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お知らせ
児童育成手当

現 況 届 の 提 出 を

現在ひとり親家庭等を対象とした
児童育成手当を受給している方に、
現況届を送付しましたので提出して
下さい
（現況届が届いていない方は、
子ども総務課へご連絡下さい）。
現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振り込み予定）からの手当
が受けられなくなります。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
提出方法現況届に必要事項を記入
し、６月２８日まで（消印有効）に直接
または郵送で子ども総務課（市庁舎
２階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）
へ。
※添付書類の提出が必要な場合は、
現況届の右上の記載事項をご確認下
さい。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
配布します

こ れ１つ で 簡 単！ 野 菜
料 理 レ シ ピ 集（ 第３弾 ）

保育園、小学校、病院等の栄養士・
教員が考案した「調理器具１つで簡
単」
「手間がかからない」レシピ集で
す。野菜量、
調理時間、卵・乳・小麦の
使用の有無、
アレンジ方法、栄養量の
ほか、
野菜の栄養情報や保存方法、農
産物の旬のカレンダー等の情報も掲
載しています。
野菜料理を作るのが苦手な方や、
レパートリーに困っている方もご活
用下さい。
配布日６月３日㈪から
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
町田市保健所
（中町庁舎）、健康福祉
会館、市内のアグリハウス（町田・南
・鶴川・忠生・堺）
、町田商工会議所、
町田ツーリストギャラリー
問保健予防課☎７２２・７９９６
２０１９年度

経済センサス - 基礎調査

総務省統計局、東京都及び町田市
では、２０１９年度経済センサス- 基礎
調査を実施します。
本調査は、全国す
べての事業所・企業を対象に行う基
幹統計調査です。すべての産業分野
における事業所の基本的構造を明ら
かにすることを目的とし、調査結果
は行政施策の立案や、経営の参考資
料として事業者の方々にも広く活用
いただいています。
調査期間２０２０年３月まで
調査方法調査員が事業所の活動状態
を外観から確認し記録します。前回
調査時から変更がなければ、調査は
終了です。新たに把握した事業所な
ど一部の事業所には、調査票を配布
します。
問市政情報課☎７２４・２１０６

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方
日７月４日㈭午後２時～４時
５分でわかる町田のストーリー

場市庁舎
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

よう壁を点検しましょう
長雨や集中豪雨により、崖やよう
壁などが崩れて被害をもたらすこと
があります。
既に関係機関からよう壁の改善等
の勧告を受けている方は、補強・改良
などの工事を行って下さい。
なお、よう壁などを築造するとき
は事前の許可が必要となることがあ
ります。また、住宅金融支援機構で
は、借り入れ条件がありますが、工事
資金の融資を行っています。
問建築開発審査課☎７２４・４３９５
６月は

蚊の発生防止強化月間

デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。
また、蚊に刺されないために、家に
侵入させない対策と外出時の対策を
とりましょう。
※町田市保健所（中町庁舎）で、市民
向けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用下さい
（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問生活衛生課☎７２２・７３５４
出展しませんか～東京都主催

産 業 交 流 展 ２０１９

１１月に開催される展示会「産業交
流展２０１９」に出展する事業者を募
集します。町田市のブースに無料で
出展できます。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以
外の費用は出展者の負担です。
対次のすべてを満たす中小企業者
①市内に住民登録を有する個人また
は市内を納税地とする法人で、１年
以上事業を営んでいる②市税を完納
している
出展期間１１月１３日㈬～１５日㈮
場東京ビッグサイト（江東区）
募集数４事業者
申申請書（産業政策課〔市庁舎９階〕
で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、必要書類を
添えて、６月３日～２４日に直接また
は郵送で産業政策課へ。
※応募者多数の場合は抽選です。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

測量実施のお知らせ
市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
測量の際、やむを得ず私有地に立
ち入る場合があります。測量者は町
田市発行の土地立入証を携帯してい
ますので、不審な時は証票の提示を
お求め下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
実施期間６月上旬～２０２０年３月下旬
測量場所鶴川４丁目の一部

問道路管理課☎７２４・１１５５
東京競馬「町田特別」開催に合わせて

町田の名産品をＰＲ販売

6月16日に開催される東京競馬第
１０レース「町田特別」の開催に合わ
せて、会場で町田市のＰＲのため、名
産品を販売します。
※レースの順番は、変わる場合があ
ります。
日６月１６日㈰午前９時～午後６時ご
ろ
場東京競馬場（府中市日吉町１－１）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク

生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民
の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。
※利用方法や登録講師の情報等の詳
細は、各市民センター等で配布の登
録講師ガイドまたは町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体
【生涯学習ボランティアバンクの登
録講師を募集しています！】
活動内容について知識、技術、経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
バンクの講師として登録できます。
まずは、ご相談下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 葬 祭 事 業
市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて、必要な
ものを１つずつ選べます。
１０月から、消費税率引き上げを反
映した価格に改定します。貸出用具、
販売用品によって費用が異なります
ので、詳細はお問い合わせ下さい。
※この事業は町田市が（公社）町田市
シルバー人材センターに委託して、
町田市葬祭事業所で実施します。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方
【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢または身体が不
自由などの理由で来所できない方
◇
問町田市葬祭事業所☎７９１・３８６１
（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉
総務課☎７２４・２５３７

農業体験・交流事業補助金
対次のすべてに該当する団体 ①市
内に住所を有し、かつ、市内で農業を
営み、３人以上で構成される②参加
者を公募する農業体験・交流事業③
今年度に実施される
交付額経費の２分の１（補助額の上限
は１０万円）
※１団体につき２事業を限度としま

す。
申６月１４日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。
受け付けます

就

学

相

談

会

町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（８月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
下記日時のうち、ご都合の良い時
間帯においで下さい。いずれの日時
も都合が悪い場合は、教育センター
へご連絡下さい。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害
者手帳のある方はお持ち下さい。受
け付けの際は保護者と面談を行いま
す。受け付けには３０分～１時間程度
かかります。
※中学校進学の相談は、在学の小学
校を通じて受け付けます。また、私立
小学校等に在学し、都立特別支援学
校または町田市立中学校の特別支援
学級へ進学をお考えの方は、同セン
ター就学相談担当へお問い合わせ下
さい。
対２０２０年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの
保護者
日６月２５日㈫、２６日㈬、７月１日㈪、５
日㈮、８日㈪、１７日㈬、１８日㈭、２４日
㈬、午前９時～１１時３０分、午後１時
３０分～４時
場同センター１号館２階研修室
【事前説明会を開催します】
参加は任意です。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０２０年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月２０日㈭午前１０時～正午
場同センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類などの説明
定１００人程度（先着順）
◇
問教育センター☎７９３・３０５７
大地沢青少年センター～１２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６月１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。
※１２月３日、１０日、１７日、２４日、２８
日～２０２０年１月４日は利用できませ
ん。
町田市自然休暇村
１２月分の

利

用

受

せせらぎの里～

付

開

始

対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申６月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※１２月５日、１０日、１１日は利用でき
ません。
※１２月２９日～２０２０年１月３日の年
末年始期間は抽選です。詳細は今後
の本紙等でお知らせします。

6月は「職員募集」 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
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