
45
❶あなたにとっての市立博物館
❷記憶に残っている展覧会
について来館者に伺いました。

　開館45年の節目を迎えた市立博物
館は、「町田市立博物館最終（ファイナ
ル）展−工芸美術の名品」をもって現
在の建物での展示事業を終了します。
同館のあゆみを振り返り、皆さんへ
の感謝とともに、展示事業終了後の
「これから」についてお伝えします。

ホンモノに
出会う感動を
届けて45年

❶感性を刺激する場所❷「小森忍　日本
陶芸の幕開け」展（2009年）

塩澤珠江さん（70代）

❶子どもを文化・芸術に触れさせ
ることができる貴重な場所／圭
樹さん（50代）、子どもにとっておも
しろい物とおもしろくない物がある
ところ／匠真さん（10代）❷「近代ガ
ラスデザインの先駆者　淡島雅吉」展

（2019年）／砂代子さん（50代）

大久保さんご家族

❶静寂な時間の中で作品と向かい
合い、作者の魂をより身近に感じ
られ、空間のぜいたくを十分に味
わえる場所❷「東洋陶磁」展（1992
年）、「開窯300年　マイセン　西洋
磁器の誕生」展（2011年）、「日本
のグラヴィール」展（2016年）

仁藤芳栄さん（60代）

掲載した展覧会及び展覧会図録は、市立博物館で
開催・発行したものの一部です。

市 立 博 物 館あなたにとっての

問 市立博物館　☎726・1531

市立博物館外観
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展示事業終了。（仮
称）市立国際工芸美
術館の整備準備へ2019

（仮称）市立国際工芸
美術館開館予定2024

「町田市立博物館」に改
称、大津絵の収集開始1976

「町田の民俗芸能」展 ／
「町田の縄文遺跡」展1979

「小田急沿線の
仏像」展

1997

旧岩田工芸硝子（株）、岩
田藤七・久利・糸子のガラ
ス作品寄贈記念「岩田ガ
ラスの世界」展

2004

「国交50周年記念　インド
ネシア更紗のすべて」展2007

「町田市郷
土資料館」
として11
月3日開館

1973

年
分
の

市
立
博
物
館

山田義雄氏、東
南アジア陶磁器
寄贈記念「イン
ドシナ半島の陶
磁器」展

1990

「江戸陶磁のモダニズム　
古武雄」展2014

「開窯300年　マイセン　
西洋磁器の誕生」展2011

「魅惑の小宇宙！懐中時
計」展2016

大平洋一氏、世界最古の
ガラス技法書『ラルテ・ヴ
ェトラリア』初版本寄贈

2018

田河水泡（高見
澤仲太郎）氏、戯
画・風刺画寄贈
記念「日本の滑
稽絵」展／「ボヘ
ミアン・グラス　
同時開催中国乾
隆ガラス」展

1988

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課 〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
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/

●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

まちづくり基本目標
町田市

ホームページ
QRコード



これからは

ます！出し
展示・体験講座が

まちに

　市立博物館がなくなっても、コレクションをご覧いただく機会はまだまだあります。多くの
方が訪れる場所で、ガラスや陶磁器などの工芸美術コレクションの出張展示や体験講座を予
定しています。一緒に工芸美術の魅力を楽しみましょう！
※詳細は決まり次第、町田市ホームページ等でお知らせします。飛び

出 張 展 示

2017年度寄贈　江戸切子現代作

　市民センターなど、多くの方が訪
れる場所に収蔵作品のガラスや陶磁
器を展示します。また、国際版画美術
館の市民展示室で、新たな寄贈作品
数十点を紹介します。

まちなかや公共施設で

2014年「古武雄」展のワークシ
ョップで絵画を作成しました

　市立博物館所蔵の工芸美術作品をテーマに、
玉川大学芸術学部の学生が小学生向けのワー
クショップを企画し、そこで作られた作品を6
月下旬に展示します。併せて、ガラスや陶磁器
の所蔵品も展示する予定です。

市庁舎１階 イベントスタジオで

体 験 講 座 ※内容は変更する場合があります。

　ガラス作家が使
っている移動式熔

よう

炉
ろ

で、実際に吹きガラスを体験します。

吹きガラス体験

　手軽なペン型のハンドグラ
インダーを使用して、自分の
好きな文様を彫刻します。

子ども向け体験講座
「ガラスに文様を彫ってみよう」

親子・成人向け体験講座「Ｍｙ茶碗Ｍｙ箸置を作ろう」
　リサイクル陶土の茶碗に自由に絵付けし
たり、箸置きを手びねりして、Ｍｙご飯セッ
トを作ります。

来場特典

江戸ガラスの
一輪挿し
（�全5色、先着2000人）

町田市立博物館最終（ファイナル）展

※前期（～５月19日）、後期（５月21日～）で一部展示替え有り会　期 ４月20日㈯～６月1６日㈰
休館日 月曜日／ただし４月2９日㈷、５月６日（振休）は開館し、５月７日㈫は休館
開館時間 午前9時～午後４時30分

　本展は2部で構成され、第1部では、同館のコレクショ
ンのあゆみを名品約35点でたどります。第2部はガラス
と陶磁器にスポットを当て、〈赤〉と〈青〉という象徴的な
色をテーマに選んだ古今東西の作品約100点を展示し、その魅力を紹介します。近年所蔵となった
世界最古のガラス技法書『ラルテ・ヴェトラリア（L’Arte Vetraria）』も初公開します。

展覧会情報

入館
無料

マルのつく日は
缶バッジ・デイ

　市立博物館のコレクションの一部
を、芹ヶ谷公園“芸術の杜”に建設を予
定している「（仮称）市立国際工芸美術
館」や、町田デジタルミュージアムでご
覧いただけるよう、順次準備を進めて
います。

写真
撮影
OK

工芸美術の名品
絵葉書（１人１枚）

　芹ヶ谷公園は、町田駅から歩いて行ける自然豊かな公
園で、人々の憩いの空間です。この恵まれた環境を生か
し、自然の中でアートを体感できる“芸術の杜”として、よ
り多くの方が訪れたくなる空間を創造していきます。併
せて、同公園内に市立博物館のコレクションの中でも、特
に評価の高いガラスや陶磁器をご覧いただける「（仮称）
市立国際工芸美術館」を建設する予定です。

問 企画政策課☎724・2103

ガラスや陶磁器は
芹ヶ谷公園“芸術の杜”で！

　「町田デジタルミュージアム」は、市が所
有する考古・歴史・民俗資料をデジタル化
し、インターネット上で閲覧できる仕組み
です。指定文化財等を中心に、解説と3D画
像も収録する予定です。その中で市立博物
館が所蔵している、代表的な資料の一部も
ご覧いただけるようになります。

問 生涯学習総務課☎724・2554

考古・歴史・民俗資料は
町田デジタルミュージアムで！

問 市立博物館　☎726・1531

関連イベント

オープニング・イベント

日 4月20日㈯午後2時～3時30分
内 ミニコンサート

クロージング＆
テイクオフ・イベント

日  6月16日㈰午後2時～4時（抹茶
の提供〔添釜〕は午前10時から）

内 式典、対談、ミニコンサート等

講演会

▶ようこそ　工芸 ＫＯＧＥＩの世界へ
日 4月28日㈰午後2時～3時30分
▶�工芸がもつ高き価値―日本美術

の歴史から
日 5月19日㈰午後2時～3時30分
▶町田市立博物館45年の歩み
日 6月2日㈰午後2時～3時30分

工芸美術体験講座
（いずれも要予約・有料）

▶My茶
ちゃ

碗
わん

My箸置を作ろう
日 4月27日㈯午後1時～4時
▶練り練りガラス
日  5月4日㈷、午前9時30分～正午、

午後1時30分～4時
▶日本刺

し

繡
しゅう

はじめの一歩
日  6月1日㈯、午前10時30分～午

後0時30分、午後2時～4時

伝統文化体験イベント
（協力：町田市文化協会）

▶ 花をいけてみましょう（要予約
・有料）
日  4月21日㈰、6月15日㈯、午前

10時～正午、午後1時～3時
▶ 響きの森　ハッピーフルートコ

ンサート
日  5月2日㉁午後1時30分～2時
▶�お茶をたててみましょう、着付

け体験講座
日 5月5日㈷午前10時～午後3時
▶吟詠
日  5月19日㈰午後1時20分～1時

40分
▶ 美しい日本の歌を楽しみましょう
日  5月28日㈫午後1時30分～3時

地域関連イベント

▶ 「弥生ヶ丘deまちだのへそまつ
り～本町田の歴史と文化を楽し
むプログラム」

日  5月12日（日）午前10時～午後3時
※ 当日、同館駐車場は使用不可のた

め、近隣の駐車場を案内します。

のぞいてみよう
を来

　申込方法等の詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。

市HP 市立博物館最終展  検索

国際版画美術館で開催する「THE BODY－身体の宇宙」展（4月20日～6月23日開催）の招待券を先着2000人にプレゼントします！

毎月10・20・30日
※休館日の場合は翌日
（先着20人、１人１日１個）

2 2019．4．15 今号は発行日が新聞休刊日と重なったため14日に配布しています



32019．4．15市役所代表　辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい

2018年度　部長の「仕事目標」　年度末成果
　２０１８年度 部長の「仕事目標」の年度末成果をまとめました。
　その中から、主な取り組みの成果をご紹介します。町田市ホームページにすべての取り組みの成果を公開しています。 問経営改革室☎７２４・２５０３
政策経営部長

小島　達也
経営改革室長

水越　祐介
広報担当部長

若林　眞一
総務部長

榎本　悦次
取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

次期基本計画策定に向けた検討 Ｃ 行政経営改革プランの推進 Ｂ まちだ◯
まる

ごと大作戦の展開 Ｃ 職員の配置基準（案）の作成、異動基準
の見直し Ｃ

未来づくりプラン、「町田市５ヵ年計画
１７－２１」の推進 Ｃ 市役所業務の生産性の向上 Ｂ 既存の広報手法の見直し Ｄ 会計年度任用職員制度の導入 Ｃ

町田市公共施設再編計画の策定・推進 Ｂ 経営品質向上活動の実施 Ｃ 市内外の町田市に対する認知度及び
好感度の向上 Ｄ やりがいを持っていきいきと働ける

健康職場づくりの支援 Ｄ

情報システム担当部長
中田　直樹

財務部長
堀場　淳

営繕担当部長
徳重　和弘

税務担当部長
小口　充

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

情報セキュリティ監査の実施 Ｃ 健全で持続可能な財政の確立 Ａ 財源と再編計画を踏まえた公共施設
の維持保全と長寿命化 Ｃ 市税の収納率の維持・向上 Ｂ

災害時における事業継続性の確保 Ｃ 財源確保策の強化 Ｂ 特定天井脱落防止対策の推進 Ｃ 一元化に係る強制徴収公債権の収納
率の向上 Ｂ

ＩＣＴを活用した業務の自動化 Ｂ 公会計情報によるマネジメント機能
の強化 Ｃ 施設管理者との連携強化に向けた施

設台帳の整備と活用 Ｂ 非強制徴収公債権及び私債権の一元
化の推進 Ｃ

防災安全部長
篠﨑　陽彦

市民部長
今野　俊哉

市民協働推進担当部長
平林　隆彦

文化スポーツ振興部長
能條　敏明

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

自主防災リーダーの育成 Ｃ さわやか窓口の推進 Ｂ 地区協議会の活動支援 Ａ 東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックのキャンプ地招致 Ａ

防犯啓発活動の推進 Ｂ 玉川学園コミュニティセンター建替 Ｃ 地域団体を支える新たな支援体制の
構築 Ｃ 国際版画美術館や博物館の魅力ある

展覧会の開催 Ｃ

消防団員の確保による組織の充実 Ｃ コンビニにおける証明書発行の推進 Ｄ 新たな協働による地域社会づくりの
推進 Ｃ 文化芸術やスポーツ資源を活かした

シティセールスの展開 Ｃ

地域福祉部長
神田　貴史

いきいき生活部長
奥山　孝

保健所長
広松　恭子

子ども生活部長
三橋　薫

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

市民後見人育成の推進 Ｂ 地域包括ケアシステムの深化・推進 Ｂ 医療安全支援体制の整備 Ｃ 子どもの活動拠点及び身近な居場所
の整備 Ｂ

障がい者の相談支援体制の充実 Ｂ 「生活習慣病等予防事業実施計画（デ
ータヘルス計画）」の推進 Ｃ がん予防対策の推進 Ｃ 待機児童をゼロにするための施設整

備 Ｃ

生活困窮者の自立に向けた相談支援
の実施 Ｃ 良質な施設介護サービスの提供の促

進 Ｄ 自殺対策の推進 Ｃ 多様なニーズに応えられる教育・保育
サービスの充実 Ｃ

経済観光部長
小池　晃

北部・農政担当部長
荻原 康義

環境資源部長
水島　弘

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

中心市街地活性化の推進 Ｂ 里山環境の回復や保全を促進する仕
組みの構築 Ｂ 持続可能なエネルギー事業の促進 Ｄ 町田リサイクル文化センターにおけ

る熱回収施設等の稼働 Ｃ

町田薬師池公園四季彩の杜ブランド
マネジメントの推進 Ｃ 遊休農地の活用 Ｃ 町田生きもの共生プランの推進 Ｃ 相原地区における資源ごみ処理施設

の稼働 Ｄ

創業の支援 Ｂ 農産物の地産地消の推進 Ｃ 家庭系・事業系ごみの減量と資源化の
推進 Ｂ 上小山田地区における資源ごみ処理

施設の稼働 Ｄ

道路部長
福田　均

都市づくり部長
神蔵　重徳

多摩都市モノレール推進担当部長
神蔵　重徳

都市整備担当部長
萩野　功一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
駅周辺施設の整備 Ｃ 町田薬師池公園四季彩の杜の整備 Ｃ 多摩都市モノレールの延伸検討 Ｂ 町田駅周辺のまちづくりの推進 Ｂ
みちづくり・まちづくりパートナー事
業による都市計画道路の整備 Ｃ バス路線網再編 Ａ 鶴川駅周辺街づくりの推進 Ｃ

都市計画道路の整備 Ｂ 南町田駅周辺地区のにぎわいある拠
点づくり Ａ 住所整理の推進 Ｃ

下水道部長
大場　信吾

会計管理者
髙階　康輔

市民病院事務部長
亀田　文生

議会事務局長
古谷　健司

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

安心して住める住環境の整備 Ｄ 会計事務システムの再構築（事務の効
率化） Ｃ 地域医療連携の推進 Ｂ 議場見学の推進 Ｂ

総合地震対策整備事業の実施 Ｃ 下水道事業への地方公営企業法適用
対応 Ｃ 患者満足度の向上 Ｂ 議会関心度の向上 Ｂ

鶴見川クリーンセンターの増設工事
の推進 Ｃ 財務諸表の更なる活用方策の開拓 Ｂ 経営の安定化 Ｃ 他自治体からの視察状況の把握 Ｃ

選挙管理委員会事務局長
大曽根　政一

監査事務局長
高橋　修一

農業委員会事務局長
荻原　康義

学校教育部長
北澤　英明

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

公平・公正な選挙執行体制の確立 Ｃ リスクアプローチ監査におけるリス
ク評価方法の検証 Ｃ 農地利用集積円滑化事業による農地

のあっせん Ｃ 町田市教育プラン（２０１９年度～
２０２３年度）の策定 Ｃ

投票行動につながる若年層への啓発
の実施 Ｃ 専門的知見を活用した監査の実施 Ｃ 市街化調整区域における農地利用最

適化 Ｂ 安全・快適な教育環境の整備 Ｃ

投票環境の改善に向けた取り組みの
実施 Ｃ 職員の能力の向上 Ｄ 市街化区域における農地利用最適化 Ｃ 児童や生徒の学力・体力の向上に向け

た取り組みの実施 Ｃ

生涯学習部長
中村　哲也

取り組み 評価
生涯学習施設のあり方の検討 Ｃ
文化財の保存・活用 Ｃ
地域づくり型生涯学習の推進 Ｃ

評価基準
Ａ：当初の目標を大幅に上回る成果を達成した
Ｂ：目標水準を上回る成果を達成した
Ｃ：ほぼ目標水準を達成した
Ｄ：成果が不十分である
Ｅ：取り組みが滞っている

　部長は、年度当初にその年度の目標を設定
し、中間期に取り組みの進捗状況、年度末に
取り組みの成果を確認し、評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確認し
ます。

目標設定 成果確認
自己評価➡ ➡

市長確認

中間確認

⬆⬇⬆⬇
⬆⬇

部長の仕事目標の流れ
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募　集募　集
病児施設職員（保育士）

　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市子ども・子育て 
会 議 公 募 委 員

　市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、「町田市
子ども・子育て会議」で計画策定や実
施状況の評価、進

しん

捗
ちょく

確認などを行っ
ています。会議では子育て中の保護
者からも意見をいただいています。
　公募委員に欠員が生じたため、新
たに委員を公募します。
対申し込み時において次のすべての
条件を満たす方　①市内在住の、
２０１９年４月１日時点で２０歳以上で
ある②２０１９年４月１日時点で１８歳
以下の子どもの保護者である③子育
て支援に理解と関心がある④任期中
の会議に出席できる⑤市の他の附属
機関等（会議）の委員になっていない
＝２人以内
任期７月１日～２０２０年３月３１日（全
５回程度）
報酬１回の会議出席につき１万円
選考１次＝書類、２次＝面接
申応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入のうえ、作文

（テーマ＝将来を担う人が育つまち
をつくるために、市民と行政が協働
でできること、８００字程度）と併せ
て、４月１５日～５月７日午後５時（必
着）に、直接または郵送で子ども総務
課へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６

お知らせお知らせ
国民年金制度

学生納付特例のご案内
　国民年金制度には、２０歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。
　学生納付特例の利用を希望する方
は、年度ごとに申請が必要です。
　必要書類等、詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
市HP 学生納付特例  検索
問保険年金課☎７２４・２１２７

住 宅 バ リ ア フ リ ー 化 
改 修 工 事 助 成 金

　住宅（賃貸を除く）のバリアフリー
化のための改修工事に対する助成制
度です。市内事業者が施工する改修
工事が対象です（既に契約や着工し
ている工事は助成の対象外）。
　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。
受付期間５月１５日㈬～３０日㈭
※予定件数を超えた場合は抽選で

す。
問住宅課☎７２４・４２６９

民生委員・児童委員に 
異 動 が あ り ま し た

　次の地域の民生委員・児童委員が
新たに委嘱されました。
地区忠生第二
地域境川住宅２１～３５号
担当委員（新）大村統卓☎０９０・
１１０５・１１１４
※その他の地域の担当は、お問い合
わせ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
小・中学校で必要な費用の

一部を援助しています
　お子さんを小・中学校に就学させ
ることが困難な、経済的にお困りの
保護者に対して、学校で必要な費用
や入学準備金等の一部を援助してい
ます。
　市内在住で町田市立以外の小・中
学校（義務教育学校前期・後期課程及
び中等教育学校の前期課程を含む）
及び私立小・中学校に在籍の方も申
請できます。
　なお、小学１・４年生、中学１年生の
お子さんがいる方は、前年度受給さ
れていても改めて申請が必要です。

【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世帯
全員の２０１８年中の合計所得の合算
が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍の
方は、給食費は対象外です。

【就学奨励費】
対①町田市立小・中学校の特別支援
学級に在籍する児童・生徒の保護者
②小・中学校の通常の学級に在籍し、
特別支援学校に入学可能な障がいの
程度に当てはまる場合

内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費・宿泊訓練費等の援
助（世帯の所得により援助の内容が
異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通級
費のみを支給します。

◇
申４月２６日までに直接学校または学
務課（市庁舎１０階、郵送も可、４月３０
日消印有効）へ。
問学務課☎７２４・２１７６

エ コ（ 環 境 ）に 関 す る 
ア ン ケ ー ト を 実 施

　市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」を策定し、計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、点検・評価しています。
　２０１８年度の点検・評価を行うに
あたり、市民の皆さんに環境につい
ての意識や、市の環境施策に対する
ご意見などをお聞きする「エコ（環
境）に関する市民アンケート」を実施
します。市内在住の方３０００人を対
象に、ア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・４３８６

市立博物館・国際版画美術館

新館長就任のお知らせ
　市立博物館・国際版画美術館に、
４月１日付けで、それぞれ新館長が
就任しました。
○市立博物館長　伊藤嘉章氏
　昭和３２年、岐阜県生まれ。愛知
県陶磁美術館総長。専門は日本陶
磁史（中近世）。
○国際版画美術館長　大久保純一
氏
　昭和３４年、徳島県生まれ。国立
歴史民俗博物館教授。専門は浮世
絵を中心とした近世絵画史。

国民健康保険税の税率を改定しました

　１人あたりの医療費の増加や加入
者の高齢化等により、国民健康保険
事業が厳しい財政状況にあることか
ら、国民健康保険税（国保税）の税率
を改定しました。併せて、地方税法施
行令の改正による課税限度額の改
定、所得の低い世帯への軽減措置の
拡充も行います。
　なお、７月上旬に納税通知書をお

送りします。具体的な年税額が記載
されていますので、ご確認下さい。

【国保税の計算方法】
　国保税は、医療分、後期高齢者支援
金分、介護分（４０～６４歳の方のみ）
の合計で計算されます（表１参照）。
　医療分は、国保被保険者の医療費
の支払いに充てられ、後期高齢者支
援金分は、後期高齢者医療制度への

運営支援に充てられます。介護分は、
４０～６４歳の方に対する介護保険料
の負担分です。

【課税限度額の改定】
　医療分、後期高齢者支援金分、介護
分のそれぞれの合算額が、それぞれ
に定められた課税限度額を超えた場
合、年税額は課税限度額の金額にな
ります。２０１９年度は医療分の課税

限度額を改定しました（表１参照）。
【軽減判定所得の拡大】
　所得の低い世帯の方は、同一世帯
内の所得額や被保険者数などに応じ
て、国保税の均等割額が軽減されま
す。２０１９年度は５割軽減・２割軽減の
判定基準を拡大しました（表２参
照）。

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

町田市廃棄物減
量等推進審議会

4月25日㈭午後6
時30分～8時30分

市庁舎2階
会議室2-1

10人
（申し込み順）

4月24日午後5時までに環
境政策課（☎724・4379）へ

表2　2019年度　 国保税の均等割額軽減表
区　分 年　度 軽減判定基準
7割軽減 2019年度 33万円以下（変更無し）

5割軽減
2019年度 33万円＋（28万円×国保加入者数）以下
2018年度 33万円＋（27万5000円×国保加入者数）以下

2割軽減
2019年度 33万円＋（51万円×国保加入者数）以下
2018年度 33万円＋（50万円×国保加入者数）以下

※ 特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属す
る方）がいる場合は、その人数も軽減判定基準に算入します。

※ 1954年1月1日以前に生まれた、公的年金等の受給者の方は、公的年金から15万円を限度に控除がありま
す。

【ケース2】給与収入のみの方の世帯（40歳代の夫婦2人・子ども2人の
4人世帯で、夫のみの給与収入で計算）

給与収入 給与所得 国保税 軽　減
233万円 145万円 19万4300円 5割
363万円 237万円 33万2900円 2割
450万円 306万円 43万2100円 ―
550万円 386万円 50万2800円 ―
650万円 466万円 57万3500円 ―
750万円 555万円 65万2000円 ―

※妻の給与収入が65万円までは、ケース2の国保税です。
※収入は目安です。

表1　2019年度　からの新しい国保税率（額）

区分(対象者） 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
（40～64歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
所得割額Ⓐ（所得に対し） 5.20% 5.40% 1.76% 1.82% 1.55% 1.61%
均等割額Ⓑ（1人あたり） 3万円 3万1100円 1万200円 1万500円 1万2000円 1万2400円
課税限度額 58万円 61万円 19万円 19万円 16万円 16万円
※1　 所得割額Ⓐは、加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除33万円を引いた額に税率をかけ

て計算します。
※2　 世帯単位で計算したⒶⒷの合計が課税限度額を超えた場合、年税額は課税限度額の金額となります。

2019年度　　国保税の計算例（年額）
【ケース1】年金収入のみの方の世帯（65歳以上の夫婦2人世帯で、夫の
みの年金収入で計算）

年金収入 年金所得 国保税 軽　減
153万円 33万円 2万4900円 7割
168万円 48万円 3万5700円 7割
224万円 104万円 9万2800円 5割
270万円 150万円 15万900円 2割
350万円 225万円 22万1700円 ―
450万円 304万円 27万8800円 ―

※妻の年金収入が120万円までは、ケース1の国保税です。
※収入は目安です。

問保険年金課☎７２４・２１２４
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小野路宿里山交流館
指定管理者を募集します
対法人またはその他の団体
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申募集要項（観光まちづくり課〔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）を参照し、必要
資料を用意のうえ、５月１６日～２２日
に直接観光まちづくり課へ。
※詳細は募集要項をご覧下さい。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
町田市自然休暇村
夏 期 利 用 申 し 込 み
　２泊３日での申し込みとなります。
※１泊、３泊の場合は、２泊３日利用者
決定後の受け付けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２9日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～9日⑱８月9日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月
１５日～１７日㉒８月１７日～１9日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、利用施設（本館／キャビンの別）
・利用希望日の番号（第３希望まで可）
・利用予定人数（大人〔中学生以上〕・
小学生・幼児〔寝具利用の有無〕）・代

表者住所（市内在勤・在学の方はその
旨を明記）・氏名・電話番号、キャビン
申し込みの方は「ペット連れの有無」
「動物アレルギーの有無」を明記し、５
月３１日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメール（１グループ１通、重複
申込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・99・２２４０遍
ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧いただ
くか、１月に全戸配布した「町田市わ
たしの便利帳２０１9」の１１１・１１２ペ
ージをご覧下さい。
問自然休暇村☎０２６７・99・２9１２

催し・講座催し・講座
高齢運転者安全運転教室
　改めて安全運転について考えてみ
ませんか。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）をご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
下さい。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日５月２３日㈭午前9時１０分～午後０
時３０分
場同スクール（南大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（申し込み順）

申４月１７日正午～５月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１9０４１７Ａへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
町田市・町田茶道会観光おもてなし
協働事業
新緑の薬師池を楽しむ茶会
　東京都指定有形文化財の旧荻野家
住宅前でお茶会を行います。
日４月２７日㈯午前１０時～午後３時
３０分
場町田薬師池公園四季彩の杜・薬師
池　旧荻野家住宅前
費大人３００円、小学生以下１００円（３
歳以下無料）
問町田茶道会☎０9０・７9４６・５８３４、
町田市観光まちづくり課☎７２４・
２１２８
春のゲートボール
初 心 者 教 室
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで学べます。
※運動ができる服装でおいで下さい
（用具の貸し出し有り）。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日５月１５日㈬、１６日㈭、午前9時３０

分～午後３時３０分（予備日１７日）、全
２回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月７日午後３
時までに直接同協会（せりがや会館
内、☎７２２・２２５３）へ（郵送も可、５月
７日必着）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
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南市民セン
ター】
　介護の仕事を職業として考えてい
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４月２４日㈬午後１時３０分～４時
場南市民センター第２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）。
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

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４７

菜の花が見ごろを迎えます
問農業振興課☎７２４・２１６６、ふるさと農具館☎７３６・８３８０

町田リサイクル文化センター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問資源循環課☎７９７・９６１５

会社やお店の広告を載せてみませんか

「ＥＣＯまちだ」広告を募集
問環境政策課☎７２４・４３８６

　町田薬師池公園四季彩の杜・薬師池
の北西、町田ぼたん園やふるさと農具
館、七国山ファーマーズセンター近く
の畑で、菜の花が見ごろを迎えます。
　この花畑は、地元農家による七国
山ふれあいの里組合が栽培していま
す。花を楽しんだ後は、菜種を採取し
て「七国山なたね油」として販売して
います。
※天候の状況により、開花時期が変
わることがあります。開花状況は、ふ
るさと農具館（月曜日は休館）へお問
い合わせ下さい。
※お出かけは、公共交通機関をご利

用下さい。また、路上駐車は、近隣の
住民の迷惑になりますので、絶対に
おやめ下さい。
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル
先、２１番乗り場から本町田経由野津
田車庫行き、または、鶴川駅行きバス
で「薬師ヶ丘」下車、徒歩約１０分

　町田リサイクル文化センター周辺
の大気中のダイオキシン類測定を実
施しましたので、その結果をお知ら
せします。測定結果は、環境基準に適

合していました。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。

　環境に優しい行動のヒントになる
情報を紹介する環境広報紙「ＥＣＯま
ちだ」は、新聞折り込みを中心に市内
全域に配布しています。
対市内または近隣市に事業所を有す
る事業主
※掲載できる広告の制限等がありま
す。
発行部数各号約１１万６０００部（年４

回発行）
費１枠４万円（縦４．２㎝×横１１㎝）
掲載号７月１日号、9月１５日号、２０２０
年１月１５日号、４月１日号
募集数各号２枠（市内事業者を優先
のうえ、抽選）
募集期間５月１０日まで
※申込方法等の詳細はお問い合わせ
下さい。

単位：pg-TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 0.011 0.010 0.027 0.010 0.015 0.6

以下小山田中学校 0.013 0.012 0.019 0.010 0.014
図師小学校 0.010 0.015 0.020 0.016 0.015

測定日：�春季＝2018年5月7日～14日／夏季＝2018年8月31日～9月7日／秋季＝
2018年11月22日～29日／冬季＝2019年2月1日～8日

　コジュケイやアオゲラの大きな声
が聞こえるようになりました。新緑
が日増しに色濃く、まぶしくなって、
春本番です。今年のゴールデンウィ
ークは、平成から令和にかけて１０連
休という方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。
　さて、先日、平成３１年町田市議会
第１回定例会が閉会しました。今議
会で可決・成立した新年度予算につ
いては、本紙でも、特集でお知らせし
ています。そのなかで、スポーツ関連
の予算のいくつかを紹介したいと思
います。
　市立総合体育館に大型映像装置を
設置する事業予算については、２月
１５日号のカワセミ通信でも触れま
したが、今年中には設置する予定で
進めています。野津田の市立陸上競
技場のスタンド増設工事は、今進め
ている地盤造成工事の後、建築の本
体工事を9月ごろまでに発注するよ
うに準備をしています。完成は、再来
年の２月、Jリーグ２０２１シーズンの
開幕を目標にしています。
　隣接する上の原グラウンドの芝生
化は、ほぼ工事が終わり、芝の養生を
しています。土曜、日曜は市民利用で、
ウィークデイはＦＣ町田ゼルビアが練
習に使うという住み分けをします。
　長らくお待ちをいただいている市
立室内プールは、現在、改修工事２年
目です。この秋には利用の再開を予

定しています。また、旧埋立地の池の
辺地区に計画している、（仮称）町田
スポーツ公園は、今年度が実施設計、
来年度工事着手の計画で整備を進め
ます。
　小山ヶ丘地区に計画中の、小山上
沼調節池スポーツ施設の実施設計を
します。また、南町田の鶴間公園のス
ポーツエリアはこの秋に再整備が完
了します。さらに、地域の方に施設開
放をしている、小・中学校の体育館に
ついては、熱中症予防などを目的に
空調設備を設置します。今年度は、中
学校全２０校、小学校７校について、実
施設計を行い、来年度からの２ヵ年
で小・中学校、全６２校の整備を予定
しています。
　屋外での活動にふさわしい季節に
なりました。今後とも、市民のするス
ポーツ、見るスポーツをさらに充実
させ、「スポーツで人とまちがひとつ
になる」を実現していきたいと思い
ます。

芝生養生中の上の原グラウンド
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　2019年度予算は、町田市基本計画である「まちだ未来づくりプラン」に定めた5つの「未来づくりプロジェクト」を着実に推進するとともに、4
つの「まちづくり基本目標」（Ⅰ 将来を担う人が育つまちをつくる、Ⅱ 安心して生活できるまちをつくる、Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる、Ⅳ 暮
らしやすいまちをつくる）の実現を目指す施策を中心に編成しました。

多摩都市モノレール延伸事業 循環型施設整備事業
　循環型社会の構築に向け、熱
回収施設等の整備、資源ごみ処
理施設整備に向けた準備を進め
ます。

　多摩都市モノレール延伸に向けて、バス路線
網再編、町田駅を含む沿線の拠点構築に向けた
検討、導入空間の調査等を進めます。また、将来
の基盤整備に備え基金積立を行います。

　交通環境の充実に取り組むとともに、みどりの保全や地球温暖化防止、
資源循環型社会の構築など環境に配慮したまちづくりに取り組みます。

　活気ある商業空間づくりや自然、スポーツに親しめる環境づくり等に
取り組み、まちの魅力の向上・発信に取り組みます。

　「町田市5ヵ年計画1７-21」の4つの「まちづくり基本目標」に基づく事業のほかに取り組む主な事業です。

　保育環境の整備や教育環境の充実に取り組むとともに、子
どもの活動拠点の充実や学びの拠点づくりに取り組みます。

　競技スポーツの場の整備のため、ふるさと納税を
活用して市立総合体育館メインアリーナに大型映像
装置を整備し、12月から使用開始します。

　小田急線及びＪＲ横浜線の町田駅のホームドア整備に係る事業費の補助を行
います。今年度は小田急線町田駅2番線ホームの補強工事に補助を行います。

　小・中学校の体育館に空調設備を設置するため、中学校20校、小学校7校の実
施設計を行います。

　「町田市立小・中学校における働き方改革プラン」に基づいて、
教員の働き方改革を推進します。学校で発生する法的側面を有
する問題の未然防止、早期対応、早期解決を図るために、法的観
点から継続的に学校に助言を行う弁護士である「スクール・ロイ
ヤー」を多摩26市で初めて導入します。

　市立小学校の学校長が「私会計」として徴収・管理していた給食費を、2020年
4月から市の予算に計上して徴収・管理する「公会計」に移行するための準備を
行います。

　施設の安全性の確保と財政負担の平準化を図るため、計画的に施設の長寿命化
工事を行います。

　“芸術の杜”という大きなテーマの中で、芹ヶ谷公園と（仮称）国際工芸美術館を
一体的に整備するための設計等を行います。

　市立陸上競技場の観客席増設に伴う造成を進め、
観客席の増設工事に着手します。また、公園の拡張区
域において、多目的グラウンドの造成工事に着手し
ます。

　今年秋のまちびらきに向け、駅、自由通路、公園、
商業施設、パークライフ・サイトの一体的再整備を
進めるとともに、駅北口広場のバス乗降場に屋根
を設置します。

　観光拠点としての魅力を高めるため、
2020年4月の西園のオープンに向けて、
西園内に案内所やカフェ・レストラン等
を備えたウェルカムゲートの整備を進め
ます。

　まちだ○
まる

ごと大作戦18-20で市民等の「やってみたい夢」を実現し、地域の活
力を高めるとともに、定住・来訪促進のための情報発信をします。

　ラグビーワールドカップ2019TMや東京2020大会に
対する市民の関心を高め、まちを挙げた盛り上がりにつ
なげていきます。

　公共施設再編計画に基づき、短期再編プログラムを計画的かつ効果的に推進し
ます。

　年少人口が減少する将来を見据えて、児童・生徒がより良い学習環境で学ぶこと
ができるよう、小・中学校の適正規模・適正配置を推進します。

　大地沢青少年センターのあり方の見直しとして、2021年7月の民間活力の導入
開始に向けて、最も効果的な方法を決定します。

　困難を抱えた子育て世帯への支援として、6月
から、ひとり親家庭へ手作りのお弁当を配達する
とともに、相談支援を行います。

　病児保育施設を町田地区に整備し、看護師が保育施設等で体調を崩した病児を
迎えに行く、「病児保育お迎え事業」を新たに開始します。

　5月に、市内4か所目となる常設型冒険遊び場を、三ツ目山公園に開設します。また、
補助基準額の改正を行い、冒険遊び場活動のさらなる充実を図ります。

　小山中学校区及び鶴川第二中学校区に開設する子どもクラブの建設工事と、南町田
グランベリーパーク内の子どもクラブ開設に向けた準備を進めます。また、小山田中学
校区に開設する子どもクラブの検討、実施設計を行います。

　「町田ならではの英語教育」を強力に推進し、町田の
未来を支える人材を育成するとともに、「英語教育で選
ばれるまちだ」を実現します。

　学校のICT※環境の充実を図り、ICTを活用し
た効果的な授業を実施するため、機器の配備や
システムの構築を行います。また、個に応じた学
びの最適化やソフトウェアを活用した協働学習
の充実などについて実証を行い、ICT教育の方
法論を確立するために「町田発未来型教育　実
証モデル事業」を実施します。�

　既存校舎の解体及び新校舎の建設工事に着手します。また、校庭の代替施設
として使用している後田グラウンドの外周部分の整備を行います。

　市内活動団体支援のため、町田市地域活
動サポートオフィスを4月に開設します。

　玉川学園コミュニティセンターの建替工事及び（仮称）玉
川学園前駅デッキを整備します。

新たな地域協働推進事業 玉川学園コミュニティセンター整備事業

　地域で住民相互の助け合いの関係を築くための環境づくりに取り組
むとともに、高齢者が地域で安心して暮らすことができる仕組みづくり、
減災対策に取り組みます。

■問財政課☎７24・2149

　一般会計の当初予算額は1597億6061万円となり、対
前年度比較で7.8％の増加となりました。
　また、一般会計と特別会計を合わせた総予算額は
2718億6169万円となりました。

　歳入は、42.7％が「市税」で、約半分を占めています。
　また、「国庫支出金」と「都支出金」が合わせて32.8％と
3分の1を占めています。
　歳出は、50.8％が「医療・生活支援」で、半分以上を占め
ています。また、「道路等の整備」が11.0％、「保健衛生」と
「市政運営」がそれぞれ9.9％を占めています。

　市の貯金にあたる財政調整基金の
2018年度末現在高見込額は、95億
2367万円です。
　2019年度当初予算では36億3875
万円を取り崩し、現時点での2019年
度末現在高見込額は58億8522万円と
なります。

　一般会計の2019年度起債見
込額は132億7160万円とな
り、2019年度末の市債元金現
在高見込額は819億6246万円
となります。

○借金(市債)の状況○貯金(基金積立金)の状況

【新規】は、２０１９年度から全部もしくは一部で新たに実施する事業です。

2019年度予算の詳しい内容は、冊子「平成31年度（2019年度）予算概要」でお知らせしています。
町田市ホームページや市政情報やまびこ、各市立図書館でご覧いただけます。

※�Information�and�Communication�Technologyの略。
　情報通信技術。

２０１９年度予算の全体像

一般会計の歳入歳出予算

まちだの台所事情

賑わいのあるまちをつくる

その他

将来を担う人が育つまちをつくる

暮らしやすいまちをつくる

冒険遊び場補助事業

子どもクラブ整備事業

【新規】えいごのまちだ事業 町田第一中学校改築事業

【新規】教育の情報化推進事業

公共施設等維持保全事業 【新規】学校給食費公会計化事業

大地沢青少年センターあり方見直し事業

【新規】鉄道駅ホームドア整備補助事業【新規】おうちでごはん事業

【新規】総合体育館映像装置整備事業

【新規】病児·病後児保育事業

公共施設等マネジメント事業
【新規】教員の働き方改革推進事業

小·中学校適正規模·適正配置等推進事業

【新規】小·中学校体育館空調設備設置事業

南町田駅周辺地区拠点整備事業

野津田公園スポーツの森整備事業

【新規】町田薬師池公園四季彩の杜
� 整備事業

【新規】芹ヶ谷公園芸術の杜·�（仮称）国際工芸美術館整備事業

【新規】シティプロモーション推進事業

東京２０２０オリンピック·パラリンピック等国際大会推進事業

Ⅳ

Ⅲ

Ⅰ

4億8344万円

41億2620万円

1億7435万円

1000万円

9950万円

1億4660万円

1061万円

35億1797万円

1265万円

895万円

700万円

1億3134万円

1778万円

3億9328万円

3億9605万円2421万円

3135万円

5億6620万円

7億2871万円

3億3793万円

1億8553万円

15億9839万円

1億3715万円

3719万円

14億120万円

26億6952万円

安心して生活できるまちをつくるⅡ予算
特集

※金額については、四捨五入による端数処理を行っているため、合計額と合致しない場合があります。

「町田市５ヵ年計画17-２1」の主な事業と予算額

２０1９年度予算の概要

２０１９年度予算の概要と
「町田市５ヵ年計画１7-２１」の主な事業

2019年度にどのような事業やサービスを行うのか、予算の概要をお知らせします。

多摩都市モノレール 熱回収施設等完成イメージ図

玉
川
学
園
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
完
成

予
想
図

（
仮
称
）玉
川
学
園
前

駅
デ
ッ
キ
完
成
予
想

図

パソコンを使用した授業の様子

小学校での英語の授業の様子 大型映像装置イメージ

陸上競技場の観客席増設整備イメージ

南町田駅南北自由通路イメージ

薬師池公園四季彩の杜西園エリア整備イメージ

ロゴマーク

歳入歳入 歳出歳出

地方消費税交付金
64億5300万円

繰入金
54億2224万円

使用料及び手数料
35億1262万円

市債返済のため
71億6872万円

医療・生活
支援のため
811億
1925万円

教育のため
142億4183万円

市政運営のため
158億1919万円

道路・公園等整備のため
175億650万円

保健衛生・環境のため
158億5792万円

消防・防災のため
51億4008万円

その他
106億702万円

その他
(議会・産業振興
 などのため）
29億712万円

市債
132億7160万円

都支出金
212億1042万円

合計額
1597億
6061万円

合計額
1597億
6061万円

国庫支出金
311億
8385万円

市税
680億
9986万円

1597億6061万円
一般会計

1597億6061万円
国民健康保険
事業会計

412億8873万円

国民健康保険
事業会計

412億8873万円

介護保険
事業会計
343億
2452万円

介護保険
事業会計
343億
2452万円

病院事業会計
155億5929万円
病院事業会計

155億5929万円

後期高齢者医療事業会計
114億4545万円
後期高齢者医療事業会計
114億4545万円

下水道事業会計
94億8309万円総額2718億6169万円総額２7１8億6１6９万円

特別会計
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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4月は「子ども食堂」

システムメンテナンスのため、5月24日㈮午後7時～27日㈪はイベントダイヤル及びイベ
シスが利用できません（イベシスのみ27日午後7時に再開予定）。� 問広聴課☎724・2102町田市イベントダイヤル・申込システム

催し・講座催し・講座
健康寿命を延ばそう！

フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し生活機能障害な
どの危険性が高まった状態です。運
動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の面から状
態を確認し、元気を取り戻すための
取り組みについて学びます。
※動きやすい服装でおいで下さい。
対市内在住の６５歳以上の方
日５月２９日㈬午後２時～４時
場健康福祉会館
定５０人（申し込み順）
申４月１８日正午～５月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０４１８Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
ＮＨＫ・市立図書館共催～特別展 

「国宝　東寺－空海と仏像曼荼羅」
関 連 文 化 講 演 会
　東京国立博物館平成館（台東区）で
開催されている特別展「国宝　東寺
－空海と仏像曼

まん

荼
だ

羅
ら

」（会期＝６月２
日まで）の見どころを研究員が解説

します。
　参加者には本展の招待券を１人１
枚差し上げます。
日５月１１日㈯午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館研究員・西木政統
氏
定１１７人（申し込み順）
申４月１９日正午～２６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０４１９Ｂへ（申し込
みは２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０

子 育 て マ マ の た め の 
カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
対６か月～２歳のお子さんがいる女性
日５月２０日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチやヨガなどのエクササ
イズを行う
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定１２人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０４１９Ａへ。保育希望者
（６か月以上の未就学児、申し込み順
に１２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～家庭教育支援学
級・保育付き

ハッピーママプロジェクト
対市内在住の子育て中の方
日５月２８日㈫、６月１１日㈫、２５日㈫、７
月９日㈫、９月３日㈫、１７日㈫、１０月１
日㈫、１５日㈫、２９日㈫、１１月１２日㈫、
２６日㈫、１２月１０日㈫、１７日㈫、２０２０
年１月１４日㈫、２８日㈫、２月４日㈫、２６
日㈬、午前１０時～正午、全１７回
場生涯学習センター
内手作り料理、わらべうた、音を使っ
た遊び、親子ひろばの企画・運営等
講帝京大学准教授・岡田たつみ氏　
他
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
／申し込み順
費８５０円（保育利用者のみ）
※別途材料費等がかかります。
申４月１５日午前９時～５月１０日午後
５時に電話で同センターへ。保育希
望者（５月１日時点で、８か月以上の未
就学児）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１

国 際 版 画 美 術 館
【①上級者向け・ピックアップ技法講
座～石版石によるリトグラフ】
対リトグラフ（アルミ板）の制作が１
人でできる１５歳以上で、全回参加で
きる方（中学生を除く）
※製版や印刷の初歩的な説明や指導
は行いません。参加条件の詳細は同
館ホームページをご覧いただくか、

お問い合わせ下さい。
日６月１日、８日、１５日、２２日、いずれ
も土曜日午前１０時３０分～午後４時
３０分、全４回
内石版石（約１９㎝×２２㎝）を１人１枚
使い、単色刷りの作品を制作（道具、
材料は同館で用意）
講リトグラフ刷師・板津悟氏
費１万円

【②リトグラフ一日教室】
対１５歳以上の初心者（中学生を除く）
日５月２４日㈮、２５日㈯、午前１１時～
午後４時（各日とも同一内容）
※両日への申し込みはできません。
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）
講版画家・小森琢己氏
費３０００円

◇
場同館
定各８人（抽選、結果は①５月１６日ご
ろ②５月１０日ごろ郵送）
申①５月１２日まで②４月１８日正午～
５月６日に、イベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
①１９０４１０Ｈ②１９０４１８Ｈへ（同館ホ
ームページで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

町田産新鮮野菜の販売
【５月の日曜朝市】
日５月５日㈷午前７時～８時（売り切
れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎７２４・２１６６

大日本タイポ組合展「文ッ字－いつもの 
文字もちょッと違ッて見えるかも」

問町田市民文学館☎7３９・３420

企画展
「御進発御供日記」刊行記念　町田の八王子千人同心

問自由民権資料館☎7３4・450８

４月２３日～５月１２日は　こどもの読書週間です
問中央図書館☎72８・８220

　「文字」の魅力に着目した展覧会を開催します。「文ッ
字」とは、文字と文学はかたちが似ているといった、ち
ょっとした思いつきからスタートした、文字と文学の
間をデザインする試みです。
会期４月２０日㈯～６月３０日㈰
休館日月曜日、第２木曜日（ただし４月２９日、５月６日は
開館）
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室

　町田市内に居住していた八王子
千人同心・小嶋隆蔵が、第二次長州
征討に従軍した記録である「御進
発御供日記」の刊行を記念して、幕
末を中心に小島家に残る八王子千
人同心の史料を紹介します。
会期４月２０日㈯～６月２日㈰
休館日月曜日（ただし４月２９日、５
月６日は開館し、５月７日は休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室

【ギャラリートーク】
日４月２７日㈯、５月１２日㈰、２５日
㈯、午後２時から３０分程度
場同館企画展示室

【どんな本とであえるかな？本のお
たのしみぶくろ】
　新小学１年生におすすめの本をラ
ッピングし、「おたのしみぶくろ」と
して貸し出します。どんな本が入っ
ているかは、借りてからのお楽しみ。
１袋に３冊入っています（１日１５袋限
定）。
日程４月２０日㈯、２１日㈰
場中央図書館４階児童コーナー

【小学校入学のお祝いに～図書館利
用券用カードケースをプレゼント】
対市内在住の小学１年生
場各市立図書館
申「としょかん１ねんせい・ひきかえ
けん」（市立小学校で全員に配布）に
必要事項を記入し、必ずお子さんと
一緒に図書館へお持ち下さい。

※引換券がない方は図書館カウンタ
ーで配布します。
※図書館利用券をお持ちでない方
は、登録が必要です。

【中垣ゆたかさんイラスト入り「子ど
も向け読書手帳」を使ってみません
か？】
　読書手帳とは、自分が読んだ本を
記録するための手帳です。
　各市立図書館・町田市民文学館で
は、市内在住の絵本作家・中垣ゆたか
さんのイラスト入り子ども向け読書
手帳を配布しています。読んだ本１
冊につき、図書館または町田市民文
学館でスタンプを１個押すことがで
き、１５個集めるとオリジナルシール
がもらえます。
対５歳～小学２年生

関連イベント  
【①文ッ字フリマ】
　文字をつくる人や文字を使って何
かをつくる人と、それを使って楽し
む人の交流の場です。
日４月２７日㈯午前１０時～午後３時
３０分
場同館２階大会議室、３階会議室

【②字ッ験工房～オリ字ナルブック
カバーをつくろう！】
　大日本タイポ組合は２人組のグラ
フィックデザイナーです。２人が講
師となり、文字のかたちに切り分け
られたフェルトを使って、自分だけ
のオリジナルブックカバーをつくる
ワークショップです。
※フェルトはアイロンで接着するの
で、針や糸の使用はありません。
対小学生以上の方
日５月１２日㈰午後２時～４時
場同館２階大会議室
定２０人（申し込み順）
費５００円

【③正木香子講演会「文字のチカラ～
『文学×書体』味くらべ」】
　読書には、書体の存在が欠かせま
せん。現代文学と書体のさまざまな
「名作組み合わせ」を例に、作品に深
い味わいを生み出す文字の役割につ
いてお話しします。
日５月１９日㈰午後２時～４時

場同館２階大会議室
講文筆家・正木香子氏
定８０人（申し込み順）

【④字事鼎
てい

談
だん

～大原大次郎×大日本
タイポ組合「大大＆大文ッ字タイポ
話合」】
　星野源など数々のミュージシャン
のＣＤジャケットやテレビのロゴデ
ザインなど、「文字」を題材にさまざ
まな仕事を手掛けるグラフィックデ
ザイナーの大原大次郎氏と大日本タ
イポ組合が文字のデザインの現在に
ついて話し合います。
日５月２６日㈰午後２時～４時
場同館２階大会議室
定８０人（申し込み順）

【⑤展示解説】
　担当学芸員が作品の解説をしなが
ら、展示室を巡ります。
日４月２３日㈫、５月１４日㈫、２５日㈯、
６月１１日㈫、３０日㈰、午後２時～２時
４０分
場同館２階展示室

◇
申①⑤直接会場へ②４月１６日正午か
ら電話で同館へ③④４月１８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③１９０４１８Ｂ
④１９０４１８Ｃへ。

長
州
征
討
に
従
軍
し
た

千
人
同
心
の
記
録
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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

消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【手作りウインナーを作ってみよう】
　食品添加物について学び、野菜の
硝酸イオンの問題も考えながら、手
作りウインナーがメインのランチを
作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２２日㈬午前１０時３０分～午後
１時
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費３５０円（材料費）
申４月１６日正午～５月１５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０４１６Ｄへ。保育
希望者（１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。
問消費生活センター☎７２５・８８０５

暮らしのセミナー
人 生 １ ０ ０ 年 時 代 を 
生 き る た め の 知 恵

【①親と子で考える高齢者の新しい
住まいのあり方～地域コミュニティ
の中で暮らす事例に学ぶ高齢期のく
らし方いろいろ】
日５月１６日㈭午前１０時～正午
講（一社）コミュニティネットワーク
協会高齢者住宅情報センター東京セ
ンター長・久須美則子氏

【②どうする？老後のお金と相続対
策～必要資金は？二人の生活から一
人の生活への対策は？ｅｔｃ．】
日５月２３日㈭午前１０時～正午
講（特）多摩ファイナンシャルプラン
ニング研究会町田支部ファイナンシ
ャルプランナー・小松久男氏

【③親と子で取り組む！モノと心の
生前整理～自宅と実家の片づけ術】
日５月３０日㈭午前１０時～正午

講（一社）実家片づけ整理協会代表理
事・渡部亜矢氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
申１次受付＝４月１５日正午～午後７
時にイベシス（＝インターネット）コ
ード①１９０４１６Ｃ②１９０４１６Ｅ③
１９０４１６Ｂへ／２次受付＝４月１６日
正午から①５月９日まで②５月１６日
まで③５月２３日までに、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、
申し込み順に各６人）は４月１５日正
午から併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
ワークショップで学ぶ

言 葉 と 身 体 の 
コミュニケーション術
対全回参加できる方
日５月１１日、６月１日、２２日、いずれ
も土曜日午後２時～４時、全３回
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は５月８日㈬午後
２時からの保育面談にもご参加下さ
い。
場町田市民文学館
内参加体験型のコミュニケーション
講座
講青山学院大学客員准教授・内山厳
氏
定１５人（申し込み順）

申４月１６日正午から電話で同館（☎
７３９・３４２０）へ。
生涯学習センター・町田国際交流セ
ンター共催

外国のダンスとお話と
日５月１９日㈰午後１時３０分～４時
場生涯学習センター
内第１部＝ペルーの民族舞踊、イン
ドの太鼓の演奏、第２部＝外国の方
の日本での子育て体験談を聞いて誰
もが住みやすいまちづくりについて
考える
定１５８人（申し込み順）
申電話で生涯学習センター（☎７２８
・００７１）へ。
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマー 
ケ ッ ト 出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日５月１２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申４月１５日～２７日に直接または電
話で（一財）まちだエコライフ推進公
社（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）
へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

緑のカーテンで快適に夏を過ごしませんか

ゴーヤの苗を配布します
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　市では、節電意識の啓発を目的に、
快適に夏を過ごせるよう、ゴーヤな
どのつる性植物を窓辺に伝わせた緑
のカーテンの普及を進めています。
　いずれも事前申込制です。

【①市民向け苗の無料配布】
日５月１２日㈰、午前９時～正午、午後
１時～４時
場市庁舎正面玄関前
※市庁舎立体駐車場は有料です。
配布数４０００苗（１世帯４苗まで、申し
込み順）

【②団体向け苗の無料配布】
対市内の町内会・自治会、社会福祉法
人等の施設、有志の団体
日５月１３日㈪午前９時３０分～午後３
時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車
場有り）
配布数３０００苗（町内会・自治会＝
３００苗〔１００世帯分〕まで、施設・団体
＝３０苗まで、いずれも申し込み順）

【③緑のカーテン普及の協力商店会
向け苗の無料配布】
対イベントやお祭りで、ゴーヤの苗
を配布し、緑のカーテン普及に協力

いただける市内商店会
日Ａ＝５月１２日㈰、午前９時～正午、
午後１時～４時、Ｂ＝５月１３日㈪午前
９時３０分～午後３時
場Ａ＝市庁舎正面玄関前、Ｂ＝下小山
田苗圃
配布数２４００苗（１団体６００苗まで、
申し込み順）
※Ａ・Ｂいずれかでの配布です。詳細
は、申込者宛てに連絡します。

【④緑のカーテン作り方講習会】
　初めての方でも安心して取り組め
るよう、下小山田苗圃スタッフが分
かりやすくお伝えします。
日５月８日㈬、午前１０時～１１時、午後
１時３０分～２時３０分（各回とも同一
内容）
場下小山田苗圃
定各３０人（申し込み順）

◇
申４月１６日正午～５月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０４１６Ａへ。
※今年度は、往復ハガキでの申し込
みは受け付けません。

●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５月７日～９日、午前９時～正午、５
月１４日～１６日、午後１時～４時（各期
間ともに同一内容）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
●東京都水道局～受付窓口のお知ら
せ
　水道使用の開始・中止は東京都水
道局多摩お客さまセンターへご連絡
下さい（東京都水道局ホームページ

で申し込みも可）問同センター☎
０５７０・０９１・１００（ナビダイヤル）、
または☎０４２・５４８・５１００（受付時
間＝日曜日・祝休日を除く午前８時
３０分～午後８時）
●東京法務局町田出張所～登記事項
証明書の請求は「かんたん証明書請
求」をご利用下さい
　オンラインで手続きすると、手数
料が安くて便利です。土地・建物、会
社・法人の登記事項証明書の請求に
は、自宅や勤務先のパソコンでイン
ターネットを利用して請求できる
「かんたん証明書請求」をご利用下さ
い（証明書は郵送のほか、最寄りの登
記所で受け取りも可）／詳細は東京
法務局ホームページを参照問同局町
田出張所☎７２２・２４１４

情報コーナー

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ちちんぷいぷい】
対市内在住の０・１歳児とその保護者
日毎月第１～３火曜日（８月を除く）、
午前１０時１０分～１１時４０分（受付時
間＝午前９時５０分～１０時１０分、受
付時間を過ぎた場合は入室不可）場
同館３階保育室内絵本、わらべうた
遊び、親子交流
●子どもセンターぱお☎７７５・
５２５８
【ばーすでぃ１０】
日４月２１日㈰午前１０時～午後３時
（模擬店の販売は午前１１時から）内
子ども委員会によるゲーム・工作コ
ーナー、ステージ発表、模擬店（有料）
等
●子どもセンターまあち☎７９４・
７３６０

費５０００円（宿泊費、３食分の食事代、
体験料等）申ハガキに住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・性別・学年を明記
し、４月２３日まで（必着）に大地沢青
少年センター（〒１９４－０２１１、相原
町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽選、
グループ単位で申し込みも可）
●下水道総務課☎７２４・４２８７、（特）
鶴見川源流ネットワーク事務局☎
７９８・２６９３
【鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント～鶴見川源流こども交流会】
○交流プログラム
　鶴見川源流の水辺に流域の市民・
企業・行政が集い、治水や自然の展
示、水族館イベントを通して、子ども
たちと流域交流を深めます／直接会
場へおいで下さい日５月１２日㈰午前
１１時３０分～午後２時３０分（雨天実

【開館３周年イベント～まあち３
スリー

バー
スデー】
　中学・高校生を中心に、子ども委員
会が企画し、地域の協力で実施する
イベントです日４月２８日㈰午前１０
時～午後３時（当日はイベント時間
のみ開館）内ゲーム・工作・遊びのコ
ーナー、ステージ発表、模擬店（有料）
等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【川上村子ども自然体験塾（林業編）】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
５月１８日㈯午前８時２０分～１９日㈰
午後４時３０分、１泊２日、集合・解散は
同センター宿泊先町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）内のこぎり
を使った林業体験、しいたけのコマ
打ち体験、星空観察等定３０人（抽選）

施）場小山田小学校体育館
○こども活動プログラム
　小山田小学校近くの杉谷戸調整池
で、子どもたちと水辺の生きもの調
査プログラムを実施します対小学４
年生以上の方（小学生は保護者の同
伴が必要）日５月１２日㈰午前９時～
１１時、集合は上小山田みつやせせら
ぎ公園（雨天中止）定５０人（申し込み
順）申参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、５月７日まで（必着）に、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで、（特）鶴見川源
流ネットワーク事務局（〒１９４－
０２０４、小山田桜台２－４－１４－
１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｓａｉ-
２０１９＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴
見川源流ネットワークホームページ
で申し込みも可）

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。
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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 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【こどもスポーツチャレンジ】
　子どもを対象としたさまざまなス
ポーツにチャレンジできます日５月
５日㈷午前９時～午後３時／各ゾーン
により開始時間が異なる場合有り
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学でこれから和
弓を始める１６歳以上の方日５月１１
日～７月１３日の土曜日（６月１日、１５
日を除く）、午前９時３０分～１１時３０
分、全８回講町田市弓道連盟指導員
定２５人（抽選）費５０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、４月２９日ま
で（消印有効）に同館へ
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
で、体育館まで通える障がいのある
方日５月１８日～６月１５日の土曜日、
午前１０時～１１時３０分、全５回定２０
人（抽選）費７００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、４月２２日まで（消印
有効）に同館へ
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～春に息づく花と昆虫】

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。

　春のいきものを観察します日４月
２１日㈰午前９時３０分～１１時（雨天
中止）／集合は同公園管理事務所前

（駐車場無し）
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【春の薬師池公園作品展】
　３月に開催した撮影会での作品の
ほか、薬師池公園の春をとらえた作
品の公募展です日程５月８日㈬～１９
日㈰
【野津田公園ばら撮影会】
日５月１８日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）／会場は野津田公園ばら広場
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①お茶摘み体験と新茶づくり】
　摘んだ茶葉で作った新茶は後日お
渡しします日５月３日㈷午前９時３０
分～午後２時３０分（小雨実施、荒天時
は翌日に順延）／作業時間は３時間
程度定１００人（申し込み順）費１２００
円（茶摘み料、昼食代、参加記念品）
【②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５月１３日㈪午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）

【③新緑の小野路をめぐるツアー】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、小野路の自然・歴史を学びます日
５月１７日㈮午前９時３０分～午後３時

（小雨実施、荒天中止）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
料、昼食代）
【④小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
　小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２２日㈬午前１０時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定２０人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、資料代、昼食代）
【⑤ハンマーダルシマー演奏会】
　民族楽器「ハンマーダルシマー」の
演奏会です日５月２６日㈰午後１時～
２時３０分

◇
申①～④４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①１９０４１９Ｃ②１９０４１９
Ｄ③１９０４１９Ｅ④１９０４１９Ｆへ⑤直接
会場へ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・

２９１２
【春のトレッキングツアー】
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者（１８歳以上の方に限る）日６月２
日㈰午前８時～４日㈫午後４時ごろ、
２泊３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）内１日目＝美し森ハイキン
グコース、２日目＝瑞

みず

牆
がき

山～不動の
滝（約４時間）、３日目＝廻り目平ハイ
キングコースを、ガイドと一緒にト
レッキング定４０人（抽選）／最少催
行人数は３５人です費２万４０００円

（交通費、宿泊費、１日目昼食～３日目
昼食、保険料、ガイド料含む）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４月１５日午前９
時～２５日に電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（５月２３日以降
の取り消しはキャンセル料が必要）

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 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

歩行を語ろう　歩行改善で腰膝痛改善　姿勢を正す ４月２１日㊐午後１時～３時 町田市民フォーラム３階 無料 髙橋英雄☎０９０・１２００・０７９８ わらじ工房　歩行改善
時代小説読み語り　山本一力著「菜の花かんざし」 ４月２１日㊐午後２時 中央図書館６階ホール ５００円 池内☎０７０・２８１６・６６７２ 予約不要、開場午後１時３０分
ピラティス健康体操講習会　体幹を整えよう！ ４月２３日㊋午後６時３０分から なるせ駅前市民センター ５００円 山崎☎０８０・３５０４・９７７７　要電話予約 年齢問わずどなたでも！
春のフラワーアレンジメント講習会！ ４月２４日午後２時、５月１６日午前１０時 生涯学習センター６階 ２５００円 飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 春のお花を楽しみませんか
みんなで一緒に歌いましょう　シング・シング ４月２５日㊍午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 古賀恵美子☎７７０・３０７２ どなたでも　予約不要
三味線を楽しむ会　「さくら」を弾こう ４月２５日㊍午後２時～４時 木曽山崎コミュニティセンター ５００円 金田☎７９１・１４２０ 基本から、楽器貸します
成瀬尾根緑地「キンランを観る会」　雨天中止 ４月２６日㊎午前９時３０分～１１時３０分 成瀬台庚申塚公園集合 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 成瀬台２丁目バス停そば
鎌倉の最後の秘境！　常盤山緑地を歩きます ４月２６日㊎、５月１１日㊏午前１０時 ＪＲ横須賀線鎌倉駅東口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、先着１０人程度
実技講習「中高年の健康体操」倉地洋輔理学療法士 ４月２７日午後１時３０分～３時３０分 なるせ駅前市民センター ６００円 生涯現役まちだ会・田中☎７３２・０８６１ 要予約
サルビア　ダンスパーティー（ミキシング有） ５月２日、６月６日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい
町田野鳥の会　城山探鳥会　夏鳥を探しに！ ５月１１日午前７時４５分～午後２時 ＪＲ相原駅改札出口集合 無料 森下☎０７０・１４７６・３３７７ 雨天中止　弁当　現地解散
さつき管弦楽団第１４回定期演奏会 ５月１２日㊐午後１時３０分開演 町田市民ホール １０００円 中村☎７３６・７４９５
認知症予防のための音楽リズム体操の会 ５月１５日午後１時～２時 生涯学習センター第一音楽室 ６００円 須佐☎７２２・３４９９ ２２人定員　上履きが必要
体質改善の薬膳 ５月１６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

「春の楽しい山登り講習会」町田グラウス山の会 ５月１８日㊏午前１０時～午後４時 町田市民フォーラム活動室 １０００円 渋谷惠子☎７２３・１１０３　要予約 実践山行５月１９日㊐
小野路・真光寺の里山散策と明大黒川農場を訪ねる ５月２４日㊎午前９時～午後３時 鶴川駅北口改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎７２７・４２４９ 約６㎞の散策です・要申込

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。� 市HP� 検索市民の広場
●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
田市ホームページでダウンロードも可）。� 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。

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談
月～金曜日（１５日～
１９日、２９日、３０日を
除く）

相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方
前週の金曜日から電話で予約
※２６日から５月７日～１０日の相談予
約を受け付けます。４月２９日～５月６
日は相談を行いません。

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １７日、２４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） １９日、２６日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 １６日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 ２３日㈫
⑥登記相談 １８日㈭
⑦行政手続相談 ２５日㈭
⑧少年相談 ２３日㈫ 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
⑨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） 月～土曜日

(祝休日を除く）

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〕） 市内在住、在

勤、在学の方

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

⑩消費生活相談 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

⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２２日㈪ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所
有の方（空家・居
住中問わず）

前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
※第４月曜日（祝休日の場合は火曜日）のみ税理士も同席



112019．4．15急病のときは（保存版）

次号5月1日号「急病のときは」は、5月7日～14日のお知らせをします。

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 携帯電話版

町田市メール配信サービス

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～11時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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

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

1０連休期間中に受診できる 
その他の医療機関は、町田市
ホームページをご確認下さい。 スマホ版 携帯電話版

10連休期間中の診療について

　5月6日（振休）は、平日同様に一般外来診療を行います。その他の日程は救急診療の
みの対応となります。
※10連休期間中は休日加算が適用されます。また、紹介状をお持ちでない場合は、通
常どおり初診時選定療養費がかかります。

問同病院医事課☎722・2230町田市民病院

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 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
（左下地図参照）日曜日

祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

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、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎725・2225
（左下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

5月1日
㈷

午前9時～午後5時 内科
近藤医院（成瀬1-6-7） ☎728・6898
鶴川診療所（鶴川6-7-1） ☎735・2387
西村内科（根岸2-33-3） ☎793・2677

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

2日㉁

午前9時～午後5時
内科

吉野医院（金森2-12-31） ☎722・5729
なかまち内科・外科医院（中町3-15-17）☎725・0028
南東京ハートクリニック（木曽西2-18-12）☎789・8100

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田6-22-15）☎722・3115
午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

外科系
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

3日㈷

午前9時～午後5時
内科

南町田クリニック（鶴間3-2-2） ☎796・1555
たまがわ医院（玉川学園4-16-40） ☎720・3888
金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733
午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

4日㈷

午前9時～午後5時
内科

かどわきクリニック（つくし野4-9-8）☎799・2202
原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3）☎851・7818

内科
小児科 若山クリニック（金井2-3-18） ☎736・7720

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

5日㈷

午前9時～午後5時 内科
はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎796・1111
木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11） ☎728・5884
久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

6日
（振休）

午前9時～午後5時
内科

大村内科医院（成瀬台3-8-4） ☎721・2001
薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-12）☎737・7373
やました内科・脳神経クリニック（山崎町2055-2）☎794・6327

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9） ☎726・7673

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

外科系
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
15日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
16日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
17日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
18日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
19日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
20日㈯ 午後1時～翌朝8時 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

21日㈰

午前9時～午後5時 内科
成瀬小林医院（成瀬8-4-33） ☎725・2233
町田エールクリニック（中町1-9-22）☎739・5533
さくらメディカルクリニック（常盤町3200-1）☎797・9671

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

外科系
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

22日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
23日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
24日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
25日㈭ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
26日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
27日㈯ 午後1時～翌朝8時 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

28日㈰

午前9時～午後5時
内科

仁愛医院（高ヶ坂6-19-31） ☎728・1055
富医院（大蔵町109） ☎735・5655
いしかわ内科クリニック（森野4-21-5）☎727・4970

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

29日㈷

午前9時～午後5時
内科

なるせクリニック（西成瀬1-57-17）☎721・6686
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-1-5）☎737・7271
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎860・0326

耳鼻科 うたはし耳鼻咽喉科（原町田4-2-2） ☎705・7654

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

外科系
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

30日㉁

午前9時～午後5時
内科

成田クリニック（成瀬が丘2-23-16）☎795・1281
町田駅前内科クリニック（森野1-39-16）☎722・7373
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷2-12-6）☎735・5667

眼科 もりしま眼科（能ヶ谷1-7-1） ☎735・8004

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

外科系
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

※いずれの医療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。急病のときは

保存版 ４月１５日～ 5 月 6 日
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出生、婚姻など戸籍関係の届出
　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。
※改元初日の５月１日（特に改元直後の午前０時ごろ及び昼ごろ）は、
大変混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越し下さい。な
お、戸籍には届出時刻は記載されません。
※車でお越しの方は、市庁舎立体駐車場（無料）をご利用下さい。

　利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード（個人番号カード）ま
たは証明書自動交付サービス利用登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方
は、証明書自動交付サービスを利用して住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全
部事項証明書、戸籍個人事項証明書、市・都民税課税証明書、市・都民税非課税証
明書をコンビニエンスストアで取得することができます。
※コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスには利用条件がありま
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。
利用時間午前６時３０分～午後１１時

5月1日㈷、2日㉁はコンビニエンスストアでの証明書自動交付サー
ビスを休止します

　システムメンテナンスのため、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。再開は５月３日㈷午前６時３０分からです。

　４月２８日は、メンテナンスにより全国システムが休止するため、マイナンバー
カードの電子証明書に関する手続きと暗証番号変更・初期化の手続きができま
せん。
　なお、マイナンバーカードの交付手続きは通常どおり受け付けますが、混雑が
予想されますので、時間に余裕を持ってお越し下さい。

₁₀連休期間中の業務案内

祝休日も利用できます
コンビニエンスストアでの証明書自動
交付サービス

4月28日の日曜開庁では一部の手続き
ができません

教育委員に後藤良秀氏が就任
問教育総務課☎７２４・２１７２

金崎章氏が病院事業管理者に就任
問町田市民病院総務課☎７２２・２２３０

　４月１日付けで病院事業管理者に金崎章氏が
就任しました。任期は２０２３年３月３１日までで
す。金崎氏は１９５３年生まれ、６６歳。１９８１年に東
京慈恵会医科大学内科入局、１９８８年から町田市
民病院勤務、消化器科医長、内科部長を歴任し、
２００９年から副院長（兼）内科部長を務めました。

トイレ等の排水管が詰まった時は
　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。

南多摩斎場について
　連休中も休まず開場しています
が、友引日とその前日にはできな
い業務があります。詳細は同斎場

（☎７９７・７６４１）へお問い合わせ
下さい。

　３月２８日に開かれた市議会本会
議での同意を得て、４月１日付けで
町田市教育委員会の教育委員に、
後藤良秀氏が就任しました。任期
は２０２３年３月３１日までです。
　後藤氏は１９５８年生まれ、６０歳。
１９８２年に大田区立宇佐美養護学
園に教諭として就任、東京都教育
庁主任管理主事等を歴任し、２０１１
年から８年間、町田市立鶴川第二
小学校で校長を務めました。

役　職 氏　名

教育長 坂本　修一

教育長職務代理者 後藤　良秀

委　員 森山　賢一

委　員 八並　清子

委　員 坂上　圭子

　４月１日以降の教育委員会
の構成は次のとおりです（敬
称略）。

　ここに記載のない施設・業務については、連休中は休業します。
休業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）へお問い合わせ下さい。なお、内容によって
は、連休後に再度お問い合わせをお願いする場合があります。

問市民課☎７２４・２１２３

問市民課☎７２４・２８６４

変則的に開所・開業する施設と業務� 業務時間は各施設にお問い合わせ下さい。　〇開所・開業　△条件つきで開所・開業　×休業

施設名または業務内容
４月２７日 ４月２８日 ４月２９日 ４月３０日 ５月１日 ５月２日 ５月３日 ５月４日 ５月５日 ５月６日
土 日 月・祝 火・休 水・祝 木・休 金・祝 土・祝 日・祝 月・振休

日曜開庁（市民課、保険年金課、子ども総務課、市民税課、納税課、各市民
センターの行政窓口） × 〇 × × × × × × × ×

駅前連絡所（町田・鶴川・南町田） 〇 〇 × × × × × × × ×
町田第一中学校温水プール × 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇
南中学校温水プール × 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 ×
鶴川中学校温水プール 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 ×
町田リス園 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ふれあい館（もみじ・いちょう・桜） 〇 〇 × × × × × × × ×
ふれあい館（くぬぎ・けやき・もっこく） 〇 × × × × × × × × ×
各子どもセンター 〇 △※１ 〇 × 〇 〇 〇 〇 △※２ 〇
子どもセンターぱお分館WAAAO、子どもクラブ（南大谷・玉川学園・木曽） 〇 × × × × × × × × ×
七国山ファーマーズセンター 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
資源とごみの収集 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇
粗大ごみの収集業務／粗大ごみの受付業務（収集・持ち込み） 〇 × × × 〇 × 〇 × × ×
粗大ごみの清掃工場への持ち込み 〇 × × × × × × × × ×

※１　まあちは午後３時まで　　　　　　　　　　　　　　　　　※２　ばあんは午後３時まで

連休期間中に利用できる貸出施設 連休期間中に開所・開館している施設

男女平等推進センター、町田市民フォーラム、各コ
ミュニティセンター（玉川学園を除く）、各市民セ
ンターの貸出施設（忠生市民センターのみ５月６日
は休館）、健康福祉会館（４階講習室のみ）

市立博物館、国際版画美術館、町田市民ホール、和光大学ポプリホール鶴川（鶴川駅前連絡所は下表参照）、町田市フォトサロ
ン、市立総合体育館、サン町田旭体育館、市立陸上競技場、各テニスコート、各球場、忠生公園ソフトボール場、各グラウンド
（上の原を除く）、木曽中夜間校庭開放、子ども創造キャンパスひなた村、大地沢青少年センター、町田シバヒロ、原町田一丁目
駐車場、原町田一丁目第２駐車場、小野路宿里山交流館、ふるさと農具館、各公園、町田市考古資料室、自由民権資料館、生涯学
習センター、各市立図書館、町田市民文学館
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