市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

５月１２日は民生委員・児童委員の日

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集の延期について
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、５月７日～１５日に予定して
いた都営住宅入居者募集は、６月上
旬に延期となりました。詳細は、町田
市ホームページまたは同公社ホーム
ページをご確認ください問同公社都
営住宅募集センター☎
☎０５７０・０１０・
８１０
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤務１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎
☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎
☎０３・５７７７
・２６６６
（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）
●八王子年金事務所～年金の住所変
更はお済みですか
住民票の住所変更をした方は、年
金各種手続きの際、住所変更の届け
出は原則不要です。住民票の住所と
違う場所にお住まいの場合、または
成年後見を受けている方等は、届け
出が必要です。届け出がお済みでな
いと、
「ねんきん定期便」等、日本年金
機構からのお知らせが届かないこと
があります。詳細はお問い合わせく
ださい／共済年金を受け取っている
方は各共済組合へお問い合わせくだ
さい問ねんきんダイヤル（受給者向
け）
＝☎
☎０５７０・０５・１１６５、ＩＰ電話・Ｐ
ＨＳ＝☎
☎０３・６７００・１１６５、ねんきん
加入者ダイヤル（加入者向け）＝☎
☎

る民生委員・児童委員と、子どもの
問題を専門に担当する主任児童委
員を合わせて、２０３人が活動して
います。主に、地域の皆さんからの
福祉に関する相談を、内容に応じ
て行政等の関係機関へつなぐ「福
祉のパイプ役」を担っています。
近年、幼い命が奪われる痛まし
い報道を耳にしますが、時代の変
化とともに私たちの委員活動も大
きく変わりつつあります。主任児
童委員と地区担当児童委員が連携
して、地域で子どもの見守りを行
っているほか、ふれあいサロンや
子育てサロン等、さまざまな福祉
活動にも携わっています。活動に
当たっては秘密を守ることが義務
付けられていますので、小さな心
配ごとでも一人で悩まず、お気軽
にご相談ください。

小田急線

健康福祉会館

24時間365日

Netで子育て「ちょこっとひろば」

毎日
日曜日
祝休日
診療日

町田街道

健康福祉会館内
☎710・0927
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （左下地図参照）
診療時間

至町田

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

5月
1日㈮

午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

2日㈯

午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

午前9時～午後5時
3日㈷

健康福祉
会館

コンビニ

携帯電話版

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）

中澤医院（つくし野3-13-40）

至金森

☎03・5272・0303

至旭町

ひ ま わ り

スマホ版

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

原町田5-8-21

福祉会館前

登録はこちらから▶

休日耳鼻・眼科の医院は、新型コロナウイルスの影響で診療時間等が変更にな
る可能性があるため、受診を希望する方は東京都耳鼻咽喉科医会ホームペー
ジまたは東京都眼科医会ホームページの
「休日診療」
のページをご覧ください。

０５７０・００３・００４、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎
☎
０３・６６３０・２５２５
●八王子都税事務所からのお知らせ
【５月は自動車税種別割の納期です】
自動車税種別割は、毎年４月１日現
在、自動車検査証（車検証）に記載さ
れている所有者（割賦販売の場合は
使用者）に課税されます。令和２年度
の自動車税（種別割）納税通知書を発
送しましたので、６月１日までに金融
機関、コンビニエンスストア等で納
めてください。詳細は東京都主税局
ホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください問東京都自動車
税コールセンター☎
☎ ０３・３５２５・
４０６６
【ＡＩチャットボットによる都税お問
い合わせサービスを開始しました】
東京都主税局では、ＡＩチャットボ
ットを利用した都税お問い合わせサ
ービスを開始しました。２４時間３６５
日、パソコンやスマートフォンから、
都税の一般的な内容に関するお問い
合わせができます。会話形式で、誰で
も簡単に利用可能です。東京都主税
局ホームページの右下にあるバナー
から利用できます問東京都主税局総
務部総務課相談広報班☎
☎０３・５３８８
・２９２５
●関東総合通信局～ストップ 不法
電波
総務省では、６月１日～１０日を「電
波利用環境保護周知啓発強化期間」
として、電波を正しく利用していた
だくための周知・啓発活動及び不法
無線局の取り締まりを強化します。
電波のルールを守りましょう問関東
総合通信局☎
☎03・6238・1939
（＝
不法無線局による混信・妨害）、☎03
・6238・1945
（＝テレビ・ラジオの
受信障害）

東京都医療機関案内サービス

または☎042・521・2323

他の医療機関につなげる場合があります。

午前9時～翌朝9時

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

町田市メール配信サービス

本紙に掲載して
いる夜間・休日
※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください。 診療情報等を配
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、 信しています。

問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

情報コーナー
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急病のときは

福祉に関する身近な相談相手

民生委員は、厚生労働大臣から
委嘱された特別職の地方公務員
で、
任期は３年間です。児童委員を
兼ねており、地域に暮らす身近な
相談相手として、高齢者の暮らし
や健康に関する不安、ご自身や家
族の医療・介護に関する相談、子育
ての心配ごと等、福祉に関するさ
まざまな相談に応じています。ま
た、子どもの問題を専門に担当す
る主任児童委員も活動していま
す。
○メッセージ
町田市民生委員・児童委員協議会
代表会長 町野眞里子さん
私たち民生委員・
児童委員は、昨年１２
月、３年に１度の全国
一斉改選を行い、新
たな委員を３４人迎え入れました。
現在、市内では各地域を担当す

番号間違いにご注意ください

午前9時～午後5時
4日㈷

☎795・5415

内科 原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3） ☎851・7818
富医院（大蔵町109）

☎735・5655

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

外科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
町田病院（木曽東4-21-43）

内科、
虫明クリニック（金森3-19-11）
小児科
内科

☎789・0502
☎788・5078

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114
Dr.はん診療所（図師町1782）

☎789・7270

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
午前9時～翌朝9時

午前9時～午後5時

外科系

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11）

☎728・5884

（能ヶ谷3-2-1） ☎860・2061
内科 メディカルクリニック悠々
多摩境内科クリニック
（小山ヶ丘3-24） ☎703・1920

5日㈷

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎795・1668

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

鹿島内科クリニック
（金森東1-25-29） ☎710・1800
午前9時～午後5時
6日
（振休）

内科

フォレスト呼吸器内科クリニック
☎710・4100
町田（原町田6-28-15）
薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-12） ☎737・7373

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎789・0502

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

7日㈭

午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

8日㈮

午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

9日㈯

午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

こばやしクリニック
（原町田6-3-3） ☎710・3183
午前9時～午後5時

内科 川村クリニック（本町田2943-1） ☎724・7727
調整中

10日㈰

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

外科系

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎799・6161
☎728・1111

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337

11日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
12日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

13日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

14日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

※調整中の医院については、
決定次第、町田市医師会ホームページに掲載します。
町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
休日応急 日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
健康福祉会館内
歯科診療 午後4時30分まで）
☎725・2225
障がい者 水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （左地図参照）
歯科診療 受け付けは午後4時30分まで）

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ ８ ０ ０ ０
月～金曜日

午後 ６ 時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始

乳幼児の親子向けに、
動画を配信しています。

午前 ８ 時～翌朝８時

まちだ子育てサイト 検索

または☎03・5285・8898

問子育て推進課☎724・4468

