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■問納税課　724・212112月は、「固定資産税・都市計画税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

お知らせお知らせ
都市農地を保全するために
農 地 を 生 産 緑 地 に�
追 加 し ま せ ん か
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内にある②登記地目及び固
定資産税の課税地目が田・畑（農地）
である③現に耕作されており、３０年
以上農業経営等の継続が期待できる
④公害・災害の防止、農業と調和した
都市環境の保全等に相当の効果があ
り、公共施設等の敷地の用に供する
土地として適している⑤一団を形成
する区域の面積が３００㎡以上の規模
である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図の写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を、１月１４日～３１日に直接農業
振興課（市庁舎９階）へ（正午～午後１
時を除く）。
※生産緑地地区指定願書は農業振興
課で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６９

高齢者の福祉や介護に関
するアンケート調査

　市では、今後の高齢者福祉施策に
役立てるため、アンケート調査を実
施します。

　次の要件を満たす３０００人の市民
の方に、アンケート用紙を郵送して
います。ご協力をお願いします。
対市内在住の６５歳以上で、要介護１
～５の方
回答期限１２月２７日㈮まで
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
貸し出します
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、早期の使用で救命
の確率を高めることができる医療機
器です。イベントの際などに貸し出
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
イベントを開催する町内会・自治会、
その他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間

（７日以内）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥ
Ｄの操作を含む普通救命講習会等の
修了者、医師、看護師、保健師、救急救
命士のいずれか）を配置しているこ
とが条件です（原則としてＡＥＤの設
置施設で開催するイベントには貸し
出し不可）。
申貸出希望期間の２か月前～７日前
に、貸出申込書（保健総務課〔市庁舎
７階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と有資格者の資
格証の写しを、直接または郵送で保
健総務課へ。
※貸出期間の予約は電話で受け付け
ます。

※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝え下さい。
問保健総務課☎７２４・４２４１
東京家政学院大学のテニスコートを
貸 し 出 し て い ま す

　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０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、郵
送（登録証送付用１４０円切手〔登録証
が２枚となる場合は２１０円切手〕を
同封）でスポーツ振興課へ。
※後日登録証を送付します。
【団体登録後の利用方法】
　開放時間等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
日土・日曜日（除外日も有り）

場東京家政学院大学（相原町）
申往復ハガキに必要事項を明記し、
利用を希望する月の前月１０日まで

（消印有効）にスポーツ振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座
三島由紀夫展～「肉体」という� �
second�language
関 連 講 演 会

【三島由紀夫という謎】
　１月１８日～３月２２日に町田市民文
学館で開催する冬季企画展「三島由
紀夫展～『肉体』というｓｅｃｏｎｄ ｌａｎ
ｇｕａｇｅ」の関連講演会として、三島
由紀夫と親交のあった詩人・高橋睦
郎氏にお話しいただきます。
日１月２６日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
申１２月１９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１９１２１９Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

　広袴不動尊の屋根にも、近所の畑
にも真っ白に霜が降りて本格的な冬
になりました。ジョウビタキに続い
てツグミやシメもやってきました。
月の初めに薬師池公園四季彩の杜の

「紅葉まつり」をのぞいてきました。
この秋の台風にもめげず、美しい紅
葉になっていて、今年も楽しませて
いただきました。薬師池には、カルガ
モやカイツブリに加えて、今年もキ
ンクロハジロがやってきました。
　さて、こちらも恒例となった「市民
協働フェスティバル『まちカフェ
！』」、今年で１３回目、出展団体は８１
団体を数え、多くの市民の参加でに
ぎやかに開催されました。市庁舎１
階のワンストップロビー、２階、３階
の廊下や会議室などは、出展のブー
スと来場者であふれるほどの盛況で
した。
　「まちカフェ！」は、市内のそれぞ
れの地域のさまざまな課題を解決し
よう、地域の魅力を伝えようという
活動を展開している市民、団体の交
流の場として開かれています。
　今年は、新しく４月にスタートし
た「（一財）町田市地域活動サポート
オフィス」も市庁舎２階の市民協働
おうえんルームで活動紹介のブース
を設けていました。同じく２階の「ま
ちママ♡Opｅｎｄａy」や、３階のプラ
ネタリウム、まちカフェ！ステージ
等、どのブースも盛況でした。まちだ

○
まる

ごと大作戦、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピックのＰＲブースも
設営されて、２０２０年に向けてもう
一段の盛り上げを図っていました。
　現代は、さまざまな課題に、町内会
・自治会を始めとする地域の多様な
団体が自発的な活動を通じてその解
決に取り組んでいます。市内各地区
で展開している「地区協議会」も多様
な活動を担っている団体の協働の場
であり、活動支援の組織です。「（一
財）町田市地域活動サポートオフィ
ス」も、多様な団体の活動について、
組織や運営のノウハウ提供を通じて
支援をしています。
　地区協議会やまちだ○

まる

ごと大作戦
の活動を通じて、地域の自主的な、独
創的な試みが定着し始めている、そ
んなことを感じられたこの１年でし
た。
　改めて、「まちカフェ！」実行委員
会の皆さんに御礼申し上げます。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１５５

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
新・町田市子どもマスタープラ
ン【後期】（案）

問子ども総務課☎７２４・２８７6
　市では、子ども施策の基本計画「新
・町田市子どもマスタープラン」を、
２０１５年度からの１０年計画として策
定し、前期行動計画（５年計画）を進
めてきました。その間にも、少子化や
社会環境の変化から、子どもと家庭
を取り巻く問題は多様化してきまし
た。
　このような状況の中、国の動向や
社会状況の変化に対応しつつ、子ど
も・子育ての支援を切れ目なく推進
していくため、市長から諮問を受け
た「町田市子ども・子育て会議」で後
期行動計画（案）を検討しました。
【概要】
○計画の期間　
　２０２０年４月～２０２５年３月
○計画の基本理念
　子どもが自分らしく安心して暮ら
せるまちをみんなで創り出す
○後期行動計画の特色　
・子どもに関する施策を一体的に推
進するに当たり、待機児童対策や地
域の子育て支援等の計画である「町
田市子ども・子育て支援事業計画」す
べてを取り込み、具体的な取り組み
や数値目標を見直しました。
・下位計画である「町田市子ども発
達支援計画（第一期障害児福祉計
画）」「町田市子育て支援ネットワー
ク連絡会レポート（子育て世帯の自
立応援プロジェクト実施計画）」や、
関連施策も取り込み、「子どもに関す
る施策を統合した計画」として策定
します。
・計画の体系は、基本理念・基本的な
視点・基本目標を引き継ぎ、目指す姿
や基本施策はより分かりやすくなる
ように整理をしました。
○募集期間　
　１２月１６日㈪～１月１５日㈬

○資料の閲覧・配布　
　計画（案）は、町田市ホームページ
に掲載するほか、次の窓口で閲覧及
び資料の配布を行っています（各窓
口で開所日時が異なる）。
　子ども生活部各課窓口（市庁舎２
階）、町田市子ども発達センター、大
地沢青少年センター、各子どもセン
ター、各地域子育て相談センター、学
童保育クラブ（中央・つるっこ・相原
たけの子）、市政情報課・広聴課（市庁
舎１階）、各市民センター、木曽山崎
連絡所、各駅前連絡所、男女平等推進
センター（町田市民フォーラム３
階）、生涯学習センター、各市立図書
館、町田市民文学館
○意見の提出方法　
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または子ど
も総務課ほか、資料を配布している
窓口へ直接提出して下さい。郵便の
場合は配布資料に添付している専用
封筒（料金受取人払郵便）をご利用い
ただけます。
○担当課　
　子ども総務課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、市庁舎２階、☎７２４・
２８７６返０５０・３１０１・８３７７遍ｍｃｉｔy
４２３０＠ｃｉｔy．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋyｏ．ｊp）

―注意事項―
○書式は自由ですが住所・氏名・連絡
先・件名を明記して下さい。
○電話や窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への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３月ごろ
に町田市ホームページ及び上記資料
配布場所で公表します。

市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」の様子


