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今号の紙面から

●6面

● 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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町田市
ホームページ
〒194‐8520 東京都町田市森野2−2−22
QRコード
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分〜午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

コンピューターで処理している項目を公表します

●8面 「遊団地vol.2」
「DANCHI Caravan in 町田山崎」
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市では、
町田商工会議所、
町田新産業創造センター、地域金融機関と連携して、
起業・創業の支援を目的とした
「町田創業プロジェクト」を推進しています。
５年目を迎えたこのプロジェクトを利用して夢を実現し、
市の経済を元気にしている起業・創業者にお話を聞きました。
問産業政策課☎724・２１２９
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起業・創業者に魅力的なまちだ！

きっかけはお金じゃない？

市は古くから商都・町田と呼ばれ、小売業をはじ
めとした商業を中心に発展してきました。開業率※が

起業・創業を意識したきっかけは、女性では「家庭環境の変化（結婚・出産・介護等）」、60歳以上では
「時間的な余裕ができた」が上位にあがっています（「中小企業白書2017」から）。町田新産業創造セ

全国平均・東京都平均を上回り、実は起業・創業者
が多く集まる魅力的なまちでもあります（「経済セン
サス」
の2014年～2016年の平均値から）。

町田市
6.4％

東京都
6.2％

全国
5.0％

※開 業率 ： 一定期間中に新規に開設された事業所数
（年平均）
の期首に存在していた事業所数に対する割合

ンターでも、女性やシニア層の方からの相談が増えています。

町田新産業創造センター「ファーストステップ
セミナー・相談会」受講者（2017年度）のうち

女性約4割、50歳以上の方約4割

でも〇〇が不安の種
起業・創業にふみだせない理由として、
「資金調達ができていない」
「事業に必要な専門知識、経

営に関する知識・ノウハウの不足」が上位にあがっています（「中小企業白書2017」から）。
これらの不安解消のお手伝いをする町田創業プロジェクトの詳細は、2面をご覧下さい。
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広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す

2019．2．15

プロジェクトを利用した正垣さんにお話を聞きました！

2024年３月３１日まで期間延長

詳細は 市HP 創業

町田創業プロジェクトの支援の流れ

市では、
市内産業の活性化のため、

時のさまざまな支援があり、支援を

を入れています。町田創業プロジェ

受けると下記③の特典があります。

クトもその一つです。



1

正垣健太さん

南成瀬で小学生向けプログラミング教
室
「KodoLabo
（コドラボ）
」
を経営。子
どもたちにプログラミングを通じて
「ものづくり」
の楽しさを伝えたいと思
い、
ゲーム開発の経験を生かして起業。

このプロジェクトには、起業・創業

新たに事業を始める方への支援に力

問産業政策課☎724・2129

町田商工会議所か町田新産業創造センターで
「起業家カー
ド」を発行

検索

私はまずファーストステップ相談会に参加しました。
独学で本やネットを利用し、勉強していたものの、
どうすれ
ばより伝わりやすい事業計画書になるか悩んでいました。
センターのインキュベーションマネージャーから、計画書や
資金計画の作り方を一から学べ、
助かりました。

２ 知識の習得

町田商工会議所と町田新産業創造センターでは、
「販路開拓」
「経営」
「財務」
「人材育成」の4項目の知識を習得するための
各種セミナーや相談会、スクール、個別相談等を実施しています。

３ 特典を受ける

上記②のセミナー等を1か月以上の期間にわたって各項目１回以上受講し、知識
を習得すると、特典を受けるための証明書が市から発行されます。

▶会社設立にかかる登録免許税…50％減税

▶町田市中小企業融資制度「創業資金」
…利子を全額補助
▶国や都の各種創業関連補助金…「認定特定創業支援事業による支援を受けたこと」の要件を満たす

インタビュー

▪ 起業のきっかけ
市民センターでヨガサークルを3年間行った経
験から、
もっと活動を広げたいと思いました。
▪ プロジェクトを利用したきっかけ
周りには起業した人が少なくて、どこか孤独を
感じていました。そんな時、ホームページで見た
「まちだ女性創業スクール」を受講しました。講師
は女性中心で、主婦も参加していました。個別相談
では、
インキュベーションマネージャーと話し、漠
然とした不安が吹き飛びました。

須貝麻優子さん

鶴川でヨガスタジオ
「シバヨガ」
を経営

▪ 起業で大変だったこと
起業直前は、子どもの受験準備や思わぬ物件の
改修など、困難の連続でした。今では、赤ちゃんか
ら70代以上の方まで元気に参加していただき、地
域の方に健康と癒やしを提供できていると感じて
います。
▪ 起業したい人へのアドバイス
起業は大変ですが、無理なく継続していけるよ
う、堅実に、楽しく、イメージを膨らませましょう。

浅倉心さん

忠生で洋菓子店「バニ
ラシュガー」
を経営

洋菓子職人のチャンピオンを決めるテ
レビ番組を見て、この道を選びました。専
門学校を卒業後、ケーキ屋で修業しまし
た。同じパティシエの妻と、一緒にお店を
持つことを目指してきました。

▪ プロジェクトを利用したきっかけ
金融機関の担当者にプロジェクト
を紹介してもらいました。個別相談
で「どのように利益を出して借入金
を返すのかを分かりやすく資料で表
現する方法」を知りました。資金面が

すこともできました。
▪ 起業で大変だったこと
内装をデザイナーに頼まないで、二人で一
から作り上げたことです。妻が考えたアイデ
アも生かされています。
▪ 起業したい人へのアドバイス
新作の洋菓子の数は年間100を超え、毎日

が修業です。商品の一つは市の名産品の認定
を受けました。起業は甘くありませんが、
「何
でもいいので動くこと」が大切です。

ご相談下さい ！

MACHIDA BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY 中町1-4-2

事業計画書の策定、
資金調達、販路開拓等の起業に関する
各種相談を常駐スタッフがお受けします。

インキュベーションマネージャー・中小企業診断士 武田さん

今回登場した正垣さんの
話を聞いてみませんか。

第1部
先輩創業者の体験談

～
「モノづくり」から「ヒト
づくり」へ仕事の意義を
見つめ直した創業

講 KodoLabo代表
師 正垣健太さん

第２部

日

時

会

場

定

員

3月20日
（水）
午後6時30分～8時30分

不安でしたが、都の補助金の申請要件を満た

町田新産業創造センター（MBDA）

問☎850・8525
受付時間：月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
午前9時～午後5時

創業キックオフ
セミナー

先輩創業者との対談

二人三脚で理想のお店を
▪ 起業のきっかけ

する方法を知り、効果的
にチラシを配布すること
ができました。

など

私はこうしてふみだせた
癒やされる地域のパワースポットに

「販路開拓」のセミ
ナー で人口分布を分析

町田新産業創造センター
1階イベントスペース
20人
（申し込み順）
申し込み

3月18日午後5時までに
電話で多摩信用金庫価値
創 造 事 業 部（ ☎042・
526・7764）へ（多摩信
用金庫ホームページで申
し込みも可）
。

町田商工会議所

原町田3-3-22

資金調達に向けた事業計画の作成を中心に、融資制
度の紹介や起業・創業の手続き全般の支援を常駐の相
談員たちがお受けします。
問☎724・6614
受付時間：月～金曜日
（祝休日、
年末年始を除く）
午前9時～午後5時
相談員・三堀さん

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集

があります。
場①各子どもセンター②各学童保育
クラブ（いずれも勤務地は未定）
募集人員いずれも若干名
報 酬 ① 月 額１９万２２００円 ② 月 額
１８万６０００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、２次＝面接
申応募用紙（児童青少年課〔市庁舎２
階〕に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、資格証明
書の写しを添えて、２月２５日まで（必
着）に直接または郵送で児童青少年
課へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

認 可 保 育 所 職 員
詳細は認可保育所へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○ねむの木保育園（☎７０６・０７３３）
＝看護師
（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
児童青少年課

嘱 託 員（ 児 童 厚 生 員 ）

対①子どもセンター＝幼稚園教諭免
許、
保育士資格
（都道府県知事の登録
を受けた方）のいずれかを有する方
②学童保育クラブ＝小学校・幼稚園
教諭免許、
保育士資格（都道府県知事
の登録を受けた方）
、中学・高等学校
教諭免許のいずれかを有する方
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
勤務時間①火曜日、
祝休日の翌日（ぱ
お分館ＷＡＡＡＯは日曜日、祝休日）
を除く午前９時３０分～午後６時１５
分、月１６日②日曜日、祝休日を除く
午前８時～午後７時のシフト制、月
２０日程度
（月１２０時間）
※行事等により勤務日・時間に変更

みんなでつくる

返０４２・７２４・５６００

お知らせ

ご意見を募集します

２０１９年度町田市食品衛
生 監 視 指 導 計 画（ 案 ）

来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
資料は、町田市保健所（中町庁舎）

未来の場⑫
かたち

問企画政策課☎７２４・２１０３

公共施設の再編について楽しく知ろう！

「みんなで考える場」においで下さい
市では公共施設の老朽化や厳し
い財政状況を見通し、必要な公共
サービスを将来にわたって維持し
ていくため、公共施設の再編に向
けた取り組みを進めています。
１２月２日に市庁舎で開催した
「まちカフェ！」では、公共施設の
再編についてみんなで考える場と
してブースを出展し、２７２人の方
においでいただきました。巨大ジ
ェンガクイズや缶バッジ製作、ア
ンケートなど子どもから大人まで
楽しくご参加いただきました。

次回は、小山市民センターまつ
り（7面参照）でブースを出展しま
す。公共施設について、やさしく、
楽しく、分かりやすく紹介します
ので、ぜひお立ち寄り下さい。
日３月２日㈯午前１０時～午後４時
場小山市民センター

１２月２日「まちカフェ！」の様子▶
▼
「まちカフェ！」でアンケートにご回答いただいた７７人のご意見
Ｑ．公共施設の課題や再編の取り組み
Ｑ．
あなたが今後参加したい取り組みは？
（複数回答可）
を知っていますか？
27人
14.3%
14人 知る機会
46.8%

12人
10人

39.0%

9人
9人
4人

アイディアを提案する場
勉強会・研究会
ＰＲ活動
行政と市民の議論・対話
市民同士で考える場
計画等の説明会
無回答

8人
課題やそれに対する取り組みも知っている
課題を抱えていることは知っているが、
取り組みは知らない
知らない
※四捨五入による端数処理を行っているため、合計が100％になりません。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

公開している会議

傍聴のご案内

会議名
日 時
会 場
町田市教育委員 ３月１日㈮午前１０ 市 庁 舎１０階 会
会定例会
時から
議室１０－３～５

定

員

申し込み
会議当日に教育総務課（市
☎７２４・２１７２）
へ
庁舎１０階、

事前に電話で高齢者福祉
町田市認知症施 ３月１日㈮午後６時 市庁舎2階会議
５人
（申し込み順）課（☎７２４・２１４０）
へ
策推進協議会
３０分～８時３０分 室２－３・４
町田市介護保険苦 ３月５日 ㈫ 午 後６ 市 庁 舎１０階 会 １０人 事前に電話で介護保険課
（申し込み順）
へ
情相談調整会議 時３０分～８時
議室１０－２
（☎７２４・４３６４）
３月７日までに電話でスポー
町田市スポーツ ３月８日 ㈮ 午 後６ 市 庁 舎１０階 会
５人
（申し込み順）ツ振興課
へ
（☎７２４・４０３６）
推進審議会
時３０分から
議室１０－２

納付はお済みですか？

番号間違いにご注意下さい
及び町田市ホームページで公開して
いますので、皆さんのご意見をお寄
せ下さい。
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（団体名）
・電話番号を明記し、３月１４
日まで（必着）に郵送またはＦＡＸで生
活衛生課
（〒１９４－００２１、
中町２－１３
－３、
☎７２２・７２５４返７２２・３２４９）
へ。
生涯学習センター利用者交流会

企 画・運 営 委 員 募 集

５月２５日㈯に開催する、第６回生
涯学習センター利用者交流会の企画
・運営委員を募集します。
対生涯学習センターを利用している
方等
日２月２２日、３月８日、２２日、４月５日、
１９日、５月１０日、１７日、いずれも金
曜日午前１０時～正午、全７回（予定）
場同センター
申 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。
大地沢青少年センター～９月分の

利

用

受

付

開

始

対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申３月２日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※９月３日、１０日、１７日、１８日、２４
日、２５日は利用できません。
実施します

狂犬病予防屋外集合注射
狂犬病は、致死率の高い非常に危

険な病気です。犬を飼育する方は社
会的責務として、毎年必ず愛犬に狂
犬病予防注射を行い、犬鑑札と注射
済票を常に装着させましょう。
４月に実施する屋外集合注射の会
場の詳細は、３月中旬に発送予定の
「狂犬病予防注射のご案内」または町
田市ホームページをご覧下さい。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

市債権徴収一元化を実施します
市債権の滞納額の縮減や効果的な
徴収を目指すため、４月から次の債
権の一部について各所管課から徴収
事務を引き継ぎ、納税課で徴収を行
います。
対象は、生活保護費返還金、国民健
康保険給付費返還金、児童扶養手当
返還金、児童育成手当返還金です。ご
理解ご協力をお願いします。
問納税課☎７２４・３２９５

コミュニティ助成事業
（一財）自治総合センターの２０１８
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、小山町の上馬
場町内会が、上馬場公民館建替工事
の実施と備品（机・イス）の購入を行
いました。
この事業は、コミュニティ活動の
充実・強化を図ることにより、地域社
会の健全な発展に寄与するととも
に、宝くじの社会貢献を広報するこ
とを目的としています。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

カワセミ通信１４５
町田市長

立春を過ぎて、季節は春に向かっ
ています。気温の高い日と低い日が
交互にやってきて、この先は、晴れの
日と雨や雪の日が、交互にやってき
ます。
久々に小野路の万松寺谷戸から奈
良ばいを訪ねました。このあたりは
相原地区と並んで里山に奥行きがあ
り、その分、野鳥の種類も豊かです。
冬鳥として訪れるツグミ、トラツ
グミ、アカゲラ、シメ。猛禽類のノス
リもやってきています。この時期、カ
ラ類などの混群もよく見られます。
シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コ
ゲラ、メジロなどが群れで移動して
います。アオゲラやモズなどの留鳥
も混じって、鳥影の賑やかな里山の
朝でした。暖かい日には、ヤマガラや
シジュウカラが囀りをしています。
田んぼのあぜでは、日だまりの中、
ホトケノザやオオイヌノフグリがた
くさんの花を咲かせています。少し
ずつ、春になっていきます。
さて、先日、フットサルＦリーグの
ホームタウンチーム、ペスカドーラ
町田の２０１８－１９シーズン、ホーム
最終戦が市立総合体育館であり、応
援に行きました。相手はリーグ１位
の名古屋オーシャンズでした。結果
は、惜敗でしたが、非常にレベルの高
い、すばらしいゲームでした。今シー
ズンのペスカドーラ町田の成績は、
もう きん

さえず

2月は、
「 国 民 健 康 保 険 税 」の 納 付 月 で す

3
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石阪丈一

この試合の結果、チャンピオンを決
めるプレーオフ出場圏の３位には届
かないことになりました。昨年、一昨
年と準優勝続きで、今シーズンこそ
はと、期待が大きかっただけに残念
です。
先日、平成３１年度の市の予算案を
発表しましたが、この中に、総合体育
館に、大型映像装置を設置する予算
を計上しました。予算成立後、早めに
発注、設置したいと思っています。活
用方法や中継などの詳細については
これからですが、試合のリプレイな
ど、これまで以上に試合観戦が楽し
くなる、応援が盛り上がる、そんな効
果を期待しています。
サッカーＪ２リーグの町田ゼルビ
アの２０１９シーズンのゲームも始ま
ります。フットサルのホームタウン
チームペスカドーラ町田、２０１９－
２０シーズンの応援も引き続きお願
いします。

日だまりのホトケノザ

問納税課☎724・2121
■

4
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町田市イベント申込システム

イベシス 検索

市議会のうごき
3月定例会・常任委員会を開催します

問議会事務局☎724・4049

本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前10時です
（3月19日、22日は午後1時30分）。
月

2

3

日 曜日

内

容

20

水

本会議（包括外部監査結果報
告・補正予算提案理由説明・委
員会付託）、常任委員会（４常
任委員会同時開催）

22

金

本会議（表決・施政方針・新年
度市長提出議案提案理由説
明）

25

月

議案説明会

26

火

全員協議会

7

木

本会議（代表・個人質疑）

8
11
12
13

金
月
火
水

総務常任委員会・健康福祉常
任委員会
文教社会常任委員会・建設常
任委員会

14

木

常任委員会予備日

15
18
19
20
22

金
月
火
水
金

本会議（一般質問）

28

木

本会議（表決）

議会を傍聴しましょう
※請願・陳情の受付締切は2月
20日㈬午後5時です。
※本会議・常任委員会は町田市
議会ホームページでインターネ
ット中継・録画中継をしていま
す。スマートフォンやタブレッ
ト端末でもご覧いただけます。
※会議の日程・時間等は変更に
なることがあります。
ツイッターで情報発信
Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市
議会（町田市公式）＠ｍａｃｈｉｄａ＿
ｇｉｋａｉ

給与所得のある皆さんへ～ご協力をお願いします

個人住民税の特別徴収

問市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

給与所得のある方の個人住民税 の指定を希望する方は、事前に「市
は、事業所
（給与の支払者）を通じ 民税・都民税申告書」で特別徴収を
て、給与から差し引いて納付する 行う事業所を申し出て下さい。
「特別徴収」
によることが原則とな 【給与の他にも所得がある方】
給与の他に所得（不動産所得や
っています。
【複数の事業所から給与を受給し 営業所得等）がある方は、原則とし
て給与以外の所得に係る個人住民
ている方】
２か所以上の事業所から給与の 税についても、給与を受けている
支払いを受けている方は、
「主たる 事業所でまとめて特別徴収が行わ
給与を受けている事業所」でまと れます。
給与以外の所得に係る個人住民
めて特別徴収が行われます。原則
として、前年に特別徴収を行った 税について、個人で納付する「普通
「所得税の
事業所で特別徴収が行われ、前年 徴収」を希望する方は、
に特別徴収を行った事業所がない 確定申告書」または「市民税・都民
場合は、給与の支払金額が一番多 税申告書」で、その旨を申し出てい
い事業所で行うこととなります。 ただく必要があります。なお、この
ただし、事業所からの給与支払報 申し出は毎年必要です。
告の内容等によって、原則どおり ※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。
にならないこともあります。
主たる給与を受けている事業所

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。

市民税・都民税納税通知書送付用封筒の広告を募集します

問市民税課☎７２４・３０６７

市民税・都民税を納税義務者本
人が納付している方（主にサラリ
ーマン以外の方）に、納税通知書を
送付するための封筒です。この封
筒に掲載する広告を募集します。
発行部数７万５０００枚（予定）
発行期間６月～２０２０年３月３１日
（主な使用時期は６月）
募集枠数１枠（縦５．５㎝×横１７．５

㎝、インクは黒色）
費５万円
申申込書（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、３月１５日まで
（必着）
に直接また
は郵送で市民税課
（市庁舎２階）
へ。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。

バイクや軽自動車の廃車等の手続きはお早めに

問市民税課☎７２４・２１１３

軽自動車税は、４月１日現在、市 さい。
内に定置場（使用しない時に主に ○１２５㏄以下の原付バイクと小型
駐車する場所）があるバイク等を 特殊自動車＝市民税課☎７２４・
所有している方に課税します。
２１１３、忠生市民センター☎７９１・
次の①～⑥に該当する方は、３月 ２８０２、鶴川市民センター☎７３５・
２９日までに登録・廃車・名義変更等 ５７０４／受付時間＝月～金曜日の
の手続きを行って下さい。 ①町田 午前８時３０分～午後５時
市に転入し、前住所地のナンバー ○１２５㏄を超えるバイク＝多摩自
プレートがついたバイク等を所有 動車検査登録事務所☎０５０・５５４０
している②町田市外に転出する方 ・２０３３
でバイク等を所有している③バイ ○軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動
ク等を廃棄処分し現在所有してい 車検査協会多摩支所☎０５０・３８１６
ないが、
まだ廃車手続きをしていな ・３１０４
い④バイク等が盗難にあった⑤バ ※１２５㏄を超えるバイク及び軽四
イク等を譲り受け、まだ名義変更を 輪等は、名義変更や廃車手続きの
していない⑥バイク等を他人に譲 ほかに、税申告の手続きも必要で
り、譲り受け人と連絡不能のため、 す。例年、名義変更や廃車手続きが
名義変更されず、
課税されている
４月１日以前に済んでいるにもか
【手続き先】
かわらず、税申告の手続きがなさ
各窓口とも３月中旬以降は大変 れないために、納税通知書が発送
混み合いますので、手続きはお早 される場合が多くあります。手続
めにお願いします。
きが済んでいるか不明な場合は、
※手続きに必要な書類等は、町田 市民税課で税申告手続きの有無を
市ホームページで事前にご確認下 確認して下さい。

街路灯・公園灯をＬＥＤ照明へ更新します

問調査について＝調査代表会社 国際航業（株）まちづくりマネジメントグループ☎
０４２・３０７・７２４０、町田市道路維持課☎７２４・１１２１、町田市公園緑地課☎７２４・４３９９
市では、二酸化炭素排出量の削
減による環境負荷の低減をはじ
め、電気料金の削減や安全安心な
まちづくりを推進するため、市が
管理する街路灯・公園灯をＬＥＤ照
明へ更新します。

更新に向け、２月から全灯の現場
調査を行います。
調査員は身分証明
書を携帯し、
調査を行います。
４月以
降、調査が完了した箇所から2021
年3月末までに2万8500灯すべて
を、順次ＬＥＤ照明へ更新します。

消費税率の引き上げに伴い、使用料及び手数料を改定します
料金改定を行う使用料及び手数料
１０月の消費税率の引き上げに伴
い、
使用料及び手数料を改定します。 は下表のとおりです。
なお、１０月１日以降の施設利用や
改定後の料金については、現行の料
金に消費税率の引き上げ分を、原則 サービス利用に対してお支払いいた
だく分から、新料金を適用します（前
１０円単位で上乗せした金額です。
払いの場合も新料金を適用）。
使用料・手数料名称
忠生市民センター使用料
鶴川市民センター使用料
南市民センター使用料
なるせ駅前市民センター使用料
堺市民センター使用料
小山市民センター使用料
木曽山崎コミュニティセンター使用料
成瀬コミュニティセンター使用料
つくし野コミュニティセンター使用料
木曽森野コミュニティセンター使用料
三輪コミュニティセンター使用料
市民フォーラム使用料
男女平等推進センター使用料
市民ホール使用料

問い合わせ先
忠生市民センター☎７９１・２８０２
鶴川市民センター☎７３５・５７０４
南市民センター☎７９５・３１６５
なるせ駅前市民センター☎７２４・２５１１
堺市民センター☎７７４・０００３
小山市民センター☎７９８・１９２７
木曽山崎コミュニティセンター☎７９３・３０３０
成瀬コミュニティセンター☎７２３・６７６３
つくし野コミュニティセンター☎７９６・１９５５
木曽森野コミュニティセンター☎７２５・４９３９
三輪コミュニティセンター☎０４４・９８７・１９５１
町田市民フォーラム☎７２３・２８８８
男女平等推進センター☎７２３・２９０８
町田市民ホール☎７２８・４３００

問財政課☎７２４・２１４９

使用料・手数料名称
問い合わせ先
鶴川緑の交流館使用料
和光大学ポプリホール鶴川☎７３７・０２５２
フォトサロン使用料
町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
体育施設使用料
スポーツ振興課☎７２４・４０３６
学校施設使用料
国際版画美術館使用料
国際版画美術館☎７２６・２７７１
国際版画美術館閲覧手数料
わくわくプラザ使用料
わくわくプラザ町田☎７２３・２１８０
健康福祉会館使用料
健康福祉会館☎７２５・５４７１
ひなた村使用料
ひなた村☎７２２・５７３６
青少年センター使用料
大地沢青少年センター☎７８２・３８００
自然休暇村使用料
原町田一丁目自動車駐車場使用料
市営原町田一丁目自動車駐車場☎７２４・３２９６
文化交流センター使用料
町田市文化交流センター☎７１０・６６１１
小野路宿里山交流館使用料
小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
祭壇使用料
福祉総務課☎７２４・２５３７
えびね苑使用料
（入苑料）
公園緑地課☎７２４・４３９９
公園施設使用料
（施設利用料など）
文学館使用料
町田市民文学館☎７３９・３４２０
公民館使用料
生涯学習センター☎７２８・００７１
廃棄物処理手数料
（し尿）
下水道整備課☎７２４・４３０６
廃棄物処理手数料
（ディスポーザ汚泥） 資源循環課☎７９７・２７３２

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

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

Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）が発信されます

２月２０日㈬午前１１時 全国一斉情報伝達訓練
総務省消防庁から発信される弾
道ミサイル情報や緊急地震速報等
を市庁舎にある受信機が受信し、町
田市防災行政無線屋外スピーカー
から市内全域に放送する訓練です。

問防災課☎724・3218

※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前及び当日
にメールを配信します。
市HP Ｊアラート 検索

春の火災予防運動

３月１日～７日

問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市防災課☎７２４・３２１８
【火の用心 一人一人の 心掛け】
市内では、２０１８年中に１０８件
の火災が発生しました。市内で発
生した火災の主な原因は、放火・電
気関係・たばこです。家の周りに可
燃物を置かない、電気コンセント
を清掃する、電気コードは家具等
の下敷きや扉への挟み込みをしな
い、寝たばこをしないことなどが

大切です。また、火災を早期に発見
するため、住宅用火災警報器をす
べての居室や台所に設置しましょ
う。
町田消防署では、期間中、各種イ
ベントを実施します。詳細は、町田
消防署ホームページをご覧下さ
い。

旬、国民健康保険は３月下旬にお
送りします。
ご案内が届いた方でも、自己負
担額証明書をお取りいただかない
と支給額が正しく計算できない場
合がありますので確認して下さい。
次の方には、ご案内をお送りで
きない場合があります。
計算期間中（２０１７年８月１日～
２０１８年７月３１日）に①市区町村を
越えて住所が変わった②医療保険
が変わった③７５歳の誕生日を迎え
た④医療保険の資格を喪失した。
※ご案内が届かない方で制度に該
当すると思われる方は、２０１８年７
月３１日時点で加入していた医療
保険担当へお問い合わせ下さい。
※会社等の健康保険は、健康保険
組合などへお問い合わせ下さい。

所得区分
住民税非課税等

67万円

56万円

区分Ⅱ

区分Ⅰ

31万円

19万円

国民健康保険加入の方（70～74歳）
所得区分
一定以上所得者

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

67万円

56万円

31万円

19万円

国民健康保険加入の方（70歳未満）
所得区分
上位所得者

一般

世帯の所得要件

世帯の所得要件

901万円超

600万円超～
901万円以下

210万円超～
600万円以下

210万円以下

212万円

141万円

67万円

60万円

表2

平成30年度全国中学生人権作 ○作文委員会賞（都大会）
文コンテストが行われ、町田市で 伊藤美結（南大谷中）、小林日菜子
は１５校の中学校から２０９２編の応 （真光寺中）、阿良山琴未（忠生中）、
吉田彩乃（山崎中）、武藤真璃弥（武
募がありました。
都大会では、町田市の中学生１ 蔵岡中）
人が奨励賞を、５人が作文委員会 ○多摩西人権擁護委員協議会長賞
賞を受賞しました。また、多摩西地 （多摩西地区大会）
区大会では５人が多摩西人権擁護 成瀬萌芭（つくし野中）、阿部千恵
委員協議会長賞を受賞するなど、 （南成瀬中）、杉浦葵（鶴川中）、宮内
雪乃（小山中）、赤羽美紅（堺中）
優秀な成績を収めました。
その功績をたたえ、石阪市長か
ら受賞者全員に優秀賞が授与され
ました。
受賞者は、次の皆さんです（敬称
略、カッコ内は中学校名）。
○奨励賞（都大会）
大岡愛海（南中）

ジェネリック医薬品は、薬の効 け、先発医薬品からジェネリック
き目と安全性が先発医薬品と同等 医薬品に変更した場合に自己負担
であると国が認めた薬です。市内 額が軽減できる方
の国民健康保険加入者のジェネリ 【１人あたりの調剤費は増加傾向
ック医薬品使用率は、２０１４年度 にあります】
町田市国民健康保険における１
の約半数から徐々に増え、２０１７
人あたりの調剤費（薬代等）は増加
年度には約７割に達しました。
ジェネリック医薬品の普及促進 傾向にあり、国民健康保険財政の
のため、先発医薬品からジェネリ 収支バランス悪化の原因の一つと
ック医薬品に変更すると自己負担 なっています。本人の希望により
額がいくら下がるかをお知らせす ジェネリック医薬品に切り替える
ことで、薬代や健康保険財政の負
る通知を２月下旬に送付します。
対国民健康保険加入者のうち、生 担を軽減することにつながりま
活習慣病に関連する薬の処方を受 す。ご協力をお願いします。
（円）

住民税
非課税世帯
34万円

自己負担額に含まれないもの

医

療

保険外の診療、入院時の食費・居住費、差額ベッド代等

介

護

保険外の介護（予防）サービス、入所時の食費・居住費
（滞在費）
、特定福
祉用具購入費（特定介護予防福祉用具購入費）
、
住宅改修費
（介護予防住
宅改修費）

町田市ホームページ

町田市国民健康保険加入者１人あたり調剤費
67470

68000
67000

67162

67463

2016年度

2017年度

66000
65000
64000
63000

63553

62000
61000

2014年度

2015年度

３月は自殺対策強化月間です

問健康推進課☎７２４・４２３６

自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象外です。
後期高齢者医療保険加入の方

一般

全国中学生人権作文コンテスト

問福祉総務課☎７２４・２１３３

高額介護合算療養費自己負担限度額表

現役並み所得者
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問保険年金課☎７２４・２１３０

問国民健康保険の高額介護合算療養費について＝保険年金課保険給付係
☎７２４・２１３０、後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費について＝保
険年金課高齢者医療係☎７２４・２１４４、介護保険の自己負担額証明書につ
いて＝介護保険課給付係☎７２４・４３６６

表1

受賞者を表彰

問 問い合わせ

ジェネリック医薬品利用差額通知書を発送します

高額介護合算療養費のお知らせ

高額介護合算療養費制度とは、
世帯内で
「医療保険」と「介護保険」
の両方に自己負担額があり、その
合計額が基準を超えた場合（表１
参照）
に、
申請により超えた額を払
い戻す制度です。
なお、自己負担額には含まれな
いものもあります
（表２参照）。
高額療養費・高額介護（予防）サ
ービス費として、既に払い戻しを受
けた分は自己負担額から差し引き
ます。また、
７０歳未満の国民健康保
険加入者の場合、１か月に１つの病
院等で支払った自己負担額が
２万１０００円未満の場合は、高額介
護合算療養費の対象外です。
【対象者には申請のご案内をお送
りします】
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 は２月 下

市HP 町田市ホームページ

市では、３月の自殺対策強化月
間に、誰もが自殺に追い込まれる
ことのない社会を目指す取り組み
を強化します。
【仕事とこころ「いのち」支える！
総合相談会】
精神保健福祉士や弁護士、ハロ
ーワーク相談員・社会福祉士・保健
師等による総合相談会
（無料）
です。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月１４日㈭午前１１時～午後４時
（受付時間＝午前１０時４５分～午
後３時１５分）
場生涯学習センター７階ホール
相談内容失業や多重債務等の経済
・生活問題、健康問題、家庭問題等
※相談のほか、申請や手続きの助
言、関係機関・行政の担当窓口など
をご案内します。
※匿名での相談、家族・友人の相談
もできます。
※混雑状況により、お待ちいただ

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

く場合や相談件数により受付終了
時刻が早まる場合があります。
【普及啓発キャンペーン】
○市内各駅
身近な人の悩みに気づき支える
人を「ゲートキーパー」といいま
す。ゲートキーパーについての手
引を記載したクリアファイルを配
布します（無くなり次第終了）。
配布期間３月１日㈮～３１日㈰
配布場所ＪＲ横浜線町田駅・成瀬駅
・相原駅、小田急線町田駅・鶴川駅
・玉川学園前駅、東急田園都市線
南町田駅・すずかけ台駅・つくし野
駅、京王相模原線多摩境駅構内
○市立図書館
自殺対策及びメンタルヘルス関
連の図書・リーフレット等による
特集コーナーを設置します。
期間３月１４日㈭～４月１０日㈬
場中央図書館、忠生図書館

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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お知らせ

修工事が完了した年の翌年度１年度
分（ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、
「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。
【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工 事（ 補 助 金 等 を 除 く 工 事 費 用 が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内１戸あたり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減

額

制

度

一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）
を行ったもの
内１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０１８年１月１日～２０２０年
３月３１日に工事が完了した場合＝改

２０１８年度花壇コンクール表彰式を行いました

問公園緑地課☎７２４・４３９９

花の香り漂う美しいまちづくりに
寄与することを目的に、春・秋の年２
回開催した「２０１８年度花壇コンク
ール」
の表彰式を、１月２９日に町田市
民フォーラムで行いました。
この表彰式は、
花壇のデザイン、草
花の生育状態、手入れの状況などの
視点から審査し、最優秀賞・優秀賞・
優良賞・努力賞の各賞を受賞した団
体を表彰するものです。
参加団体のうち、春は５０団体、秋
は５３団体がそれぞれ受賞し、新人賞
には２団体が選ばれ、各団体に賞状
及び記念品が授与されました。
※受賞団体等コンクールの詳細は、

町田市ホームページでご覧いただけ
ます。

春の最優秀賞

ききょう保育園

秋の最優秀賞 めぶき公園花の友

コンピューターで処理している項目を公表します

をコンピューター処理しているかお
知らせするものです。市では、業務に
必要な項目を個人情報登録簿で管理
し、必要な職員に限定してコンピュ
ーター処理を行っています。
20１7年度に稼働・更改した業務
システムは下表のとおりです。

稼働・更改したシステム（2017年度）

システム名
地理情報システム
（下水道情報管理）
戸籍システム
選挙システム

概

募集します

町田市公益的活動団体

町田市公益的活動とは、市内の公
園・緑地でゴミ拾いや落ち葉の清掃、
除草、樹木点検などを行う活動です。
２０１８年４月から参加できる活動
団体区分が広がり、地域の方だけで
なく、新たに市内の事業者や学校の
参加ができるようになりました。こ
れまでに事業者と学校の２団体が参
加し、それぞれの特徴を生かした活
動を始めています。
申し込みは随時受け付けています
が、参加には事前の相談が必要です。
対次のいずれかに該当する団体 ①
市内の町内会・自治会、子ども会また
は老人会②市内に事業所がある事業
者③市内の小・中学校、高等学校及び
これに準ずる教育機関④市内に活動
拠点のある団体で、構成員が５人以
上であり、その３分の２以上が市内在
住、在勤、在学である
問公園緑地課☎７２４・４３９９
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎724・4432、
個人情
報保護制度について＝市政情報課☎724・8407
市では、
市民サービスの向上、庁内
事務の効率化、情報セキュリティー
の確保のため、コンピューターシス
テムの開発・導入・更改を進めていま
す。コンピューターで処理している
項目の公表は、市の個人情報保護制
度の趣旨に沿って、どのような情報

事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、おのおのの申告によ
り同時に適用されますが、耐震改修
を行った住宅に係る減額制度と同時
には適用されません。
問資産税課☎７２４・２１１８

要

担当課
下水道管理課☎724
下水道管の埋設状況を地図上で管理する
・4328
国民の戸籍情報を管理し、証明書を発行
市民課☎724・2865
する
選挙人名簿の登録・管理を行う、期日前投 選挙管理委員会事務
票・当日投票の集計等を行う
局☎724・2168

ふるさと納税管理シス
ふるさと納税の申請情報を管理する
財政課☎724・2149
テム
子育て関連の各種情報（イベント・手続き
子ども総務課☎724
まちだ子育てサイト
・保育料シミュレーション等）をサイト上
・2876
で公開する
保健所生活衛生課☎
民泊制度運営システム 住宅宿泊事業の届出等を受け付ける
722・7354
資源とごみの収集カレンダーと分別辞典 3R推 進 課 ☎797・
ごみ分別アプリ
0530
をアプリで公開する
大地沢青少年センター 施設の安全な運営のため、大地沢青少年
大地沢青少年センタ
土砂災害警戒情報シス センターに特化した大雨などの気象情報
ー☎782・3800
テム
を把握する

２０１９年度町田市奨学資金
奨
学
生
募
集

対次のすべてに該当する方 ①
２０１８年４月１日から引き続き市内に
住所を有する保護者の子どもである
②東京都内または神奈川県内に所在
する高等学校または高等専門学校に
進学を希望している③成績優秀であ
る④経済的理由により修学が困難で
ある⑤同種の奨学金を他から支給ま
たは貸与されていない
内４月から正規の修業期間内に月額
８７００円以内を支給
定４月に新１年生になる方５０人以内
（選考有り）
申申請書（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、必要書類を添え
て、３月１１日までに町田市立中学校
在学中の方は各中学校へ、それ以外
の方は学務課（市庁舎１０階）へ。
問学務課☎７２４・２１７６
わたしも！まちだも！元気に！

いきいきポイント制度で
活 動 し ま せ ん か

「いきいきポイント制度」は、高齢
者が住み慣れた地域でボランティア
活動に参加することで自らの健康を
維持し、元気に暮らし続けられるこ
とを目的としています。

市が承認したボランティア活動で
集めたポイントは、翌年度に商品券
等（上限５０００円）
に交換できます。
対市内在住の６５歳以上の方
申電話で町田ボランティアセンター
へ。
※登録者研修会（月１回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。
【平成２９年度のポイント還元・交換
を行っています】
各種景品（百貨店共通商品券、図書
カード）と交換できます。
交換日３月29日㈮まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成２９年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接同セ
ンターへ。
◇
問登録・還元について＝同センター
☎７２５・４４６５、制度について＝町田
市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

「ちょこっと共済」に加入を！
交通災害共済「ちょこっと共済」
は、交通事故に遭った時、見舞金を受
けられる助け合いの制度です。
２０１９年度の加入申込を受け付け
ます。
○会費は選べる２コース制
対町田市に住民登録のある方
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
４万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がある場合、中
学終了年限に達するまで遺児１人に
対し年額１２万円の交通遺児年金が
支給されます。
申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ただし、ゆうちょ銀行〔郵便
局〕
・三菱ＵＦＪ信託銀行・山梨中央銀
行・新生銀行を除く）
申各申込場所で配布している加入申
込書に記入し、会費を添えて直接申
込場所へ。
共済期間４月１日～２０２０年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から）
※自治会やサークルごとに連名で申
し込みができる「団体加入」制度もあ
ります。詳細はお問い合わせいただ
くか、東京都市町村民交通災害共済
ホームページをご覧下さい。
問市民生活安全課☎７２４・４００３

催し・講座

シニア生涯ワーキングセミナー
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３月１３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ィナンシャル
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

まちだサポーターズ募集中！ あなたも東京2020オリンピックテストイベントの自転車ロードレースをお手伝いしてみませんか？

問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎724・4442

コード マークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めます

イベント申込システム

対おおむね４０歳以上の女性
日３月７日㈭午前９時３０分～１１時３０
分
場町田市民フォーラム
講（特）ＨＡＰ（Ｈｅａｌｔｈｙ Ａｇｉｎｇ Ｐｒｏｊｅ
ｃｔｓ ｆｏｒ Ｗｏｍｅｎ）理事長・宮原富士
子氏
定３０人（申し込み順）
申２月１５日、１８日のみ電話で男女平
等推進センター（☎７２３・２９０８）へ
（受付時間＝午前９時～午後５時）。2
月19日正午〜3月3日はイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０２１９Ｄへ。保育希望
者（１歳６か月以上の未就学児、申し
込み順に６人）は２月２７日までに併
せて申し込みを。

女性の健康を考えよう
【ライフステージで変わる女性のカ
ラダ】
対市内在住の６４歳以下の女性
日３月７日㈭午前９時３０分～１１時４５
分
場健康福祉会館
内スポーツトレーナーによるヨガを
中心とした運動、保健師・栄養士・歯
科衛生士による講話
定３０人
（申し込み順）
申２月１９日正午～２８日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０２１９Ａへ。保育希
望者
（３歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）
は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６

そらまめの会（多胎児の会）

男女平等推進センター

母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日２月２５日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

リトミックと介護と私

仕事を続けながら両親の介護を行
ってきた講師から、介護への向き合
い方や仕事との両立についてお話し
いただきます。
日３月２日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム
講リトミック講師・二階堂恵子氏
定３２人
（申し込み順）
申２月１９日正午～２４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０２１９Ｅへ。保育希
望者（１歳６か月以上の未就学児、申
し込み順に６人）は併せて申し込み
を。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

生涯学習センター

ヴィブラフォンコンサート

【癒しの音色のシャワーを浴びて心
も体もリフレッシュ！～絆が深まる
コンサート】
日３月１６日㈯午後２時開演
場生涯学習センター
曲目となりのトトロ、オブリビオン、
早春賦 他
出演山崎ふみこ（ヴィブラフォン）、
男女平等推進センター
立石一海（ピアノ）
なんだか気になる更年期
定１５８人（抽選、結果は３月８日ごろ
発送）
【心と身体の変化を知ろう！】
申1次受付＝2月15日正午～18日午後
４０代からの身体の変化の仕組み
を知るとともに、
更年期の基礎知識、 7時にイベシスコード190219Bへ／
2次受付＝2月19日正午～3月5日に
健康の源である食習慣や、日常の運
イベントダイヤル（☎724・5656）
動習慣についてお伝えします。

2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日の
365日）の航空機騒音発生状況

問環境保全課☎７２４・２７１１

環境基本法に基づく航空機騒音の環境基準Ｌｄｅｎの2017年度の測定
結果は、東京都固定局３地点（★印）と市測定局5地点（小山小学校は指定
区域外）
すべての地点において環境基準に適合しました。小山小学校は5
日間、
町田第五小学校は3日間、南中学校は2日間欠測がありました。

B

B

B

B

東京都

町田第一小学校★ 365 1976 1155 268
忠生小学校★

B

83 3482 110.4 59

環境基準

99

最大騒音
レベル
（ｄ ）

89

合 計

79

ｄ 以上

100

～ ｄ

90

～ ｄ

80

～ ｄ

測定日数
（日）

測定場所

測定者

70

Ｌｄｅｎ

測定結果
（年平均値）

騒音発生回数（回）

町田市

365

820

448

40

0 1308

96.7 49

57以下

鶴川第二小学校★ 365

620

78

21

4

723 102.7 48

57以下

本町田東小学校

365 1760

506

99

15 2380 106.4 53

57以下

小山小学校

360 3129

323

8

町田第五小学校

362 2257

463 124

忠生第三小学校

365 1339

628

98

0 2065

99.3 51

57以下

南中学校

363 1232

736

22

0 1990

99.3 49

57以下

1 3461 100.9 49 指定なし
17 2861 105.0 54

57以下

※騒音発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です。Ｌｄｅｎは
2013年4月から航空機騒音に係る環境基準の評価指標として採用されており、単位
はｄB（デシベル）で表します。夕方・夜間など静かな時間帯に重み付けを行い算出し
ています。
５分でわかる町田のストーリー

検索

またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、８人まで）は電話で併せて申し
込みを。
問同センター☎７２８・００７１

町田の歴史を歩く２０１９
鶴川駅をスタート地点にして、３
コースを歩きます。
自由民権資料館学芸員のガイドの
もと、生活の中で何げなく通り過ぎ
ている神社や寺院、今では見た目に
は分からなくなってしまった歴史上
の場所などに気を留めながら歩いて
みませんか。
日 ①３月１７日 ②３月２４日 ③３月３１
日、いずれも日曜日午前９時３０分～
午後０時３０分、集合は小田急線鶴川
駅
内①能ヶ谷神社、能ヶ谷の掘り抜き
井戸、茅葺の民家等を歩く②精進場
橋、熊野神社、椙山神社等を歩く③八
坂神社、雨乞いの碑、古川公園等を歩
く
定各３０人（申し込み順）
費各１００円（資料代、保険料）
申電話で自由民権資料館（☎７３４・
４５０８）へ（受付時間＝午前９時～午
後４時３０分）。

木曽山崎コミュニティ
セ ン タ ー ま つ り
日３月９日㈯午前１０時～午後４時３０
分、１０日㈰午前１０時～午後４時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内展示（書・俳画・絵手紙・手芸品・絵
画・写真・保育園児の作品等）、舞台発
表（舞踊・カラオケ・コーラス・和太鼓
・民謡・ダンス等）、模擬店（バザー・
焼き鳥・手作り品や植物苗等の販売
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・ごみ減量ＰＲ等）
※ふれあいくぬぎ館（木曽山崎コミ
ュニティセンター内）は、３月９日は
センターまつりのため臨時休館しま
す。
問木曽山崎連絡所☎７９３・３０３０

小山市民センターまつり
小山市民センターを利用するサー
クル等が、日頃の成果を発表し、地域
の活性化と交流を図ります。
日３月２日㈯、３日㈰、午前１０時～午
後４時（予定）
場同センター
内展示（絵画・写真・生け花・絵手紙・
俳句等）、発表（ダンス・合唱・民謡・舞
踊・大正琴・和太鼓・カラオケ等）
※お茶のお点前、各種模擬店もあり
ます（一部有料）。
問同センター☎７９８・１９２７
て

まえ

町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

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３月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内おんどりと二まいのきんか（訳／
安藤美紀夫、脚本／堀尾青史、画／う
すいしゅん）、あめだま（作／新美南
吉、脚色／東川洋子、画／野村たかあ
き） 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２月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

2018年10月～12月の航空機騒音
測定結果
（速報値）
測定場所

測定月

本町田東小学校

小山小学校

町田第五小学校

忠生第三小学校

南中学校
62以下

イベシス

10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月

市HP 航空機騒音測定結果 検索
問環境保全課☎724・2711

騒音発生回数（回）
70～79 80～89 90～99 100ｄB
合 計
ｄB
ｄB
ｄB
以上
61
1
0
0
62
60
10
0
0
70
53
3
0
0
56
243
15
0
0
258
287
10
1
0
298
214
28
0
0
242
93
9
0
0
102
84
5
0
0
89
87
9
0
0
96
76
2
0
0
78
96
4
2
0
102
64
10
2
0
76
41
4
0
0
45
40
5
0
0
45
37
5
1
0
43

月間最高
音（ｄB）
81.0
84.7
81.0
86.2
94.8
88.9
84.8
81.7
81.6
83.9
92.0
92.2
82.7
82.7
90.9

※騒音発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安
は、70dB…新幹線の車内、80ｄB…航空機の機内、90ｄB…騒々しい工場内、大声によ
る独唱、
100ｄB…電車通過時のガード下の最大値

苦情受付件数
10月～12月に頂いた苦情の件数
は右下表のとおりです。
市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、
今後も
粘り強く要請を行ってまいります。皆
さんから頂いた苦情は、国や米軍へ
伝えるほか、要請の際の資料として
活用しています。苦情は企画政策課・

市HP 航空機騒音苦情件数 検索
問企画政策課☎724・2103
環境保全課で電話受付しているほ
か、Eﾒｰﾙ（遍mcity470@city.machi
da.tokyo.jp）でも受け付けていま
す。なお、
具体的な被害状況を把握す
るため、苦情をお受け
月 件 数
する際に、お住まいの 10月 20件
町名、騒音の発生時間 11月 18件
をお聞きしています。 12月 11件

2月は「みんなでラジオ体操プロジェクト」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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催しや講座など、
申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。
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催し・講座
町田市民文化祭春の催し

町 田 市 民 美 術 展

日２月２３日㈯～３月３日㈰、午前１０
時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、
２月２５日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・デザイン・版画・彫刻部門、手
芸・工芸・写真部門、書道部門の公募
作品を展示
※２月２４日㈰午後１時から絵画体験
「楽しく絵を描こう」、３月２日㈯午後
１時から「席上揮毫」をエントランス
ホールで行います
（見学自由）。
※出品申し込みは既に締め切りまし
た。
※美術展の内容については、町田市
き

ごう

民美術展事務局〔町田市美術協会〕
（☎０９０・２５５２・０６９０）へお問い合
わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
謎解きゲームに挑戦

ま

ち

ク

エ

Ⅱ

図書館内を巡って、本や図書館に
関する謎解きに挑戦します。
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジをご覧下さい。
対市内在住、在学、または相模原・川
崎・八王子・日野・多摩・調布・府中・稲
城市在住の中学生～１８歳の方
日３月２５日㈪午後２時～４時
場中央図書館
定２０人（申し込み順）
※５人以下のグループ参加も可。
申２月１５日午前１０時から直接中央
図 書 館５階 視 聴 覚 資 料 カ ウ ン タ ー
へ。または電話で中央図書館（☎７２８

団地の新しい魅力を体感しませんか？

「遊団地ｖｏｌ.２ 〜団地はスゴロクである」
「ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ ｉｎ 町田山崎」
問住宅課☎７２４・４２６９

市では、大規模団地の再生と活性
化に向け、団地の魅力発信に取り組
んでいます。
「山崎団地センター」バ
ス停を中心に、団地同士が隣り合う
木曽山崎団地地区で２つのイベント
を同時開催します。

遊団地ｖｏｌ．２
 ～団地はスゴロクである

町田市メール配信サービス

ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ
 ｉｎ 町田山崎～防災まつり
もしものときに備えて災害への知
識や心構えを楽しく学べるイベント
です。
日３月９日㈯午前１０時～午後６時、
１０日㈰午前１０時～午後４時（予定、
小雨実施）
※荒天時等、予告なく内容を変更し
たり中止する場合があります。
場町田山崎団地
内日用品を災害時に活用する料理体
験ワークショップ、防災訓練、キャン
プファイア等
問ＵＲ都市機構防災まつり事務局☎
０９０・２２５２・８１７４

「町田市立博物館４５年－
美 術・ 工 芸 － 」展 開 催
市立博物館のコレクションのあゆ
みを紹介するミニ展示です。
岩田糸子のガラス作品３点と過去
に開催した展覧会のポスターを展示
します。また、過去の展覧会図録もご
覧いただけます。
日２月２６日㈫～３月８日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
※最終日は正午までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

岩田糸子 《作品＇９９》 １９９９年
市立博物館所蔵

今年も開催が決定しました！

大相撲町田場所

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

昨年４月に開催された大相撲町田 詳細はお問い合わせ下さい。
場 所 で は 約５０００人 の 観 客 が 来 場 申電話で大相撲巡業チケット事務局
し、大賑わいとなりました。
（☎０５７０・００・５５４０、受付時間＝午
横綱をはじめ、そうそうたる力士 前10時～午後6時、土・日曜日、祝休
の迫力ある取組をご期待下さい。
日を除く）へ（同局ホームページで申
※お目当ての力士が休場することも し込みも可）。
あります。あらかじめご了承下さい。
日４月２８日㈰午前８時開場、午後３時
打ち出し（終了）
場市立総合体育館
費タマリS席1万4000円、タマリA
席 1 万 3000 円、 ペ ア マ ス 席 2 万
2000円、椅子S席9000円、車椅子席
1万8000円（2人分）、2階椅子A席
6500円、
2階椅子B席3500円
※お土産セットも用意しています。
３月１１日 午後７時～８時

ライトダウンにご協力を
ばん

そう

こう

まちだ・さがみはら絆・創・光

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

まもなく、東日本大震災から８年
が経ちます。震災後は電力不足で節
電意識が高まりましたが、時が経つ
につれ、その意識も低下しています。
市では、節電や地球温暖化につい
て意識を高めるため、３月１１日に町
田市・相模原市全域で一斉に消灯を
実施します。また、関連イベント等を
町田市・相模原市会場で行います。詳
細は町田市ホームページをご覧下さ
い。
○中央図書館─────
【地球温暖化特集】
地球温暖化に関連した図書を特集
コーナーで紹介します。
日程３月１３日㈬まで
場中央図書館５階
【映画会】
日３月８日㈮午後２時から（午後１時
３０分開場）
場中央図書館６階ホール
内「サイレント・ランニング」
（８９分）

定１１７人（先着順）
※当日午前１０時から中央図書館５階
視聴覚カウンター前（午後１時以降
は６階ホール前）で整理券を配布し
ます。
○相模原市立図書館────
家庭での省エネ節電について改め
て考える機会として、地球温暖化対
策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩ
ＣＥ」普及啓発やライトダウンのご案
内・省エネ対策などの関連書籍の展
示を行います。
日程３月１０日㈰まで
場相模原市立図書館（相模原市中央
区鹿沼台２－１３－１）

昨年、外灯看板を消灯し
た大型店舗

広い団地が巨大なスゴロクに大変
身！子どもも大人もアートで遊ぶイ
ベントです。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。イベント内容については町
田パリオ（☎７２５・３７１０）へお問い
合わせ下さい。
日３月９日㈯午前１０時～午後４時（小
雨実施）
※荒天時は１０日㈰に順延します。
場町田木曽団地名店街広場
交通町田バスセンター４番・５番乗り
場から「山崎団地」行きバス等で「山
崎団地センター」
下車、徒歩1分
○メインイベント
市内在住のイラストレーター・本
田亮さんが作成した地図を手に、サ
イコロを振って団地を探検し、ゴー
ルを目指そう！
○アートのワークショップ
スゴロクの各ポイントでは、町田
木曽団地の夏祭りをアートで再現し
たり、双眼鏡や缶バッジ等を作りま
す。
○サイコロ団地箱
スゴロクをゴールするか、団地名
店街で買い物をすると、団地の形を
したボックスから景品が出てくる抽
選ゲームに参加できます。
○マルシェ
地元の作家やお店を中心とした食
べ物や雑貨などが１日限定で出店し
ます。
○音楽ライブ
団地在住のバンドを中心に５組が
出演。世代を超えて楽しめる曲など
を演奏します。
○フードドライブ

家庭で消費しきれない食材を寄附
で集め、地域の子ども食堂へ届けま
す。
○写真展「団地街～写真で巡る団地
の時間～」
町田木曽団地の「日常」の魅力を記
録した、カメラマン・工藤剛史氏の写
真を展示します。
※２月２２日までイベントスタジオ
（市庁舎１階）で開催中の写真展の現
地巡回展です。
○団地 ｄｅ 落語
落語家・立川晴の輔さんが出演し
ます。
○子育て世帯向け住宅紹介
東京都住宅供給公社（ＪＫＫ東京）に
よるオープンルームを実施します。

問同館☎７２６・１５３１

・８２２０）へ。

町田市役所就職セミナー（仕事説明・座談会）
問職員課☎７２４・２518

対象職種
開催日時
会 場
一般事務、 3月10日㈰午前9時
保育士 30分～正午
市庁舎3階
一般事務、 3月10日㈰午後1時 会議室3-2・3
土木技術 45分～4時15分

内 容
定 員
仕事の紹介・求める人物像
等の説明
各90人
※説明の後、希望者に職種 （先着順）
ごとの座談会を行います。

※座談会の定員等、セミナーの詳細は町田市ホームページ「町田市職員採用情報」をご
覧下さい。
※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。

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

市立博物館

問同館☎７２６・１５３１

ビトレーナ人物
１９６９年

昭和を代表するガラスデザイナー 日２月１７日㈰、２３日㈯、３月３日㈰、９
の 一 人 で あ る 淡 島 雅 吉（１９１３～ 日㈯、１７日㈰、３１日㈰、午後２時～２
１９７９年）の代表作「しづくガラス」 時３０分
を含むガラス作品約１４０点を展示 場同館１階展示室
し、初期から晩年までの淡島のガラ 定各２０人程度（先着順）
ス制作の全体像を紹介します。
【④マルのつく日は缶バッジ・デイ】
会期４月７日㈰まで
会期中、毎月１０日、２０日、３０日（休
休館日月曜日
館日の場合は翌日）に、展覧会の内容
開館時間午前９時～午後４時３０分
にちなんだオリジナルデザインの缶
入館料一般３００円（障がい者１５０円、 バッジを２０人（先着順、１人１日１個）
中学生以下無料）
にプレゼントします。５個集めた方
には更に特大プレミアム缶バッジを
関連催事 
差し上げます。
日会期中の開館時間内
別途入館料が必要です。
◇
※同館にエレベーターはありません。
【①講演会～娘から見た淡島雅吉】 申①③④直接会場へ②２月２０日正午
からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
日３月２１日㈷午後２時～３時
場同館２階講堂
またはイベシスコード１９０２２０Ａへ。
講本展監修者・淡島ナナ氏
定６０人
（先着順）
【②体験講座～ガラスに彫ってみよ
う！】
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴、
保護者は見学のみも可）
しづくガラスシャンパングラス １９５５年
日４月７日㈰、午前１０時～１１時３０
分、午後２時～３時３０分（各回とも同
一内容）
場同館２階講堂
講ガラス作家・後閑博明氏
定各１６人
（申し込み順）
費３００円
【③学芸員によるギャラリー・トーク】

スポーツ教室

問 問い合わせ

2019．2．15
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町田市シルバー人材センター・町田市高齢者福祉課共催

近代ガラスデザインの先駆者 淡島雅吉 展

法政大学と市との連携事業

市HP 町田市ホームページ

シルバー交流まつり

問町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７、町田市高齢者福祉課☎
７２４・２１４１
地域の皆さんへの日頃の感謝を ニック院長・本間昭医師による講
込めて、シルバー交流まつりを開 演「認知症はどこまで防げるか」
（午後１時３０分から）、写真パネル
催します。
日３月２日㈯午前１０時～午後３時 の展示、町田市シルバー人材セン
ター入会相談等
１５分
※詳細は、同センターホームペー
場町田市民フォーラム３階ホール
内「響けまちだの歌声」
（午前１０時 ジをご覧いただくか、お問い合わ
１５分から）、お多福もの忘れクリ せ下さい。

町田市シルバー人材センター会員募集中！
同センターは、高齢者が働くこ
とを通して健康で生きがいを感じ
て暮らせるよう活動を行っていま
す。
【入会説明会】
希望者は、毎月行っている説明
会に参加いただき、所定の手続き
が必要です。
対市内在住の６０歳以上で、健康で
働く意欲のある方

※趣旨に賛同のうえ会員になって
いただきます。
日３月１１日㈪午後１時３０分から、
４月２日㈫午前９時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室
費２０００円（年間）
※詳細は同センターホームページ
をご覧いただくかお問い合わせ下
さい。

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

問連携事業について＝スポーツ振興課☎７２４・４０３６、
教室の詳細について＝
（特）
法政クラブ事務局
☎７８３・２０９０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜日の午前９時～１１時３０分、
午後０時３０分～５時）

場法政大学多摩キャンパス（相原町） 費受講料（講座開始前に全回分を一括払い、
バスケットボール塾のみ２回払い） 申（特）法政クラブホームページで申し込み。
教室名
日時／費用／定員
対 象
５月１８日～１１月９日の土曜日、小・中学生＝午前９時３０分～１０時５０分、１６～６５歳の方＝午前１１時～午後０時２０
テニス塾
分、各全９回／小・中学生＝１万９００円、
１６〜６５歳の方＝１万１９００円／各３０人
（申し込み順）
４月６日～２０２０年２月１５日の土曜日、初心者コース＝午前９時～１０時２０分、中・上級者コース＝午前１０時３０分
バドミントン塾（土曜日）
～１１時５０分、各全２４回／小・中学生＝２万７４００円、
１６～６５歳の方＝２万８４００円／各３０人
（申し込み順）
市内在住、在勤、在学の小学生～６５歳の
１２月８日～２０２０年２月２３日の日曜日、初心者コース＝午前９時～１０時２０分、中・上級者コース＝午前１０時３０分 方
バドミントン塾（日曜日）
～１１時５０分、各全６回／小・中学生＝７６００円、
１６～６５歳の方＝８６００円／各３０人
（申し込み順）
４月７日～２０２０年２月２３日の日曜日、午後１時３０分～３時３０分、全２２回／小・中学生＝２万３０００円、１６～６５歳の
陸上競技（日曜日）
方＝２万４０００円（家族割引有り、
要問い合わせ）
／小・中学生＝１００人、
１６～６５歳の方＝４０人
（申し込み順）
陸上競技（土曜日）
４月１３日～２０２０年２月１５日の土曜日、
午後１時３０分～３時３０分、
全２０回／２万１０００円／４０人
（申し込み順）
市内在住、在学の小学３〜６年生
４月１３日～２０２０年２月１５日の土曜日、小学１・２年生＝午前９時～１０時、小学３・４年生＝午前１０時３０分～１１時
サッカー塾
市内在住、在学の小学１～４年生
５０分、各全２６回／２万９６００円／各２０人
（申し込み順）
４月６日～２０２０年２月１５日の土曜日、午後５時～７時、全２２回／４月～９月分＝２万２０００円、１０月～２０２０年２月分
バスケットボール塾
市内在住、在学の小学４年生～中学生
＝１万７５００円（２回払い）／３０人
（申し込み順）
※上記期間の中で、除外日があります／日程等が変更となる場合がありますので、詳細は同クラブ事務局へお問い合わせいただくか同クラブホームページをご確認下さい／定員に達
しない場合は講座途中からの参加も可能で、残りの講座回数に応じた費用となります／上記費用には保険料を含みます

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
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。

【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。次回申込締切日＝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

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催 し 名
芹ヶ谷ひだまり荘つり雛まつりにお越し下さい
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶～シングハピネス
第五回落語を気楽に楽しむ会
忍者の気持ちで的に当てる 健康に良い吹矢を体験
懐かしい歌をピアノ伴奏で一緒に歌いましょう
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です
リベラトゥール弦楽合奏団 第１４回定期演奏会
はがき俳画作品展
ベトナム料理入門②バインセオお好み焼きをつくる
ルンバ１日完結体験会～音楽にのって楽しく！！
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に
山の写真展

市役所まち☆ベジ市

日
時
２月１７日～３月３日午前１０時～午後４時
２月２１日㊍午後２時から
２月２４日㊐午後２時３０分～３時３０分
２月２６日㊋午後３時３０分～５時
２月２６日㊋午前１０時３０分から
３月２日㊏午後２時から
３月３日㊐午後１時３０分開場、２時開演
３月５日㊋～１０日㊐午前１０時～午後４時
３月９日㊏午後２時～５時
３月１２日㊋午後７時３０分から
３月１７日㊐午前７時５０分
３月１９日～２４日午前１０時～午後５時

会
場
芹ヶ谷ひだまり荘
生涯学習センター７階
和光大学ポプリホール鶴川
金井クラブ
木曽森野コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
和光大学ポプリホール鶴川
生涯学習セン
ターミニギャラリー
生涯学習センター調理室
なるせ駅前市民センター
小田急線町田駅下り待合室
国際版画美術館

費 用
無料
１０００円
無料
無料
１０００円
無料
１５００円
無料
１５００円
５００円
交通費実費
無料

連 絡 先
髙島☎０９０・５５１５・０２６６
堤幸子☎７７０・３０７２ 予約不要
語気楽会☎０９０・５３１７・７０５６
徳永☎７３６・９３５０
高野☎０８０・８８７２・３５０７ 要予約
橋本英子☎７３６・０４５５
川原☎７９５・０４８９
山中☎７２５・２０４７
おいぢ☎０９０・４４７０・２９７５
ヤマサキ☎０９０・９１０７・３７７０
堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６
深澤忠士☎７２２・１７４７

備考（対象等）
駐車場利用不可（工事中）
どなたでもお気軽にどうぞ
落語三席を予定
スポーツ吹矢をご一緒に
声を出して口腔ケアを……
お気軽においでください
前売券１０００円
俳画・かえでの会
ベトナム人講師が指導
踊ったことがない方大歓迎
主催 武相愛石会
初日は午後１時から

日2月18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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催し・講座
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会

【早春のいきもの】
日３月３日㈰午前９時３０分～１１時３０
分
（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。
問同公園☎７９２・１３２６
国際版画美術館

企画展

パリに生きた銅版画家 長谷川潔展
－はるかなる精神の高みへ－

パリで創作活動をして評価を得た
銅版画家・長谷川潔の作品約１２０点
を展示し、その表現世界を再考しま
す。また、長谷川が敬愛したルドン
や、フランスで交流のあったピカソ
ら画家の作品約４５点を展示し、長谷
川の創作活動の背景を探りつつ作品
の特徴を浮き上がらせます。
会期３月９日㈯～４月７日㈰
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時～

長谷川潔「時 静物画」１９６９年、町田市立
国際版画美術館蔵

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

午 後５時（ 入 場 は 午 後４時３０分 ま
で）、土・日曜日、祝休日＝午前１０時
～午後５時３０分（入場は午後５時ま
で）
場国際版画美術館企画展示室
観覧料一般６００円、高校・大学生・６５
歳以上３００円、中学生以下無料
【展示解説】
当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口へおいで下
さい。

情報コーナー
●八王子年金事務所からのお知らせ
【確定申告で国民年金保険料の控除
を希望する方へ】
２０１８年１月～１２月の間に納付さ
れた国民年金保険料は、確定申告で
社会保険料控除の対象となります。
申告の際には、国民年金保険料の納
付を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」や国民年金保険
料の「領収証書」をご提出下さい。
２０１８年１月１日～１０月１日の期間に
納付した方の控除証明書は、昨年１１
月上旬に送付されています。紛失等
による再発行はお問い合わせ下さい
【国民年金保険料の納付は口座振替
をご利用下さい】
国民年金保険料の納付は、納付書
・クレジットカードでの納付の他に、
口座振替による納付もできます。口
座振替で、２年・１年・半年分をまとめ
て納付（前納）すると、保険料がそれ
ぞれ割引になります。前納を希望す
る方は、２月末までに金融機関また
は同事務所へ手続きが必要です。詳

子どものイベントカレンダー

日①３月１０日㈰、２４日㈰②３月３０日
㈯、いずれも午後２時から４５分程度
内①学芸員によるギャラリートーク
②館長によるスペシャルトーク
問市役所代表☎７２２・３１１１、国際版
画美術館☎７２６・２７７１

活動を行っている大学生が集合し、
日頃の成果をＰＲするイベントです。
活動紹介や手作りブースでの交流な
どを通して、大学生たちの地域に対
する熱い想いに触れませんか。新た
な連携や地域での活動を広げる機会
としてご活用下さい。
日３月２０日㈬午後１時～４時
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎７２８・００７１

大学生と“マチダ”を盛り上げよう！
学生活動報告会

ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ

町田・相模原地域でボランティア
細はお問い合わせ下さい
◇
問ねんきん加入者ダイヤル☎０５７０
・００３・００４、０５０から始まる電話の
方＝☎０３・６６３０・２５２５、八王子年
金事務所☎０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～点字で課税の
内容をお知らせします
東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税・自動
車税です。お知らせする内容は、税金
の種類・納税義務者氏名・納税通知書
番号・納期限・税額・問い合わせ先で
す。希望の方は、２月末までにお問い
合わせ下さい問東京都主税局総務部
総務課相談広報班☎０３・５３８８・
２９２５
●町田税務署からのお知らせ
【申告及び納付期限のお知らせ】
所得税及び復興特別所得税・贈与
税は３月１５日まで、消費税・地方消費
税（個人事業者）は４月１日までです
【納税は便利な振替納税をご利用下
さい】
町田税務署で新たに振替納税を利
用する場合、納期限までに「預貯金口

座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
を同税務署または金融機関へ提出し
て下さい振替日所得税及び復興特別
所得税＝４月２２日、消費税・地方消費
税（個人事業者）＝４月２４日
【ＱＲコードを利用したコンビニ納付】
スマートフォン等を使って、納付
に必要な情報を「ＱＲコード」として
作成し、お近くのコンビニエンスス
トアで納付できます。詳細は国税庁
ホームページを参照
◇
問町田税務署☎７２８・７２１１
●町田商工会議所～決算相談会
前年分の決算書・申告書・本年分の
集計表・各種控除証明書・印鑑・計算
機・マイナンバーカード等をお持ち
下さい／マイナンバー制度の導入に
伴い、相談の際に委託契約の締結が
必要になりました。詳細はお問い合
わせ下さい対市内の個人事業主日２
月２１日～３月１５日、午前９時３０分～
午後４時（正午～午後１時は昼休み、
土・日曜日を除く）／日程により税理
士によるｅ－Ｔａｘ代理送信も可場同
会 議 所 会 館問 同 会 議 所 ☎７２２・
５９５７

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。

●ひなた村☎７２２・５７３６
センター見学（希望者）講大学教授、
【ひなた村科学クラブ～昆虫は発明
大手企業技術者、弁理士、作家等定各
好き】
５０人（抽選、結果は３月上旬に郵送）
昆虫にはたくさんの工夫や不思議
費会員１万３０００円、準会員８０００円
が隠されています。いろいろな虫た （年会費、保険料含む）申ハガキに住
ちの“発明”を学んでみませんか対市
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・性別
内在住、在学の小・中学生日３月３日
・学校名・新学年・会員／準会員の別
㈰午前１０時～正午講町田市少年少
を明記し、３月１日まで（消印有効）に
女発明クラブ・有賀文章氏定２０人
町田市少年少女発明クラブ（〒１９４
（申し込み順）費２００円申２月１５日午
－００１４、高ヶ坂３－６－１５、☎７２８
前１０時から電話でひなた村へ
・１５０４）へ／子ども向けの理科工作
【たきび あそび よろこび】
が好きな「ボランティア指導者」も募
対市内在住、在学の小学３～６年生日
集します。詳細は同クラブへ
３月２１日㈷午後１時～４時（雨天・荒
●大地沢青少年センター☎７８２・
天中止）内森で枯れ枝拾いをしてた
３８００
き火体験、
ねじりパンを焼く、森で外
【春の子どもキャンプ】
遊び定２０人（申し込み順）費１００円
キャビンに宿泊し、野外炊事や自
申２月１５日午前１０時から電話でひ
然散策をします対市内在住、在学の
なた村へ
小学４～６年生日３月１６日㈯午前９時
【町田市少年少女発明クラブ～会員
～１７日㈰午後３時３０分、１泊２日場
・準会員募集】
同センター／ＪＲ横浜線相原駅西口
科学を通して夢と創造性を育みま
～同センター間の送迎バスを運行し
す。
同クラブは、
全国チャレンジ創造
ます定４０人（抽選）費２０００円申ハガ
コンテスト（からくりパフォーマン
キに住所・氏名（ふりがな）
・電話番号
スカー）で４年連続金賞を受賞する
・学年・性別・送迎バスの利用の有無
など、全国約２１０クラブの中でも一、
を明記し、２月２７日まで（必着）に大
二を争う中心的団体です対市内在
地 沢 青 少 年 セ ン タ ー（ 〒 １ ９ ４ －
住、在学の小学３年生～中学生（準会
０２１１、相原町５３０７－２）へ（グルー
員は小学２年生から可）日４月７日～
プ単位で申し込みも可）
２０２０年３月中旬の原則月１回日曜
●文化振興課☎７２４・２１８４
日、午前９時３０分～午後４時、全１４回 【キッチングッズでコンサート】
（準会員は９回）場ひなた村等内科学
リズムの作り方を学び、最後は参
講座、
アイデアものづくり、水ロケッ
加者全員で合奏します対小学生日３
ト、こま、卵落とし大会等、筑波宇宙
月２３日㈯午後２時～３時３０分場生涯

ご利用下さい！

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。

移動図書館“そよかぜ号”

学習センター講マリンバ奏者・浜ま
ゆみ氏定５０人（申し込み順）申１次受
付＝２月１５日正午～１８日午後７時に
イベシスコード１９０２１９Ｃへ／２次
受付＝２月１９日正午～３月19日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座 不思議・描いた絵が版
画になる？！～「紙平版画」をつくっ
てみよう】
クレヨンなどで描いた絵がそのま
ま版画になります対小学生日３月２４
日㈰午後１時３０分～４時３０分場同館
講相模女子大学教授・稲田大祐氏定
１５人（抽選、結果は３月７日ごろ郵
送）費５００円申３月３日までにイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０２１３Ｈへ（同館
ホームページで申し込みも可）
●児童青少年課（子どもセンターつ
るっこ）
☎７０８・０２３６
【子どもセンター合同事業～町田市
一周チャレンジハイク】
市内一周約７４㎞を３日間かけて歩
きます対市内在住、在学の小学５年
生～１８歳の方日程３月２６日㈫～２８
日㈭／集合・解散は市庁舎宿泊場所
２６日＝子どもセンターつるっこ、
２７日＝大地沢青少年センター定３０
人（申し込み順）費３０００円申２月２３
日午前１０時３０分から直接または電
話でつるっこへ（申し込みは本人ま
たは保護者に限る）

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「ボス・ベイビー」
問産業政策課☎７２４・３２９６
日時

２月２２日㈮午後５時から、
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。
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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

イベントカレンダー

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

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、
各ホームページをご覧下さい。

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【走り方・かけっこ教室】
対市内在住、在学、在園の①６歳児
（年長）～小学２年生②小学３～６年生
日３月１９日㈫、２０日㈬①午後３時３０
分 ～４時３０分 ② 午 後４時４５分 ～６
時、各全２回内速く走るための走り
方の説明及びトレーニング講同館ス
タッフ定各４０人（抽選）費１０００円申

往復ハガキに必要事項を明記し、２
月２２日まで（消印有効）に同館へ（同
館ホームページで申し込みも可）
【なわとび教室】
対市内在住、在学、在園の①６歳児
（年長）～小学２年生②小学３～６年生
日３月２８日㈭、２９日㈮①午後３時３０
分 ～４時３０分 ② 午 後４時４５分 ～６
時、各全２回内なわとびの前とび・後
ろとび・２重とびの練習講同館スタ

ッフ定各３０人（抽選）費１０００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、２月
２２日まで（消印有効）に同館へ（同館
ホームページで申し込みも可）
【初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日４月６日～５月４日の土曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全５回内
アーチェリーの基礎・基本技術の習
得講町田市アーチェリー協会指導員

暮らしに関する相談
名

称

対

①法律相談

象

市内在住の方

②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
市内在住の方
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧少年相談
⑨電話による女性悩みごと相談 市内在住、在勤、在学の
（家庭、人間関係、女性への暴力･LGBT等）方
市内在住、在勤、在学の
方

⑩消費生活相談
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問 問い合わせ

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

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

診療日

月 ～ 金 曜 日(25日
～28日を除く）
20日、27日㈬
15日、22日㈮
19日㈫
26日㈫
21日㈭
28日㈭
26日㈫
月～土曜日
月～土曜日
25日㈪

定２０人（抽選）費３０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、３月１５日ま
で（消印有効）に同館へ
● 町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン ☎７３６・
８２８１
【ツバキ展開催】
日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、春を彩るツバキの花々を
生花と写真で紹介します日程３月８
日㈮～１０日㈰

検索
市HP 暮らしに関する相談
各種相談①～⑩は、
「町田市わたしの便利帳2019」
52～58ページを参照

日

時

申し込み等

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

午後1時30分～4時
午後1時30分～4時

相談日の1週間前から電話で予約
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）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

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
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）へ
午後1時～8時
〔第3水曜日を除く〕
） ※法律相談有り＝要予約
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
午前9時～正午、
午後1時～4時
※土曜日は電話相談のみ
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
午前9時～正午
（相談時間は50分）
※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

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

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

15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

16日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系

多摩丘陵病院

☎797・1511 下小山田町1491

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

かどわきクリニック

☎799・2202 つくし野4-9-8

内科

岩﨑整形・形成外科クリニック

☎726・1505 玉川学園8-8-1

内科

玉川学園土屋クリニック

☎729・5228 南大谷219-23

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

おか脳神経外科

☎798・7337 根岸町1009-4

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

18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

19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

20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

21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

22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

23日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

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

もとはしクリニック

☎727・9930 中町2-14-10

内科

鶴川レディースクリニック

☎737・7271 能ヶ谷3-1-5

内科

ただお整形外科・内科

☎793・0201 忠生2-28-5

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

あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

25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

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

26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

＃８０００

27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

28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

小田急線

健康福祉会館

小児科
午前9時～午後5時
17日㈰

内科系

原町田5-8-21

福祉会館前

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

至旭町

町田街道

午前9時～翌朝9時

至町田

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）
、17日＝つくし野耳鼻咽
喉科
（☎796・8733、小川1-2-32）
●休日眼科急患診療（午前10時30
分～午後5時）
、17日＝氏川眼科医院
原町田6-1-11）
（☎720・0530、

小児科
午前9時～午後5時
24日㈰

内科系

または☎042・521・2323

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

土・日曜日・祝休日・年末年始

午前９時～午後11時

または☎03・5285・8898

外科系

午前9時～翌朝9時

外科系
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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。

2019．2．15

避難施設用「簡易間仕切りシステムの
供給に関する協定」を締結しました

「WAON」発行に関する合意書を締結
電子マネー

「まちだWAON」、
「大好きFC町田ゼルビア
WAON」
の販売を開始！ 問市有財産活用課☎７２４・２１６５

問防災課☎７２４・３２１８

市では、他自治体や企業等のさまざまな団体と災害時協力協定
を結び、
地震等の大規模災害に備える対策を行っています。
１月３０日に、大規模災害時において避難生活が長期化した場合
の、
避難者のプライバシー確保をより充実させるため、避難施設用
「簡易間仕切りシステムの供給に関する協定」を（特）ボランタリー
・アーキテクツ・ネットワークと締結しました。
このシステムは、紙管や布を用いて、避難者の人数等に合わせた
区画をつくることができ、プライバシーや通気性の確保等、避難施
設内での生活環境の向上を図ります。

左から（特）ボランタリー・
アーキテクツ・ネットワー
クの坂代表理事、
石阪市長

簡易間仕切りシステムの実用例

公 園 情 報 ア プ リ「ＰＡＲＫＦＵＬ」で
市内の公園を楽しみませんか
問公園緑地課☎７２４・４３９７

Ｊ２リーグ２０１９シーズン

４月１日から

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

FC町田ゼルビア

ホーム開幕戦！

Ｊ２リーグ２０１９シーズンが開幕し、昨シ
ーズン４位のＦＣ町田ゼルビアは、ホーム開
幕戦で東京ヴェルディと対戦します。
【ホームゲーム日程】
日２月２４日㈰午後２時キックオフ（対東京
ヴェルディ戦）
場市立陸上競技場
※観戦入場券の席種と価格は、ＦＣ町田ゼル
ビア公式ホームページをご確認下さい。

※当日、臨時駐車場（上の原グラウン
ド）は使用できません。駐車場に限り
がありますので、公共交通機関をご
利用下さい。

町田市民バス「まちっこ」公共施設巡回ルートの経路が変わります！

問交通事業推進課☎７２４・４２６１

主要なバス停
主要な交差点
⑥町田市民病院

体育館
郵便局
警察署

７
４

⑤旭町

③第四小学校前

Ｊ Ｒ横

小
田
急
線

⑨中町一丁目
旭町

５
６
市民病院

滝の沢

２番乗り場

６番乗り場

８

浜線

国際版画美術館

原町田五
11
９ 町田街道 10

さるびあ図書館
森野
合同庁舎
町田市役所
３
２
市役所

健康福祉会館

中央図書館
三塚

12

町田駅
１

市民ホール

⑫町田ターミナル
生涯学習
センター
①町田バスセンター

②町田市役所市民ホール前

降車のみ

６番乗り場

①

前

一
館

路

町

書

道

丁
目

町

目

間

丁

町 田 バ ス セ ン タ ー

⑫

町 田 タ ー ミ ナ ル

⑪

原 町 田 四 丁 目

⑩

原 町 田 五 丁 目

⑨

中

⑧

図

⑦

五

⑥

町 田 市 民 病 院

旭

二

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。

⑤

町

告

④

中

③

第 四 小 学 校 前

②

町田市役所市民ホール前

①

町 田 バ ス セ ン タ ー

①

町田バスセンター

町 田 市 役 所 南 口

目

目

丁

丁

前

一

三

院

野

野

病

森

森

民

保健所入口︵合同庁舎前︶

市

路

目

前

前

場

道

水

館

浄

間

丁

町 田 市 民 病 院

書

一

五

町

図

中

塚

前

原 町 田 五 丁 目

宮

原 町 田 四 丁 目

満

原 町 田 三 丁 目

三

天

町 田 タ ー ミ ナ ル

町田バスセンター

広

鎌倉街道

新経路図

鎌倉街道

利用者の利便性向上 現行経路図
小
健康福祉会館
田
体育館
国際版画美術館
急
のため、４月１日㈪から
④三塚
主要なバス停
郵便局
線
⑧中町一丁目
主要な交差点
警察署
市民バス
「まちっこ」
は、
原町田五
⑪町田市民病院
町田街道 10
8
9
7
6
公共施設巡回ルートの
5
旭町
11
さるびあ図書館
4
中央図書館
経路を変更します。な
3
三塚
14
15
13
12
2
お、運賃に変更はあり
16
森野
町田駅
滝の沢
合同庁舎 市役所
②町田ターミナル
1
ません。
⑮保健所入口(合同庁舎前)
生涯学習
町田市役所
※現在、認可申請中の
17
センター
⑯森野一丁目
市民ホール ①町田バスセンター
ため、
内容は変更になる
浜線
ＪＲ横
⑰町田市役所南口
可能性があります。
運 賃 現 金１００円 均 一
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
（先払い）
※小児及び障害者手帳
をお持ちの方も同額で
す。
※東京都シルバーパス
を利用できます。

１２

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）。

市は、１月３０日に
「町田市と株式会社コ
トラボとの公園情報の活用と発信に関す
る連携協定」
を締結しました。この協定に
基づき、
（株）コトラボが運営するスマー
トフォン用アプリ「ＰＡＲＫＦＵＬ」に、市内
の公園の地図情報や写真、遊具、利用者の
コメント等が掲載されます。
このアプリでは、日本全国の１１万を超
える公園情報を検索することができるほ
か、公園に行った記録を写真や
コメントで残したり、投稿から
公園のさまざまな楽しみ方を
知ることができます。

今号の広報紙は、 万５５０１部作成し、１部あたりの単価は

市では、市内の活性化を推進するため、
１月３０日に（株）ゼルビア及びイオン（株）
と電子マネー「ＷＡＯＮ」発行に関する合
意書を締結しました。
この合意に基づき、２種類のＷＡＯＮカ
ードが販売されます。このカードを使っ
て加盟店で支払いをすると、利用金額の
左からハッピーワオン、イオンリテール
（株）南関
一部が、市立陸上競技場の観客席増設等、 東カンパニー東京山梨事業部の石河部長、石阪市
市内の活性化に役立てられます。
長、
（株）
ゼルビア代表取締役の大友社長、
ゼルビー
３月１日から販売を開始します 
○ご当地ＷＡＯＮカード
○サッカー大好きＷＡＯＮカード
「まちだＷＡＯＮ」
「大好きＦＣ町田ゼルビアＷＡＯＮ」
東京都指定名勝である薬師
ＦＣ町田トップチーム創設３０周年及び町田市制
池公園四季彩の杜 薬師池の ６０周年を記念した限定版（１０００枚）と通常版があ
デザインです。
ります。
販売金額１枚３００円
販売金額１枚３００円
販売場所都内と神奈川県内の 販売場所市内ミニストップ、
イオン及びイオンスタイル等 市立陸上競技場ＦＣ町田ゼル
限定版
※順次全
ビアグッズ売店
国のイオ
ホーム開幕戦で先行販売！
ン店舗で
２月２４日 のＦＣ町 田 ゼ ル ビ
販売しま
アホーム開幕戦で先行販売し
す。
ます。
通常版

