
○�マスクの着用や咳エチケット、
手洗いや手指消毒の徹底をお願
いします
○�体調が優れない方は来庁や施設
の利用を控えてください
○�施設によって利用制限がありま
す。ご協力をお願いします

○�カウンターや受付窓口に透明アクリ
ル板やビニール等を設置しています

○�出入り口に消毒薬を設置し、手指消
毒のお願いをしています

○職員はマスクを着用します
○�施設内のこまめな消毒・清掃をして
います

施　設 施設や事業の再開状況

スポーツ施設

各テニスコート、各球場、各グラウンド、町田
ＧＩＯＮスタジアム、市立総合体育館（武道場及
びトレーニング室を除く）、鶴間公園多目的室

一部制限付きで利用可
入場制限や利用者との距離をあけるなどの
条件付きで開館
※トレーニング室は6月22日に再開します。

サン町田旭体育館、市立室内プール、学校開
放プール 休館

サン町田旭体育館は地域外来・検査センター
開設に伴い休館中
※市立室内プールは6月22日に再開します。

生涯学習施設 市立図書館、町田市民文学館、生涯学習セン
ター、自由民権資料館 一部制限付きで利用可

長時間滞在を避けるための制限等を設けて
開館。資料の閲覧・貸し出し、展覧会、窓口受
付業務等を再開。施設貸出はコミュニティ施
設と同様の制限付き

文化施設等
町田市民ホール、和光大学ポプリホール鶴川、
国際版画美術館、町田市文化交流センター 一部制限付きで利用可 座席数の制限や利用人数の制限を行い開館

小野路宿里山交流館 一部制限付きで利用可 当面の間、時短営業（午前１０時～午後３時）、
入場制限する場合も有り

高齢者関連の
施設

各あんしん相談室、各高齢者支援センター 一部制限付きで利用可 利用人数等により一部実施していない事業有り

各ふれあい館 休館 ふれあいもっこく館を除き、6月2３日から再開

公園 各公園、町田シバヒロ 利用可 町田シバヒロは、入場制限や利用者との距離
をあけるなどの条件付きで利用可

子どもに関する
施設

各子どもセンター、各子どもクラブ、子ども
創造キャンパスひなた村、大地沢青少年セン
ター、冒険遊び場

一部制限付きで利用可
利用人数の制限、遊具の利用制限、イベント
等は中止などの制限付きで開館
（大地沢青少年センターは、月～金曜日の日
帰りのみ利用可）

コミュニティ
施設

各市民センター、各コミュニティセンター、
町田市民フォーラム 一部制限付きで利用可

入場者数の制限、利用できる活動の制限、利
用時間制限、狭い部屋の利用停止、不特定多
数の使用する付属設備等の貸出停止など制
限付きで貸し出し

学校 市立小・中学校 通常再開
6月１５日から通常の学校教育活動を再開。
中学校の部活動は6月22日から回数制限の
うえ実施
（状況により変更となる可能性有り）

主な施設の再開状況

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

罹罹
りり

患患
かんかん

リスク抑制リスク抑制にに努努めめ施設施設をを再開再開していますしています
　皆さんが安心して公共施設を利用できるよう、感染防止に努めながら、順次施設利用を再開していま
す。主な施設の再開状況は下表のとおりです。すべての施設の詳細や最新の情報は、町田市ホームページ
等でご確認ください。� ※6月9日時点の情報です。

市民の皆さんへのお願い市民の皆さんへのお願い市の感染症予防対策市の感染症予防対策

町田市ホームページ
「緊急情報」

まちだ子育て
サイト

※�6月30日までの施設貸出予約について、感染防止の観点からキャンセルさ
れる場合は、キャンセル料、施設予約上のペナルティーは発生しません。
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　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、これまでの生活様式や生活習慣の見直しを求められています。「新しい生活様式」を取り入れること
は、自分や家族、周囲の人を守る暮らし方につながります。

「新「新しいしい生活様式」生活様式」はは自分自分もも周り周りのの人人もも大切大切にするにする暮らし方暮らし方

　市では、特別定額給付金を振り込む前に「特別定額給付金交
付決定通知書」を発送しています。
　支給金額、振込予定日、振込口座などをご確認いただけま
す。

特別定額給付金の申請をされた皆様へ
問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９

　妊娠中の方へ健診等の移動
の際に利用できるタクシーチ
ケットを配布しています（妊
婦さん１人につき１冊）。市で
は、妊婦さんの外出時の不安
を少しでも軽減できるよう、
応援しています。
対９月３０日までに「しっかり
サポート面接（妊婦面接）」を
受け、タクシーチケット受取
日に妊娠中の方
※出産済みの方は対象外で
す。

内タクシーチケット１万円分
（５００円券×２０枚つづり）を
配布
配布期間９月３０日まで
※すでに「しっかりサポート
面接（妊婦面接）」を受けてい
るかどうかにより、配布方法
が異なりますので、詳細はま
ちだ子育てサイト（＝下記二
次元バーコード）
をご覧ください。

外出時は感染症が心配…そんな妊婦さんの不安を軽
減するために
妊娠中の方へタクシーチケットを配布し
ています 問保健予防課☎☎７２５・５４２２

　飲食店のテイクアウトや宅
配を利用する機会が増えてい
ます。この季節は夏に向け気
温が高くなり、食中毒のリス
クが増えています。下記のよ
うな点に注意して、食中毒を
予防しましょう。
○購入・注文するとき
・すぐに食べきれる量を購入
する
・消費期限や保存方法を確認
する。消費期限等の表示がな
いものは、食べきる期限の目
安や持ち運び・保存時の注意
点をお店の方に確認する
○テイクアウトするとき
・買い物の最後に購入し、常
温で長時間持ち歩かない
・保冷剤を使用するときは、

弁当や容器の上に置く。保冷
バッグを使うと、より効果的
○宅配を受け取るとき
・弁当等が家の外に放置され
ないよう、家にいるときに届
くよう手配する
・配達する方と会わずに受け
取るときは、到着後、直ちに回
収する
・容器や包装が破損してい
る、要冷蔵品が十分冷えてい
ない等の異常を感じたら食べ
ずに購入先に連絡する
○食べるとき
・食べる前は必ず手を洗う
・弁当等は、できるだけすぐ
に食べきる。すぐ食べられな
い場合は、冷蔵庫で保管する

テイクアウトや宅配の利用が増えています
食中毒に気を付けましょう

問生活衛生課☎☎７２２・７２５４

　市では、新型コロナウイルス感染症の最前線で戦っている医療機関を支援するた
め、ふるさと納税の募集を行っています。この難局を乗り切るため、皆
さんの支援をお待ちしています。
　詳細は、町田市ホームページまたは６月１４日の新聞折込広告をご覧
ください。

ふるさと納税で医療機関を支援しよう!
問財政課☎☎７２４・２１４９

　熱中症は、体内の水分や塩分等のバラ
ンスが崩れ、体温調整機能が低下するこ
とで起きます。屋外だけでなく室内で発
症する場合もあり、特に今年の夏は、新し
い生活様式を心掛ける中で、熱中症リス
クが高くなるおそれがあります。
○暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を
調整
・感染症予防のため、換気扇や窓を開放
して換気を確保しつつ、エアコンの温度
設定をこまめに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意する
○適宜マスクを外しましょう
・屋外で人と十分な距離（２メートル以
上）を確保できる場合には、マスクを外す
・マスクを着用している時は、負荷のか
かる作業や運動を避け、周囲の人との距
離を十分にとった上で、適宜マスクを外
して休憩する
○こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給
・１日あたり１．２リットルが目安
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
○日頃から体調管理をしましょう
・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自
宅で静養
○暑さに備えた体づくりをしましょう
・暑くなり始めの時期から適度に運動す
る（＝暑熱順化）
・水分補給しながら無理のない範囲で運
動する
・やや暑い環境でややきついと感じる強
度で毎日３０分程度の運動をする
※詳細は、町田市ホームページをご覧く
ださい。
市HP 熱中症の予防と注意点  検索

自宅で見られる！健康気象セミナー
　気象予報士・くぼてんき氏
による熱中症対策動画をＹｏｕ
Ｔｕｂｅ（＝右記二次元バーコ
ード）で配信しています。

今年の夏はより一層の注意が必要です !
熱中症に気をつけましょう 問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　外出自粛の影響により、運動する機会や人と接する機
会が減少し、フレイルになる危険性が高まっています。
　フレイルとは、年齢とともに筋力や認知機能が低下し
た生活機能障害などの危険性が高まった状態です。市は
ＦＣ町田ゼルビアと協働して、フレイル予防に取り組んで
います。
ＦＣ町田ゼルビアホームページで予防法を紹介します！
　意識して身体を動かす、身近な人と電話でこまめに連絡を取り合う
等のフレイル予防法をゼルビーが紹介します。
　また、ゼルビーと一緒に実演した町田市オリジナルトレーニング「町
トレ」ショートゼルビアバージョンもご覧いただけます。

ゼルビーと一緒に運動不足を解消！
フレイルを予防しましょう 問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

　外出自粛により、屋内で過ごす時
間が増えています。公園で運動した
り自然に触れたりすることでストレ
スが軽減し、心身の健康を向上させ
ることができます。
　市内には、町田薬師池公園四季彩
の杜、野津田公園、芹ヶ谷公園等の代
表的な公園のほか、地域ごとに街区
公園があります。このような時期だ
からこそ、身近な公園へ出かけてリ
フレッシュしませんか。
みんなが集まる公園だからお互いの
ために気を付けてほしいこと
　他の公園利用者や公園の近くに住
んでいる人など、周りの方への配慮
を忘れずに、みんなが気持ちよく過

ごせるようご協力をお願いします。
　また、以下の感染症予防対策の徹
底をお願いします。
○遊ぶ前と遊んだ後は、手洗い・うが
いを徹底しましょう。
○体調が優れないときは、公園の利
用を控えましょう。
○園内や遊具の混雑状況を見なが
ら、密にならないよう利用してくだ
さい。

ルールやマナーを守って 
公園時間の楽しさをアップしよう！
　新型コロナウイルス感染予防のた
め、市のさまざまな施設の利用が制
限されています。一方で、密を避けや

すい公園は、例年よりも多くの方が
利用しています。
　公園の近隣にお住まいの皆さんか
ら、公園の利用ルール・マナーについ
て多数のご意見が寄せられていま
す。利用する方がルールやマナーを
守ることで、公園での時間を楽しく、
気持ちよく過ごしてみませんか。
みんなが楽しい時間を過ごすために
守ってほしいこと
○たばこは指定の喫煙場所でお願い
します。
○ごみは持ち帰りましょう。
○近隣の方の迷惑にならないよう、
夜間の大声での会話や、スケートボ
ードなどの利用は慎んでください。

○打ち上げ花火や爆竹の使用はご遠
慮ください。

◇
　公園の自然の中で、上手にリフレ
ッシュしながら、ウイルスに負けな
い体力づくりをしてみませんか。

公園でリフレッシュしてストレス軽減 ! 問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

2 2020．6．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です
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■問納税課　724・2121☎☎新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方はご相談ください。6月は、「市・都民税」の納付月です

募　集募　集
児童青少年課
会 計 年 度 補 助 職 員

【放課後児童支援員（補助）・学童保育
クラブ補助員】
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は児童青少年課
（市庁舎２階）で配布しま
す（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
任用期間８月１日～３１日
勤務時間午前８時～午後７時のうち、
シフト表で定めた時間（５時間また
は４時間）
勤務場所中央学童保育クラブ（中
町）、つるっこ学童保育クラブ（大蔵
町）
募集人数合計１９人
報酬月額１０万５０００円（実働５時
間）、月額８万４０００円（実働４時間）／
別途、通勤手当相当分支給
※放課後児童支援員の資格を有する
方は、月額１３万円（実働５時間）、月額
１０万４０００円（実働４時間）です。
選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、６月１５日～７月３日（必着）
に直接または郵送で児童青少年課
へ。
問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せください。
対有資格者
○認定こども園　正和幼稚園（☎☎
７９１・２７４６）＝保育士（常勤）、幼稚
園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です
　職場や学校、地域、家庭で、一人ひ
とりの個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」を実現するには、国
や市だけでなく、市民の皆さんの取
り組みが必要です。
　この機会に男女のパートナーシッ
プについて考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
生涯学習センターまつり
参加団体を募集します
　１０月２３日㈮～２５日㈰に生涯学習
センターまつりを開催します。同セ
ンターで主な活動をしているサーク
ル・団体の皆さんが中心となるお祭
りです。日頃の活動の成果を発表し

ませんか。
【事前説明会を開催します】
　参加希望の団体は、必ず１人以上
出席してください。
対主に同センターで活動している団
体、同センターで活動を行う予定の
団体
日７月３日㈮午後２時から、４日㈯午
前１０時から、各１時間程度（各回とも
同一内容）
場同センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎☎７２８・００７１　

催し・講座催し・講座
まずは相談から始めませんか
町田市介護人材バンク

【出張・就労相談会ｉｎなるせ駅前市民
センター】
　希望職種や勤務形態などに応じて
多様な働き方を支援します（資格や
経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日６月２４日㈬午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ会
議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎☎７２４・
２９１６

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行き３３㎝、高さ３２㎝、重
さ約７㎏）をお持ち帰りいただけま

す。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日①６月２９日㈪②６月３０日㈫、午後
２時３０分～４時
場①南市民センター②鶴川市民セン
ター
定①１２人②１５人（申し込み順）
申６月１６日正午～２１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００６１６Ｄへ。　
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０　
７月からの毎月第３水曜日は
市庁舎でリサイクル広場
　対象品目を資源として無料で回収
します。
対市内在住の方
日７月からの毎月第３水曜日、午前
１０時～午後３時（祝休日を除く）
※都合により、開催できない場合が
あります。
場市庁舎前
対象品目陶磁器（土鍋・植木鉢含む、
割れた物可）、家庭金物（なべ・フライ
パン等の台所用品）、ガラス食器（割
れた物可）、廃食用油、防水やワック
ス加工がしてある紙容器（ヨーグル
トの容器、アイスカップ等）、裏面が
銀色・茶色の紙パック、洗剤の計量ス
プーン、ペットボトルのふた、パン袋
の留め具、ビデオテープ、小型家電
（３０㎝×１５㎝の投入口に入る製
品）、携帯電話
※指定収集袋で出せる、重さが１０㎏
以内の物に限ります。
※回収したものは原則リサイクルし
ます。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６０

　「目には青葉　山ホトトギス　初
鰹」とはよく言ったもので、先月の下
旬からまさしく青葉の季節になっ
て、広袴、真光寺、小野路、小山田など
の里山を、ホトトギスの声、例の「特
許許可局」と聞きなす鳴き声が渡っ
ていきます。同じく、この季節にやっ
てくる青

あお

葉
ば

木
ず

菟
く

のホッ、ホッという
鳴き声を夜中に聞くことができま
す。
　朝から日中にかけて、広袴の調整
池では、ギョギョシ、ギョギョシ、カ
チカチカチというオオヨシキリの、
それこそ大声が響いています。ツツ
ジからアジサイへ、そして足元のホ
タルブクロも咲き始め、野鳥も草花
も、季節は春から夏に移っています。
　新しい季節を、新しい気持ちで迎
えたいと思います。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴
う、緊急事態宣言が解除されました。
しかし、感染リスクがゼロになった
わけではありません。新しい生活様
式というか、どこかにウイルスが潜
んでいるという前提での生活習慣に
切り替える必要があります。そのこ
とも、新しい季節が訪れた、というよ
うに受け止めて、新しい気持ちで前

向きに行きたいと思います。
　町田市の各市民利用施設も、先月
末から段階的に再開しています。ま
た、小・中学校も通常の授業になりま
した。ただ、３か月の間、休校だった
ため、今年の夏休みは、通常の約６週
間が８月の約３週間に短縮される予
定です。
　暑い季節になります。これからは
熱中症に気を付けなければなりませ
ん。マスクも、いつも着けているのは
熱中症などの危険もあります。例え
ば、強めの運動をする場合にはマス
クをはずすことも必要です。
　新型コロナウイルス感染拡大を防
ぐさまざまな取り組みを、少し長丁
場になるかもしれませんが、市民の
皆さんとともに進めていきます。

市役所閉庁時の行方不明高齢者の捜索協力

依頼窓口の連絡先が変更となりました
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　市では、市内在住の高齢者が認
知症等により行方不明となった場
合、ご家族からの依頼があれば、関
係機関へのＦＡＸ・メール送信、町
田市防災行政無線放送、ＦＭラジ
オ放送などで市民からの情報提供
を呼び掛けています。市に捜索協
力を依頼したい場合、ご家族から
の電話連絡が必要です。

　なお、市役所閉庁時（月～金曜日
の午後５時～翌日午前８時３０分及
び土・日曜日、祝休日等）に依頼い
ただく際は、町田市行方不明高齢
者捜索依頼窓口で受け付けしてい
ます。この度、連絡先が下記のとお
り変更となりました。
電話番号☎☎０３・５３０５・３６８３

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

7月1日㈬午
後6時30分～
8時

市庁舎10階
会議室10-2
～5

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎☎724・2916）へ

町田市立図書館協議会 7月2日㈭午
後2時～4時

中央図書館
6階・中集会室

5人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎☎728・8220

町田市教育委員会定例会 7月3日㈮午
前10時から

市庁舎10階
会議室10-2
～5

直接会場へ問教育総務
課☎☎724・2172

町田市廃棄物減量等
推進審議会

7月9日㈭午
後6時30分～
8時30分

市庁舎2階
市民協働お
うえんルーム

10人
（申し込み順）

6月15日～7月8日に電
話で環境政策課（☎☎724
・4379）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師

いずれも
若干名

看護師の資格を有する、または
2021年春までに取得見込みの方 ○受け付け＝

6月15日㈪～
29日㈪午後5
時（必着）

○試験日＝7月
18日㈯

10月1日
2021年1月1日
2021年4月1日助産師 助産師の資格を有する、または

2021年春までに取得見込みの方

栄養士
1985年4月2日以降に生まれた、管
理栄養士の資格を有する、または
2021年春までに取得見込みの方

2021年4月1日

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院ホームページでダウンロード
できます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等
は実施要項を十分に確認してください。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎☎７２２・２２３０（内線７４１２）

段階的に再開した小学校の登校風景
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台
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箱

投票
立会人

投票
管理者

入口

出口

受付
投票所入場券を
出します。

1

投票箱
投票用紙を入れます。

5

投票記載台
決められた記載方法に
従って候補者名を記載
します。

4

投票用紙交付係
投票用紙をもらい
ます。

3名簿対照係
選挙人名簿にのって
いる本人かどうかの
確認を受けます。

2

東京都知事選挙東京都知事選挙
問市役所代表☎☎722・3111、町田市選挙管理委員会事務局☎☎724・2168返724・1195

投票日　7月5日㈰　　投票時間　午前7時～午後8時

　選挙管理委員会では、有権者の皆さんが安心して投票できるように、感染・蔓
まん

延
えん

防止対策に取り組んだう
えで、選挙を実施します。皆さんも、ご自身の感染症対策をしていただき投票をお願いします。

投票所における新型コロナウイルス感染症への対応について

●皆さんにお願いしたい感染症対策
・�投票所内ではマスクの着用と咳エチケットへのご協
力をお願いします。
・�ご自身の筆記用具で投票用紙に記入することができ
ます。ボールペンはインクがにじむ可能性があるた
め鉛筆をお勧めします。
・�周りの方との距離を保つようにお願いします。
・�帰宅後の手洗い・うがい等の実施をお願いします。

●選挙管理委員会が行う感染症対策
・�投票所にはアルコール消毒ジェル、飛

ひ

沫
まつ

防止スクリーンを設置
・�使い捨て鉛筆を用意
・�選挙事務従事者はマスクを着用
・�定期的な投票所内の換気及び消毒
・�混雑時は密集しないように入場整理を
実施　等

　投票日当日の混雑回避のため、期日
前投票を積極的にご利用ください。
　期日前投票の開始日は施設によって
異なります。

期日前投票の期間
【町田市庁舎】
6月19日㈮～7月4日㈯
【各市民センター等】
6月30日㈫～7月4日㈯
※詳細は５面をご覧くださ
い。

町田市で投票できる方 「投票所入場券」をお送りします

選挙公報を全戸に配布します

身体の不自由な方へ

住所を変更した方、変更する予定の方

投票所での流れ

　原則、次のすべてを満たす方が投票できます。
①2002年7月6日までに生まれている
②町田市の選挙人名簿に登録されている
※町田市で住民票を作成した日（転入の届出をした日）から2020年6月17日
まで3か月以上引き続き住民登録がある日本国民。

　新しい住所地に住所変更の届出をした時期によって、町田市で投票できな
い場合や投票所が異なる場合があります。
【住所を変更した方】

町田市へ転入

2020年3月17日以前に町田市へ転入の届出を
して引き続き町田市に住んでいる方 町田市で投票できる

2020年3月18日以降に町田市へ転入の届出を
して引き続き町田市に住んでいる方、または届
出予定の方

町田市で投票できない
※1

町田市から
都内へ転出

2020年3月17日以前に新住所地へ転入の届出
をした方

町田市で投票できない
※2

2020年3月18日以降に新住所地へ転入の届出
をした方、または届出予定の方

町田市で投票できる
※3

町田市から
都外へ転出 投票できない

町田市内で転居
2020年5月29日以前に転居の届出をした方 新住所の投票所で投票
2020年5月30日以降に転居の届出をした方 前住所の投票所で投票

※1　�前住所地で投票できるのは、東京都内の市区町村かつ前住所地の選挙人名簿に登録
されている方のみです。登録の有無は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせく
ださい。

※2　�新住所地で投票できるのは、新住所地の選挙人名簿に登録されている方のみです。�
登録の有無は、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

※3　�投票できるのは、都内へ転出をした方で、町田市の選挙人名簿に登録されている方です。
該当する場合は、「引き続き都内に住所を有することの確認」が必要です。次のアまた
はイのいずれかの方法で確認を受け、投票してください。
ア　�住民票の写し等を提示してください。選挙用の住民票（無料）は、新住所地等の市
区町村の窓口で交付を受けることができます。

イ　�投票所または期日前投票所で必要書類に記入し、引き続き都内に住所を有する
ことの確認を申し出てください（確認に時間がかかることがあります）。

　6月17日㈬から、「投票所入場券」を世帯ごとに封書で順次郵送します。
　投票所においでの際は、氏名と投票所を確認のうえ、ご自身の投票所入場券
をお持ちください。
�　届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿で確認できれば投票で
きますので、投票所（または期日前投票所）で係員にお申し出ください。
　投票日当日（7月5日）は、投票所入場券に記載している投票所以外では投票
できません。

　候補者の政見等を掲載した選挙公報を、7月3日㈮までに新聞販売店がすべ
ての世帯に配布します（新聞を定期購読していない世帯にも配布）。届かない
場合は、最寄りの新聞販売店（下記参照）にご連絡ください。
【選挙公報が届かない場合の問い合わせ先】

ＹＣ鶴川 ☎☎735・2038 ＡＳＡ鶴川南部 ☎☎735・5163
ＹＣ玉川学園 ☎☎728・6675 ＡＳＡ桜美林学園 ☎☎791・0520
ＹＣ町田北部 ☎☎793・2184 ＡＳＡ玉川学園 ☎☎725・8567
ＹＣ町田東部 ☎☎722・7746 ＹＣ町田成瀬 ☎☎721・5041
ＹＣ町田木曽 ☎☎722・3877

※選挙公報は、期日前投票所、市庁舎、各市民センター、市内各郵便局、市内各駅等に備え置
きます。
※東京都選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。

【代理投票】
　疾病等によりご自身で投票用紙に書くことができない方は、投票所受付で
お申し出ください。投票所係員が代筆します。なお、投票の秘密は固く守られ
ます。
※ご家族の方が代筆することはできません。
【点字投票】
　目が不自由な方は、点字で投票ができます。点字器を用意していますので、
投票所受付でお申し出ください。
【その他】
　すべての投票所に車いす、拡大鏡、老眼鏡や筆談用メモ、コミュニケーショ
ンボード（イラストを指し示すことでご自分の意思を伝えることができるボ
ード）を用意していますので、投票所受付でお申し出ください。

事前に開封し、
中を確認してください。

投票所の中

封筒（表面） 投票所入場券（表面）

見 本 見 本
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Twitterで選挙情報を発信します。　町田市明るい選挙推進協議会　アカウント：＠machimeisui

期日前投票期日前投票・・不在者投票不在者投票をごをご利用利用くださいください

手帳等の種類 内　容 等級など
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸 1級・3級

免疫、肝臓 1級～3級
・戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
・手帳の等級が上記以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の
障がい名が記載されている場合は該当することがあります。その際はお問い
合わせください。
※代理記載制度について…上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢
または視覚の障がいの程度が1級であると記載されている方で、ご自身で字
を書くことが困難な方が利用できる制度です。

　選挙当日（投票日）に仕事や旅行・混雑回避（新型コロナウイルス感染症対
策）等の理由で投票できない方は、お住まいの地域に関わらず、右表の期日前
投票所で期日前投票ができます。

期日前投票の方法
●ご自身の投票所入場券（届いている場合）をご持参ください。
●投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、期日前投票所の選
挙人名簿で確認できれば投票できます。
●投票所入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書に必要事項をあら
かじめ記入のうえ、期日前投票所へご持参ください（各期日前投票所にも期日
前投票宣誓書を用意しています）。
●期日前投票所によって投票期間と時間が異なります。
●過去の混雑状況は町田市ホームページ（＝下記二次元バーコード）から確認
できます。

【期日前投票所の一覧】
期日前投票期間

期日前投票所

6月19日㈮～
29日㈪

6月30日㈫～
7月3日㈮ 7月4日㈯

午前8時30分～
午後8時

午前8時30分～
午後8時

午前8時30分～
午後8時

町田市庁舎（森野2-2-22） 投票できます
南市民センター（金森4-5-6）

投票不可 投票できます
投票できます
（受け付けは
午後5時まで）

なるせ駅前市民センター
（南成瀬1-2-5）　※
鶴川市民センター（大蔵町1981-4）
忠生市民センター（忠生3-14-2）
小山市民センター（小山町2507-1）
堺市民センター（相原町795-1）
木曽山崎コミュニティセンター
（山崎町2160-4）
南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）
（鶴間3-10-2）　※
和光大学ポプリホール鶴川
（能ヶ谷1-2-1）　※

※は駐車場のない期日前投票所
（注）玉川学園コミュニティセンターは建替工事中につき閉鎖しています。

期日前投票所は、
平日の午後５時以降が
比較的すいています。

滞在先（町田市以外）の市区町村の不在者投票所で投票 障がいがある方等の郵便等による不在者投票

病院や老人ホーム等での不在者投票

期日前投票について

不在者投票について

　選挙期間中、遠方に滞在している場合に、滞在先の市区町村の不在者投票所で投票でき
る制度です。郵便のため日数がかかりますので、投票用紙等はお早めにご請求ください。
　なお、不在者投票ができる場所は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

　「不在者投票宣誓書兼請求書」を町田市選挙管理委員会に速やかに郵送、または持
参（FAX、Ｅメールは不可）
提出先　町田市選挙管理委員会（市庁舎9階）〒194-8520　森野2-2-22

　町田市選挙管理委員会からご本人の送付希望先に投票用紙等を郵送。
　投票用紙等が届いたら、滞在先の市区町村の不在者投票所で不在者投票を速やか
に行ってください。

　投票用紙を請求するための「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記のいずれかの方法
で入手し、必要事項を記入
・町田市ホームページでダウンロード
　市HP 不在者投票宣誓書兼請求書  検索
・電話で請求
　町田市選挙管理委員会事務局☎☎724・2168

請求の方法請求の方法

　病院や老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に行くことが困難な方は、都道
府県選挙管理委員会が投票場所として指定している施設であれば、施設内で投票するこ
とができます。
　指定施設であるかの確認や、投票用紙の請求、投票方法等は、病院や施設の事務室に早
めにお問い合わせください。

　身体に重度の障がい等（下表に該当）があるため、投票所に行く
ことが困難な方は、郵便等によりご自宅等で投票できます。
　郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必
要です。

【対象者】
　ご自身で字を書くことができ、下表に該当する方（ご自身で字を
書くことが困難な方でも、代理記載制度〔※〕に該当すれば対象）。

【手続き方法】
　「郵便等投票証明書（以下、証明書）」の交付を希望する場合には、
請求するための申請書を郵送しますので、選挙管理委員会へ早急
にお申し込みください。申請書の受け付け後、該当する方に証明書
を交付します。投票日の直前だと間に合わない場合がありますの
で、お早めに申請してください。

（注）証明書を既にお持ちで郵便等投票を希望する方は、7月1日㈬
まで（必着）に、投票用紙を選挙管理委員会に請求してください。

投票所への車での来所はご遠慮ください 投票状況や開票速報はホームページでご覧
いただけます　身体が不自由な方を除き、車やバイクでの来所はご遠慮ください。なお、下記の期日前・当日

投票所には駐車場がありませんのでご注意ください。
　また、車でないと来所が難しい方は、駐車場のある期日前投票所（「期日前投票所の一覧」参
照）での投票をお勧めします。
●駐車場のない 期日前投票所
なるせ駅前市民センター、南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）、和光大学ポプリホール鶴川
●駐車場のない当日（7月5日）の投票所
南第一小学校、つくし野中学校、つくし野小学校、小川小学校、南第三小学校、町田市民文学館、
町田第一小学校、東京都住宅供給公社本町田住宅集会所、玉川学園こすもす会館、鶴川第四小
学校、本町田小学校、成瀬が丘ふれあい会館、南つくし野小学校、和光大学ポプリホール鶴川

●町田市選挙管理委員会
※投票日当日は町田市ホームページのトップ
ページ（＝右記二次元バーコード）からもアク
セスできます。

開票は7月5日㈰午後9時から、市立総合体育館（南成瀬
5-12）で行います。

町田市
ホームページ

投票状況… 投票日当日の午前10時30分ごろ
から公開

開票速報…午後10時ごろから公開

期日前投票所の
過去の混雑状況



6 2020．6．15 ☎☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意ください町田市イベントダイヤル

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

催し・講座催し・講座
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講習受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）

日７月４日㈯午前１０時〜午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ（火曜日を
除く）。
町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では農業研修（２年間）の修了生
を対象に、農業経営のノウハウの習

得などを目標にしたフォロー研修を
行っています。この研修で育てた夏
野菜を収穫しませんか。
※新鮮野菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）
日７月１２日㈰午前９時〜１１時
※雨天及びその他の状況により、中
止となる場合はご連絡します。
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。

内１口＝トマト２個、ナス３個、ピーマ
ン５個、キュウリ２本（栽培状況によ
り変更になる場合も有り）
定１５人（申し込み順）
費１口５００円（１人１口まで）
申６月１７日正午〜２４日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００６１７Ｂへ。
※現地への交通手段（駐車台数に限
り有り）を明示してください。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

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（⑩を除く）

　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があります。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。

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。� 市HP� 検索市民の広場
●おいでください：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日〜２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日〜１０月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。� 問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※�活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与
していません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※�市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ
ークル紹介」でもご案内しています。

おいでください　特定の期日に行うイベント
新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

明るい選挙について自由に描いてみよう！
ポスターを募集します

問選挙管理委員会事務局☎☎7２４・２１６８

　明るい選挙を呼び掛けるポスター作品
を募集します（応募者全員に参加賞有
り）。
対市内在住、在学の小学生〜高校生
画材絵の具、ポスターカラー等（紙や布を
使用した貼り絵も可）
サイズ画用紙の４つ切り（５４２ｍｍ×
３８２ｍｍ）または８つ切り（３８２ｍｍ×
２７１ｍｍ）
申作品裏面の右下に、学校名・学年・氏名
（ふりがな）を明記し、９月６日までに直接
選挙管理委員会事務局（市庁舎９階）へ
（学校を通じて提出する方は、学校で決め
られた日まで）。
※応募作品の著作権は主催者に帰属しま
す。なお、作品は啓発紙等への掲載や展示会等で展示することがありま
す。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 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
ルス感染防止のた
め、電話での相談と
なります。

②交通事故相談 17日、24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） 19日、26日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 16日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 23日㈫

⑥登記相談 18日㈭

⑦行政手続相談 25日㈭

⑧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

⑨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

⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） 22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

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

始めます「百人一首を書こう」鉛筆～小筆 ６月２４日㊌午後１時３０分～３時３０分 わくわくプラザ町田 無料 ミズカミ☎☎７２６・１６９１　要電話 ７月１日も開催

ピアノ未経験者が２時間で両手で弾ける講座 ６月２９日㊊午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセンター １５００円 タカノ☎☎０８０・８８７２・３５０７ フレイル予防になります

発声から認知症予防音楽体操まで楽しく皆で歌う会 ６月３０日㊋午後２時～４時 生涯学習センター視聴覚室 ４００円 健康歌声ランド鈴木☎☎０８０・３０８８・４００４ 予約不要　マスクご持参で

２０２０年度

高齢者へごみの指定収集袋を配付します
問高齢者福祉課☎☎7２４・２１４１

　新型コロナウイルス感染防止の
ため、配付時期を見合わせていま
したが、８月２４日から配付を開始
します。
※９月末までに町田市シルバー人
材センター会員が順次ご自宅にお
届けします（不在の場合は２０２１
年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は配付時
にお申し出ください。
対４月１日現在、市内在住の７０歳
以上の方がいる世帯で、かつ世帯
員全員の平成３１年度市・都民税が
非課税の世帯
※４月２日以降に転入・転出した
方、生活保護受給者、税申告が未申
告等のため税情報がない方は対象

外です。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋４０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、１世帯あたり年
間７０枚を配付
〇南地区（容器包装プラスチック
の指定収集袋による収集の対象地
域）は次のとおり配布します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋２０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、容器プラスチッ
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯あた
り年間７０枚を配付
【ごみ袋の交換を中止します】
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、２０２１年３月末までごみ袋の
交換を中止します。

２0１9年度　町田市最優秀賞作品
桑原聖さん

（南つくし野小学校）
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詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号” 検索町田市立図書館

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１

〈お知らせ〉�  
　７月２１日～８月３１日の夏季期間
（無休）は小・中学生の施設利用料が

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

有料（１００円）となります。なお、７月
１８日～８月３１日は、開館時間を３０
分早め、午前８時３０分から開館しま
す（閉館は午後９時）

　環境を大切にした「新しい生活
様式」を心掛けましょう。
【市庁舎をライトアップします】

６月は環境月間です 　はすのんをイメージしたカラー
でライトアップします。
日6月17日、24日いずれも水曜
日、午後7時～9時
問環境政策課☎☎724・4386

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
6月
１5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

１6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
１７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２
１８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
１９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
２０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１4９１） ☎☎７９７・１5１１

２１日㈰

午前９時～午後5時 内科
大村内科医院（成瀬台３-８-4） ☎☎７２１・２００１
伊藤診療所（鶴川4-３5-２） ☎☎７３5・０１66
ちょう内科医院（本町田２９３８-１） ☎☎７２９・5３4１

午前９時～翌朝９時
内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-4７） ☎☎７９5・１66８

外科系
町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２
おか脳神経外科（根岸町１００９-4） ☎☎７９８・７３３７

２２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
２３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
２4日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-１） ☎☎７９９・6１6１
２5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
２6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
２７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

２８日㈰

午前９時～午後5時
内科

成田クリニック（成瀬が丘２-２３-１6） ☎☎７９5・１２８１
なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-5-８）☎☎７３７・３66９
さくらメディカルクリニック（常盤町３２００-１） ☎☎７９７・９6７１

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリ
ニック（能ヶ谷１-5-８） ☎☎７３７・１１８７

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
南町田病院（鶴間4-4-１） ☎☎７９９・6１6１

２９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
３０日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-１） ☎☎７９９・6１6１

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

参加しませんか

高齢運転者安全運転教室
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

　加齢に伴い、運転に必要な認知
機能・身体機能は低下します。この
機会にご自身の状態を把握し、改
めて安全運転について考えてみま
せんか。
※運転免許証の更新時に受講する
法定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの
送迎バス（町田駅発のみ）をご利用
いただけます。運行時間・乗車場所
については同スクールホームペー

ジをご覧ください。
対市内在住の車を運転する6５歳
以上の方
日7月16日㈭午前9時1０分～午後
０時3０分
場同スクール（南大谷1－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、実
車走行等
申6月16日正午～3０日にイベン
トダイヤル（☎☎724・５6５6）また
はイベシスコード2００616Ｂへ。

　推定震度５弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外拡声スピーカー
で市内全域に放送する訓練です。
※災害等の発生により、予告なく
中止となる場合があります。

日6月17日㈬午前1０時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」と
いう音声を3回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
緊急地震速報訓練� 問防災課☎☎７２４・３２18

６月は食育月間です
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

　家族そろって楽しく食卓を囲ん
だり、バランスの良い食事を心掛
けるなど、身近なところから食育
に取り組んでみませんか。
【毎月１9日は「食育の日」です】
　6月19日㈮に、市庁舎2階食堂
でヘルシーメニューを61０円で販
売します。
　ぜひお立ち寄りください。
【食育に関わる本を置いています】
期間7月8日㈬まで
場中央図書館4階児童コーナー

町田新産業創造センター

創業・起業に関する相談会　オンラインセミナー
問同センター☎☎8５０・8５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・２1２９

【町田創業～ファーストステップ
相談会】
日6月2０日、27日、いずれも土曜
日午後1時～５時（1人1時間）
申参加希望日の3日前までに同セ
ンターホームページで申し込み。
【町田創業～ファーストステップ
セミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオン
ラインセミナーで創業の基礎知識
を学びます。
日①6月19日㈮午後2時～3時②6
月19日㈮午後3時1５分～4時1５
分③6月2５日㈭午後2時～3時④6
月2５日㈭午後3時1５分～4時1５
分
内①経営～事業コンセプトを考え
よう②財務～決算書（損益計算書
・貸借対照表）の読み方を知ろう

③人材育成～労務管理の基礎につ
いて学ぼう④販路開拓～Ｗｅｂサ
イトの仕組みと始め方・ＳＮＳの特
徴を知ろう
講（株）ウィルパートナーズ①辺見
香織氏②④馬場郁夫氏③藤田知哉
氏
定各3０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に同センターホームページ（＝下
記二次元バーコード）で申し込み。
※後日、同センターからメールで
Ｚｏｏｍミーティング招待ＵＲＬをお
送りします。

◇
対創業予定の方、創業
して間もない方等
場同センター

市内で生産、加工されている
ほうれん草、柿、ハム、ごはん、
牛乳のキャラクターです。

町田市食育推進キャラクター
“まちだ食育クインズ”
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皆さんのご意見をお寄せください
（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０（基本構想素案）

　市は、まちづくりの基本指針である「町田市基本構想」と「町田市基本計画　
まちだ未来づくりプラン」に基づき市政運営を行っていますが、２０２１年度
をもって計画期間を終了します。人口減少やテクノロジーの発展など、私た
ちを取り巻く社会状況が変化する中、誰もが夢を描くことができ、幸せを感
じられる未来をつくるため、現在、新たな基本構想・基本計画「（仮称）まちだ
未来づくりビジョン２０４０」の策定を進めています。
　今回はその基本構想部分の素案を検討しました。
【概要】
○計画期間　２０２２年度～２０３９年度
○構成　第Ⅰ章　（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０がはじまります
（策定の趣旨、位置付け、構成と期間等）／第Ⅱ章　（仮称）２０４０なりたい未
来（２０４０年の町田市のイメージ、まちづくりの方向性、行政経営のあり方
等）／第Ⅲ章　（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０策定の背景（町田市
の特徴、社会経済上の変化等）
○募集期間　６月１５日㈪～７月１５日㈬
○資料の閲覧・配布　計画（素案）は、町田市ホームページに掲載するほか、
６月１５日から、次の窓口で閲覧及び資料（概要版）の配布を行います（各窓口
で開所日・時間が異なる）。
　企画政策課（市庁舎４階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、男女平等推進
センター（町田市民フォーラム３階）、各市民センター、各連絡所、生涯学習
センター、各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または企画政策課ほか、資料を
配布している窓口へ直接提出してください。郵送の場合は配布資料に添付
している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　企画政策課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎４階、☎☎７２４
・２１０３返０５０・３０８５・３０８２遍ｍｃｉｔｙ４５４０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

―注意事項―

　令和２年（２０２０年）第２回市
議会定例会（６月議会）が６月４
日に開会されました。
　今議会には１８議案が提出
されました。
　議案等の内訳は条例１２件、
契約３件、訴訟提起３件となっ
ています。会期は今月２６日ま
でです。

条　例　案
◯建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律等の改
正に伴い、関係する規定を整
備するため、所要の改正をす
る「町田市手数料条例の一部
を改正する条例」
◯地方税法等の改正に伴い、
関係する規定を整備するた
め、所要の改正をする「町田市
市税条例の一部を改正する条
例」
◯金井町・藤の台団地地区の

町区域の新設及び住居表示の
実施に伴い、当該地区に所在
する学童保育クラブの位置の
表記を改めるため、及び小山
田南小学校内の学童保育クラ
ブに指定管理者制度を導入す
るため、所要の改正をする「町
田市学童保育クラブ設置条例
の一部を改正する条例」
◯公営住宅法の改正に伴い、
関係する規定を整理するた
め、所要の改正をする「町田市
営住宅条例の一部を改正する
条例」
◯金井町・藤の台団地地区の
町区域の新設及び住居表示の
実施に伴い、当該地区に所在
する町田市立学校の位置の表
記を改めるため、所要の改正
をする「町田市学校設置条例
の一部を改正する条例」
など、１２条例です。

　３月２８日付で、町田市選挙管理委員会委員に篠崎愛治氏、井上正行氏、坪義秋氏、石井章夫
氏が就任しました。任期は４年です。
　また、３月３０日に開催された選挙管理委員会で、委員長に篠崎愛治氏、委員長職務代理者
に井上正行氏が選出され、同日付で就任しました。

問企画政策課☎☎７２４・２１０３

エコバッグを使ってみませんか？

町田市成人式「二十祭まちだ」実行委員募集町田市成人式「二十祭まちだ」実行委員募集
問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎☎７２４・２１８４７２４・２１８４

昨
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ー

選挙管理委員会委員が改選されました
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・２１６８

　来年１月１１日に行われる当日の式典や関連
イベントを企画・運営する実行委員を募集し
ます。
対１８～２０歳代で、イベントの企画・運営等に
興味がある方
【実行委員希望者向け～二十祭まちだ２０２１
オリエンテーション】
日７月２６日㈰午後２時～３時３０分ごろ
※オリエンテーションに参加できない方には
個別に説明しますので、ご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染防止
のため、延期となる可能性があ
ります。町田市ホームページで
最新情報をご確認ください。

６月議会が開会

　海洋ごみ問題、地球温暖化対策の
ため、プラスチック資源を有効に活
用する取り組みの一環として、容器
包装リサイクル法の関係省令が改正
されました。それに伴い、プラスチッ
ク製買物袋（レジ袋）が７月１日から
全国一律で有料になります。
　２０１７年のデータによると、レジ袋
は国内で年間８万４千トン余り作製さ
れていますが、廃プラスチックは約
９１５万トンも発生しています。レジ袋
の使用削減だけではプラスチックご
み問題の解決は難しい状況ですが、
今回の取り組みは、ごみ減量のため
繰り返し使えるエコバッグの使用や
レジ袋を複数回使用するなど、ライ
フスタイルを見直すきっかけとなる
ことを目的としています。
　有料化の対象となるレジ袋は、下
記のとおりです。
①�購入した商品を持ち運ぶために用
いるもの
②�持ち手のついたプラスチック製の
もの
③小売業で使われているもの
※一定の厚みのあるもの、海洋生分
解性プラスチックのものなど、除外
となるものもあります。詳細は町田
市ホームページをご覧ください。
【プラスチック製買物袋の有料化に
関する相談窓口】
　次の国の専用相談窓口へお問い合

わせください。
受付時間午前９時～午後６時１５分
（土・日曜日、祝休日を除く）
相談電話番号消費者向け＝☎☎０５７０・
０８０１８０、事業者向け＝☎☎０５７０・
０００９３０
【３Ｒはごみを減らすキーワード】
　レジ袋をもらわない行動は「リデ
ュース（ごみを作らない）」、エコバッ
グを使う・レジ袋を何回か使用する
行動は「リユース（繰り返し大切に使
う）」に当たります。これに「リサイク
ル（分けて資源にする）」を加えた、ア
ルファベットのＲから始まる３つの
言葉を「３Ｒ」といい、ごみを減らすキ
ーワードです。
【ごみ情報を発信しています】
　Ｉｎｓｔａｇｒａｍ「ごみナクナーレ」（町
田市公式）、町田市公式ＬＩＮＥ、町田市
ごみ分別アプリ（＝下記二次元バー
コード）、まちだごみ情報紙「ごみナ
クナーレ」など、さまざまなツールで
ごみの分別や減量に関する情報を発
信しています。

○書式は自由ですが、住所・氏名・連
絡先・件名を明記してください。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への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、９月ごろ
に町田市ホームページ及び上記資料
配布場所で公表します。

場市庁舎
申氏名・電話番号・Ｅメールアドレスを明
示し、電話またはＥメールで、文化振興課
〔二十祭まちだ実行委員会事務局〕（遍ｍ
ｃｉｔｙ１８９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

問総務課　　
☎☎７２４・２１０４

７月からレジ袋が有料となります７月からレジ袋が有料となります
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

ios版Android版

8 2020．6．15 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。


