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お知らせ
（仮称）第４次町田市地域福祉計画策
定に向けた

市民アンケートを実施します

「
（仮称）第４次町田市地域福祉計
画」
の策定にあたり、地域での暮らし
の状況や困りごとなどをお聞きする
調査を実施します。無作為抽出され
た市内在住の１８歳以上の方２０００人
へ２月上旬に調査票を送付します。
調査の結果は、計画を作る際の基
礎資料として活用します。ご協力を
お願いします。
回答期限３月２日㈪まで
問福祉総務課☎
☎７２４・２１３３
ご意見を募集します

町田市無電柱化推進計画（案）

これまで無電柱化は防災性の向
上、安全性・快適性の確保、良好な景
観等の観点から実施されてきました
が、近年、災害の頻発化等により、そ
の必要性が増しています。
市では、無電柱化の推進に関する
法律に基づき「町田市無電柱化推進
計画
（案）
」
を作成しました。計画を策
定するにあたり皆さんからご意見を
募集します。
資料の閲覧・配布道路政策課（市庁舎
９階）
、各市民センター、各市立図書
館（町田市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。

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

提出方法２月１４日まで
（消印有効）
に直
接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで道路政
策課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、
返０５０・３１６０・５５９７遍ｍｃｉｔｙ４３３０＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
【注意事項】
○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、３月ごろ
に町田市ホームページ、各資料配布
場所で公表します。
問道路政策課☎
☎７２４・１１２４
自宅に住み着いた

アライグマ・ハクビシン
で お 困 り の 方 へ

自宅に住み着いたアライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
捕獲用のわなの設置期間中は、毎日
の見回り、置き餌、捕獲時の業者への
連絡をお願いします。なお、２０１９年
度の受け付けは３月１９日までです。
※現地調査、わなの設置、捕獲時のア
ライグマ・ハクビシンの回収費用は
かかりません。
※現地調査でアライグマ・ハクビシ
ンでないことが判明した場合、わな
を設置せず終了となります。
※屋外に出没する場合や、他の生き
ものは対象となりません。

町田の未来の子どもたちにより良い教育環境を

町田市立学校適正規模・適正配置等審議会の
答申がまとまりました

問教育総務課☎
☎７２４・２１７２

て審議いただき、その結果が１月
２４日に答申されました。
市教育委員会では、この答申に
基づき、３月までに「町田市立学校
の適正規模・適正配置の基本的な
考え方」を決定します。なお、答申
書は町田市ホームページでご覧い
ただけます。

コンピューターで処理している項目を公表します

問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎
☎724・4432、
個人情
☎724・8407
報保護制度について＝市政情報課☎
市では、
市民サービスの向上、庁内
事務の効率化、情報セキュリティー
の確保のため、コンピューターシス
テムの開発・導入・更改を進めていま
す。コンピューターで処理している
項目の公表は、市の個人情報保護制
度の趣旨に沿って、どのような情報
をコンピューター処理しているか、

お知らせするものです。
市では、業務に必要な項目を個人
情報登録簿で管理し、必要な職員に
限定してコンピューター処理を行っ
ています。
20１8年度に稼働・更改した業務
システムは下表のとおりです。

稼働・更改したシステム（2018年度）
システム名
財務会計
システム
学童保育
システム
国民健康保険
システム
児童等相談
システム

概

要

担当課
☎724・2149、市有財産
財政課
（予算編成）
予算編成、予算執行、契約事務や 活用課
☎724・2151、契約
（公有財産管理）
公有財産の管理等を行う
☎724・2523、会計課
（予算
課
（契約事務）
☎724・2196
執行）
学童保育クラブの入会、退会に
☎724・4097
関することや育成料の徴収等に 児童青少年課☎
関することを行う
国民健康保険の資格管理や賦課
☎724・4027
保険年金課☎
計算、給付管理等を行う
児童相談、ひとり親相談、発達支 子ども家庭支援センター☎
☎724・4419、
☎726・6570
援相談等の相談情報を管理する 子ども発達支援課☎

対市内に建っている居住用家屋の所
有者で、家屋に住み着いたアライグ
マ・ハクビシンの駆除を希望する方
※申し込みの前に、対象となるかお
問い合わせください。
問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１
２月３日から受付開始

「ちょこっと共済」に加入を！

交通災害共済
「ちょこっと共済」
は、
交通事故に遭った時、見舞金の支給
を受けられる助け合いの制度です。
【会費は選べる２コース制】
対町田市に住民登録のある方
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
４万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がいる場合、中
学修了年限に達するまで、遺児１人
に対し年額１２万円の交通遺児年金
が支給されます。
申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ただし、ゆうちょ銀行〔郵便
局〕
・三菱ＵＦＪ信託銀行・新生銀行を
除く）
申各申込場所で配布している加入申
込書に記入し、会費を添えて直接申
込場所へ。
共済期間４月１日～２０２１年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から）
※自治会やサークルごとに連名で申
し込みができる「団体加入」制度もあ
ります。詳細はお問い合わせいただ
くか、東京都市町村民交通災害共済
のホームページをご覧ください。

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

コミュニティ助成事業
（一財）自治総合センターの２０１９
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、各町内会のイ
ベントで使用する発電機やテント等
を購入しました。
この事業は、コミュニティ活動の
充実・強化を図ることにより、地域社
会の健全な発展に寄与するととも
に、宝くじの社会貢献を広報するこ
とを目的としています。
問市民協働推進課☎
☎７２４・４３５８
町田市民文学館

三島由紀夫原作「炎上」及び「剣」
映画上映会中止のお知らせ

お

詫

び

本紙１月１日号５面に掲載の「三
島由紀夫展～『肉体』というｓｅｃｏｎ
ｄ ｌａｎｇｕａｇｅ」の関連イベントと
して予定しておりました下記の映
画上映会が諸般の事情により中止
となりました。
既に申し込まれた方や申し込み
を希望されていた方におかれまし
ては、心よりお詫びいたします。
【中止となったイベント】
申し込み済みの方には中止の連
絡をさせていただきます。
①２月９日㈰＝三島由紀夫原作「炎
上」映画上映会
②３月１日 ㈰ ＝ 三 島 由 紀 夫 原 作
「剣」映画上映会
問同館☎
☎７３９・３４２０

まちだ施設案内予約システム

新たに利用できる施設が増えました

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

いずれも、
まちだ施設案内予約シ ズム体操、ヨガ、気功、その他の体
ステムで利用申し込みができます。 操、会議・講習
事前に利用者登録（団体登録）が 利用時間午前９時～午後９時３０分
必要です。
（２時間単位）
※午後５時～５時３０分は夜間利用
との切り替えのため、予約できま
せん。
※休館日は１２月２９日～１月３日で
す（予約不可）。
利用料金２１００円（２時間当たり）
※薬師池西公園の開園に伴い、薬
師池公園駐車場（東・北）は、４月１
ウェルカムゲート内
日から月～金曜日も有料となりま
薬師池西公園
す。また、薬師池西公園駐車場につ
体験室・工房
いても同様の運用となります。
町田薬師池公園四季彩の杜の玄
山王塚公園グラウンド
関口として、４月にウェルカムゲ
ートがオープンします。この場所
利用は無料です。
から、四季彩の杜エリアならでは 施設概要グラウンド面積約４２００
の体験や、訪れる人々に心地の良 ㎡（約６５ｍ×約６５ｍ）
い居場所と時間を提供していきま 所在地薬師台３－３－２０
す。情報発信の拠点や飲食施設の 利用種目少年野球（軟式）、ソフト
ほか、さまざまな活動が行える体 ボール
験室・工房などが備わっています。 利用時間４月～８月＝午前８時～午
体験室・工房の貸し出しを開始 後６時（予約は２時間３０分単位）、９
しますので、ぜひご利用ください。 月～３月＝午前８時～午後５時（予
施設概要室内面積約７９㎡（調理機 約は２時間３０分単位、ただし午後
能有り）
３時３０分～５時のみ１時間３０分）
所在地本町田３１０５
※月～金曜日は午後３時３０分まで
利用種目エアロビクス、フォーク の利用となります。
ダンス、民謡・盆踊り、ダンス・その ※一般開放日は１月１日～３日です
他の踊り、健康体操、親子体操、リ （予約不可）。
ウェルカムゲートイメ
ージ

市教育委員会では、市立小・中学
校のより良い教育環境を整備し、
充実した学校教育を実現するた
め、２０１９年８月２７日に審議会を
設置しました。
審議会では、学校統廃合を含め
た通学区域の見直しを検討するう
えでの、１学年当たりの望ましい
学級数や学校配置のあり方につい

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。

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

