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催しや講座など、
申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

2020．3．15

お知らせ
子医療証をお送りします
○

市では、未就学児の医療費を乳幼
乳 医療証）
児医療費助成制度（◯
で助成
し、
小・中学生の医療費を義務教育就
子 医療証）
学児医療費助成制度（◯
で助
子 医療証の制度には
成しています。◯
保護者の所得制限があります。
乳 医療証を
４月から小学生になる◯
お持ちのお子さんで、保護者の所得
乳 医療証の負
が限度額未満の場合（◯
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
子 医療証を３月末にご自
から有効の◯
宅に郵送します。申請の必要はあり
子 医療証が
ません。４月になっても◯
届かない場合は子ども総務課へご連
絡ください。
乳医療証の負担者番号下４桁が
◯
２３２９のお子さんは所得超過のため
子 医療証の対象になりません。
◯
親医療証・○
障医療
※生活保護受給中、○
証
（それぞれ負担なしの医療証）に該
パブリック
コメント
公 表

当のお子さんは対象外です。
乳医
※現在、対象年齢のお子さんで◯
子 医療証をお持ちでない方は
療証、◯
申請が必要です。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９

催し・講座

催し等は新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のた
め、延期または中止となる
場 合 が あ り ま す

最新の情報は、各施設にお問い
合わせいただくか、町田市ホーム
ページのトップページ（下記二次
元バーコード）上部「重
要なお知らせ」をご確認
ください。
町田市民文学館

文 ッ 字 フ リ マ２０２０

文字のデザインに興味がある人の
交流の場「文ッ字フリマ２０２０」は、
文字をモチーフにしたオリジナルグ

ご意見ありがとうございました

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、
「新・町田市子どもマスタープラン【後期】～子どもにやさしい
まちづくり計画～２０２０－２０２４」の策定にあたり、皆さんのご意見を募
集しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきま
す。
ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間 ２０１９年１２月１６日㈪～２０２０年１月１５日㈬
○応募者数 ２９人
○意見件数 ８８件
ご意見の概要

市の考え方

現在、意見を表明する機会として、
「子ども委員会」
「町田市市民参加型事業評価」
「若者が市長と語る会」
子どもが意見を表明する機 などを設けております。また、２０１９年度から、市と
会を作って、子どもたちに周知 ともに町田の未来を考える若者グループ「町田創造
してもらいたい。
プロジェクト（ＭＳＰ）」を設立しました。今後もこう
した活動を周知していくとともに、更なる子どもの
参画を進めます。
保育園・幼稚園等、学童保育
クラブなどの職員を対象に、障
毎年保育園・幼稚園等及び、
学童保育クラブ職員向
がいに対しての理解や援助の けにそれぞれスキルアップのための研修を開催して
方法についての研修をして欲 おり、障がいに関する研修も実施しています。
しい。
詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも3月16日から資料を
配布します。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）
、男女平等推
進センター、各市民センター、各連絡所、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、鶴川保健センター、生涯学習センター、各市立図書館、町田
市民文学館／施設の開館状況については町田市ホームページをご覧ください。

（案）
新・町田市子どもマスタープラン【後期】
の
答申が行われました

2月25日に、町田市子ども・子育て会議会長の金子和正氏（東京家
政学院大学教授）と副会長の吉永真理氏（昭和薬科大学教授）から市
長へ
「新・町田市子どもマスタープラン【後期】～子どもにやさしいま
ちづくり計画～2020－2024（案）」が答申されました。
この計画は、2019年4月
に市長から諮問を受けた同
会議が、
子ども・子育て支援
の現状と課題を把握し対応
するため、アンケートやパ
ブリックコメント等の意見
を踏まえて検討を重ね、子
どもに関する統合した計画
として作成したものです。
左から、吉永副会長、
金子会長、
石阪市長

町田市メール配信サービス

ッズを出店者が持ち寄り、販売する
フリーマーケットです。２人組のグ
ラフィックデザイナー・大日本タイ
ポ組合の協力のもと開催します。
※文学館まつり実行委員会と共催で

す。
日４月４日㈯午前１０時～午後４時
場同館
問同館☎
☎７３９・３４２０

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ

問市民税課☎
☎７２４・２８７４

年度当初（４月１日～１３日ごろ）
の税証明（２０７番）窓口は大変混み
合い、待ち時間も非常に長くなり
ます。お急ぎでない方は、なるべく
その期間を避けていただくか、下
表の予想待ち時間を参考に、時間

に余裕をもっておいでください。
ご理解ご協力をお願いします。
※税証明書は郵送でも申請を受け
付けています。詳細は、町田市ホー
ムページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

税証明
（２０７番）
窓口の予想待ち時間
４月１日㈬
★★★
４月８日㈬
★

４月２日㈭
★★
４月９日㈭
★

４月3日㈮
★★
４月１０日㈮
★★

４月6日㈪
★★
４月１3日㈪
★★

４月7日㈫
★

★１時間程度、
★★１～２時間、★★★２時間以上

繁忙期（３月下旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用ください

問市民課☎
☎７２４・２１２３

３月・４月は、引っ越し等で市民
課窓口（市庁舎１階）が大変混雑
し、待ち時間が長くなります。
引っ越しの手続きや印鑑登録・
各種証明書類発行を申請する方
は、比較的待ち時間の短い各市民
センター窓口をご利用ください。
【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
書が発行できます】
町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
所では、住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍の全部（個人）事項証明
書などの証明書類を発行していま
す。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前
連絡所は第１・３月曜日もお休みで
す。
【日曜窓口をご利用ください】
毎月第２・４日曜日に市民課及び
各市民センターで日曜窓口を開い
ています。
日３月２２日㈰、４月１２日㈰、午前８
時３０分～午後５時
３月２２日は

マイナンバーカード及び電子証明
書の手続きができません
３月２２日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するた
め、マイナンバーカード（個人番号
カード）の受け取りができません。
また、住所異動に伴う同カードに
関する各種手続き（継続利用・券面
事項の変更等）、電子証明書に関す
る手続きも行うことができませ
ん。ご理解ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービ

スは通常どおり利用できます。
【市民課窓口の待合状況の確認が
できます】
町田市ホームページから待合状
況をリアルタイムで確認できます。
市HP 待合状況 検索
ご利用ください

窓口に足を運ばなくても交付でき
るサービス
○マイナンバーカードを利用した
コンビニでの証明書自動交付サー
ビス
住民票の写し、印鑑登録証明書、
戸籍の全部（個人）事項証明書等の
証明書類を取得できます。詳細は
町田市ホームページをご確認くだ
さい。
利用時間午前６時３０分～午後１１
時（年末年始、システムメンテナン
ス日等を除く）
○郵送で請求できる証明書
住民票の写し等の証明書は郵送
で請求できます。交付請求書は町
田市ホームページでダウンロード
できます。
○転出手続きは郵送でも受け付け
ます
町田市から市外への引っ越し
（転出）の手続きは、郵送で行うこ
とができます。転出予定日のおお
むね１４日前から受付可能です。郵
送による転出手続きの詳細は町田
市ホームページをご確認くださ
い。
なお、市外から町田市への引っ
越し（転入）と市内での引っ越し
（転居）の手続きは郵送では行えま
せん。

市民課窓口
（引っ越し手続き）
の予想待ち時間

午前８時３０分～１０時 午前１０時～午後３時

午後３時～５時

３月１６日～１９日

★★

★★★

★★

３月２２日～２７日

★★

★★★

★★★

３月３０日～４月３日

★★

★★★

★★★

★

★★

★★

４月６日～８日

★１時間未満、
★★１～２時間、★★★２時間以上
※予想待ち時間は、
手続き開始までの待ち時間です。
※３月２０日㈷、
２１日㈯、
２８日㈯、２９日㈰、４月４日㈯、５日㈰は閉庁日となります。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

