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町田市イベントダイヤル ☎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

お知らせ
町田市戦没者追悼式
市では、明治以降各戦役の戦没者、
戦争犠牲者のご冥福を祈るとともに、
恒久平和を祈念する式典として、戦没
者追悼式を実施します
（平服可）
。
※天候等により中止及び内容を変更
する場合は、前日に町田市ホームペ
ージでお知らせします。
日１０月２４日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
（開場は午前９時３０分）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
ご意見を募集します

第四次町田市子ども読書
活 動 推 進 計 画（ 案 ）

市では、子どもの読書活動の推進
に関する法律に基づき、２００５年に
「町田市子ども読書活動推進計画」を
策定し、
「自ら進んで本を読む子を育
てる」
という理念のもと、子どもたち
が本と出会えるきっかけ作りや環境
作りに取り組んできました。
これまでの取り組みの成果と課題
を踏まえた「第四次町田市子ども読書
活動推進計画
（案）
」
の策定にあたり、
市
民の皆さんからご意見を募集します。
資料の閲覧及び配布各市立図書館、
町田市民文学館、
生涯学習総務課（市
庁舎１０階）
、自由民権資料館、生涯学
習センター、町田・鶴川・南町田の各
駅前連絡所、
各市民センター、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、各子どもセ
ンター・子どもクラブ、子ども創造キ
ャンパスひなた村（町田市立図書館

ホームページでダウンロードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。
提出方法１０月３１日まで（消印有効）
に、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで
中央図書館
（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９、返７２９・６１６０遍ｍｃｉｔｙ４１８０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、１２月ご
ろに町田市立図書館ホームページ、
各資料配布場所で公表します。
問中央図書館☎７２８・８２２０
２０２０年度

園

町田市私立幼稚園等

児

募

集

詳細は各私立幼稚園等にお問い合
わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサ
イトをご覧下さい。
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田ファミリー・サポート・センター

事務局が移転しました

受託事業者の変更に伴い、同セン
ターの事務局が移転しました。事業
内容は変わりませんが、お問い合わ
せの際はご注意下さい。
新事業者（社福）町田市社会福祉協議
会
新事務所せりがや会館１階（原町田４
－２４－６）
電話番号☎７０３・３９９０
問子育て推進課☎７２４・４４６８

はやしクリニック病児保育室が病後児保育の
受け入れも始めます！

問子育て推進課☎７２４・４４６８

病児保育は病気にかかっているお 対町田市・八王子市在住の生後４か
子さんを、病後児保育は病気の回復 月～小学２年生のお子さんがいる保
期のお子さんを、環境の整った専用 護者（市内の認可保育所に在籍して
の施設でお預かりし、
一人ひとりの症 いる場合は、町田市・八王子市在住で
状に合わせた保育を行うものです。
なくても可）
はやしクリニック病児保育室では、 場はやしクリニック病児保育室
これまでの病児保育に加え、病後児 （忠生２－２９－２０、
☎７９３・３７２２）
保育も実施します。病児保育から病 定病児保育＝４人、病後児保育＝２人
後児保育へと継続的な利用ができる ／１日につき
ようになりましたのでご利用下さい。 費利用時２０００円（登録料は無料）
※利用には事前の登録が必要です。

幼児教育・保育の無償化が始まりました

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

子育て世帯の経済的負担の軽減
を図るために、幼稚園・保育園・認
定こども園やその他の就学前の教
育・保育・療育等の事業において、
利用料の無償化が始まりました。
【無償化とは】
無償化の対象範囲や上限額は、
児童の年齢や通っている施設、保
育の必要性の有無等により異なり

ます。施設により、給食費・体操服
代等の費用を除いた基本的な利用
料のみが０円になる場合や、軽減さ
れる金額の上限が設定されている
場合などがあり、すべての費用が
無料になるわけではありません。
手続き等の詳細はまちだ子育て
サイトをご覧いただくか、下表へ
お問い合わせ下さい。

保育の必要性の認定手続きに関すること
幼稚園・保育園・認定こども園の無償化の給付内容に関すること
認可外保育施設等の無償化の給付内容に関すること
町田ファミリー・サポート・センター、
病児・病後児保育に関すること
障がい児の発達支援に関すること

保育・幼稚園課☎724・2137
保育・幼稚園課☎724・2138
子ども総務課 ☎724・2551
子育て推進課 ☎724・4468
子ども発達支援課☎726・6570
障がい福祉課 ☎724・3089

暮らしの手続き出張無料相談会
遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、仕事
に関する許認可申請、外国人のビザ
関係、年金、社会保険等について行政
書士及び社会保険労務士が秘密厳守
で相談に応じます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日１０月１６日㈬午前１０時～午後４時
（受け付け＝午前９時３０分～午後３
時３０分）
場南市民センター２階第２会議室
問広聴課☎７２４・２１０２
町田市自然休暇村

せ

せ

ら

ぎ

の

里

【２０２０年４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１０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）
。
※４月７日、８日、２２日、２３日は利用
できません。
【年末年始の利用抽選受付開始】
年末年始は２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番

（１２月３１日～２０２０年１月２日）、３番
（２０２０年１月２日～４日）
申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申し込み」
と書き、希望利用日の
番号（第２希望まで）
・代表者の住所
（市内在勤で市外在住の方はその旨
を明記）
・氏名・電話番号
（自宅・携帯を
お持ちの方は携帯番号）
・利用予定人
数詳細
（大人
〔中学生以上〕
・小学生・幼
児
〔寝具の有無〕
）
を明記し、１０月３１日
まで
（必着）
にハガキ、ＦＡＸまたはＥメ
ール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＠ｍａ
ｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ（自然休暇村
ホームページで申し込みも可）
。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は抽選後の
申し込みとなります。
問自然休暇村☎０２６７・９９・２９１２
大地沢青少年センター～２０２０年４
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１０月５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。
※４月１４日、２１日、２８日、３０日は利
用できません。

日本赤十字社 「令和元年台風第１５号千葉県災害義援金」
受付中
詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
町田市認可保育園・認定こども園（１～２歳児）
・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０２０年度の園児募集

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

２０２０年４月入園の申し込みは
下表の日程・会場のみで受け付け
ます。
２０１９年度に認可保育園等申し
込み中の方で（転園申請含む）、引
き続き２０２０年度も入園（転園）を
希望する方は改めて申し込みが必
要です。
対保護者が就労、
疾病、
出産、
看
（介）
護、就学などの状況にあるため、保
育を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書の配布は
１０月１５日㈫から、市内各認可保育
園、各認定こども園、各小規模保育
園、各家庭的保育者
（保育ママ）
、各
子どもセンター、
保育・幼稚園課
（市
庁舎２階）で配布します（まちだ子
育てサイトでダウンロードも可）
。
※郵送での申し込みを希望の方

は、１０月１５日㈫から保育・幼稚園
課窓口で説明を受けて下さい。
※認定こども園（３～５歳児）を第１
希望で申し込む方は、１１月１日㈮
から各園で受け付けます。詳細は、
入園のしおりをご確認下さい。
※保育を必要とする保護者の状況
が確認できる書類がそろっていな
い場合は、受け付けできません。
医療的ケアを必要とする児童の

公立保育所への入所申込
を受け付けています
事前に入園相談が必要です。相
談予約は、１０月３１日までに電話
で保育・幼稚園課へ。詳細はまちだ
子育てサイト（右記QR
コード）を必ずご確認
のうえ、ご連絡下さい。

申込受付日程表

会 場
日 程
受付時間
市庁舎１階多目的スペース １１月１９日㈫～２１日㈭
鶴川市民センター
１１月２２日㈮、１２月２日㈪
市庁舎２階２０４窓口
（保育・
１１月２４日㈰、１２月７日㈯
幼稚園課）
忠生市民センター
１１月２５日㈪、１２月３日㈫
午前９時～１１時、
午後１時～３時３０分
小山市民センター
１１月２６日㈫
堺市民センター
１１月２７日㈬
南市民センター
１１月２８日㈭
なるせ駅前市民センター
１１月２９日㈮
市庁舎２階会議室２－１
１２月４日㈬～６日㈮
※各会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認下さい。

指定収集袋・粗大ごみ処理券の価格は、消費税率変更後も変わりません

問 3R 推進課☎ 797・7111

