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●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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まちだでつなぐ
拡げるひととしごと

 問  産業政策課 ☎ 724・2１2９
町田市の産業振興計画については2面で

▪事業を継いだきっかけ

将さん：幼少の頃から、両親の仕事を間近で見
たり、店の手伝いをしたりしていました。高校へ
入学する頃には、自然に店を継ぐ決心をしてい
ました。

▪事業へのこだわりや今後の取り組み

将さん：お客さまにお酒の文化を広めるため、
全国のこだわりの酒元さんを訪問し、旨

うま

いお酒
を仕入れたり、お酒を楽しむイベントや試飲会
を開催したりと、さまざまな工夫をしています。
また、店舗販売だけでは限界があると思い、イン
ターネット販売で遠方のお客さまの開拓にも力
を入れています。

▪これから事業を引き継ぐ方へのアドバイス

松男さん：自分の仕事が大好きであること、毎
日楽しく取り組める姿勢、変えて良いものとい
けないものの決断が大切です。身の丈にあった
経営をし、人のご縁を大切に、信頼関係を構築し
ていくことが重要だと思います。
将さん：親子での承継の場合は、先代と一緒に
いる時間と経験を大切にして欲しいです。意見
が違うことはあっても向かう方向は一緒ですか
ら。自分ひとりになってからでは、聞けないこと
がたくさんあると思います。
　また、公的機関のサポートをぜひ受けてみて
欲しいです。無料で受けられるものが多く、人事
制度など多分野のプロから客観的な視点でサポ
ートしてもらえます。業態に関係なく、きっと何
かヒントが見つかると思います。

　鶴川団地センター名店街にある酒屋「まさる
や」。1968年に園

その

部
べ

松男さん（写真左）が始めた
店を、2016年に息子の将

まさる

さん（写真右）が受け
継ぎ、新たな事業展開にチャレンジしています。

私が相談をお受けします
多摩ビジネスサポートセンター　

コーディネーター　関さん

　当センターは、多摩エリア
の経営支援拠点として昨年4
月に町田商工会議所内に設置されました。これ
まで多くの経営者の方から、後継者問題や販売
促進などさまざまなご相談が寄せられていま
す。当センターにご相談いただければ、経営者が
抱える多種多様な課題の整理と解決の優先順位
を付けることができ、解決への道筋ができます。
　事業承継は単に経営者が交代するだけでな
く、後継者の教育、社内体制の整備、関係各所へ
の引き継ぎなど、多くの作業と時間が必要です。
早めに検討を始め、無料で利用できる公的機関
の専門家相談をぜひ積極的に活用して下さい。

ご相談は同センター☎ 732・3920
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■既に取り組んでいる
■�今後取り組みたいと考えており、具体的な考
えがある

■�取り組みたいと考えているが、具体案はない
■取り組む予定はない　■無回答

計画の詳細は町田市ホームページでご覧下さい 検 索町田市産業振興計画 検 索まちテレ市HP

　市内開業率は6.4％。全国平均5.0％、東京都平均6.2％を上回っており、
多くの方から起業・創業の地として選ばれています。

市内開業率　6.4％
　市が市内事業者に向けて行ったアンケートでは、事業承継を考えている
事業者のうち、後継者がいないと答えた割合が商業等で約37％、製造業等
では約45％となりました。今後も事業を継続していくために、次世代へ事
業をつなぐための支援が必要とされています。

継者不足が大きな課題後
後継者不足に悩む事業者　約4割

　市内事業所数は1万2106で、その約4分の1が「卸売業・小売業」です。
　商業は町田の強みですが、近年は近隣自治体との競争激化により陰りが
見え始めています。さらに、2020年以降に見込まれる人口減少に伴い、消
費市場の縮小も予想されます。

田は商業のまち町
卸売業・小売業の割合　24.7％

卸売業・小売業

宿泊業・
飲食サービス業

医療・福祉

その他
24.7％

12.8％12.8％

11.0％11.0％

51.5%51.5%

市内事業所数の産業別割合

　市が市内事業者に向けて行ったアン
ケートでは、商業・製造業等ともに約6
割の事業者が、他の事業者との事業連
携に取り組んでいる、または取り組み
たいと回答しました。
　取り組みたい内容としては「販路開
拓」や「新分野への進出」などが多くあ
がりました。

田にはチャレンジマインドがある！町
他の事業者との事業連携に
前向きな考えを持つ事業者
約6割

でも

25.8％

9.2％

28.2％

33.1％

19.7％

5.1％

34.2％

29.1％

12.0％

製造業等

商業等

3.7％

（合計）
59.0％

（合計）
63.2％

データ出典 ： 市内事業所数の産業別割合及び市内開業率は総務省統計局「経済センサス」、それ以外は
「（仮称）町田市産業振興計画19-28」策定に係るアンケート

数字で見る町田の産業

　このような環境変化の中においても、市が活気に溢れ、ビジネスの場や働く場として「選ばれるまち」であり続けるために、企業や働く人が将来に向け
て積極的に新しい一歩を踏み出す「チャレンジ」を促進します！

　たくさんの新しい企業やビジネスが誕生し、起業・創業がしやすい風土が根付
いたまちとして浸透し、市内外からチャレンジャーやイノベーター（革新者）が
集まるまちを目指します。

最初の一歩に、最高なまち。 ～「立ち上げる」チャレンジ

開業率の上昇 指 標

　潜在的な起業・創業希望者の掘り起こしのため、幅広い世代に向けた
起業・創業の魅力発信や、創業体験セミナーを始めとした子ども向けの
事業等を拡大します。

具体的な取り組み

　市内事業者の将来を見据えた人材育成と円滑な事業承継が行われ、優れた技
術・ノウハウが次世代に受け継がれるまちを目指します。

町田なら、身近に相談できる人がいる。 ～「つなぐ」チャレンジ

事業所数の維持 指 標

　事業承継支援の担い手が支援ネットワークを構築し、それぞれの強み
を生かして効率的・効果的な支援を行います。また、市の融資制度に事業
承継資金のメニューを追加し、資金面でのサポートも行っていきます。

具体的な取り組み

　企業や業種の壁を越え、さまざまな資源・資産を生かしたオープンイノベーシ
ョン※が市内の各地で巻き起こり、自社や地域の強みを生かした他にはない商
品やサービスが生まれるまちを目指します。
※�オープンイノベーションとは…企業や組織において、外部から技術やアイデア等を取り込むこ
とにより、新しい価値（イノベーション）を創り出すこと

仲間と一緒に、拡がる可能性は無限大！ ～「拡げる」チャレンジ

１事業所あたりの付加価値額の増加 指 標

　自身の競争力を高める取り組みを支援するため、日本弁理士会関東
会との協定に基づく知的財産権の普及・啓発活動を実施します。また、
異業種・異分野間の連携促進を目的とした交流会を開催することで、新
たな価値の創造を目指します。

具体的な取り組み

「“夢”かなうまち」を目指して。
　「町田が好きで、住み続けたい。でも、副業や起業をするにはワー
クスペースが少ない！」。そういった方のため、面白い事を思い付い
た時にすぐ実行できる環境がある街にしたいという思いから、当
社は８月にシェアオフィス・コワーキングスペース「武相AGORA
（アゴラ）」を町田駅前にオープンします。

　中心市街地（町田駅周辺）において、映画館やホテル、シェアオ
フィスなど新たな賑わいと交流を生み出す施設等をつくる事業
者に対し、最大5億円の補助等を行う新たな制度を設けました。

新たな賑わいと交流を創出します！
町田市中心市街地活性化奨励制度

　個人のライフスタイルに合わせた多様な働き方が実現できるまちとして、多
くの人に選ばれるまちを目指します。また、賑わいに溢れ、ビジネスに適した環
境として、多くの事業者からも選ばれるまちを目指します。

「ちょうどいい」まちが、いちばん良い。 ～「ビジネスしやすく、働きやすいまちづくり」

昼夜間人口比率※の上昇 指 標

※�昼夜間人口比率＝ ※�コワーキングスペースとは…複数の事業者の利用に供するための事務所機能を有する施設

　中心市街地の活性化や、ライフスタイルに応じた多様な働き方を推
進するため、シェアオフィスやコワーキングスペース※、サテライトオ
フィスの立地を促進し、若者や子育て世代、シニアなど、幅広い世代の
方が働きやすい環境を整備します。

具体的な取り組み

※�データは端数処理の関係上、合計が
100％にならない場合があります

ビジネスに、働く人に、心地よいまちを目指して
町田市産業振興計画19-28を策定しました

㈱キープ・ウィルダイニング
須賀　彩水さん

7月放送の でもご紹介します市HP

昼間人口（夜間人口－昼間、市外に通勤・通学する人口＋昼間、市外から通勤・通学してくる人口）
夜間人口（市内に常駐する人口）
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政策経営部長
　小池　晃

▪次期基本構想の策定
▪未来づくりプロジェクトの推進
▪市民の声の市政への反映

経営改革室長
　水越　祐介

▪行政経営改革プランの推進
▪市民参加型事業評価の開催
▪市役所業務の生産性の向上

広報担当部長
　若林　眞一

▪市民と共に地域を盛り上げる「まちだ〇
まる

ごと大作戦」の実施
▪広報活動（広報紙、ホームページ等）の質の向上
▪市内外の町田市に対する認知度及び好感
度の向上

総務部長
　榎本　悦次

▪組織能力の向上と効率的な組織運営の実
現

▪働きやすい職場環境の実現
▪会計年度任用職員制度の導入

情報システム担当部長
　中田　直樹

▪情報セキュリティ監査の実施
▪ＩＣＴを活用した業務の自動化
▪災害時における情報システムの事業継続
性の確保

財務部長
　堀場　淳

▪健全で持続可能な財政の確立
▪公会計情報によるマネジメント機能の強
化

▪公用車のリース導入による効率化

営繕担当部長
徳重　和弘

▪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

▪特定天井（※）脱落防止対策の推進
▪施設管理者との連携強化
※建築基準法で耐震化を要求されている天井

税務担当部長
小口　充

▪市税収納率の維持・向上
▪市の債権一元化による適正な管理
▪電子化推進による市民の利便性向上

防災安全部長
篠﨑　陽彦

▪自主防災リーダーの育成
▪協働による安全安心のまちづくりの取り
組み
▪消防団員の確保による組織の充実

市民部長
今野　俊哉

▪個人番号カード交付率の向上
▪コンビニにおける証明書発行の推進
▪さわやか窓口の推進

市民協働推進担当部長
平林　隆彦

▪地区協議会の活動支援
▪町田市地域活動サポートオフィスによる
地域活動の活性化

▪協働意識の向上及び庁内連携の促進

文化スポーツ振興部長
黒田　豊

▪国際大会各国代表チームのキャンプ受け
入れ

▪東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク文化プログラムの推進

▪文化芸術拠点施設の整備

地域福祉部長
　　　　　　　　　　　神田　貴史
▪市民後見人育成の推進
▪障がい者の相談支援体制の充実
▪生活保護費の不正受給防止対策

いきいき生活部長
奥山　孝

▪地域包括ケアシステムの深化・推進
▪「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

▪良質な施設介護サービスの提供の促進

保健所長
河合　江美

▪がん予防対策の推進
▪自殺対策の推進
▪妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない
支援の充実

子ども生活部長
石坂　泰弘

▪子どもの活動拠点及び身近な居場所の整
備

▪待機児童を解消するための施設整備
▪幼児教育・保育の無償化の円滑な実施

経済観光部長
井上　誠

▪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
▪中心市街地活性化の推進
▪商工業の活性化支援

北部・農政担当部長
守田　龍夫

▪市民が農とふれあえる環境づくり　
▪里山環境の回復や保全を促進する仕組み
の構築

▪遊休農地の活用

環境資源部長
荻原　康義

▪町田生きもの共生プランの推進
▪ごみの減量と資源化の推進
▪地域美化の推進

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

▪町田リサイクル文化センターにおける熱
回収施設等の整備

▪相原地区における資源ごみ処理施設の整備
▪上小山田地区における資源ごみ処理施設
の整備

道路部長
福田　均

▪駅周辺施設の整備
▪都市計画道路の整備
▪玉川学園前駅デッキの整備

都市づくり部長
神蔵　重徳

▪都市づくりのマスタープランの一括改定
▪バス路線網再編
▪南町田駅周辺地区のにぎわいある拠点づ
くり

多摩都市モノレール推進担当部長
神蔵　重徳

▪モノレール延伸を見据えたバス路線網再編
▪交通ターミナル機能再構築を含む町田駅
周辺まちづくり

▪モノレールの延伸効果を最大限生かすた
めの沿線まちづくり

都市整備担当部長
萩野　功一

▪鶴川駅周辺街づくりの推進
▪ＪＲ横浜線町田駅南地区の事業推進
▪町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向上

下水道部長
野田　好章

▪安心して住める住環境の整備（雨水幹線
等）
▪総合地震対策整備事業の実施
▪下水処理水の水質向上

会計管理者
小田島　一生

▪財務会計事務の見直し（業務の効率化）
▪公共下水道事業の地方公営企業法財務適
用

▪財務諸表の更なる活用方策の開拓

市民病院事務部長
亀田　文生

▪機能分化と医療連携の推進
▪患者満足度の向上
▪経営の安定化

議会事務局長
　古谷　健司

▪議場見学の推進
▪情報発信の拡大
▪他自治体からの視察状況の把握

選挙管理委員会事務局長
水嶋　康信

▪公平・公正な選挙執行体制の確立
▪若年層の投票行動につながる啓発の実施
▪選挙執行体制の最適化

監査事務局長
岡田　成敏

▪リスクアプローチ監査の充実
▪専門的知見を活用した監査の実施
▪職員の能力向上による監査事務の効率化

農業委員会事務局長
守田　龍夫

▪市街化調整区域における農地利用の最適
化

▪市街化区域における農地利用の最適化
▪農業活動の支援

学校教育部長
北澤　英明

▪安全・快適な教育環境の整備
▪ＩＣＴを活用した効果的な授業を推進する
ための環境整備

▪「えいごのまちだ」の取り組みの実施

生涯学習部長
中村　哲也

▪社会状況の変化に対応した生涯学習環境
の整備
▪市民が文化財に触れられる機会の拡大
▪文学への関心を育む学習の推進

　部長は、年度当初に年度目標を設定し、中
間期に進捗状況を確認します。また、年度末
には成果の確認と評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確認し
ます。

部長の仕事目標の流れ

⬆⬇⬆⬇
⬆⬇

市長確認

➡ ➡目標設定

年度当初 中間期
進捗状況
確認

年度末
成果確認
及び評価

　市の部長が、それぞれの部署の目標とその実現へ向けた取り組みをまとめ、「仕事目標」を作成しました。
２０１９年度の「仕事目標」の中から、主な取り組み項目をご紹介します。
　２０１９年度のすべての取り組み項目及び詳しい内容については、町田市ホームページで公開しています。

問経営改革室☎7２4・２5０3

部長の「仕事目標」は、市長・副市長と各部長との約束であるとともに、市民の皆さんとの約束でもあります。２０１９年度は、特に他の自治体と
の比較や環境の変化を強く意識した目標としました。市政運営の視点である「選ばれるまちだ」を実現するため、市民サービスの向上を目指すとと
もに、社会情勢や環境の変化に伴う緊急課題へ柔軟に対応してまいります。� 市長　石阪　丈一

市民から信頼される
市政を目指して 2019年度　部長の「仕事目標」
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募　集募　集
認 可 保 育 所 等 職 員

　詳細は各認可保育所等へお問い合
わせ下さい。
対有資格者
○わかば保育園（☎７２６・１００７）＝
保育士（常勤）
○ 敬 愛 桃 の 実 保 育 園（ ☎７７０・
１１１３）＝保育士（非常勤）、調理員

（非常勤）、栄養士（非常勤）
○立華幼稚園（☎７２６・４９８４）＝ 
幼稚園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市福祉のまちづくり推進協議会

バリアフリー部会市民委員
　町田市バリアフリー基本構想を改
定するにあたり、市民委員を募集し
ます。
対市内在住で、市の他の審議会等の
公募委員でない、満２０歳以上の方＝
２人
任期７月～２０２１年３月
選考１次＝書類、２次＝面接
申応募理由（論文形式で８００字程度、
書式は自由）・住所・氏名・電話番号・
年齢・職業・性別を明記し、６月２９日
まで（必着）に直接または郵送で交通
事業推進課（〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）へ。
※募集要項は町田市ホームページで
ダウンロードできます。
問交通事業推進課☎７２４・４２６０

まちだ男女平等フェス 
テ ィ バ ル 実 行 委 員

　２０２０年２月１日㈯、２日㈰に開催
する「第２０回まちだ男女平等フェス
ティバル」の実行委員（市民・団体）を
募集します。
　同フェスティバルでは、男女共同
参画社会づくりの推進に向けて活動
している団体等が中心となり、講演

会やワークショップ、展示などを行
います。
活動日７月～２０２０年２月の毎月第２
火曜日、午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
申電話で男女平等推進センター（☎
７２３・２９０８）へ。

認 定 農 業 者
　認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を計画的に改善す
るために作成した「農業経営改善計
画」（５年後の経営目標）を市が認定
し、その計画達成に向けた取り組み
を関係機関・団体が支援する仕組み
です。
申７月１２日までに電話で農業振興課

（☎７２４・２１６６）へ。

お知らせお知らせ
つくし野三丁目地区街づくり
プラン（計画）原案（案）説明会

　つくし野三丁目自治会街づくりを
考える会から提案を受け、市で作成
した「つくし野三丁目地区街づくり
プラン（計画）原案（案）」について説
明します。
日７月３日㈬午後７時～８時、７日㈰午
前１０時～１１時（各回とも同一内容）
場つくし野コミュニティセンター
定各１８０人（先着順）
問地区街づくり課☎７２４・４２６７
６月２３日～２９日は

男女共同参画週間です
　職場や学校、地域、家庭で、男性と
女性が一人ひとりの個性と能力を発
揮できる「男女共同参画社会」を実現
するには、国や市だけでなく、市民の
皆さんの取り組みが必要です。
　この機会に男女のパートナーシッ
プについて考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
薬物乱用防止

普 及 啓 発 イ ベ ン ト
　６月２６日の「国際麻薬乱用撲滅デ
ー」にちなみ、薬物乱用防止を推進す
るためのイベントを実施します。
　薬物乱用防止に関するパネルや、
昨年度に市内の中学生から募集した
薬物乱用防止ポスター・標語の優秀
作品などを展示します。
日６月１７日㈪～２１日㈮、午前８時３０
分～午後５時（最終日は午後４時ま
で）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問健康推進課☎７２４・４２３６
冊子版を配布しています

障 が い 者 サ ー ビ ス 
ガ イ ド ブ ッ ク ２ ０ １ ９

　障がい福祉に関するサービス情報
や障がい福祉施設一覧などを掲載し
ている「障がい者サービスガイドブ
ック２０１９」の冊子版を配布してい
ます（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
　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
６月３０日までに行いましょう

狂 犬 病 予 防 注 射
　狂犬病予防法により、すべての犬
に狂犬病予防注射を受けさせること
が飼い主の義務となっています。
　屋外集合注射は４月に終了してい
ますが、まだ注射がお済みでない飼
い主の方は、６月３０日までに動物病
院で注射を受けさせるようお願いし
ます。
　注射終了後は、狂犬病予防注射済

票（金属のプレート）の交付を受ける
必要があります。獣医師の発行した
狂犬病予防注射済証（紙の証明書）を
交付場所に持参し、手続きをして下
さい。
交付場所町田市保健所（中町庁舎）、
各市民センター、保健総務課（市庁舎
７階）
費５５０円（手数料）
※狂犬病予防注射済票を交付できる
動物病院もあります。詳細はお問い
合わせ下さい。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
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７月１４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６月２９日まで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
２０２０年度実施事業募集

農 業 振 興 事 業 補 助 金
　市では、市内農家が経営改善を目
指して行う機械・施設の導入等の総
額が３０万円以上の事業に対して補
助金を交付しています。
　対象や申請方法等の詳細は、町田
市ホームページをご覧下さい。
※選定審査を行い、不承認となる場
合もあります。
問農業振興課☎７２４・２１６６

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４９

■問納税課　724・21216月は、「市・都民税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

　ホタルブクロやアジサイなど梅雨
時の花が目立つようになりました。
梅雨入り前から、雨の日が多くなり
ました。例年のことですが、この先、
集中豪雨も心配されます。
　野鳥のほうも、エナガやシジュウ
カラは巣立ち、雛を連れた群れが木
々の間を移動しています。南から渡
ってきたホトトギスやアオバズクが
鳴き始めました。
　小型の猛

もう

禽
きん

類「ツミ」もこの近所で
子育てをしているようです。
　さて、先日、自動車販売店のトヨタ
西東京カローラ様から、お散歩カー
を寄贈いただきました（＝写真）。お
散歩カーは、写真にもありますとお
り、保育園のお散歩のときに、１～２歳
児を乗せていくもので、今回の寄贈
で３年連続となります。トヨタ西東京
カローラ様からは２００７年から車椅
子などを寄贈いただいております。
　保育園の散歩は、子どもたちにと
っては大事な日課で、外遊びをする
ことは発育上も必須ですが、それぞ
れの園には、必ずしも広い園庭があ

るとは限らないので、近くの公園へ
の移動には、お散歩カーは言わば、必
需品のようなものです。今回のお散
歩カー３台については、市内の小規
模保育園（０～２歳児対応）３園にお渡
しして、活用をしていただいており
ます。
　園からの移動中は、街中を通るこ
とも考えられます。道路では、歩道上
を移動するとはいえ、小さなお子さ
んを交通事故その他、さまざまな事
件・事故、災害から守ることは、保育
活動の中でも最も重要な事柄です。
　保育園児に限らず、子どもの安全
・安心について、引き続き、市民、団
体、企業の皆さんと取り組んでいき
たいと思います。

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
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

6月27日㈭午後6
時30分～8時30分

市庁舎5階会
議室5-3

10人
（申し込み順）

6月26日までに電話で環
境政策課（☎724・4386）
へ

町田市認知症施策
推進協議会

6月27日㈭午後6
時30分～8時30分

市庁舎2階市
民 協 働 お う
えんルーム

5人
（申し込み順）

6月26日までに電話で高
齢 者 福 祉 課（ ☎724・
2140）へ

町田市立図書館協
議会

7月1日㈪午後3時
～5時

中央図書館6
階中集会室

3人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書館
（☎728・8220）へ

町田市環境審議会 7月2日㈫午後6時
30分～8時30分

市庁舎2階会
議室2-2

10人
（申し込み順）

7月1日までに電話で環境
政策課（☎724・4386）へ

町田市住居表示整
備審議会

7月3日㈬午前10
時～正午

市庁舎5階会
議室5-3

5人
（申し込み順）

7月1日までに電話で土地
利 用 調 整 課（ ☎724・
4254）へ

町田市地域公共交
通会議

7月3日㈬午前10
時から

市庁舎2階会
議室2-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

町田市高齢者・障
がい者虐待防止連
絡協議会

7月8日㈪午後2時
30分～4時

市庁舎2階会
議室2-3・4

5人
（申し込み順）

事前に電話で障がい福祉
課（☎724・3089）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師
いずれも
若干名

1984年4月2日以降に
生まれた、看護師の資格
を有する方

○郵送受付=6月17日㈪～
7月5日㈮ （必着）
○持込受付＝7月4日㈭、5
日㈮、いずれも午後5時まで
○試験日＝7月20日㈯

10月1日
2020年1月1日
2020年4月1日

助産師
1984年4月2日以降に
生まれた、助産師の資格
を有する方

※ 試験実施要項・受験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
市民病院で配布も有り）／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
等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課
☎722・2230（内線7415）

お散歩カー贈呈式の様子
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お知らせお知らせ
公共職業訓練１０月生
入 校 生 募 集

　就職を目指し、職業に必要な知識
・技能を習得します。年齢は不問で
す（ただし、電気設備管理科はおおむ
ね５０歳以上）。
場東京都立多摩職業能力開発センタ
ー八王子校
講職業訓練指導員　他
募集人員介護サービス科＝１５人、福
祉用具科＝１５人、電気設備管理科＝
２０人
申証明写真（縦３㎝×横２．４㎝）をお
持ちのうえ、６月２５日～７月２５日に、
直接ご自身の住所地を所管するハロ
ーワークへ。
※各ハローワークでも問い合わせを
受け付けています。
問同センター八王子校☎０４２・６２２
・８２０１、町田市産業政策課☎７２４・
２１２９
生涯学習センターまつり
参加団体を募集します

　１０月２５日㈮～２７日㈰に「第８回
生涯学習センターまつり」を開催し
ます。同センターで主な活動をして
いるサークル・団体の皆さんが中心
となるお祭りです。日頃の活動の成
果を発表しませんか。
【事前説明会を開催します】
　参加希望の団体は、必ず１人以上
出席して下さい。
対主に同センターで活動している団
体、同センターで活動を行う予定の
団体
日①７月５日㈮午後２時から②７月５

日㈮午後６時から③７月６日㈯午前
１０時から、各１時間程度（各回とも同
一内容）
場①②同センター６階視聴覚室③同
センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座
裁判所の調停委員による
民事調停の利用相談会

　土地建物・金銭債務・近隣問題・交
通事故・パワーハラスメントなどの
民事上のもめごとについて、豊富な
経験と知識を持った裁判所の調停委
員が秘密厳守・無料で民事調停の手
続きや利用方法等の相談に応じま
す。弁護士の委員も参加します。
日７月２２日㈪午前９時３０分～１１時
３０分
場市民相談室（市庁舎１階）
申６月１７日から直接または電話で広
聴課（市庁舎１階、☎７２４・２１０２）へ。

か ら だ 測 定 会
【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対①市内在住の女性②市内在住の方
日６月１７日㈪、受け付け＝①午前１０
時１５分～１０時４０分②午前１１時２５
分～正午
場子どもセンターつるっこ・わくわ
く（卓球室）
内①②血管年齢測定、骨の健康度測
定、口の健康チェック、①のみ＝しこ
りチェッカー（乳がん自己触診用）、
保健師・栄養士による結果説明・講話
問保健予防課☎７２２・７９９６

身近なところで働いてみませんか？
町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎなるせ駅前
市民センター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態等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６月２６日㈬午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ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
＝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

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月２７日㈭午前１０時～正午②７
月１１日㈭午後２時～４時
場①藤の台団地北集会所②森野中央
町内会館
内①栄養士さんから教わる夏を乗り
切る毎日ごはん②夏を乗り切る！お
いしく熱中症予防
定各２５人（申し込み順）
申電話で①町田第２高齢者支援セン
ター（☎７２９・０７４７）へ②町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対相原にお住まいの６５歳以上で、自
分で公共交通機関を利用して来場で
きる方
日７月２０日㈯午後２時～４時３０分
場堺市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
定３０人（申し込み順）
申６月１５日午前９時～７月１５日午後
３時に電話で堺第１高齢者支援セン
ター（☎７７０・２５５８）へ。
※当日の詳細は、堺第１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
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊び
ます。水慣れしたい方も歓迎です。

※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２４日㈬、２６日㈮、３１日㈬、午
前１０時～１１時３０分
場町田市子ども発達センター温水プ
ール
定各１５人（申し込み順）
申６月１８日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０６１８Ｄへ（１人２回
まで参加可）。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

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７月２６日㈮午後１時～３時４５分
場市庁舎
講アフィリエイテッド・ファイナン
シャル・プランナー　下島利光氏　
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＝祝休日
を除く月～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
生涯学習センターコンサート事業
気軽なサマーコンサート

【木管楽器＆ピアノの音色にのせて】
　未就学児のお子さんも一緒にお楽
しみいただけます。
日７月１４日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目白鳥、アヴェ・マリア、となりの
トトロ　他
出演前川敦子（オーボエ）、十文字佳
奈（クラリネット）、小林彩子（ピア
ノ）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝６月１５日正午～１７日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０６１８Ａへ／２次受付＝
６月１８日正午～７月３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１

■問消費生活センター　725・8805☎☎まちだくらしフェア2019 詳細は、消費生活センターだより特集号（6月 13 日の新聞折
り込みのほか、各市民センター等で配布）をご覧下さい。日程 7月5日㈮、6日㈯

　推定震度５弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に放送する訓練です。
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合があります。

日６月１８日㈫午前１０時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」と
いう音声を３回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
緊急地震速報訓練� 問防災課☎7２４・3２１8

後期高齢者医療保険料の軽減割合が見直されました
問�個別の相談・個人情報を含むもの＝保険年金課☎7２４・２１４４、制度に
ついて＝広域連合お問合せセンター☎０５7０・０8６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳ
の方は☎０3・3２２２・４４９６）

　保険料は、病気やケガをしたと
きの医療費などの支払いにあてる
ため、医療費総額の一定割合を被
保険者の方に納めていただくもの
です。
　保険料率は２年ごとに見直さ
れ、東京都内で均一となります。な
お、今年度は次のとおり保険料の
軽減割合が見直されました。
【保険料の軽減】
　所得の低い方に対する保険料が
軽減されます（軽減には所得の申
告が必要）。
○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度
の被保険者全員と世帯主の「総所
得金額等を合計した額」をもとに

均等割額を軽減しています。
　国により特例として実施されて
き た 総 所 得 金 額 等 の 合 計 額 が
３３万円以下の方の軽減は、介護保
険料軽減の拡充や年金生活者支援
給付金の支給と合わせて見直され
ました（下表※１）。
○被扶養者だった方の軽減
　後期高齢者医療制度の加入前日
まで会社の健康保険等（国保・国保
組合は除く）の被扶養者だった方
の均等割額は、加入から２年を経
過する月まで５割軽減となり、所
得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽
減（下表）に該当する場合は、軽減
割合の高い方が優先されます。

均等割額の軽減の概要
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下で、かつ、
その他の所得がない 8割（※1）

33万円以下で上記8割軽減の基準に該当しない 8.5割
33万円＋（28万円×被保険者の数）以下 5割
33万円＋（51万円×被保険者の数）以下 2割
�65歳以上（2019年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさ
らに高齢者特別控除額（15万円）を差し引いた額で判定します／世帯主が被保険者
でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります／軽減判定は、当
該年度の4月1日（新たに制度の対象となった方は資格取得時）における世帯状況に
より行います。

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「グース」

　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。

６月２8日㈮午後7時から（雨天実施） 町田ターミナルプラザ市民広場日時 会場

問産業政策課☎7２４・3２９６



6 2019．6．15 ☎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町田市イベントダイヤル

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！

催し・講座催し・講座
子ども用リユース品無料回収会

　市では、修理などを必要としない
再利用可能な子ども用品を無料で回
収し、必要な方に無償で提供する、子
ども用リユース品の回収会と配布会
を開催しています。
　回収した子ども用品は、秋ごろに
開催予定の配布会で希望者に提供し
ます。
※対象品目や回収に関する注意事
項、配布会の詳細は、町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
【回収会を各子どもセンターで開催
します】
対市内在住の方
日・場６月２９日㈯＝まあち、３０日㈰
＝ぱお、７月１３日㈯＝ただＯＮ、１４
日㈰＝つるっこ、２０日㈯＝ばあん、
午前１１時～午後３時
※子ども用品は、回収会当日に直接
会場へお持ち下さい。なお、「汚れが
ある」「安全面に問題がある」「部品等
に不足がある」「動作に不具合があ
る」等の場合は、対象品目であっても
回収できません。

市HP 子ども用品リユース　 検索
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田新産業創造センター
まちだ女性プチ起業セミナー

【起業までの過程を体験してみよう】
　同センターでは、女性ならではの
視点を生かした創業を支援するセミ
ナーを開催します。ワークを中心とし
たセミナーを通じて、起業までの過
程がバーチャル体験できます。
対創業に興味のある、または趣味を
ビジネスにしたい女性
日７月４日㈭、１０日㈬、１９日㈮、２４日
㈬、２６日㈮、午前９時３０分～午後０時
３０分、全５回
場同センター
講（株）ウィルパートナーズ代表取締
役・辺見香織氏　他
定２０人（申し込み順）
費５０００円（税込み）
申同センターホームペ
ージで申し込み。
※保育希望者（６か月以
上の未就学児、申し込
み順に５人程度）は、６月２７日までに
併せて申し込みを。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

町田商工会議所
まちだ創業スクール２０１９

　創業の基礎知識が得られます。
日①７月２０日、２７日、８月３日、いず
れも土曜日午前１０時～午後４時、全
３回②８月２８日㈬、３０日㈮、９月４日
㈬、６日㈮、１１日㈬、１３日㈮、午後６時
３０分～９時、全６回
場町田商工会議所
内①リアル店舗創業コース②ネット
活用創業コース
定各３０人（申し込み順）
費１コース３０００円（税
込み）
申パンフレット（産業政
策課〔市庁舎９階〕、各市
民センター、各市立図書館、同会議所、
市内金融機関で配布）に添付の受講申
込書に記入し、各コース開始日の前日
午後５時まで（必着）に郵送またはＦＡＸ
で町田商工会議所へ（同会議所ホーム
ページで申し込みも可）。
問同会議所企業支援部☎７２４・６６１４、
町田市産業政策課☎７２４・２１２９
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、

薫製箱で基本的な薫製をつくり、そ
の利用について学びます。講座を受
講した方は、ピザ窯・薫製箱の個人利
用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日７月６日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。
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７月５日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内くもの糸（脚本・画／諸橋精光）、天
人のはごろも（脚本／堀尾青史、画／
丸木俊）　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、６月１８日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

同センターホ
ームページ

同会議所ホ
ームページ

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）

イシグロ著「日の名残り」の感想を述べあいます ６月１９日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室６ 無料 斉藤☎７９２・４５８５ 会費無料
東京五輪音頭２０２０を踊ろう！（踊り方の資料付） ６月２１日㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター和室１ １００円 さるびあ会☎０９０・６９４１・３９７６ 直接お越し下さい
講演会「東海第二原発再稼働と首都圏の危機」 ６月２２日㊏午後２時（開場１時３０分） 町田市民フォーラム３階 ７００円 原発を考える市民の会☎７２１・０８１０ 前売５００円　学生予約で無料
ゆかたを着て日本舞踊に親しむ会 ６月２２日、７月６日㊏午後１時～２時 木曽山崎コミュニティセンター 無料 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 浴衣の着付け、帯結びから
健康麻雀　初心者教室 ６月２５日㊋午前９時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１
アンサンブル・シェーンフェルト第１７回演奏会 ６月２９日㊏午後１時開演 町田市民ホール 無料 木原☎７２５・５０４２ （曲）ウィーンのワルツなど
知って得する人生１００年時代の「終活」セミナー ６月２９日㊏午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 無料 まちだ健康カレッジ☎０９０・８９４６・１１９８ 予約優先　１５人定員
合気道初心者講習会 ６月３０日㊐午後１時～２時３０分 市立総合体育館第二武道場 無料 河西☎０９０・５４０９・７３３２ スポーツ保険加入
つくし野剣道育成会　いっしょに剣道しませんか ６月３０日㊐午前９時～正午 市立総合体育館第一武道場 無料 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります

上映会～ブルース・パーティントン設計書　他１編 ７月９日㊋午後２時から 生涯学習センター６階 ５００円 吉岡☎７９７・６４８８　要電話 ホームズの兄が登場します
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５９回演奏会 ７月１４日㊐午後２時開演 町田市民ホール 無料 斉藤☎７９８・２５９２ 午後１時整理券配布・開場
第５回町田落語会 ７月１４日㊐午後２時から 生涯学習センター６階学習室１・２ 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度・予約不要

「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ７月２０日㊏午後２時から 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください

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１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日～１０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、各会場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
（24日～28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
※6月21日は予約受付を行いません。
次回分は6月28日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 19日、26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） 21日、28日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 18日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 25日㈫
⑥登記相談 20日㈭
⑦行政手続相談 27日㈭
⑧少年相談 25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、
第3水曜日を除く）

午前9時30分～午後4時
（水曜日のみ午後1時～8時）

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 月～土曜日
（祝休日を除く） 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） 24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



72019．6．15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。

日6月17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市役所まち☆ベジ市 ☎

町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（2年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの

習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。この研修で育てた
夏野菜を収穫しませんか。
※新鮮野菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生

以下は保護者同伴）
日7月7日㈰午前9時～11時（雨天中
止）
場町田市農業研修農場第2圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内1口＝トマト3個、ナス5本、ピーマ
ン5個、インゲン20本（栽培状況によ
り変更になる場合も有り）

定20人（申し込み順）
費1口500円（1人2口まで）
申6月18日正午～27日にイベント
ダイヤル（☎724・5656）またはイ
ベシスコード190618Cへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数に限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎724・2164

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学のこれから和
弓を始める１６歳以上の方日９月１日
～１１月１７日の日曜日（９月１５日、２２
日、１０月２７日、１１月３日を除く）、午
前９時３０分～１１時３０分、全８回講町
田市弓道連盟定２５人（抽選）費５０００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、７月２９日まで（消印有効）に同館へ
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【太極拳講習会】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日①第２・４・５月曜日②毎週木曜
日、いずれも午前９時～９時５０分費
大人３００円、６５歳以上・障がい者
１００円／別途公開指導料として１００
円が必要

●野津田公園☎７３６・３１３１
【元五輪選手・新宅雅也氏が
教える「ウォーキング（ジョ
ギング）教室」】
対２０歳以上の方日７月１日、８日、８月
１９日、２６日、９月２日、９日、３０日、い
ずれも月曜日午前１０時３０分～正午、
全７回内正しい歩き方・姿勢のつく
り方を学ぶ定５０人（申し込み順）費
３５００円（保険料、指導料込み）申電
話で同公園へ（受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝休日も可）
●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【うどん作り教室】
日７月５日㈮午前１０時３０分～正午定
８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）申６月２０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１９０６２０Ａへ

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。

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またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●さがまちコンソーシアム
事務局☎７４７・９０３８、生涯
学習センター☎７２８・００７１
【さがまちカレッジ～こども体験講
座】
　夏休みに開催するこども体験講座
の受講者を募集します。英語や工作、
プログラミング、理科の研究、親子で
学ぶ講座など、夏休みの自由研究に
も役立つ講座です。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）
／講座ごとに定員が異なります（抽
選、いずれも講座は有料）対乳幼児～
小学生とその保護者（講座により異
なる）場生涯学習センター等申受講
申込書に記入し、７月４日まで（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（同コンソーシ
アムホームページで申し込みも可）
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【夏期子ども講座～紙版画でつくる、
ワクワクいきものオリンピック】
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２７日㈯、２８日㈰、午前１０時３０分
～午後３時３０分、全２回場同館内厚
紙を使った多色刷りの凹凸版画で、
色々な生き物による空想オリンピッ
クのワンシーンを作る講東京学芸大
学教授・清野泰行氏、同大学生定２０
人（抽選、結果は７月１１日ごろ郵送）
費２０００円申７月７日までにイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０６１２Ｈへ（同館ホ
ームページで申し込みも可）

夏の平和イベント
問生涯学習センター☎７２８・００７１

【平和づくりを現場から発信する～
上智大学・東大作教授を迎えて】
　町田市出身で、ＮＨＫディレクター
として11年間戦争と平和に関する数
々のＮＨＫスペシャルを企画制作した
東氏の講演です。私たちが世界の平
和にどうつながっているのか、また
その平和づくりにどう関与し、参加し
ていけるのか、共に考えていきます。
日7月20日㈯午後2時～4時30分
場同センター
講上智大学教授・東大作氏
定128人（申し込み順）
申1次受付＝6月15日正午～17日午
後7時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード190618Ｂへ／2次受付＝
6月18日正午～7月10日にイベント
ダイヤル（☎724・5656）またはイ
ベシスへ。

【戦時体験　１枚のハガキを募集し
ます】
　戦時中・戦後の体験を、子どもや孫
の世代に伝えませんか。
対市内在住の戦時中・戦後の体験を
伝えたい方
申ハガキ表面（宛名面）に、住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、裏面（通
信面）に、体験（時期・場所なども）を
書いて、7月25日午後5時まで（必
着）に直接または郵送で生涯学習セ
ンター「1枚のハガキ」担当（〒194
－0013、原町田6－8－1）へ。
※8月5日～9日に同センターで掲示
します（ハガキ裏面のみ、内容によっ
ては掲示しない場合も有り）。
※代筆やパソコンの使用も可能で
す。なお、ハガキの返却はできませ
ん。

※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。
※救急診療・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。

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QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１５日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

１６日㈰

午前９時～午後５時

内科 いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３）☎７０６・２６３０
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎７１０・２２５１

内科 小野寺クリニック（本町田４３９４-９） ☎７３２・５６０５

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

１７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
１８日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８
１９日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２
２０日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎７９８・１１２１
２１日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１
２２日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

２３日㈰

午前９時～午後５時

内科 鹿島内科クリニック（金森東１-２５-２９）☎７１０・１８００

内科、
小児科

アツミ医院（中町３-６-１３） ☎７２２・２１８５
たかはしクリニック（常盤町３２００-１）☎７９８・７７５５

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリニック
（能ヶ谷１-５-８） ☎７３７・１１８７

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎７９８・７３３７
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

２４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
２５日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８
２６日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１
２７日㈭ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０
２８日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 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
フォレスト呼吸器内科クリニック町田
（原町田６-２８-１５） ☎７１０・４１００

鶴川台ウィメンズクリニック（真光寺２-３７-７）☎７３７・１１０３
内科、
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘５-２-６） ☎７７４・１７００

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園７-１-６） ☎７２８・８７３７

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
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

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

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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
（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）

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
（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）
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　２０２０年３月２８日に福島県を出発する東京２０２０オリンピック聖火リレーが、２０２０年７月１０日㈮に町田市内を巡回することが決まりました。当日は、
町田シバヒロでセレブレーション（聖火到着式）が行われます。詳細は、決まり次第改めてお知らせします。

　市と町田商工会議所、（株）ジェイコム湘南・神奈川　町田・川崎局、小
田急電鉄（株）が、力を合わせて町田の魅力を発信します。ぜひお気軽に
お立ち寄り下さい。� 市HP�まちだ◎ごと大発信！ � 検索
日６月２９日㈯午後１時～４時（雨天中止）
場小田急町田駅ビル東口広場（旧カリヨン広場）
内「まちだ○

まる

ごと大作戦１８－２０」の映像放映／町田を走る！東京２０２０
オリンピック・自転車競技ロードレースのパネル展示／オリンピック
・パラリンピック・ラグビーワールドカップのグッズ配布／特急ロマ
ンスカーのペーパークラフト作成（小学生以下対象）／ステージパフォ
ーマンス／町田の名産品等のＰＲ　他
※グッズやペーパークラフトは無くなり次第終了します。
※中止する場合は町田市ホームページでお知らせします。

　市民と大学教授等が市役所の仕事
を評価する会（事業評価）を高校生が
選ぶテーマで１１月に行います。
　そこで、高校生同士が町田につい
て話し合う「事業評価キックオフミー
ティング」のメンバーを募集します。
　町田市への「ここがいいね！」「こう
したらいいのにな」など、日頃生活の
中で感じていることを、お菓子を食

べながらワイワイ話してみませんか。
対市内在住、在学の１５～１８歳の高
校生世代
日７月６日㈯午後２時～５時（予定）
場市庁舎
申６月３０日までに右記Ｑ
Ｒコードで申し込み（電
話申し込みも可）。

　令和元年（２０１９年）第２回市議
会定例会（６月議会）が６月６日に開
会されました。今議会には令和元
年度（２０１９年度）一般会計補正予
算など１４議案が提出されました。
　議案等の内訳は予算１件、条例４
件、契約３件、損害賠償１件、その他
１件、報告承認４件となっていま
す。会期は今月２８日までです。

予　算　案
　今回の補正予算額は、一般会計
が２１億５６３３万３千円です。
　補正後の予算額は、一般会計
１６１９億１６９４万１千円、特別会計
１１２１億１０８万円、合計２７４０億�
１８０２万１千円です。主な事業は次
のとおりです。
○将来を担う人が育つまちづくり
のための「保育所等利用者多子世
帯負担軽減事業」「認可外保育施設
の質の向上取組強化事業」「認可保
育所等給食費負担軽減事業」
◯その他、１０月の消費税率引き上
げの際に、国の補助を活用し、住民
税非課税者及び３歳未満の子がい
る世帯主が購入できる「プレミアム
付商品券発行事業」、市立中学校の
給食について、喫食率の向上及び
給食を希望する生徒がより利用し

やすくなる環境の整備を目指して、
生徒全員を対象に行う「中学校給
食無料試食会事業」など

条　例　案
○地方公務員法及び地方自治法の
一部を改正する法律の施行に伴い、
会計年度任用職員等に関する規定
を整備するため、関係する条例１０
本を一括して改正する「地方公務員
法及び地方自治法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整
備に関する条例」
◯地方税法等の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市市税条例等の
一部を改正する条例」
◯鶴川第二中学校区に三輪子ども
クラブを設置することに伴い、関
係する規定を整備するため、所要
の改正をする「町田市子どもセン
ター条例の一部を改正する条例」
◯放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準を定める厚生労働
省令の改正に伴い、関係する規定
を整備するため、所要の改正をす
る「町田市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営の基準に関する
条例の一部を改正する条例」の４
条例です。

東京２０２０オリンピック
２０２０年７月１０日、町田に聖火リレーがやってくる!

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

平成３０年首都交通対策協議会会長賞（都知事感謝状）
を受賞しました

もっと“町田の魅力”を知ろう！

集まれ！高校生
町田のコト、来てみてしゃべって、変えてみない？

問経営改革室☎７２４・２５０３

消防団の勇姿をご覧下さい  

補正予算などを審議

　世界パラ陸上競技連盟認定の公式大会
が町田で開催されます。
　昨年の大会では２つの世界記録が生ま
れているハイレベルな大会です。
　パラ陸上競技は「トラック競技」と「フィ
ールド競技」に分かれ、更に障がいの程度
によって細かく種目が分かれています。
　選手達の真剣勝負をぜひご覧下さい。

日７月６日㈯、７日㈰、午前１０
時～午後５時（７日は午後４時
まで）
※当日の競技状況によっては
終了時間が前後します。詳細
は、関東パラ陸上競技協会ホ
ームページをご覧下さい。
場市立陸上競技場

　市及び町田・南大沢交通安全協会は、５月
３１日に、平成３０年首都交通対策協議会会長
賞（都知事感謝状）を受賞しました。３度目の
受賞は市町村初です。これは、昨年の交通事
故件数と交通事故による死者数が前年比で
大きく減少したことに加え、交通事故防止
に向けた取り組みが評価されたものです。
　今後も、「交通事故のない安全安心な町田
市」の実現に向け、警察・交通安全協会等の
関係団体と共に取り組んでいきます。

左から町田交通安全協会・村
松会長、髙橋副市長、小池東京
都知事、南大沢交通安全協会・
田中会長

問総務課☎７２４・２１０４

問市民生活安全課☎７２４・４００３

　ポンプ操法大会は、消防団から選抜
された１１隊が、迅速かつ正確な消火活
動技術を競い合うものです。皆さんの
暮らしを守るため活躍している消防団
員に、ご声援をお願いします。
日６月３０日㈰午前９時～午後２時３０分
（雨天実施）
場町田消防署（本町田）

【消防団員も募集中】

問産業政策課☎７２４・３２９６
まちだ◎

まる

ごと大発信！

第４０回町田市消防団ポンプ操法大会を開催
問防災課☎７２４・２１０７

６月議会が開会

町田市ホー
ムページ

パラリンピック出場選手がやってくる！

第２４回　関東パラ陸上競技選手権大会開催
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

写真：町田シバヒロ
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