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ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【町田市と相模原市の行政境界変更
関連】
　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６月２日㈫～１６日㈫、午前８
時３０分～午後５時（都庁は午前９時
から）
※土・日曜日を除きます。
場東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課（都庁第二本庁舎１２階
北側）、町田市都市政策課（市庁舎８
階）、相模原市都市建設局まちづくり
計画部都市計画課（相模原市庁舎第
１別館４階）
内①町田都市計画区域区分の変更②
町田都市計画用途地域の変更、高度
地区の変更、防火地域及び準防火地
域の変更、道路の変更、下水道の変更
③相模原都市計画区域区分の変更、
用途地域の変更、防火地域及び準防
火地域の変更、道路の変更、下水道の
変更
意見書の提出６月１６日まで（必着）に
直接または郵送で、①東京都都市整
備局都市づくり政策部都市計画課
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１）②町田市都市政策課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）③相模原市
都市建設局まちづくり計画部都市計
画課（〒２５２－５２７７、相模原市中央
区中央２－１１－１５）へ。
問①東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課☎☎０３・５３８８・３２１３
②町田市都市政策課☎☎７２４・４２４７
③相模原市都市建設局まちづくり計
画部都市計画課☎☎７６９・８２４７
関係図書をご覧（縦覧）いただけます

小山片所土地区画整理 
事 業 の 事 業 計 画 変 更
　利害関係者で同事業計画について
意見がある場合は、東京都知事に意

見書を提出することができます。
対利害関係者
縦覧期間６月１２日㈮～２５日㈭の午
前８時３０分～午後５時
縦覧場所６月１２日㈮、１５日㈪～１９
日㈮、２２日㈪～２５日㈭＝地区まち
づくり課（市庁舎８階）、６月１３日㈯、
２０日㈯、２１日㈰＝南出入口警備員
室（市庁舎１階）、６月１４日㈰＝相談
室C-５（市庁舎１階）
意見書の提出６月１２日～７月９日（消
印有効）に、直接または郵送で東京都
都市整備局市街地整備部区画整理課
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、東京都庁第二本庁舎１１階中央、
☎☎０３・５３２０・５１３３）へ。
問地区街づくり課☎☎７２４・４２６６
６月は

蚊の発生防止強化月間
　デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。
　また、蚊に刺されないために、家に
侵入させない対策と外出時の対策を
とりましょう。
※町田市保健所（中町庁舎）で、市民
向けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用くださ
い（町田市ホームページでダウンロ
ードも可）。
問生活衛生課☎☎７２２・７３５４
大地沢青少年センター～１２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
申６月６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。
※１２月１日、８日、１５日、２２日、２８日
～２０２１年１月５日は利用できませ
ん。

せせらぎの里　町田市自然休暇村～
１２月分の

利 用 受 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６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）。
※１２月３日、８日、９日は利用できま
せん。
※１２月２９日～２０２１年１月３日の年
末年始期間は抽選です。詳細は今後
の本紙等でお知らせします。

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照配布場所
市庁舎１階総合案内、各市民センタ
ー、各連絡所、同公社町田窓口センタ
ー等（各施設で開所日時が異なる）／
同公社ホームページで配布期間中に
限りダウンロードも可

【公営住宅入居者募集～市営住宅（一
般世帯単身者向＝１戸、一般世帯家
族向〔２人以上向＝２戸、３人以上向＝
２戸〕、単身者向シルバーピア＝２戸、
二人世帯向シルバーピア＝１戸、車
いす使用者世帯向＝２戸）、都営住宅
地元割当（一般世帯家族向＝１９戸）】
配布期間６月１０日まで申郵送で６月
１２日まで（必着）

【都営住宅～①世帯向（一般募集住
宅）②若年夫婦・子育て世帯向（定期
使用住宅）③居室内で病死等があっ
た住宅】
　新型コロナウイルス感染拡大防止
に伴い延期していた５月分の募集で
す。都内に居住等、いずれも要件有り

配布期間６月８日～２３日申郵送で６
月２６日まで（必着）

【東京都施行型～都民住宅入居者募
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、６月１日～９日に予定してい
た「東京都施行型～都民住宅入居者
募集」は、７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

◇
問市営住宅・都営住宅地元割当、東京
都施行型都民住宅について＝同公社
都営住宅募集センター☎☎７１３・５０９４、
都営住宅について＝同公社都営住宅
募集センター☎☎０５７０・０１０・８１０
●町田消防署～危険物安全週間
　６月７日～１３日は危険物安全週間
です。ガソリン・消毒用アルコール
等、身の回りには危険物があります。
取り扱いに注意しましょう。また、セ
ルフ式ガソリンスタンドで給油する
際は、正しい操作で給油してくださ
い。なお、利用者による車両以外への
給油は禁止されています問同消防署
☎☎７９４・０１１９

情報コーナー情報コーナー

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
6月
1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

2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

3日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

4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

5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

6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

7日㈰

午前9時～午後5時
内科

栄山医院（金森2-25-30） ☎☎722・7430

グリーンヒルクリニック（小野路町1651-1） ☎☎736・7877

内科、
小児科 武蔵岡診療所（相原町3190-10） ☎☎782・6001

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

外科系
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

8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

9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

10日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

11日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

12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

13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

14日㈰

午前9時～午後5時

内科
調整中

増子クリニック（能ヶ谷7-11-5） ☎☎735・1499

内科、
小児科 泰生医院（小山町2470-5） ☎☎797・7423

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32）☎☎796・8733

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668
※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
歯科診療

日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎☎725・2225
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から） 健康福祉会館内

☎☎710・0927
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

※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。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
診療情報等を配
信しています。
登録はこちらから▶ スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

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。

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎0３・5２85・88９8

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日
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