
新型コロナウイルス感染症の影響で家計や事業経営にお困りの方へ

緊急経済支援のお知らせ
　５月２９日に市内の全世帯へ特別定額給付金の申請書を郵送しました。郵送申請は順次受け付けて
います。オンライン申請は５月２９日以降、受け付けを中止していますのでご注意ください。
　新型コロナウイルス感染防止のため、原則、市役所で申請書の配布や受け付けは行いませんので、
来庁は控えていただきますようお願いいたします。
　なお、市から特別定額給付金に関するメールを送ったり、個別訪問することはありません。

給付対象者
２０２０年４月２７日現在、町田市の
住民基本台帳に記録されている方

給付額
給付対象者１人に
つき１０万円

申請方法
郵送による申請

給付方法
世帯主の本人名義の銀行口座への振り込み
※やむを得ない場合に限り、窓口での給付可

問町田市特別定額給付金コールセンター☎７２４・２９０９（月～金曜日、午前９時～午後６時）

郵送での申請を受け付け中

特別定額給付金

　これからマイナンバーカードの申請をする場合、カードの交付までに
２か月以上かかります。なお、特別定額給付金は、マイナンバーやマイナ
ンバーカードがなくても申請できます。

　ＦＣ町田ゼルビアのマスコットキャラクター「ゼルビー君」が、
動画で申請書の記入方法を紹介しています。

現在マイナンバーに関するお問い合わせ
が急増しています

ゼルビー君が申請書の書き方を動画でご案内!
問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９
（月～金曜日、午前９時～午後６時）　　　　　　　   　

問市民課☎☎８６０・６１９５

各支援の詳細：町田市ホー
ムページ（＝右記二次元バ
ーコード）「緊急情報」

１面・２面でご案内します

息子・娘・孫・親族

・ 新型コロナウイルス感染
症の影響で会社をクビに
なり、お金が必要

・かばんをなくした
・携帯電話が変わった等

・ 友人、会社の人等がお金
を取りに行くから渡して
ほしい

市役所

・助成金、給付金が出る
・ 新型コロナウイルス感染症の検査キ

ットとマスクを送るから家族の人数
を教えてほしい

・ 医療費の過払い金（還付金）がある等

・ ＡＴＭで手続きができる
・ 手続きのため、職員を自宅に向かわせ

る

警察・金融庁・銀行・百貨店・量販店など

・ 個人情報が流出しているので、キャッシュカ
ードを交換した方が良い

・ あなたの口座番号（カード番号）を確認したい
・ 金融庁の査察が入って大変なことになった等

・自宅にカードを取りに行く
・暗証番号を教えてほしい
・問題解決のために現金を預けてもらう

メール・はがき・SNSなど

・ 身に覚えのない「マスク料金の未納」と
いった内容のショートメッセージが送
られてきた

・ 「民事訴訟最終通告のお知らせ」という
はがきが送られてきた等

・問い合わせ窓口に連絡させようとする
・ URL（ホームページ）にアクセスするよ

う求められる

特別定額給付金の申請方法

申請の流れ

　市から世帯主宛てに郵送した申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本
人確認書類の写しとともに市に郵送してください。なお、新型コロナウイルスへの感染防
止の観点から、申請は原則郵送での受け付けのみとさせていただきます。やむを得ない場
合に限り、窓口での申請を受け付けます。

※ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）を理由に避難されて
いる方は、事前申請により、その方に給付金を支給します。
その場合、世帯主に対しては避難されている方の給付金を
支給しません。

申請書に必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で
申請書と添付書類を郵送

＜添付書類＞
①世帯主の本人確認書類（次のいずれか）の写し
　 運転免許証、マイナンバーカード、旅券（パスポート）、健康保険証、

年金手帳、介護保険証等の官公庁の発行する証明書
②振込先口座確認書類
　通帳（口座番号が書かれた部分）やキャッシュカードの写し

申請完了

申請書が市に到
達してから２週
間程度で振り込
み予定

世帯主宛てに申請書を郵送

特殊詐欺撃退�簡単診断シート

それは、詐欺です�　今すぐ１１０番通報してください�
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町田警察署☎☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎☎０４２・６５３・０１１０
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この情報は５月２６日時点のものです。
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人口と世帯（外国人含む） 2020年5月1日現在人口 ： 429,313人（ 男：210,081人・女：219,232人）（前月より462人増） ／ 世帯 ： 199,219世帯（前月より675世帯増）
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新型コロナウイルス感染症に関する
緊急支援制度のご案内

申請に関する詳細は町
田市ホームページまた
はまちだ子育てサイト
（＝右記二次元バーコー
ド）をご確認ください。

　収入が減少している場合など、申請により納税等を猶予す
る徴収猶予や減免の制度があります（6面に関連記事有り）。

　この他、「福祉資金　緊急小口資金（特例貸付）」や「総合支援資金　生活支援費（特例貸付）」などの貸付制度もあります。制度の詳細や申請方法は、（社福）町
田市社会福祉協議会（☎☎722・4898）へお問い合わせください。

納税等が困難な方はご相談ください 問い合わせ先
市　税 納税課☎☎724・2121、2122

都　税 八王子都税事務所☎☎042・644・1122

介護保険料 介護保険課☎☎724・4364

後期高齢者
医療保険料 保険年金課☎☎724・2144

国民健康
保険税

減免＝保険年金課☎☎724・2124
徴収猶予＝納税課☎☎724・2121、2122

事業者の方
どのようなことで
お困りですか？ 売り上げが減少し、家賃が払えない 資金繰りが厳しい

該当する主な支援 中小企業者家賃補助事業 中小企業融資制度「緊急資金」 小規模事業者経営改善資金
「マル経融資」利子助成制度

支給の対象となる方

次のすべての要件を満たす事業者
①市内に事業所を有する中小企業者（本店所
在地は市外でも可）
②市内に事業用の建物を賃借している
③2020年1月～5月の売上高（いずれか2か
月）が、それぞれ前年同月売上高と比較して、
15％以上減少している
④今後も事業継続の意向がある

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、最近1
か月の売上高とその後2か月の売上高（見込
み）の合計が前年同期と比較して、5％以上減
少する市内中小企業者
※要件の詳細は町田市ホームページをご確認
ください。

次のすべての要件を満たす小規模事業者
①市内に事業所を有する個人事業主または本
店登記を有する法人
②現在市内で事業を営んでいる
③1年以上事業を営んでいる
④市税を完納している

支援の内容

補助額家賃支払済額の2分の1×2か月分
※1か月分の上限は20万円。
※複数事業所を持つ中小企業者の上限は事業
所数×40万円。
※2020年1月～5月分の支払い済みの家賃が
対象。

利子補助利率の引き上げを行い、実質無利子
化
融資限度額を500万円から1000万円に増額
融資利率年利1.75％（補助利率：1.75％）
融資期間5年以内（据置期間6か月以内）
※補助利率は2020年2月28日～2021年3月
31日の融資実行分が対象。

通常枠2000万円の全額利子助成に加え、国の
緊急経済対策で設けられた別枠1000万円の
マル経融資も全額利子助成
融資利率1.21％（助成利率：1.5％限度内のた
め実質無利子）
※融資利率は2020年4月1日現在のもの。
※別枠1000万円の利子助成は、2020年3月
17日以降の融資実行分が対象。
※融資実行後当初2年間の利子を全額助成。

申請方法

申請書類を7月31日まで（消印有効）に郵送
で、町田市中小企業者家賃補助担当へ。
※申請書は町田市ホームページでダウンロー
ド、または産業政策課（市庁舎９階）で配布。
※窓口での相談・申請希望の場合は町田市中
小企業者家賃補助金事前予約・相談ダイヤル
（☎☎724・1136）へ予約が必要。

必要書類をお持ちのうえ、直接産業政策課（市
庁舎９階）へ。
※取扱金融機関から融資を受ける前に、市が
「緊急資金対象者確認書」を発行します。
※必要書類等の詳細は町田市ホームページを
ご確認ください。

申込方法等の詳細は、町田商工会議所ホーム
ページをご覧いただくか、電話で同会議所（☎☎
724・6614）へ。

問い合わせ先 産業政策課☎☎724・1136 産業政策課☎☎724・212９ 産業政策課☎☎724・212９

町田市
ホームページ

まちだ子育
てサイト

個人の方
どのようなことで
お困りですか？

離職等により住宅を失った、
または失うかもしれない　

新型コロナウイルス感染症に感染した、
または感染が疑われ、働けなくなった　 児童育成手当を受け取っている

該当する支援 住居確保給付金 新型コロナウイルス感染症感染者等への
傷病手当金（町田市国民健康保険に加入の被用者対象）

ひとり親家庭等への
臨時特別給付金

支給の対象となる方 離職・廃業から2年以内または休業等により収
入が減少し、住居を失うおそれがある方

町田市国民健康保険に加入の被用者（会社等
に勤めており給与の支払いを受けている方）
のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、ま
たは発熱等の症状があり感染が疑われ、療養
のため労務に服することができなくなった方

2020年5月分の児童育成手当受給者

支給の内容

支給額（例）単身世帯＝5万3700円以内、2人
世帯＝6万4000円以内、3～5人世帯＝6万
９800円以内
※大家等に直接支払い。

適用期間2020年1月1日～９月30日の間で療
養のため労務に服することができない期間
（入院が継続する場合は最長1年6か月まで）
支給対象となる日数労務に服することができ
なくなった日から起算して3日を経過した日
から、労務に服することができない期間のう
ち、労務に就くことを予定していた日（3日目
までは対象外）
支給額直近の連続した3か月間の給与収入合
計額を同3か月間の就労日数で割った金額×
3分の2×支給対象となる日数

支給額対象児童1人につき2万円

※6月下旬に、児童育成手当登録口座に振り込
み予定。

申請方法

必ず事前に電話のうえ、郵送で生活援護課へ。
※申請書は町田市ホームページでダウンロー
ド（希望者に郵送も可）。
※やむを得ない場合を除き、原則郵送で申請。

必ず事前に電話のうえ、郵送で保険年金課へ。
※申請書は町田市ホームページでダウンロー
ド（希望者に郵送も可）。
※やむを得ない場合を除き、原則郵送で申請。

原則手続き不要

※受け取りを辞退される方は届出が必要。

問い合わせ先 生活援護課☎☎724・4013

保険年金課☎☎724・2130
※75歳以上の後期高齢者医療制度加入の被
用者の受け付け及び支給について＝東京都後
期高齢者医療広域連合☎☎0570・086・51９、
（PHS・IP電話＝☎☎03・3222・44９6）

子ども総務課☎☎724・213９
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ふるさと納税で医療機関を支援しよう！ 詳細は、町田市ホームページまたは6月14日の新聞折込広告で。 問財政課☎724・2149

健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日７月１日、８月５日、９月２日、いずれ
も水曜日午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前までに、
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２２・７６３６

お知らせお知らせ
２０２０年度の包括外部監
査テーマが決まりました
　市では、行政経営の監査機能を強
化し、業務の適正化を図り、市民の皆
さんからの信頼を高めるため、公認
会計士等の有識者による包括外部監
査を毎年実施しています。
　２０２０年度の包括外部監査テーマ
は「外郭団体に係る財務事務の執行
等について」です。監査の結果は、
２０２１年２月ごろにまとまります。
　なお、これまでの包括外部監査の結

果や結果に対する措置状況は、町田市
ホームページでご覧いただけます。
問経営改革室☎☎７２４・２５０３
提出してください

児童手当・特例給付現況届
　児童手当・特例給付を受けている
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
手続き）を送付しますので、提出して
ください（児童手当の所得限度額を
超えている方も提出が必要）。
　現況届の提出がない場合、６月分
（１０月振り込み予定）からの手当が
受けられなくなります。
提出方法現況届に必要事項を記入
し、必要書類を同封のうえ、６月３０日
まで（消印有効）に郵送で子ども総務
課へ。
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、郵送での提出にご協力くだ
さい（同封の返信用封筒をご利用く
ださい）。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
※必要書類は現況届の右上の記載事
項をご確認ください。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
開催しています

教 科 用 図 書 展 示 会
　町田市教育委員会では、２０２１年
度に町田市立中学校で使用する教科

用図書の採択候補を公開する展示会
を開催しています。
　教科用図書へのご意見等がありま
したら、展示会場にある用紙にご記
入ください。採択の参考にします。
日７月１日㈬まで、午前９時～午後５
時（土・日曜日を除く、ただし②のみ
第２・４日曜日は開庁）
場①教育センター２号館２階資料室
・展示室②６月１７日㈬まで＝市庁舎
１階みんなの広場、６月１８日㈭～７月
１日㈬＝市庁舎１０階会議室１０－６
（第２・４日曜日は１階ワンストップロ
ビーエスカレーター下で展示）
※②は日程により会場が異なります
のでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、会場が変更になる可能性があ
ります。詳細は、町田市ホームページ
をご覧ください。
問①教育センター☎☎７９３・２４８１②
指導課☎☎７２４・２１５４
出展者を募集～東京都主催

産 業 交 流 展２０２０
　１１月に開催される展示会「産業交
流展２０２０」に出展する事業者を募
集します。町田市のブースに無料で
出展できます。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以
外の費用は出展者の負担です。
対１年以上事業を営んでおり、市税

を完納している市内中小企業者
出展期間１１月４日㈬～６日㈮
場東京ビッグサイト（江東区）
定４事業者（抽選）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、６月２２日までに直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。
※原則、郵送で申請してください。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
６月１４日㈰は、コンビニエンスス
トアでの証明書自動交付サービス
を終日休止します。
　交付の再開は、６月１５日㈪午前
６時３０分からです。
問市民税課☎☎７２４・２８７４

　今号は、催し・講座の記事はあり
ません。催し・講座の詳細は、町田
市ホームページ、またはまちだ子
育てサイトをご覧ください。

町田市
ホームページ

まちだ子育て
サイト

　感染症に感染した方や、その疑
いがある方などが家庭にいる場
合、使用済みのマスクやティッシ
ュペーパーにはウイルスが付着し
ている可能性があります。捨てる
際には注意が必要です。

　次の点を心掛け、正しく捨てま
しょう。
ごみの捨て方
○ごみに直接触れない
○ごみ袋はしっかり縛って封をする
○ごみを捨てた後は手を洗う

受診前に必ず電話してください「新型コロナウイルス感染症にかかったかもしれない」と思った時は

●町田市役所代表電話☎722・3111
●新型コロナコールセンター
　☎0570・550571
　（ナビダイヤル、多言語による相談可）
　返03・5388・1396（聴覚障がいのある方等）
●厚生労働省電話相談窓口錆0120・565653

地域外来・検査センターや、新型コロナ外来を受診し、必要な場合PCR検査 新型コロナ外来を受診し、必要な場合PCR検査

●帰国者・接触者電話相談センター☎724・4238
　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝休日を除く）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　☎03・5320・4592　上記以外の曜日・時間帯

かかりつけ医がいる

かかりつけ医に電話相談

かかりつけ医がいない

不安に思う方（微熱や軽い咳、感染したかもしれない） 症状のある方かかりつけ医がいる方で
不安に思う方、症状※のある方
※風邪のような症状や高熱、
強いだるさや息苦しさ

受診が必要と判断 受診が必要と判断

専門的な助言が
必要な場合

ごみの捨て方も感染症対策につながります 
マスクやティッシュは正しく捨てましょう

再び感染拡大を起こさないために
新しい生活様式を取り入れてみませんか

①ごみ箱にごみ袋をかぶせ
ます。いっぱいになる前に
早めに②のとおりごみ袋を
縛って封をしましょう。

②マスク等のごみに直
接触れることがないよ
うしっかり縛ります。

③ごみを捨てた後は石
鹸を使って、流水で手
をよく洗いましょう。

※万一、ごみが袋の外に触れた場合
は、二重にごみ袋に入れてください。

ごみの捨て方

➡➡

　感染症を再び拡大させないため
に、日常的に飛沫感染や接触感染、
近距離での会話を避けることなど
の注意が必要です。これまで行っ
てきた「密閉・密集・密接」を避ける
ことや「こまめな手洗い、咳エチケ
ット等の感染対策」などに加え、今
後、日常生活で取り入れていただ
きたい具体例を紹介します。
○人との間隔はできるだけ２ｍ程
度距離をとる
○遊びに行くなら屋内より屋外を
選択

○症状がなくても、外出時、屋内に
いるときや会話をするときはマス
クを着用
○会話をする際はできる限り真正
面を避ける
○家に帰ったらまず手や顔を洗
い、できるだけ早く着替え、シャワ
ーを浴びる
○毎朝検温するなどの健康チェッ
ク
○テレワークや時差出勤といった
新しい働き方を選ぶ
厚労省　新しい生活様式 検索

　新型コロナウイルス
感染拡大防止のため休
館していた市の施設
は、以下を除き６月８日
㈪から段階的に再開し
ます。再開予定等の詳
細は、町田市ホームペ
ージまたはまちだ子育
てサイトをご確認ください。
　なお、市が主催するイベントの
再開については、決定次第、町田市
ホームページや今後の本紙等でお
知らせします。

再開しているサービス再開しているサービス
○市立図書館の予約資料受け渡し

サービス
再開している施設再開している施設

○町田薬師池公園四季彩の杜の一
部施設（レストラン、カフェ、直売
所、町田リス園）
○小野路宿里山交流館の直売所
○町田シバヒロ
※人数制限や営業時間の短縮等が
あります。

施設利用時の注意点施設利用時の注意点
　施設を利用する際はマスクを着
用し、人との距離を確保する等の
感染症対策をするとともに、発熱
等の症状があるときは利用を控え
ていただくようお願いします。

町田市ホームページ

まちだ子育てサイト

市の施設を段階的に再開します



　日頃の備えをしっかり
しているＡさん一家は、
昨年の台風の時も慌てず
に避難できました。その一
方で、こうすればもっと良か
ったのかなと思うことも。昨年の
Ａさん一家の状況を振り返りながら、
防災課からアドバイスします。

経
路
確
認

備
え

　昨年10月に発生した令和元年東日本台風で
は、日本各地で甚大な被害が発生しました。市内
でも、土砂崩れや道路冠水が発生し、道路の一部
が通行止めとなりました。同様の災害が発生して
も慌てないように、日頃の備えを万全なものにし
ましょう。また、避難施設での感染症対策などに
ついてもお伝えします。

　素晴らしい心掛けですね。さらに、マスク、カセットコン
ロ、懐中電灯、ラテックス手袋、携帯電話の予備バッテリ
ー、充電式ラジオ、簡易トイレなどもあると便利です

　飲料水や缶詰、電池、トイレ
ットペーパーなど日常生活で
必要なものは、少し多めに備
えるようにしています。「備え
る、使う、買い足す」のサイク
ルを日頃、心掛けています

　近くの避難施設
までの経路や危険
な場所がないかな
どを、災害前に家
族みんなで確認し
ました

　昨年の大雨の時
は、お父さん、お母
さんとは別の場所に
いたから不安だった
よ。でも、当日は近
所のおばさんが声を
かけてくれて、一緒
に避難できたよ

風水害対策
～起きてからでは遅い、今から始める安心への準備～

我私の、 、のが家

ワンポイントアドバイス

　ハザードマップ等を活用し、自宅や周辺の
危険性をあらかじめ確認しておくと安心で
す。近隣の避難施設の場所や避難経路も確認
しておきましょう

ワンポイントアドバイス

　行政だけで避難行動の支援を行うことは困難で
す。普段から近所付き合いを大切にし、防災訓練
に参加するなど地域で災害に備えることで、いざ
というときの安心につながります

ワンポイントアドバイス

⃝町田市ホームページ
　大規模災害発生時、トップページに災害
発生状況や避難所の情報を掲載します。携
帯電話やパソコンのお気に入りに登録して
ください。 問広報課☎☎724・2101

⃝���ＦＭラジオ「東京町田インフォメーション」と
　アプリ「FMプラプラ」
　ＦＭ　ＨＯＴ 839（エフエムさがみ83．9ＭＨｚ）で、防災・災害情
報をお知らせします。また、アプリ「ＦＭプラプラ」でスマートフォ
ンからも聞くことができます。防災・災害情報については、アラームと文字を使ったプッシ
ュ通知でお知らせします。上記二次元バーコードからダウンロード後、ＦＭ ＨＯＴ 839を選
択してください。 問広報課☎☎724・2101

Android版 iＯS版

　町田市の資源とごみの分別
・収集日の確認などができる
アプリです。荒天時や災害時
には、収集情報についてプッシュ通知でお知らせします。

⃝町田市ごみ分別アプリ

Android版 iＯS版

　大規模災害発生時、ゲリラ豪雨や緊急地震速報、今後の予報・予測など14種類の緊
急情報をプッシュ通知でお知らせします。 問防災課☎☎724・2107

⃝アプリ「Yahoo！防災速報」
登録しておくと便利です災害が来る前に…

助
け
合
い

問防災課☎☎７２４・２１０７

防
災
課
職
員

問3R推進課☎☎797・0530
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災害が発生したら、自宅にいるべきか…避難施設に行くべきか…

　災害時に緊急の呼び掛けをする「防災情
報」や「気象・地震情報」、「ごみ・資源情
報」などを地域別に配信しています。防災
無線の内容も確認できます。

町田市メール配信サービス、ＬＩＮＥ

ハザードマップで危険を

　土砂災害ハザードマップは土砂災害の
危険がある市内の区域、洪水ハザードマ
ップは浸水被害の発生が予測される区域
が示されています。お住まいの近くの危
険箇所や、いざというときの避難施設を
確認しておきましょう。
　ハザードマップは防災課（市庁舎3階）や各市民センターで配布している
ほか、町田市ホームページでご覧いただけます。

土砂災害ハザードマップ 洪水ハザードマップ

確認

災害時に必要な情報を配信します

　「災害が起きたらすぐに避
難？」と思いがちですが、かえっ
て危ない場合もあります。自宅に
残るか、避難施設に行くか、その
選択と判断のポイントも日頃から
周囲の方と話し合っておきましょ
う。「避難施設までの経路は実際
に歩いておいた方がいいの？」
「避難するとき何を持っていけば
いいの？」「避難施設での注意点
は？」など、不安に思うことは事
前に確認しておくといざというと
き安心して判断できます。

問防災課☎☎724・2107

　避難の判断にあたっては、市からの避難情報
を参考にしてください。自宅が安全であれば避
難は必要ありません。もし避難施設への移動が
危険であれば、上層階へ避難をして安全を確保
しましょう。なお、地上が浸水すると一気に地
下に水が流れ込んでくる可能性があるため地下
室等は危険です。

　昨年我が家は、避難施設で過ごしました。で
も、あの日、どんどん雨が激しくなっていって子
どもたちも恐る恐る避難施設に向かいました。か
えって危なかったのかもしれない…

　避難施設で数日を過ごす可能性もあります。持ち出し品を準備し、
避難施設へ持参しましょう。

浸水想定区域

土砂災害警戒・特別警戒区域

　不安に感じたり危険と判断したら避難施設へ。また、次の区域に
該当する場合は特に注意してください。

※�乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・哺乳瓶なども用意しておきまし
ょう。

□�飲料水

□ 食料品

□ 預金通帳

□ 印鑑

□ 現金

□ 健康保険証

□ ばんそうこう

□ 包帯

□ 消毒液

□ 常備薬

□ ヘルメット

□ 防災ずきん

□ マスク

□ 軍手

□ 懐中電灯

□ 充電式ラジオ

□ 予備電池　

□ 携帯電話の充電器

□ 着替えの服

□ 下着

□ 毛布

□ タオル

□ 洗面用具

□ 使い捨てカイロ　

□ ウェットティッシュ　

□ 簡易トイレ

□ 生理用品

避難の判断ポイント

感染症にも注意が必要です！

　多くの方が集まる避難施設では、感染症罹
り

患
かん

のリスクが高く
なります。市では避難施設での三密を防ぐため、収容スペース
を増やす等の対策を行います。
　一人ひとりの心掛けで感染拡大防止にご協力をお願いしま
す。

�▶ 避難施設の過密状態を防ぐため、可能な場合は�安全な
親戚や友人宅等への避難�も検討しましょう

▶ 避難施設内では�こまめな手洗い、咳エチケット等の基
本的な感染予防対策�を徹底してください。マスクや除
菌スプレーなどは各自で準備してください

▶�自宅での安全確保が可能な方は、自宅での待機�をお願
いします

▶ 風水害の発生が予想される中、発熱や体調不良などの症
状がある場合は、早めにかかりつけ医等に相談�し、指
示を仰ぎましょう

えよう！非常持ち出し品備

ポイント感染拡大防止のでの避 難 施 設

　風水害時に自分がとる避難行動等を整理し、あらかじめ決め
ておくことは、対応漏れや逃げ遅れを防ぐために効果的です。
　市では水害について考え、避難時の行動を決めておくツール
として東京都が作成した「東京マイ・タイムライン」を防災課
（市庁舎3階）で配布しています。
　避難に必要な防災情報を理解し、自らの環境や地域の特性に
合った避難行動をとれるよう備えましょう。

東京マイ・タイムラインを 活用

　�東京都防災ホームページ 検 索

雨量
避難した方がいいの

が増している。
？

スマートフォン版携帯電話版

昨年の大雨で陥没した道路の様子

ワンポイントアドバイス
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５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます６月は「地域で元気にいきいき暮らす」

お知らせお知らせ
生涯学習センターまつり
企画・運営委員を募集
　１０月２３日㈮～２５日㈰に開催予定
の「生涯学習センターまつり」におけ
る企画検討、準備、当日運営等をして
いただく企画・運営委員を募集しま
す。
対水曜日午前に開催する企画・運営
委員会に参加できる方
日初回打ち合わせ＝６月１７日㈬午前

１０時から（１１月まで月３～４回開催）
場生涯学習センター
申住所・氏名・電話番号・年齢を明示
し、電話またはＦＡＸで生涯学習セン
ター（☎☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。
提出してください
児童育成手当現況届
　ひとり親家庭等を対象とした児童
育成手当を現在受給している方に、
現況届を送付しましたので提出して
ください。現況届が届いていない方
は、子ども総務課へご連絡ください。
　現況届の提出がない場合は、６月

分（１０月振り込み予定）からの手当
が受けられなくなります。
提出方法現況届に必要事項を記入
し、６月３０日まで（消印有効）に郵送
で子ども総務課へ。
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、郵送での提出にご協力くだ
さい（同封の返信用封筒をご利用く
ださい）。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
※必要書類は現況届の右上の記載事
項をご確認ください。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
地域のイベントや学習活動にご活用
ください
生涯学習ボランティアバンク
　生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民

の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。
　地域で行うイベントや講座・講演
会、サークル活動でお悩みの方はご
相談ください。なお、利用方法や登録
講師等の詳細は、各市民センター等
で配布の登録講師ガイドまたは町田
市ホームページをご覧ください。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体
【生涯学習ボランティアバンクの登
録講師を募集しています！】
　活動内容について知識・技術・経験
があり、市民団体やサークル等に講
義・実技指導などボランティアとし
て支援ができる個人または団体であ
れば、生涯学習ボランティアバンク
の講師として登録できます。まずは
ご相談ください。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日（8日㈪から） 相談時間はお問い合わせく
ださい 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎☎７２４・２１０２）へ

※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め、電話での相談と
なります。

②交通事故相談 １０日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害など
の問題） １２日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 8日㈪

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 ９日㈫
⑥行政手続相談 １１日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 １０日㈬
⑧建築・耐震相談 １０日㈬
⑨電話による女性悩みごと相談

（家庭、人間関係、女性への暴力等）
月～土曜日

（祝休日、第３水曜日を除く）
午前９時３０分～午後４時

（水曜日のみ午後１時～8時）
市内在住、在勤、在学
の方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎☎７２１・４8４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑩電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第２水曜日 午後３時～8時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎７２１・

１１６２）へ

⑪消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、
午後１時～４時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎７２２・０００１）へ

⑫空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） 8日㈪ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所有の方
（空家・居住中問わず）

前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日
は税理士も同席

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５７ページを参照（⑩⑫を除く）

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします
問�介護保険料について＝介護保険課☎☎７２４・４３６４、国民健康保険税につ
いて＝保険年金課☎☎７２４・２１２４、後期高齢者医療保険料について＝保
険年金課☎☎７２４・２１４４

　それぞれの納入・納税通知書を
下表のとおり７月から順次お送り
します。
　記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、各通知書、町田市ホームページ
をご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症の影
響による減免等】� �
　新型コロナウイルス感染症の影
響で収入に相当の減少等があった
方は、減免等に該当する場合があ
ります。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。�
【２０２０年度介護保険料（第１～３段
階）の軽減】
　介護保険料は、消費税を財源と
した公費を投入し、一部の保険料
を軽減します。軽減内容は下表の
とおりで、第１～３段階の保険料率
と年額が変更になります。

【還付金詐欺にご注意ください】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
いったん電話を切り、市役所代表
（☎☎７２２・３１１１）に電話をかけて
確認してください。

種　類 発送日 宛　先
介護保険料 ７月１日㈬ 本人
国民健康保険税 ７月９日㈭ 世帯主
後期高齢者医療保険料 ７月９日㈭ 本人

軽減対象となる介護保険料の段階
段階区分 保険料率 年　額
第１段階 ０.３０ １万９６００円
第２段階 ０.３７５ ２万４５００円
第３段階 ０.７０ ４万５７００円

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

⑰⑰みんなでつくる

“公共施設見直し（再編）キャラクター”
の名前を募集しています

　市では、公共施設の老朽化や厳
しい財政状況を見通し、必要な公
共サービスを将来にわたって維持
していくため、公共施設の再編に
向けた取り組みを進めています。
　公共施設の現状や再編の考え方
などを分かりやすくお伝えするた
め、２月に冊子「みんなのアイデアブ
ック－町田市の公共施設再編につ
いて」を発行しました（町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。そ
の中で登場した３匹のキャラクター
の名前を、現在募集しています。

【応募方法】
①Ｅメールで応募
　応募用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入のうえ、Ｅ
メールに添付し、１１月１４日までに
企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ２９８０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※応募用紙を使わずに、Ｅメールの
本文に記載しても構いません。そ
の場合、どのキャラクターの名前か
分かるように記載してください。
②地域のセンターまつりで応募
　地域のセンターまつりに、企画政
策課が「知ろう！考えよう！公共施設
のより良いかたち」ブースを出展し
ます。開催日程等の詳細は、町田市
ホームページをご覧ください。
※応募用紙は用意しています（自
宅で印刷した用紙の持参も可）。
【選考方法】
　１２月６日㈰に市庁舎で開催予定
の市民協働フェスティバル「まちカ
フェ！」で投票を行い、決定します。
結果は２０２１年３月ごろに町田市
ホームページなどで発表します。

① ② ③
キャラクター誕生のひみつ

①�ロボットをよーくみると、漢字の町
田（まちだ）になっているよ。
②�ねこの頭を見てごらん。英語のMａｃｈ
ｉｄａ（まちだ）のMが見えてくるよ。
③�まちだの“まち”→まっち→まっちぼ
う！ダジャレだね。

新型コロナウイルス感染防止のため、休止中の相談や電話のみでの相談もあります。今後の開催状況については、町田市ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせくだ
さい。また、少年相談については電話で八王子少年センター（☎☎042・679・1082）へお問い合わせください。
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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

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21
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広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせください。

聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。
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　まちだ○ごと大作戦１８－２０は、「あなたの夢をみんなで実現」をキャッ
チフレーズに、２０２０年１２月末までを実施期間としていましたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で、さまざまな取り組みが延期や中止を余儀な
くされました。実現に至らず残念という声も多く寄せられたため、同実行委
員会は実施期間を１年延長することを決定しました。詳細はまちだ〇ごと
大作戦ホームページをご覧ください。
実施期間２０２１年１２月末まで（提案・アイデアの募集は２０２１年９月末まで）

【ごみの指定収集袋の配付時期を延期します】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年６月に配付していた指定
収集袋の配付時期を延期します。配付時期につきましては、確定次第、町田
市ホームページや今後の本紙等でお知らせします。
　なお、配付対象や配付内容の変更はありません。
【自宅にお風呂のない高齢者に入浴券を交付します】
対７０歳以上の一人暮らし、または高齢者世帯（世帯員が６５歳以上）であり、
自宅にお風呂がない方
※経過措置として、２０１５年６月～２０１６年５月に入浴券の交付対象であっ
た方は、引き続き対象となります。
※利用できる市内公衆浴場は大蔵湯（木曽町）、金森湯（金森）です。
※対象期間は、２０２１年５月３１日までです（申請した月から２０２１年５月分ま
でをまとめて交付）。
申電話で高齢者福祉課へ。
※認定要件に変更があった方と、初めて申請する方は、自宅にお風呂がない
ことを確認するため、調査員が訪問します。

　屋根に降った雨水を地中に浸透させる「浸透ます」や「浸透管」を設置する
方に補助金を交付しています。屋根や庭に降った雨を地中に浸み込ませる
ことにより、河川に流れ込む雨水の量の抑制につながります。
　住宅を新築や改築する際にも補助金を利用することができます。
※交付には条件がありますので、事前に相談が必要です。
対市内に住宅を所有している個人で、町田市雨水浸透設備設置基準に適合
する浸透設備を設置する方
内１件につき２０万円を上限に設置費用の
一部を補助（工事着手・完了後の申請は対
象外）
※予算の上限額に達し次第、受け付けを
終了します。

　２０１９年度施工町田市優秀工事賞の表彰式を、５月１９日に行いました。
　この賞は、市の発注工事の中で工事成績が特に優秀で、他の模範となる
工事を表彰するものです。

　５月１２日に防衛省から、米空母艦載機着陸訓練について、通常は硫黄島
で実施するところ、天候等の事情でできない場合には、厚木基地で実施す
るという通告がありました。
　この訓練期間やその前後には、市内で激しい騒音が発生する傾向にあ
ります。そのため市では、５月１２日に国に対し、神奈川県及び厚木基地周
辺市とともに、厚木基地における訓練の禁止を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて、粘り強く要請していきます。

　放置自転車の注意看板（＝写真）に掲示するポスターを募集します。
　放置自転車を減らす取り組みに、ご協力をお願いします。
対小・中学生
募集テーマ「放置自転車の防止について」「駐輪場の利
用促進について」「駐輪マナー向上について」
サイズ縦４０㎝×横２９．７㎝
※手描きの場合はなるべく濃く描いてください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。
申６月３０日までに郵送で道路管理課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。

パブリック
コメント
予　告

　６月１５日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案　件　名 （仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０【基本構想素案】
募集期間 ６月１５日㈪～７月１５日㈬

案の公表
方法

・本紙６月１５日号に概要を掲載
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便・ＦＡＸ・Ｅメール
・企画政策課（市庁舎４階）ほか、指定の窓口への提出

担　当　課 企画政策課☎☎７２４・２１０３

町田市優秀工事賞の表彰を行いました
問工事品質課☎☎７２４・２８８４

　表彰式では、表彰の基準（※）を満たした
受注者に、市長から賞状が手渡されました。
※表彰の基準＝受注者の本店が市内にあ
り、契約金額１０００万円以上、成績評定８０点
以上の工事。

工事件名 受注者
（仮称）鶴川第二中学校区子どもクラブ新築電気設備工事 （株）昌電舎
忠生１３０１号線道路舗装改良工事 （株）児玉土建
鶴間公園内複合施設新築工事 （株）若林工務店
鶴間公園内複合施設新築給排水衛生設備工事 （株）加藤管工設備
室内プール改修工事 （株）イワヲ建設
南町田駅北口広場バスシェルター設置工事 （株）イワヲ建設
南町田駅北口広場整備工事（その２） （株）イワヲ建設

着陸訓練の禁止を要請しました
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

高齢者の方へ

大雨から町を守りましょう

月 日 曜日 内　　　　容

６

４ 木 本会議（提案理由説明）
５ 金 議案説明会・全員協議会
９ 火

本会議（一般質問）
１０ 水
１１ 木
１２ 金
１５ 月
１６ 火 本会議（質疑）
１７ 水 文教社会常任委員会

建設常任委員会
１８ 木 総務常任委員会

健康福祉常任委員会
１９ 金 常任委員会予備日
２６ 金 本会議（表決）

市議会のうごき

　本会議・委員会を下表のとおり開
催します。開会時間は午前１０時です
（６月４日は午後１時）。

問議会事務局☎☎７２４・４０４9

※請願・陳情の受付締切は６月４日㈭
午後５時です。
※本会議・常任委員会は町田市議会
ホームページでインターネット中継
・録画中継をしています。スマート
フォンやタブレット端末でもご覧い
ただけます。
※会場は市庁舎３階の本会議場及び
委員会室です。
※会議の日程・時間等は変更になる
ことがあります。

Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市議会
（町田市公式）＠ｍａｃｈｉｄａ_ｇｉｋａｉ

Twitterで情報発信

６月定例会・常任委員会を開催します

放置自転車防止につながる

浸透ます 浸透管

ポスターを募集します
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

期間を1年延長します！期間を1年延長します！
問まちだ〇ごと大作戦実行委員会事務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担当）
☎☎７２４・４０８４

問高齢者福祉課
☎☎７２４・２１４１

ごみ袋の配付時期延期とごみ袋の配付時期延期と
入浴券交付のお知らせ入浴券交付のお知らせ

雨水浸透設備の設置費用を補助します雨水浸透設備の設置費用を補助します
問下水道管理課☎☎７２４・４３３０

まちだまちだ○○
まるまる

ごと大作戦ごと大作戦
18－20


