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募 集
町田市子ども発達センター

２０２０年度認可通園入園児

町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族
を対象に、お子さんの発達の相談に
応じています。２０２０年度の同セン
ターへの認可通園（児童発達支援事
業）
入園児を募集します。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
申込締切日１１月２９日まで
※申し込みには事前の見学説明会へ
の参加が必要です。
参加を希望する方
は同センター
（☎７２６・６５７０）
へお問
い合わせ下さい。
町田新産業創造センター

２ 階 個 室 入 居 者

入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
ることができます。施設内覧は随時
受け付けしており、１席単位で利用可能
なブースの貸し出しもあります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・費２階７号室（面積１５㎡）＝月額

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

５万１３２３円
※消費税、共益費を含みます。
※保証金として賃料の１か月分を申
し受けます。
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、１１
月２９日午後５時まで（消印有効）に直
接または郵送で同センターへ。
※書類審査後、面接審査を行います。
問 同 セ ン タ ー ☎ ８ ５ ０・
８５２５、町田市産業政策課
☎７２４・２１２９

お知らせ

大規模地震災害に備えて

町田市震災時職員徒歩参集訓練

大規模な地震災害が発生すると、
公共交通機関が運行を停止する可能
性があります。市ではこれに備える
ため、市内で最大震度６強の地震が
発生したことを想定し、職員の徒歩
参集訓練を実施します。
当日は、
自宅から職場までの歩行距
離２０㎞以内の職員が各自の職場まで
徒歩で参集します。各職場の窓口業
務に支障が生じないよう実施します
ので、
ご理解ご協力をお願いします。
日１１月１５日㈮午前６時から
問防災課☎７２４・３２１８
ご協力下さい

市民満足度アンケート

市民課・各市民センターでは、
「さ
わやか窓口」として、来庁者への親切
丁寧な対応、分かりやすい説明を心

ふるさと納税 寄附の使い道と返礼品を追加しました！
問財政課☎７２４・２１４９

町田市のふるさと納税の魅力を まちの特徴を生かし、魅力的なま
さらに高めるため、
新たな寄附の使 ちの運営に取り組んでいきます。
いただいたふるさと納税は、南
い道と返礼品を追加しました。新
たな使い道の一例を紹介します。 町田全体を盛り上げるイベントの
○特別な寄附の使い道：みなみま 開催などに活用させていただきま
ちだをみんなのまちへ 南町田グ す。
ランベリーパークを盛り上げよう 【新しいパンフレットを配布中】
市庁舎１階総合案内・各市民セン
南町田グランベリーパークは、
１１月13日に
「まちびらき」
を迎えま ター等で配布しています。
す。今後は、
公園・商業施設・ミュー ※町田市ホームページでもご覧い
ジアム等の多様な機能が複合する ただけます。

「よい仕事おこしフェア実行委員会」
と
連携協定を締結しました

問産業政策課☎７２４・２１２９

石阪市長（左）と、同実行
委員会事務局代表者の城
南信用金庫・川本理事長

市では、町田市産業振興計画１９ の中小企業者に対し、市の補助金、
－２８に基づき、拡げるチャレンジ セミナー、イベント等の情報発信
の推進やビジネスしやすく働きや や、地域の枠を越えたビジネスマ
すいまちづくりを実現するため、 ッチングの機会を提供します。
市内の中小企業者に対し販路拡大 ○よい仕事おこしフェア
同実行委員会が年に１度開催し
の支援、
異業種・異分野との連携機
会の創出、産業支援に関する有効 ている全国的なビジネスイベント
な情報発信を行っています。その 「よい仕事おこしフェア」に町田市
一環として、１０月２３日に「よい仕 のブースを出展し、名産品やトライ
事おこしフェア実行委員会」と地 アル発注認定商品等をＰＲします。
域産業活性化に関する連携協定を
締結しました。
【今後予定している取り組み】
○よい仕事おこしネットワーク
同実行委員会が運営するビジネ
スマッチングサイト「よい仕事お
こしネットワーク」を活用し、市内

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

掛けています。この活動を推進する
ため、皆さんの要望やご意見等をお
伺いする市民満足度アンケートを実
施します。ご協力をお願いします。
対住民票の発行などで来庁した方
実施期間１１月１０日㈰～１５日㈮
※玉川学園駅前連絡所と木曽山崎連
絡所は１１月１１日㈪から実施します。
場市民課（市庁舎１階）、各市民セン
ター、各連絡所
問市民課☎７２４・４２２５
ひとり親家庭等への

医 療 費 助 成 制 度

り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月
末に現況届の用紙を送付しました。
１１月１４日 ま で に 提 出 し て 下 さ い
（郵送可）。
【申請事項に変更があった場合は】
住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出た内容
に変更があった場合は、必ず変更届
の提出をお願いします（各市民セン
ター等では受け付けできません）。
問子ども総務課☎７２４・２１４３

ひとり親家庭またはそれに準ずる
保管期間を経過したマイナ
家庭に対して、医療費を助成します。
ンバーカードを廃棄します
【該当する方は申請を】
対１８歳に達する日の年度末までの間
２０１６年にマイナンバーカードを申
にある児童（一定の障がいがある場合
請した方で、
カードを受け取っていない
は２０歳未満）
を現に扶養している、次
方は受け取りをお願いします。１２月２７
のいずれかに該当する方 ①ひとり
日までに受け取らなかった場合、
カード
親家庭の父または母②父または母が
は廃棄となります。
配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁判所から
なお、廃棄対象となる方に通知を
の保護命令が出された家庭③父また
送付していますので、詳細は通知を
は母に一定の障がいがある家庭④父
ご確認いただくか、市民課（☎８６０・
または母が１年以上拘禁、または児童
６１９５）へお問い合わせ下さい。
の養育義務を放棄している家庭⑤両
住民票等に旧姓（旧氏）の記
親がいない児童を養育している養育
載ができるようになります
者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
住民基本台帳法施行令等の改正に
療の自己負担分（住民税が課税され
より、１１月５日から住民票等に旧姓
ている世帯は一部負担金有り）
（旧氏）を併記することが可能となり
※申請者及びその扶養義務者（同居
ます。旧姓（旧氏）を登録したい方は
の父・母など）の所得制限がありま
申請が必要です。
す。所得限度額や申請に必要な書類
申請場所市民課（市庁舎１階）、各市
などの詳細はお問い合わせ下さい。
民センター
【現況届の提出について】
※必要書類等の詳細は、町田市ホー
児童扶養手当証書をお持ちの方
ムページをご覧下さい。
（平成３１年度は桃色の証書）は、ひと
問市民課☎７２４・２１２３

マイナンバーカード申請用写真 無料撮影会＠まちカフェ！

問市民課☎８６０・６１９５

１２月１日に市庁舎で開催する
「まちカフェ！」で、マイナンバー
カード申請用写真を無料で撮影し
ます（予約制）。その場でカードの
申請もできます。
マイナンバーカードは身分証明
書として利用できるほか、コンビ
ニエンスストアで住民票を取得す
ることができるなど、便利なカー
ドです。今後は、健康保険証として
の機能を追加するなど活用シーン

の拡大が検討されています。ぜひ
この機会にお申し込み下さい。
※カードの発行には１か月半～２
か月程度かかります。
対市内在住の方
日１２月１日㈰午前１０時～午後４時
場市庁舎
定３６０人（申し込み順）
申１１月１２日正午～２８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１１２Ａへ。

お買い物は市内の商店街で！

「町田わくわくスタンプラリー２０１９」がスタートします

問町田市商店会連合会☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎７２４・３２９６

市内の商店街でスタンプラリー
を実施しています。参加店で５００
円以上の買い物をしてスタンプや
レシートを集めて応募すると、抽
選で５００人に賞品が当たります。
専用応募ラリーシート付きのチラシ
は、各参加店のほか、市庁舎や各市
民センター等で配布しています。
※参加店一覧は町田市ホームペー
ジ及び町田市商店会連合会ホーム
ページでご覧いただけます。
※参加店にはポスター・ステッカ
ーを掲示しています。
開催期間１２月３１日㈫まで
応募方法専用応募ラリーシートに、

異なる３つの店舗のスタンプを集
めるか、５００円
（税込み）
以上の買い
物をしたレシートを添付し、２０２０
年１月６日まで（消印有効）に次のい
ずれかの方法で応募して下さい。
①参加商店会、産業政策課（市庁舎
９階）、各市民センター、町田商工
会議所に設置の受付箱へ投函②
８４円切手を貼って郵送
賞品黒毛和牛しゃぶしゃぶ用肉・
安納黒豚しゃぶしゃぶ用肉セッ
ト、まちだ名産品を含む詰め合わ
せ、東京２０２０大会ホストタウン
商品（南アフリカ産ワイン、インド
ネシア産コーヒー）等

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

