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町田市立小・中学校の地域における
役割に関する
ア ン ケ ー ト 調 査

　町田市教育委員会では、児童・生徒
数の減少や学校施設の老朽化に対応
しながら、児童・生徒がより良い教育
環境で学ぶことができるようにする
ため、８月に町田市立学校適正規模・
適正配置等審議会を設置します。こ
の審議会では、子どもたちの教育環
境を充実させるために必要となる適
正な学級数・学校配置のあり方や、学
校統廃合も含めた通学区域の見直し
などについて検討することを予定し
ています。
　一方で、市立小・中学校は災害時の
避難施設としての役割や学校開放等
による地域活動の拠点としての役割
もあります。そこで、幅広い市民の皆
さんの考え方や意識を把握し、審議
会での議論を充実させることを目的
として、市内在住の２０歳以上の方
３０００人（無作為抽出）を対象にアン
ケート調査を送付しています。調査
は自己記入式で無記名です。ご協力

をお願いします。
回答期限７月９日まで
問教育総務課☎７２４・２１７２
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【鶴川駅周辺地区関連】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間７月１２日㈮～２６日㈮、午前
８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
休日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
内町田都市計画土地区画整理事業の
変更、地区計画の変更（鶴川駅北地区
地区計画）、地区計画の決定（鶴川駅
南地区地区計画）、用途地域の変更、
防火地域及び準防火地域の変更、都
市計画道路の変更及び決定
意見書の提出７月２６日まで（必着）に
直接または郵送で都市政策課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７

７月は強調月間です
社会を明るくする運動

【犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ】
　「社会を明るくする運動」町田大会
を開催します。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日７月３１日㈬午後１時３０分～３時４５
分（午後１時開場）
場町田市民ホール
内①講演会②金井中学校吹奏楽部に
よる演奏
講①警視庁警部・蜂谷嘉治氏
定８５３人（先着順）
※保育希望者（７月３１日時点で、１歳
以上の未就学児、申し込み順に６人）
は、７月２日午後１時から電話で福祉
総務課へ。
【寄贈品を募集中】
　当日、参加者に配布する寄贈品を
募集しています。
募集対象持ち帰れる程度の大きさの
物で、同じ種類、１００個以上６００個以
下の未使用の既製品
申７月１０日までに電話で福祉総務課
へ。

◇
問福祉総務課☎７２４・２５３７
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０２０年１月分の
利 用 受 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７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）。
※２０２０年１月７日～９日、１４日、１６
日、２２日、２３日、２７日、２８日、３０日

は利用できません。
大地沢青少年センター～２０２０年１
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７月６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。
※２０２０年１月１日～４日、７日、１４日、１５
日、２１日、２８日は利用できません。
実施します
夏季献血キャンペーン

　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
日７月１３日㈯午前１１時３０分～午後
３時４５分（骨髄バンクドナー登録の
受け付けは午後３時まで）
場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日７月２３日㈫午後２時～３時３０分
場木曽森野コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで、（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

あなたの提案をお待ちしています！

まちだ　未来　ビジネスアイデアコンテスト２０１９
問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎７２４・２１２９

広告を掲載しませんか

２０１９年　明るい選挙ポスターコンクール
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

ブルーベリーの美味しい季節です

摘み取りに出かけませんか
問農業振興課☎７２４・２１６６

町田市わたしの便利帳
　市の業務案内などを掲載する

「町田市わたしの便利帳」を２１万部
作成し、２０２０年１月に全戸配布す
るほか市内転入者に配布します。
　この冊子は、市と（株）サイネッ
クスが協働で作成するものです。
このたび本誌に掲載する広告を募
集します。
※広告掲載依頼の営業のため、趣
意書を携えた業者が企業等を訪問
する場合があります。
広告サイズＡ４全面、Ａ４の２分の
１、Ａ４の３分の１、Ａ４の９分の１
※詳細及び申し込みは、（株）サイ
ネックス（☎０４２・５４８・１５５６）へ
お問い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１

町田市立図書館ホームページ
　町田市立図書館ホームページ
は、現在訪問者数が月平均１０万件
と多くの方に利用されています。
　ホームページにバナー広告を掲
載し、事業を広くＰＲしませんか。
対ウェブサイトを有する事業主
募集枠数トップページ下の５枠

（縦５０ピクセル×横１８９ピクセ
ル）、申し込み順
費１枠３万円（３か月）
申必要書類（同館ホームページで
ダウンロード）に必要事項を記入
し、直接または郵送で中央図書館
６階事務室へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

　明るい選挙を呼び掛ける内容の
ポスター作品を募集します（全員
に参加賞有り）。
対市内在住、在学の小学生～高校
生
画材絵の具、ポスターカラー等（紙
や布を使用した貼り絵も可）
サイズ画用紙の４つ切り（５４２㎜
×３８２㎜）または８つ切り（３８２㎜
×２７１㎜）
申作品裏面の右下に、学校名・学年

・氏名（ふりがな）を明記し、９月６
日までに直接、選挙管理委員会事
務局（市庁舎９階）へ（学校を通じ
て提出する方は、学校で決められ
た日まで）。
※応募作品の著作権は主催者に帰
属します。なお、作品は啓発紙等へ
の掲載や、展示会等で展示するこ
とがあります。
市HP 明るい選挙ポスター  検索

　期間、営業時間、料金等は農園ごとに異なりますので、各農園へお問い
合わせ下さい。

　町田新産業創造センターと市内
創業支援施設等との共催で、ユニ
ークなアイデアや技術を持つ学
生、起業家等と、地元の企業を結び
つけ、新たなビジネスの創造を目
指すコンテストを開催します。
　地元の企業に、あなたのビジネ
スアイデアを提案してみませんか。
【説明会】
　募集テーマやアイデア募集企業
の概要、申込方法等の詳細につい
て説明します。また、同センターホ
ームページ（下記ＱＲコード）でも
ご覧いただけます。
日８月３日㈯午前９時
～午後０時３０分
場同センター
申８月２日午後５時までに同センタ
ーホームページで申し込み。
【コンテスト概要】

対①大学生
部門（高専
生・大学院
生含む）②
一 般 部 門

（起業家等）
③ 高 校 生

（グループ
での申し込
みも可）
募集内容企
業から提示されたテーマに応える
ビジネスアイデア／企業に提案し
たい自由なビジネスアイデア
アイデア募集企業小田急電鉄（株）、
ＦＣ町田ゼルビア、ＡＳＶペスカドー
ラ町田、アイワ広告（株）、（株）エフ
デザイン、ブラス（株）〔ＴＳＵＴＡＹＡ
町田木曽店〕、（社福）みずき福祉会
町田福祉園

農園名 所在地 問い合わせ・予約先
①相原ブルーベリー農園 相原町2052 ☎080・5088・7588
②町田里山ベリー園（食べ放題） 上小山田町2663 ☎797・3246
③小山田ブルーベリー園 下小山田町1014 ☎719・5486
④浅沼ブルーベリー農園 木曽西5-14 ☎080・1149・9630（予約不要）
⑤小野路ブルーベリー園 小野路町1014 ☎090・8302・2209
⑥南町田ブルーベリー園 鶴間5-12-38 ☎090・9645・5511
⑦友井ブルーベリーガーデン 小川6-12-1 ☎090・4526・2435
⑧Ｂ　ｆａｃｔｏｒｙ（ビーファクトリー）山崎町1877-1 ☎851・9213


