために⑤グ
ループワークと話し合い
講①和光大学名誉教授・井上輝子氏
②毎日新聞社記者・藤沢美由紀氏③
ヘイトスピーチを許さない川崎市民
ネットワーク・山田貴夫氏④國學院
大學名誉教授・楠原彰氏
定３０人（申し込み順）
申１月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

思

春

期

講

座

【１５のあなたへ…子どもの思春期と
向き合う】
思春期の子どもたちに大人はどう
関われば良いのか、現代を生きる子
どもたちの環境を知り、一緒に考え
ましょう。
対思春期の子どもと関わる方
日①２月８日②２月１５日③２月２２日
④３月１日、いずれも金曜日午前１０
時～正午、全４回
場生涯学習センター
講①③④都留文科大学特任教授・宮
下聡氏②市立中学校養護教諭
定３０人（申し込み順）
申１月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

○財産債務調書の提出
を受けた場合で一定の要件を満たすと 税制度を適用することができます。３
所得税及び復興特別所得税の確定申 きは、７００万円（省エネ等住宅取得の場 月１５日㈮までに贈与税の申告書と添
告書を提出しなければならない方で、 合は１２００万円）までの贈与税の非課 付書類を提出して下さい。
２０１８年の総所得金額及び山林所得金
【表１】
市民税・都民税申告 受付日程
額の合計額が２０００万円を超え、かつ、
会 場
期間・期日
時 間
２０１８年１２月３１日において、その価額
２月１日㈮～３月１5日㈮
の合計額が３億円以上の財産またはそ
※土・日曜日、
祝休日を除く
市庁舎１階 多目的スペース
午前９時～午後４時
の価額の合計額が１億円以上の国外転
２月２４日㈰、
３月３日㈰
出特例対象財産を有する方は、
「財産債
南市民センターホール
２月１４日㈭
務調書」を３月１５日㈮までに提出して
忠生市民センターホール
２月１９日㈫
下さい。
小山市民センターホール
２月２１日㈭
午前９時３０分～１１時
○国外財産調書の提出
３０分、
午後1時〜4時
堺市民センターホール
２月２６日㈫
居住者（「非永住者」の方を除く）の方
鶴川市民センターホール
２月２８日㈭、
３月１日㈮
で、２０１８年１２月３１日において、その
なるせ駅前市民センターホール ３月７日㈭
価額の合計額が５０００万円を超える国
※
市庁舎以外の会場では午前の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあり
外財産を有する方は、
「国外財産調書」
ます／添付書類は申告書類に貼らないでお持ち下さい／各会場には税務署職員がいないた
を３月１５日㈮までに提出して下さい。
め、
確定申告の相談はできません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮下さい
○贈与税の申告も忘れずに
税理士無料申告相談日程
２０１８年中に個人から土地、建物、現 【表2】
開催日
会 場
時 間
金、預貯金、株式、債券等の財産の贈与
１月28日㈪、29日㈫
忠生市民センター
を 受 け、 そ の 財 産 の 価 額 の 合 計 が
１月30日㈬～2月1日㈮
鶴川市民センター
１１０万円を超える方や「相続時精算課
午前9時30分～11時30分、
午後1時～3時30分
税」を選択する方は、贈与税の申告が必
2月4日㈪～6日㈬
南市民センター
要です。
2月7日㈭、8日㈮
堺市民センター
次のような場合も贈与税の課税対象
となる場合があります。①無償で不動
税についての作文・税の標語・税に関する絵葉書コンクール
産や株式等の財産の名義を変更した場
合同表彰式が行われました
合②共同で不動産を購入し、購入資金
の負担割合を超えた割合で持分の登記
市では、租税教育の推進のため、市 支 え 合 い 」 御
を行った場合③不動産や株式などを取
内の小・中学生から「税についての作 子 神 未 沙 さ ん
得するために、父母などから資金を借
文」
「税の標語」
「税に関する絵葉書コ （南中学校３年）
り入れた場合において、その返済が「出
ンクール」の作品を募集し、表彰を行 ○絵葉書 江頭
世払い」などのように、実質的に贈与と
っています。
南羽さん（成瀬
認められる場合
昨 年１１月２７日 に 表 彰 式 が 行 わ 台小学校６年）
○住宅取得等のための資金の贈与を受
れ、町田市長賞が選ばれました。
問納税課☎７２４
けられた方へ
○作文 「相互扶助の心」 石倉日花 ・２１２１
２０１８年中に父母や祖父母など直系
里さん（町田第一中学校３年）
尊属から、自己の居住の用に供する住
○標語 「税金で 成り立つ社会
絵葉書
宅用家屋の取得等のための金銭の贈与
1月1日～31日「町田の所蔵品～陶磁器とガラスのコレクション」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 まちテレ

検索
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催し・講座

魚食の大切さ、魚をおいしく食べ
申し込み順に５人）は１月３１日まで
問同館☎７２６・２８８９
る調理法、日本の漁業の実情等をお
に併せて申し込みを。
「世界の果てで生き延びろ－芥川賞
伝えします。
問男女平等推進センター☎７２３・
作家・八木義德」展
日２月２３日㈯午前１０時～正午
２９０８
障 が い 者 理 解 促 進・
関 連 イ ベ ン ト
講
（株）ウエカツ水産代表取締役・上
市民向け学習会
差 別 解 消 講 演 会
田勝彦氏
【①対談「スミト」は誰？～「しんせか
町 田 市 の 図 書 館 を
【③学習会～麹の働きとその作用
い」という虚実の狭間で】
【合理的配慮って何 !？】
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う
！
旨みを醸し出す不思議な料理力】
２０１８年１０月に施行された「東京
「しんせかい」により第１５６回芥川
麹がどんな食品に使われ、料理に
都障害者への理解促進及び差別解消
賞を受賞した山下氏と、私小説を研
全国の図書館に詳しい専門家の講
どう生かされているのか、麹の働き
の推進に関する条例」では、事業者の
究テーマとする梅澤氏による対談で
演会とディスカッションです。町田
について学びます。
障がい者への合理的配慮の提供が義
す。実体験をどのようにフィクショ
市らしい図書館の未来を考えるため
日２月１４日㈭午前１０時～正午
務化されました。障がいのある方と
ンに構築していくかなど、創作の過
の市民向け学習会を開催します。
講東京農業大学応用生物科学部醸造
の前向きな対話を通じた適切な対応
程や裏側についてお話しします。
対市内在住、在勤、在学の方
科学科教授・前橋健二氏
について学びます。
日３月３日㈰午後２時～３時３０分
日①２月１７日㈰②３月１０日㈰、午後
◇
対市内在住、
在勤、
在学の方及び市内
講作家・山下澄人氏、大正大学准教授
１時３０分～４時、全２回
対①②小学生以上の方③市内在住、
の事業者
・梅澤亜由美氏
場中央図書館
在勤、在学の小学生以上の方
日２月１９日㈫午後６時３０分～８時３０
内講演①「持続可能な図書館のあり 【②中村昇朗読会～「劉廣福」を読む】
場町田市民フォーラム
分
方」、講演②「町田市らしい図書館の
元ＮＨＫアナウンサーの中村昇氏
定①②各１８８人③４０人／申し込み
場市庁舎
未来」
が八木の芥川賞受賞作「劉廣福」を朗
順
内条例の概要説明、障がい当事者に
講アカデミック・リソース・ガイド
読します。
申１次受付＝１月１５日正午～午後７時 （株） 岡本真氏
よる寸劇等
日３月９日㈯午後２時～３時３０分
に イ ベ シ ス コ ー ド ①１９０１１６Ｆ②
講東京都福祉保健局障害者施策推進
定３０人（申し込み順）
◇
部計画課課長代理・松川邦夫氏、
（特） １９０１１６Ｈ③１９０１１６Gへ／２次受付＝
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
場町田市民文学館２階大会議室
１月１６日正午から①２月３日まで②２月
東京ユニバーサルデザイン・コミュ
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
定各７０人（①申し込み順②先着順）
１７日まで③２月６日までに、
イベント
ニケーターズ
申①１月２２日正午～２月２８日にイベ
イベシスコード１９０１１７Ｇへ（申し
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
申参加申込書に必要事項を記入し、
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
込みは２人まで）。
２月１２日まで（必着）に郵送またはＦ
問同館☎７２８・８２２０
シスへ。
保育希望者
（１歳以上の未就学
はイベシスコード１９０１２２Ａへ②直
ＡＸで障がい福祉課総務係（〒１９４－
児、
申し込み順に①②１０人③６人）は１
接会場へ。
国際版画美術館
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
月１５日正午から併せて申し込みを。①
問同館☎７３９・３４２０
「復刻浮世絵版木」
摺り体験
３１０１・１６５３）
へ
（電話での申し込み
②のみ親子室利用希望者（1歳未満と
町田市文化プログラム
も可）
。
その保護者、申し込み順に6人）
は、電 【気軽にＴｒｙ！江戸気分！】
ちゃんぷるーシアター
※参加申込書は障がい福祉課（市庁
話で要予約。
今年度新たに作成した復刻版木を
舎１階）
、各障がい者支援センターで
問消費生活センター☎７２５・８８０５
用いて、墨一色で簡単に浮世絵の摺
「エンとケラとプン」
「あらまっ！」
配布します（町田市ホームページで
などの絵本や童話を、玉川大学芸術
りを体験します。
女性のための法律講座
ダウンロードも可）
。
学部が舞台化しました。
対小学生以上の方（小学生は保護者
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
対３歳以上の方
【もしも離婚を選ぶことになったら】 同伴）
日3月10日㈰午後2時～3時30分
日２月１６日㈯①午前１１時～１１時５０
離婚に関する基礎知識と、財産分
消 費 生 活 セ ン タ ー
場生涯学習センター
分②午後１時３０分～２時２０分③午後
与や慰謝料など、お金にまつわる法
定150人（申し込み順）
３時～３時５０分（各回とも同一内容）
律について、分かりやすくお伝えし
【①講演会～捨てられる新品の服「年
申1次受付＝1月15日正午～17日午
※③は当日午後２時から同館で整理
１０億点」
この現状どう考えますか？】 ます。
後7時にイベシスコード190118E
券を配布します。
対女性
売れ残った大量の洋服がどう処分
へ／2次受付＝１月18日正午～3月6
場同館・アトリエ
日２月１５日㈮午前１０時～正午
されるのか。作る側の責任と使う側
定各２０人
（①②申し込み順③先着順） 日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎724・
場町田市民フォーラム
の責任について考えます。
費２００円
講弁護士・露木肇子氏
日２月９日㈯午前１０時～正午
5656）またはイベシスへ。
申①②１月１８日正午～２月１３日にイ
定２０人（申し込み順）
講朝日新聞社社会部記者・仲村和代
※附室からの親子鑑賞希望者（3歳
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
申１月１６日正午～２月７日にイベン
氏
未満、申し込み順に8人）は電話で併
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
【②講演会～日本人が魚を食べる意
せて申し込みを。
たはイベシスコード１９０１１８Ｃへ（２
味 町田に贈る手早くおいしい魚の
問文化振興課☎724・2184
人まで申し込み可）③直接会場へ。
イベシスコード１９０１１６Ｄへ。保育
即効料理】
希望者（１歳６か月以上の未就学児、
はざ

ま

りゅう かん ふう

す

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「怪盗グルーのミニオン危機一発」
問産業政策課☎７２４・３２９６

日時

１月２５日㈮午後７時から（雨天実施） 会場

町田ターミナルプラザ市民広場

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。詳細は、町田市ホー
ムページをご覧下さい。

地産地ＳＨＯＷコンサート ｉｎ 生涯学習センター

山田雄万バイオリンリサイタル

町田市メール配信サービス

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

日２月２日㈯午前１０時～午後２時３０ ん」の展示】
運転席に座っての記念撮影やごみ
分
収集体験なども行います。
場町田シバヒロ
※その他にも３Ｒ（リデュース・リユ
イベントメニュー
ース・リサイクル）に関するブース・
メニューがあります。
【リサイクル広場】
以下の対象品目を資源として、無
同時開催
料で回収します。
まちだ〇ごと大作戦18-20
○対象品目 陶磁器・ガラス食器、フ
【食でつながるまちだ○ごとフー
ライパンなどの家庭金物、ビデオテ
ープ、廃食用油、ヨーグルトの紙容 ドチェーン大作戦】
各家庭で余っている食材を持ち
器、洗剤の計量スプーン、ペットボト
寄り、
集まった食材を福祉団体・施
ルのふた、パン袋の留め具、インクカ
設などに寄附をするフードドライ
ートリッジ、小型家電等
ブを
（株）
協栄主催で実施します。
【剪定枝たい肥の販売】
今回集まった食材は、
市内の子ど
市内で回収した剪定枝をたい肥化
も食堂へ配布されますので、ぜひ
した「剪定枝たい肥（土壌改良材）」を
ご参加下さい。
販売します。
〇特に喜ばれるもの 調味料、レ
【燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」の展示】
写真撮影やパネル展示、外部給電 トルト食品、缶詰、お菓子、お茶等
器を通じた電気製品への電気供給な 時間午前10時～午後2時
※詳細は町田市ホームページをご覧
どの性能紹介を行います。
【スケルトンごみ収集車「みえるく 下さい。
まる

問文化振興課☎７２４・２１８４

今回は、生涯学習センターで開催
します。
バイオリンを演奏するのは、
市内在住の中学生、山田雄万さんで
す。
日２月１６日㈯午後２時～２時５０分
場生涯学習センター
曲目クライスラー「美しきロスマリ
ン」
、バルトーク
「ルーマニア民族舞
曲」
、サラサーテ
「チゴイネルワイゼ
ン」 他
（予定）
出演山田雄万
（バイオリン）、鈴木慎
崇
（ピアノ）
定１５８人
（申し込み順）

「さんあーる広場 ㏌ 町田シバヒロ２０１９」

申１次受付＝１月１５日正午～１７日午
後７時にイベシスコード１９０１１８Ｄ
へ／２次受付＝１月１８日正午～２月
１３日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ
ベシスへ。
※附室からの親子
鑑 賞 希 望 者（０歳
以上の未就学児、
申 し 込 み 順 に８
人）は電話で併せ
て申し込みを。
山田雄万

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

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

郷土・歴史・文化財・自然等に関す
るさまざまな書籍を展示販売します。
日１月１９日㈯午前１０時～午後５時、
１月２０日㈰午前１０時～午後３時
場立川市女性総合センターアイム１
階ギャラリー
（立川市曙町２－３６－２）
※駐車場はありません。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

ンを実施します。
マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。
日１月２７日㈰午後２時～８時（キック
オフ＝午後７時）
場市立総合体育館２階
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

ごみ収集のおじさんたちがまあちに
やってくる！

多 摩 郷 土 誌 フ ェ ア

リ ズ ム に の っ て
楽 し く 学 ぼ う３Ｒ

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日２月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内やさしいライオン
（作・絵／やなせ
たかし）
、
トラのおんがえし（脚本・絵
／渡辺享子） 他
（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は１月１５日午前９
時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）
へ。
冒険遊び場プレーリーダー

養

成

講

市内の幼稚園・保育園の３～５歳児
を対象に行っている「ごみと環境の
出前講座」をお子さんと一緒に体験
しませんか。
対市内在住、在勤の保護者と未就学
児（市内在住、在勤、在学の小学生以
上の方の個人参加も可）
日２月２４日㈰午前１０時３０分～午後
０時３０分
場子どもセンターまあち
内紙芝居や歌（「ごみ収集車のうた」
等）でごみの勉強
定１００組（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～１６日午
後７時にイベシスコード１９０１１７Ｆ
へ／２次受付＝１月１７日正午～２月
１８日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

座

プレーリーダーとしての心構えや
技術を習得する講座です。
対全回参加できる１８歳以上の方
日２月２日㈯、３日㈰、午前９時～午後
４時、
全２回
場三ツ目山公園
（小山町）、小山ヶ丘
小学校
講
（一社）
まちやま
定２０人
（申し込み順）
申住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・
生年月日・性別を明示し、１月２５日ま
でに直接、電話またはＥメールで児
童青少年課（市庁舎２階、☎７２４・
４０９７遍ｍｃｉｔｙ３８２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。

参加者募集

木

こ

り

応

援

北部丘陵の里山環境を整備するた
め、樹林地の下草刈り、竹の伐採及び
伐採した樹木の枝落としをしていた
だける方を募集します。
作業後は、小野路宿里山交流館で
昼食を取りながら地域農業者と交流
します（飲食代は自己負担）。
対２０歳以上の方
日・内２月１６日㈯、作業＝午前９時３０
分〜午後０時３０分、交流会＝午後１
時～２時ごろ、集合は農業研修農場
駐車場（小野路町２８１）
定２０人（申し込み順）
申１月１７日正午〜３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０１１７Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６４

ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲー
ムで

マイボトルキャンペーンを実施

フ ッ ト サ ル 界 最 高 峰 のＦリ ー グ
（日本フットサルリーグ）第３１節ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田対名古屋オーシ
ャンズ戦で、マイボトルキャンペー

お気軽にご相談下さい
事業名

対

隊

象

会

健康福祉会館
乳幼児・母性相談
２か月以上の未 鶴川保健センター
※母子健康手帳をお持ちのうえ、 就学児とその保 子どもセンターばあん
直接会場へおいで下さい。
護者
忠生保健センター
小山市民センター
母性保健相談、母乳育児相談
市内在住の方
申来所相談と乳房マッサージは要（里帰り中の方 健康福祉会館
予約、
電話で保健予防課へ
の参加も可）
プレママクッキング（申し込み制）
１６～３５週の妊
申イベントダイヤル
（☎７２４･５６５６）
婦
またはイベシスコード１８０３１４Ｐへ
離乳食講習会（初期・後期）、 ４～６か 月 児 の
保護者
幼児食講習会／申し込み制
申イベントダイヤル
（☎７２４･５６５６）８～１０か月児の
ま た は イ ベ シ ス コ ー ド 初 期 ＝ 保護者
１８０３１４Ｓ、後期＝１８０３１４Ｋ、幼児食 １歳６か月～２歳
＝１８０３１４Ｙへ
０か月児の親子

健康福祉会館
健康福祉会館
鶴川保健センター
健康福祉会館
鶴川保健センター
健康福祉会館

問 問い合わせ

忠生公園

定 例 自 然 観 察 会

【冬の野鳥観察】
日２月３日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）
場同公園
※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。
内野鳥を双眼鏡等を使って観察する
定１５人（申し込み順）
申１月１６日午前９時から電話で同公
園（☎７９２・１３２６）へ（受付時間＝午
前９時～午後４時３０分）。

町田生きもの共生フォーラム
市民との協働で行っている生きも
の調査報告から、生きものとの共生
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を考えます。
対市内在住、在勤、在学の方
日２月１７日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場市庁舎
内講演①「町田市の哺乳類と人との
関係から考える生きものとの共存」、
講演②「町田で見られる野鳥」
講①玉川大学農学部環境農学科助教
・關義和氏②森林インストラクター
・池田倫子氏
定６０人（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～２２日午
後７時にイベシスコード１９０１２３Ａ
へ／２次受付＝１月２３日正午～２月
１３日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

市庁舎屋上花畑の押し花で

フォトフレームを飾ろう！

問市有財産活用課☎７２４・２１６５

屋上花畑運営サポーター（学生ボ をする運営サポーターを募集します。
ランティア）が教えます。
対屋上花畑ボランティア＝市内在
対市内在住、在勤、在学の方（未就学 住、在勤、在学の方、屋上花畑運営サ
児は保護者同伴、見学のみも可）
ポーター＝１５～２５歳の学生（中学
日２月１０日㈰、午前１０時～１１時３０ 生を除く）
分、午後１時３０分～３時
活動期間４月１日～２０２０年３月末
場市庁舎
申所定の応募用紙（市有財産活用課
内屋上花畑の押し花等で飾り付けを 〔市庁舎５階〕で配布、町田市ホーム
してオリジナルフォトフレームを作る ページでダウンロードも可）に記入
定各２０人（申し込み順）
し、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
費５００円
で３月８日午後５時まで（必着）に市有
申１月１８日正午～２月４日にイベン 財産活用課へ。
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または 【ボランティア募集説明会を開催】
日２月１０日㈰午前１０時３０分～正午
イベシスコード１９０１１８Ｂへ。
場市庁舎
屋上花畑の新規ボランティア募集
※駐車台数に限りがあります。
市庁舎４階にある屋上花畑の草花 定４０人（申し込み順）
の植え付けや野菜の種まき・収穫等 申１月１８日正午～２月６日にイベン
の維持管理をするボランティアと、 トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
屋上花畑のＰＲイベントの企画・実施 イベシスコード１９０１１８Ａへ。

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

問子育て推進課☎724・4468

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
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

2月、3月の母子健康案内

場

プレママ・パパクラス
（申し込み制）
申イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）１６～３５週の妊
健康福祉会館
またはイベシスコードＡコース＝ 婦とその夫
１８０２２８Ａ、
Ｂコース＝１８０２２８Ｂへ

市HP 町田市ホームページ

開催日
Ａコース

２月１日、
８日㈮
３月８日、
１５日㈮

Ｂコース ２月１６日、
３月２３日㈯
２月１２日㈫、
２５日㈪、
３月１１日㈪、
２５日㈪
２月６日㈬、
３月４日㈪
２月８日、
３月８日㈮
２月１８日、
３月１８日㈪
３月６日㈬

時

間

午後１時３０分～４時
午前１０時～正午

内 容／その他
問い合わせ
妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等
分娩経過とリラックス
法等
もく浴実習、妊婦体験等

身長･体重測定、保育相 保健予防課
受け付け＝午前９時４５分
談、栄養相談、歯科相談、 地域保健係
～１１時３０分、午後１時３０
母親のからだや気持ち ☎７２５･５１２７
分～３時
の相談

助産師による相談、乳房
２月７日、１４日、２１日、２８日、３月７日、１４ 午前１０時～正午、午後１時 マッサージ～電話相談
日、
２８日㈭
～３時
は随時可、健康福祉会館
（☎７２５・５４１９）へ
調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
２月２１日㈭、
３月２０日㈬
午前１０時～午後１時
費５００円（食材費）
２月７日㈭、
２２日㈮、
３月７日㈭ 午前１０時５分～１１時４５分
保健予防課
初期
離乳食の話と試食
３月１９日㈫
午後１時４０分～３時２０分
保健栄養係
２月１８日㈪、
３月１３日㈬
離乳食後期の話と試食、 ☎７２２・７９９６
後期
午前１０時５分～１１時４０分
歯の話
３月１９日㈫
親子遊び、幼児食の話と
幼児食 ２月１３日㈬、
３月１２日㈫
午前９時５５分～１１時４５分
試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。
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町田市イベント申込システム

イベントカレンダー

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。

イベシス 検索

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。

●市立総合体育館☎７２４・
アシュタンガヨガインストラクター
３４４０
・内田広美氏定各１２人（申し込み順）
【①フィジカルトレーニング
費３０００円（保険料、指導料込み）／
教室】
ヨガマット貸し出し＝１００円（初回
対市内在住、在学の小学３～６年生日
無料）、ヨガマットの持参も可
２月１５日～３月１５日の金曜日、午後 【自然観察教室 野鳥編～冬の野鳥
４時３０分～５時４５分、全５回内学童
観察】
期に必要な体幹や瞬発力を養うトレ
大人１人での参加も歓迎です対小
ーニング講同館指導スタッフ定３０
学４年生以上の方（保護者同伴の場
人
（抽選）
費１４００円
合は小学４年生未満の参加も可）日１
【②脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】
月２６日㈯午前９時～正午講日本野鳥
対市内在住、在勤のおおむね６０歳以
の会・島津哲也氏定２０人（申し込み
上の方日２月２０日～３月１３日の水曜
順）費中学生以上５００円、小学４～６
日、午前１０時～１１時３０分、全４回内
年生３００円（保険料・材料費込み）／
運動しながら脳を刺激できるスポー
大人１人につき小学４年生未満１人ま
ツを通じ、認知症予防及び介護予防
で無料
の普及啓発を図る定２０人（抽選）費
◇
１０００円
申１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
申往復ハガキに必要事項を明記し、
時、土・日曜日、祝休日も可）
①１月２２日まで②１月３１日まで（い
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
ずれも消印有効）
に同館へ（同館ホー 【２０１８年 私のこの一枚写真展】
ムページで申し込みも可）
皆さんから募集した「おすすめの
●野津田公園☎７３６・３１３１
この一枚」を展示します日２月６日㈬
～１７日㈰
【アクティブヨガ教室～月
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
替わりのテーマで体づくり】
対２０歳以上の方日２月１２日、１９日、 【なたね油しぼりの実演と販売】
２６日、３月１２日、１９日、２６日、いずれ
七国山地区で栽培しているなたね
も火曜日、午前９時３０分～１１時、午
から、油をしぼります。油は、２５５ｇ
前１１時３０分～午後１時、各全６回講
ビン１本７００円で販売します日１月

受付開始】
スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心で
す。スキー・スノーボードのレンタル
もできますので、受付時にお申し込
み下さい／添乗員は同行しません。
現地係員が対応します対市内在住、
在勤、在学の方とその同行者日３月２
日㈯午前７時～３日㈰午後５時ごろ、
１泊２日、集合は町田ターミナルプラ
ザ、解散は町田駅周辺（予定）宿泊先
町田市自然休暇村（長野県南佐久郡
川上村）定４０人（抽選）／最少催行人
数は３５人です費中学生以上１万８８００
円、小学生以下１万６８００円（交通費、
宿泊費、リフト代、１日目夕食～２日
目昼食、保険料含む）／旅行条件書、
振込先は申込者に別紙でご連絡しま
す旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウイ
ンズツアー（株）、長野県知事登録第
２－３９９号、全国旅行協会会員・長野
県旅行業協会会員（長野県佐久市今
井５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８
〔代〕）、利用バス会社＝信濃バス（長
野県南佐久郡川上村樋沢２３４）申１
月１５日午前９時～２月３日午後５時に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ／２月２０日以降の取り消
しはキャンセル料が必要です

１９日、２月１６日、３月１６日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前９時３０分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
４８３５
【うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１９日㈫午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申１月３０日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
１９０１３０Ａへ
【しいたけ植菌体験教室】
原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします。原木はお持ち
帰りいただきます日①２月２３日㈯②
２月２４日㈰、午前１０時～午後３時（作
業時間は１時間程度）定各１５組（申し
込み順、原則２人１組）／申込時に希
望時間を伝えて下さい（１時間ごと、
各最大３組まで）費１組２０００円（材料
代）申１月３０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①１９０１３０Ｂ②１９０１３０
Ｃへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー３回目

市民の広場

【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
検索
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

「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
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。

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催

し

名

日

時

会

場

合気道と護身術で自分の身を守る方法

１月２０日、２７日㊐午前９時３０分から

図師小学校体育館

はじめよう！車いすダンス・スポーツ

１月２０日㊐午後３時～６時

中高齢者（初心者）ヨーガ講習会

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

茂野忠昭☎７９８・２３３５

初心者と子供が対象

サン町田旭体育館多目的室 無料

内田☎７９１・０３１１

車いすの方・健常者・歓迎

１月２２日㊋午前１０時～１１時３０分

小山市民センター音楽室

クシマ☎０８０・４６１９・５２３１※要連絡

体が硬くても大丈夫

町田二中吹奏楽部７０ＯＢｂａｎｄ第３回定期演奏会

２月２日㊏午後１時から

和光大学ポプリホール鶴川 無料

心身の健康に良い太極拳をしませんか

２月７日㊍午前１０時から

木曽森野コミュニティ

小林☎７９１・１５９３

動きやすい服装でどうぞ

定期和太鼓公演「町躍皷和太鼓コンサート２０１９」

２月１０日㊐午後２時開場、３時開演

和光大学ポプリホール鶴川 ５００円

町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５

事前申し込みが必要です

ピアノのある方で認知症予防に興味のある方

２月１３日㊌午後１時～2時

生涯学習センター音楽室1

５００円

須佐☎７２２・３４９９

経験は問いません

鶴川市民

２０００円

久保☎０９０・５４１９・４６３７

１０００円

木目田☎７９６・４８４６

うたしあの会

みそづくり

大豆

お気軽にどうぞ

麹

自然農法産 ２月１７日㊐午後１時３０分～４時

視覚にハンディのある人とのハイキング

２月１７日、３月１７日午前８時３０分

セン
ター

無料

セン
ター

第２会議室

小田急線町田駅西口集合

５００円
無料

江口☎０９０・５５０５・８００１

要予約
要申込

暮らしに関する相談
名

称

①法律相談

対

日

市内在住の方

月～金曜日

④国税相談
⑥登記相談

18日、25日㈮

市内在住の方

22日㈫
17日㈭
24日㈭

⑧少年相談

22日㈫

⑨電話による女性悩みごと相談
市内在住、在勤、在学の方
（家庭、人間関係、女性への暴力･LGBT等）
市内在住、在勤、在学の方

市内に家屋を所有の方
⑪空家に関する相談窓口
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）
（空家・居住中問わず）

ご利用下さい！

相談時間はお問い合わせ下さい

移動図書館“そよかぜ号”

検索

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の1週間前から電話で予約

午後1時30分～4時

電話予約制（随時）

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

午前9時～午後4時

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ

15日㈫

⑦行政手続相談

⑩消費生活相談

時

16日、23日、30日㈬ 午後1時30分～4時

③人権身の上相談（人権侵害などの問題）
⑤不動産相談

市HP 暮らしに関する相談

象

②交通事故相談

片倉城跡・井の頭公園

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

月～土曜日

へ
午前9時30分～午後4時（水曜日のみ 電話で男女平等推進センター相談専用電話
（☎721・4842）
午後1時～8時
〔第3水曜日を除く〕
） ※法律相談有り＝要予約

月～土曜日

午前9時～正午、
午後1時～4時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

午前9時～正午
（相談時間は50分）

へ
前週の水曜日午後4時までに、
電話で住宅課
（☎724・4269）
※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

28日㈪

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

町田市立図書館

検索

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①つくったりあそんだり】
日１月の第３・４水曜日、２月・３月の第
１～３水曜日、午後３時３０分～４時３０
分
（雨天中止）
場ひなた村てっぺん広
場内小学生向けの遊べる工作
【②キンボールスポーツ教室】
直径約１２０ｃｍの大きなボール（キ
ンボール）を使ったスポーツでゲー
ムを楽しみませんか／３月２１日㈷に
都大会出場予定対市内在住、在勤、在
学の小学４年生以上の方日１月２３日
～３月１３日の水曜日、午後３時３０分
～５時、
全８回定１５人
（申し込み順）
【③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２月９日、
２３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）
【④たきび あそび よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日

小田急線

健康福祉会館

原町田5-8-21

福祉会館前

診療日

コンビニ

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、27日＝つくし野耳鼻咽喉科
小川1-2-32）
（☎796・8733、

24時間365日

子供の健康相談室
（東京都）
☎ 小児救急相談
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

＃８０００
または☎03・5285・8898

市役所まち☆ベジ市

します定３０人（申し込み順）費１人
５００円申１月１７日午前９時から電話
で同センターへ

更します
２月１日から、月・木曜日の夜間の
開庁を終了し、次のとおり開所時間
を変更します。なお、土曜日は求人情
報の閲覧・職業相談・紹介のみとなり
ます変更後開所時間月～金曜日、午
前８時３０分～午後５時１５分（第１・３
土曜日は午前１０時～午後５時）問ハ
ローワーク町田☎７３２・８６０９
●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２月５日～７日、午前９時～正午、２
月１３日～１５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

情報コーナー
●八王子年金事務所～国民年金保険
料の納付案内を民間事業者へ委託し
ています
日本年金機構は、国民年金保険料
の未納者に対する電話・文書・戸別訪
問での納付案内や保険料の免除申請
案内等を、日立トリプルウィン・ＮＴ
Ｔ印 刷 共 同 企 業 体 に 委 託 し て い ま
す。未納に関する納付案内等を他の
事業者が行うことはありません。不
審な電話などがありましたらお問い
合わせ下さい問同事務所☎０４２・
６２６・３５１１、日立トリプルウィン・Ｎ
ＴＴ印刷共同企業体錆０１２０・２１１・
２３１
●ハローワーク町田～開所時間を変

町田市メール配信サービス

本紙に掲載している、夜間・休日診療
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
情報等を配信しています。
他の医療機関につなげる場合があります。
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

診療時間

診療科

医療機関名

電

話

住

所

☎795・1668 南町田2-1-47

16日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系

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

ふれあい町田ホスピタル

☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

18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

19日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

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

中澤医院

☎795・5415 つくし野3-13-40

内科

なかの整形外科・内科

☎737・3669 能ヶ谷1-5-8

内科、
小児科

牧内科医院

☎793・3873 山崎町1921-1

内科系

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

おか脳神経外科

☎798・7337 根岸町1009-4

多摩丘陵病院

☎797・1511 下小山田町1491

21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

22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

23日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

24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

25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

26日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

午前9時～午後5時
20日㈰

外科系

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

中島医院

☎722・2409 原町田2-15-2

内科

おおくら医院

☎737・8020 大蔵町3165

内科、
小児科

たかはしクリニック

☎798・7755 常盤町3200-1

内科系

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

28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

29日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

30日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

31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

午前9時～午後5時
27日㈰

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
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町田慶泉病院

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303

問 問い合わせ

住、在学の小・中学生とその保護者日
２月３日㈰午前１０時～午後２時場同
センター／ＪＲ横浜線相原駅西口～
同センター間の無料送迎バスを運行

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

小児科

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

市HP 町田市ホームページ

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。

午前9時～翌朝9時

至町田

申 申し込み

15日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系

健康福祉
会館
至金森

至旭町

町田街道

費 費用

２月１７日㈰午前１０時～午後３時３０
分（雨天中止）内たき火で野焼き土鈴
作り、森で外遊び定２０人（申し込み
順）
費３００円
◇
申①③直接会場へ②④１月１６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・
６７２２
【開館５周年記念イベント～ただＯＮ
パーティー５】
子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方々を中心に楽しいイベントを行
います日１月２７日㈰午前１０時～午
後３時（通常開館は午後６時から）内
ステージ発表、遊びコーナー、簡単工
作、模擬店（有料）等／駐車場は利用
できません
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子ピザクッキング】
ドラム缶窯を使ってピザを作りま
す／ドラム缶窯の個人利用が可能に
なる講習会ではありません対市内在

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）
、障がい者歯科診
療（水・木曜日
〔祝休日を除く〕
）
、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

定 定員

午前9時～翌朝9時

外科系

日1月21日㈪午前11時～午後1時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前問農業振興課☎724・2166
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聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。

ラグビーワールドカップ２０１９TMニューイヤーイベント

東京ラグビーキャラバン
問町田市オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課
☎７２４・４４４２、東京都オリンピック・パラリンピック準備
局ラグビーワールドカップ開催準備課☎０３・５３２０・７８４１

ＪＡ町田市と協定を締結

問農業振興課☎７２４・２１６６

市は、市内における都市農業の振興と魅力的な農
地の保全・活用を目的として、昨年１２月２６日にＪＡ町
田市と「町田市内における都市農業の振興と都市農
地の保全に関する基本協定」及び「町田市内の都市農
地の保全に関する連携協定」を締結しました。
今後は、各組織が持つ強みを生かし、市内農業者に
向け、都市農地に関する法改正の内容の周知等に取 左から、石阪市長、町田市農業協同組
り組んでいきます。
合の五十嵐組合長

特定生産緑地制度等の説明会を開催

説明会日程表

問土地利用調整課☎７２４・４２５４、農業振興課☎７２４・２１６９
２０１７年の生産緑地法の改正に伴い、特定生産緑地制度が新設されました。新しい制
度への円滑な手続き方法やスケジュールについて、同連携協定に基づき、市と農業委員
会、ＪＡ町田市の共催で説明会を開催します。併せて、都市農地の貸借等についても説明
を行います。
対生産緑地をお持ちの方及びその家族

東京都・町田市合同

時 間
午後３時から、
午後７時から
午前１０時から、午後３時から、午後７時から
午後３時から、
午後７時から
午前１０時から、午後３時から、午後７時から
午後３時から、
午後７時から

会 場
ＪＡ町田市南支店
ＪＡ町田市忠生支店
ＪＡ町田市町田支店
鶴川市民センター
ＪＡ町田市堺支店

１２

問防災課☎７２４・２１０７

【町田市メール配信サービス】
大雨・台風・集中豪雨・地震等、気象警報や避
難に関する情報などを配信しています。町田
市ホームページまたは右記ＱＲコードからご
登録下さい。

青年海外協力隊として派遣されます

うた

特別講演会

まろ

歌麿の魅力！
！

問国際版画美術館☎７２６・２７７１

市では展示の要望が多く、浮世絵美人画の最高峰と称さ
れる喜多川歌麿作品を収集するため、皆さんからのふるさ
と納税を募集しています。
歌麿研究の第一人者である浮世絵研究者の浅野氏をお迎
えして、歌麿作品の魅力をお話しいただきます。
日２月２日㈯午後２時～３時３０分
場中央図書館
講あべのハルカス美術館館長・浅野秀剛氏
定１１７人（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～２１日午後７時
にイベシスコード１９０１２２Ｂへ／２次受付
＝１月２２日正午～２７日にイベントダイヤ

ル（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ（２人
まで申し込み可）。
※ふるさと納税の詳細は「町田市ふるさと
納税パンフレット」または町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
市HP ふるさと納税 使い道 検索

「町田の買い物支援に関する社
会資源冊子」を配布しています
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

市では、地域の支え合いを推進する
生活支援コーディネーターを高齢者支
援センターに配置しています。
この度、コーディネーターが中心と
なり、地域の高齢者の困りごとを調査
した結果、
「買い物支援」を求める声が
多いことが分かりました。そこで地域
課題の解決策を検討する「町田市支え
合い連絡会」で、同冊子を作成しまし
た。
広

告

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

内買い物代行・買い物付添・宅配（電話注文）
・
宅配（購入後商品を発送）
・買い物先への移動
支援・移動販売を行う店舗等を、高齢者支援セ
ンターの地区ごとに掲載
配布場所市庁舎、各高齢者支援センター、町田
市社会福祉協議会
※町田市ホームページでもご覧いただけま
す。
※詳細は、お住まいの地域を担当する各高齢
者支援センターへお問い合わせ下さい。

１９

円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

町田駅は、乗降客数５０万人を超えるターミナル駅であり、
災害時は多数の帰宅困難者が発生することが予想されます。
今回の訓練は、
マグニチュード７.３の多摩直下型地震により、
ＪＲ横浜線町田駅及び小田急線町田駅周辺に帰宅困難者が発
生した想定で、行政機関や駅・商業施設・公共施設の管理者等
が連携し、
混乱の防止や安全の確保を目的として行います。各
一時滞在施設における開設・運営や外国人観光客を含む帰宅
困難者への多言語による情報提供を行います。東京都との合
同訓練は、
多摩地域では町田市が初めてです。
町田シバヒロでは、消防署や警察署、自衛隊等の関係機関
が、
防災関連の各種体験・展示を行う普及啓発ブースを出展し
ます。
普及啓発ブースはどなたでもご覧いただけます。
日１月２１日㈪午後１時３０分～４時
場町田駅周辺、
町田シバヒロ

ふるさと納税～
町田市立国際版画美術館に「歌麿」
を呼ぼう！

歌麿「高名美人六家撰」（復刻）

帰宅困難者対策訓練を実施

市内在住の山本光優さんが、
（独）
国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協
力隊として派遣が決まりました。
その出発の報告のため、２０１８年
１２月１７日に市庁舎を訪れ、意気込
みを語られました。
山本さんは２０２１年１月までの２年
間、青少年活動のためラオスへ派遣
されます。
現地でのご活躍を期待しています。

開 催 日
１月３０日㈬
１月３１日㈭
２月５日㈫
２月６日㈬
２月７日㈭

今号の広報紙は、 万５５０１部作成し、１部あたりの単価は

９月２０日に開幕するラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日
本大会において、町田市はナミビア代表チームの公認チー
ムキャンプ地となっています。
大会チケットの一般先着販売開始日にあわせ、大会公式
マスコット「レンジ－」とゲストが大会に関係する都内６か
所を、
ラッピングした都バスで巡ります！
日１月１９日㈯午前11時50分～午後０時１０分
※時間は交通状況により前後する場合があります。
場町田東急ツインズ前
コース日本青年館前（新宿区）～町田市～府中市～三鷹市～
武蔵野市～調布駅前広場
※ルートや時間の詳細は、
町田市ホームページをご覧下さい。

農業振興と農地保全を目指し

