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お知らせ
ご覧
（縦覧）
いただけます

都

市

計

画

案

【①蓮田緑地整備事業関連②小山田
桜台地区関連③町田都市計画公園の
変更④町田都市計画道路の変更】
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１月７日㈫～２１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①町田都市計画緑地の変更（第３４
号蓮田緑地）
、地区計画の変更（竹桜
地区地区計画）
、
用途地域の変更②町
田都市計画地区計画の決定（小山田
桜台地区地区計画）
、一団地の住宅施
設の変更（小山田桜台一団地の住宅
施設）
、用途地域の変更、高度地区の
変更、防火地域及び準防火地域の変
更③町田都市計画公園の変更（第４・
３・７号町田スポーツ公園）④町田都
市計画道路の変更
（町田３・４・１４号

駅前連絡所の休所及び
コンビニ証明書自動
交付サービスの休止

システムメンテナンスのため、
１月１８日㈯、１９日㈰は、町田・鶴川
・南町田の各駅前連絡所を休所し
ます。
また、
コンビニエンスストア
での証明書自動交付サービスも終
日休止します。
ご不便をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いします。
※コンビニエンスストアは、１月
２０日㈪午前６時３０分からサービ
スを再開します。
問市民課☎
☎７２４・２８６４
パブリック
コメント
概 要

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

三輪麻生線）
意見書の提出１月２１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

不動産公売のお知らせ
公売方法期間入札
入札期間１月３１日㈮～２月７日㈮
入札場所町田市納税課
※定められた様式を使用し、郵送に
よる入札に限ります。
開札日時２月１２日㈬午前１０時
開札場所東京都庁会議室第一本庁舎
２３階（新宿区）
※公売財産内容や公売案内について
は、納税課にお問い合わせ下さい。ま
た、１月１０日に公売財産内容等を町
田市ホームページに掲載します。
問納税課☎
☎７２４・２１２２

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、労働問題全般
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１月２６日㈰午前１０時～午後４時
（受付時間＝午前９時３０分～午後３
時３０分）
場鶴川市民センター１階第１会議室
問広聴課☎
☎７２４・２１０２

行政経営監理委員会
【オープンイノベーションによる新
たな行政経営】
市では、
「市役所の生産性の向上」
と「公共施設における行政サービス
改革」の２つを改革の柱とする行政
経営改革プランを着実に推進するた
め、有識者や市長・副市長等で構成す
る行政経営監理委員会を開催しま

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市地域防災計画2019年度修正
第1章～3章
（修正案）

問防災課☎
☎724・3218
2016年度の町田市地域防災計画修正以降の各種法改正や、東京都地
域防災計画
（震災編）の修正を受け、市の防災対策を更に向上させること
を目的に、
町田市地域防災計画第1章～3章を修正します。
○修正の概要 各種計画修正への対応＝東京都地域防災計画（震災編）
の反映 他／地域特性に応じた避難施設ごとの対策＝避難施設別避難者
数の推計結果の反映／法改正等への対応＝水防法・土砂災害防止法の改
正内容の反映 他／その他＝新たな浸水予想区域図の反映
○募集期間 1月8日㈬～2月5日㈬
○資料の閲覧・配布 計画（修正案）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
間が異なる）
。
防災課
（市庁舎3階）、市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、男女平等推進セ
ンター
（町田市民フォーラム3階）、木曽山崎連絡所、各市民センター、各
駅前連絡所、
生涯学習センター、各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法 郵送、FAX、Eメール、または防災課ほか、資料を配
布している窓口へ直接提出して下さい。郵送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。
☎724・3218
○担当課 防災課
（〒194-8520、森野2-2-22、市庁舎3階、
返 050・3085・6519 遍 mcity4280@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、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。

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

す。
今回は、民間との連携により、多様
なアイデア・技術などを活用するこ
とで現状を変革し、新たな価値を生
み出す「オープンイノベーション」に
よる行政経営について議論を行いま
す。
委員会は公開で行い、傍聴できま
す。
日２月３日㈪午後２時～４時３０分
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申１月２４日までに電話で経営改革室
（☎
☎７２４・２５０３）へ。
１月１１日に実施します

冬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）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日１月１１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ｃｏ
ｍｆｙ
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
冬号を発行しました！～町田市
座・イベント情報誌

講

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！

市内や近隣で１月～３月に開催ま
たは募集を開始する講座・イベント
等の情報を掲載しています。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１
大地沢青少年センター～７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

問 問い合わせ

申１月１１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。
※７月７日、１４日は利用できません。
町田市自然休暇村
７月分の

利

用

受

せせらぎの里～

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１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）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。
ご利用下さい！

移動図書館“そよかぜ号”

巡回日程・場所等の詳細は、町田市
立図書館ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせ下さい。
※システム更改のため、１月６日㈪ま
で休館します。
問さるびあ図書館☎
☎７２２・３７６８、堺
図書館☎
☎７７４・２１３１

催し・講座

冬のおたのしみイベント

大人も楽しめる紙芝居

大人も子どもも紙芝居と手遊びで
楽しみましょう。
日１月１０日㈮午前１１時～正午
場忠生図書館多目的室
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
定３０人（先着順）
問忠生図書館☎
☎７９２・３４５０

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい

町田市消防団出初式

問防災課☎
☎７２４・３２５４

出初式では、消防団員の表彰式
に続き、消防団・町田消防署・町田
消防少年団の連携による消防救助
演習や、一斉放水を行います。
また、玉川大学吹奏楽団の演奏
や、消防ポンプ車の展示、子ども用
防火服着用記念撮影コーナーもあ
ります。
※当日は、
午前７時に市内消防器具
置場のサイレンを鳴らします。火
災とお間違えのないようご注意下
さい。

日１月１２日㈰午前９時～１１時
場町田第一小学校（雨天の場合、演
習は中止し、式典のみ体育館で実
施）

消防演習での一斉放水の様子

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。

1月初旬から

「町田市わたしの便利帳」を全戸配布します

問広報課☎
☎７２４・２１０１

市では、行政情報や暮らしに役立つ情
報を掲載した「町田市わたしの便利帳」を
（株）サイネックスと共同で作成しまし
た。
１月初旬から月末にかけて、市内全世帯
に順次配布します。２月になっても配布さ
れない場合は、
（株）サイネックス（☎
☎０４２
・５４８・１５５６）
へお問い合わせ下さい。

