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凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

健康案内

と、個人情報保護制度の運用に関す
ること、コンピューターの運用に関
することについて審議しています。
現委員の任期満了に伴い、市民委
胸部エックス線健診
員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で他の審議
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
会などの委員をしていない方＝男女
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
各１人（抽選）
部エックス線検査を受ける機会のな
日原則毎月第２月曜日、午前１０時～
い方
正午
日４月１０日、５月８日、６月５日、いず
任期５月１０日～２０２１年５月９日（２
れも水曜日午前１０時～１１時
年間）
場町田市保健所
（中町庁舎）
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
定各２０人
（申し込み順）
募」と朱書きのうえ、住所・氏名・電話
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。 番号・生年月日・性別を明記し、３月
３１日まで（消印有効）に市政情報課
問保健予防課☎７２２・７６３６
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・８４０７）へ。

募 集

認 可 保 育 所 職 員
詳細は各認可保育所へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○敬愛桃の実保育園
（☎７７０・１１１３）
＝保育士
（非常勤）
、
調理員
（非常勤）
○多摩境敬愛保育園
（☎７７５・１４７０）
＝保育士
（非常勤）
、
調理員
（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市情報公開・個人情報保護

運営審議会市民委員

市は、知る権利を保障する情報公
開制度と、市民のプライバシーを守
り、自分の情報をコントロールする
権利を保障する個人情報保護制度の
両制度を、適正により良く運用して
いくため、
「町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会」を開催していま
す。情報公開制度の運用に関するこ

お知らせ

策定しました

町田市教育に関する
総合的な施策の大綱

市では、教育、学術及び文化の振興
に向け、２０１９年度から２０２３年度ま
でを対象期間とする「町田市教育に
関する総合的な施策の大綱」を定め
ました。
【概要】
○基本理念 誰もが自分らしく夢を
描き、叶えるまちへ
○基本方針Ⅰ 子どもが自ら未来を
切り拓く力を育む
○基本方針Ⅱ 多様なニーズに応
え、学びの環境を整える
○基本方針Ⅲ 地域ぐるみで子ども
に関わり支える
○基本方針Ⅳ 生涯にわたり学び、

カワセミ通信１４６
町田市長

春になったとはいえ、まだ寒さの
日も現れます。
市民の皆さんには、気
温の急な変化にご注意下さい。広袴
にある寒緋桜も開花しました。
今年の桜
（ソメイヨシノ）の開花予
想は、例年より１週間ほど早く、今月
の下旬となっています。さくらまつ
りの日程は、恩田川が23日からとな
っていますので、
ちょうど良い頃で、
芹ヶ谷公園と尾根緑道は４月６日か
らなので、
こちらは、花のピークを過
ぎているかもしれません。
何年か前は、花がまだほとんど咲
いておらず、
逆に、
昨年は花が咲き終
わって葉桜だったというように、な
かなか日取りを決めるのは難しいよ
うです。テントその他の機材の予約
など、事前準備は前年のうちからし
なければならず、悩ましいところで
す。
さて、
先日、
町田法人会から本の寄
贈がありました。タイトルは、
『A PE
ANUTS BOOK featuring SNOO
PY』
（1～26巻 チャールズ・M・シ
ュ ル ツ 著 株 式 会 社KADOKA
WA）
、スヌーピーのピーナッツシリ
ーズ（＝写真）です。１セット26冊を
市立小・中学校６２校分寄贈いただき
ました。

石阪丈一

どんなものか、１、２冊買い求めて
読んでみました。英語が得意でない
自分には、なかなか面白さが分から
ず、英文の横にある谷川俊太郎さん
の和訳を見て、初めて、作者チャール
ズ・モンロー・シュルツさんのユーモ
アを理解しています。
２０２０年から始まる小学校での英
語学習の正式教科化を前に、既に市
内小学校では英語をまるごと体験す
る取り組みも始まっています。また、
今年の秋に「まちびらき」を予定して
いる南町田グランベリーパーク内に
は、スヌーピーミュージアムが開館
します。ここでも、英語体験プログラ
ムが計画されているようです。
漫画を通して英語に親しむことが
できる、そんな期待をいだかせる今
回の本の寄贈に感謝をいたします。

町田法人会からの寄贈図書

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

活躍できる環境を整える
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問企画政策課☎７２４・２１０３
ふれあい館利用者用送迎バス「長寿
号」の

運行ルートが変わります

問 問い合わせ

補事業者を再募集しています。
今回は、２０１８年１２月の再募集に
おいて、整備運営事業者が決定して
いない分の募集となります。
募集地区、募集概要等の詳細は、町
田市ホームページをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１

町田市メール配信サービス
ふれあい館（高齢者福祉センター）
消費生活情報「くらしのヒ
は、市内または相模原市在住の満６０
ント」の配信を開始します
歳以上の方が無料で利用できる、健
康の増進や教養の向上、
レクリエーシ
４月１日から暮らしに役立つイベ
ョン
（カラオケ、
囲碁・将棋、各種講座、 ントや悪質商法、消費者被害等に関
サークル活動等）のための施設です。 する情報を提供する消費生活情報
４月１日から、ふれあい館の利用者 「くらしのヒント」のメール配信サー
用送迎バス「長寿号」の運行ルートが
ビスを開始します。配信登録は３月
変わります。
１５日㈮午前１１時から、町田市ホーム
運行日程等は、各ふれあい館で配
ページ
（下記ＱＲコード）
で行えます。
布している長寿号のしおりをご覧下
さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
スマートフォン版

第７期整備分

介護保険施設等整備運営
候補事業者の再募集

第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、介護保険施設等整備運営候

携帯電話版

問登録方法について＝バイザー（株）
コ ー ル セ ン タ ー ☎０５７０・０５５・
７８３、町田市広報課☎７２４・２１０１、
町田市消費生活センタ－☎７２５・
8805

町田市教育プラン２０１９－２０２３を策定しました

問教育総務課☎７２４・２１７２

市教育委員会では、２０１４年に
教育振興基本計画である「町田市
教育プラン」を策定し、教育施策を
進めてきました。
策定から５年の間に、情報化の
進展に伴う産業構造・ライフスタ
イル等の社会的な変化やグローバ
ル化が予測を超えて進み、それに
伴って教育をめぐる環境は複雑化
・多様化しています。
このような状況を踏まえ、市の
教育施策を更に充実させていくた
め、
「 町 田 市 教 育 プ ラ ン２０１９－
２０２３」を策定しました。同プラン
は、 計 画 期 間 を２０１９年 度 か ら

２０２３年度までの５年間とし、教育
目標として「夢や志をもち、未来を
切り拓く町田っ子を育てる。生涯
にわたって自ら学び、互いに支え
合うことができる地域社会を築
く。」を掲げています。そして、教育
目標の実現に向けて、４つの基本
方針のもと、１４の施策と４４の重
点事業を進めていきます。
※計画の冊子は各市立図書館で閲
覧できるほか、市政情報課（市庁舎
１階）で販売します（１冊１１００円）。
また、町田市ホームページでダウ
ンロードもできます。

基本方針

主な重点事業

基本方針Ⅰ
えいごのまちだの推進／ＩＣＴを活用した教育
学ぶ意欲を育て
「生きる力」
を伸ばす の推進／キャリア教育の推進
基本方針Ⅱ
充実した教育環境を整備する

体育館空調設備の設置／特別支援学級・教室
の整備／不登校初期支援の推進／学校を支え
る人員体制の構築

基本方針Ⅲ
家庭・地域の教育力を高める

コミュニティ・スクールの推進／地域学校協
働本部の設置／家庭教育支援の担い手育成・
活動支援

基本方針Ⅳ
生涯にわたる学習を支援する

子ども読書活動の推進／地域の課題解決に向
けた学習支援／「文学の扉」事業の推進

公園を活用した社会実験を実施します

薬師池公園四季彩の杜がアウトドアパークに
変わります

問未来づくり研究所（企画政策課内）
☎７２４・２１０３

全国的に公園や道路等の公共空
間活用の動きが広がっており、新
たなまちの魅力づくりが、さまざ
まなかたちで実践されています。
市でも公共空間に変化を起こ
し、来訪者の行動を観察し、利用者
の視点に立って魅力ある公共空間
のあり方を考えていきます。
このたび期間限定で、薬師池公
園内にテントやタープなどを設置
し、飲食ブースやアウトドア体験
等が楽しめるアウトドアパークを

開催します。体験を通して公園の
魅力や可能性などを感じながら、
公共空間のあり方について皆さん
で考えてみませんか。
お気軽にご参加下さい。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。
日３月２１日㈷～２５日㈪、午前１０
時～午後７時３０分（２１日、２４日は
午後５時３０分まで、２５日は午後３
時まで）
場薬師池公園（芝生広場等）

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

