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福祉総務課　724・2537☎☎問市では、義援金箱などにより日本赤十字社「令和2年7月豪雨災害義援金」を受け付けています。詳細は、町田市ホームページをご覧ください。

熱中症警戒アラートが 
試 行 さ れ て い ま す！

　市庁舎を熱中症予防を示す水色で
ライトアップします。
日７月の毎週水曜日、午後６時３０分
～９時
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

国 際 版 画 美 術 館
【浮世絵フェア】
日程８月１日㈯、２日㈰
場同館

○演芸会
日８月１日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場同館１階講堂
内①落語②紙切り③太神楽
出演①林家正雀、林家彦三②林家楽
一③鏡味仙成
定５０人（先着順、当日午前１１時から
整理券を発行）
※当日有効の企画展「インプリント
まちだ展２０２０」観覧券が必要です。
○折り紙ワークショップ
日８月１日㈯午後１時～４時
場同館エントランスホール
○雅楽コンサート
日８月２日㈰午後１時３０分から、午後
３時３０分から／演奏は約２０分間
場同館エントランスホール
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、人数を制限する場合があります。

○その他
　開催中の企画展「インプリントま
ちだ展２０２０」に合わせて、インドネ
シアのグッズを販売するポップアッ
プストアが出店します。
※同企画展関連イベントとして、展
示室からＺｏｏｍを使って「おうちで
版画美術館」を８月１２日午前１０時か
ら開催します。詳細は同館ホームペ
ージをご覧ください。
問同館☎☎７２６・２７７１
仕事の希望・介護職への疑問、相談
できます！

町田市介護人材バンク
【出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民センタ
ー】
　希望職種や勤務形態などに応じた
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７月２９日㈬午後１時３０分～４時

場鶴川市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日９月５日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定２０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申７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２００７１６Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

中小企業者向けの補助金を新設します
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

市が所有している土地を一般競争入札で貸し付けします
問市有財産活用課☎☎７２４・２１５１

【円滑な事業承継を支援～町田市
事業承継事業補助金】
　事業承継を考えていても準備に
踏み出せない事業者を支援するた
め、「町田市事業承継事業補助金」
を新設します。事業を“受け渡す”
側が承継に際し、必要な経費の一
部を補助します。
対次のすべての要件を満たす中小
企業者　①市内に本社がある②１
年以上事業を営んでいる③市税を
完納している
※個人事業者は対象外です。
※事前に実施計画について、「町田
市事業承継推進ネットワーク」の
確認を受けていることが要件とな
ります。
内次のいずれかの事業に係る費用
の２分の１を補助　①専門事業者
によるコンサルティング等を受け
る事業②専門事業者にＭ＆Ａの仲
介を委託する事業
※予算上限に達した場合、その時
点で申請受付を終了します。
申必要書類を作成のうえ、８月３日
～１１月３０日（必着）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。

【市内事業者の新商品・新サービス
の開発を支援～町田市新商品・新

サービス開発事業補助金】
　新しいビジネス手法や新技術の
導入に挑戦する事業者を支援する
ため、「町田市新商品・新サービス
開発事業補助金」を新設します。事
業者が行う新商品・新サービスの
開発に対し、その開発に係る実証
実験に要する費用の一部を補助し
ます。
対次のすべての要件を満たす市内
の中小企業者　①１年以上事業を
営んでいる②市税を完納している
内実証実験に要する費用の２分の
１を補助
※１０月以降に実施する事業が対
象です。
申必要書類を作成のうえ、８月３日
～３１日（必着）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。
※支援にあたっては、書類審査及
びプレゼンテーション審査があり
ます。
※他の団体から同様の補助等を受
ける場合は対象外です。

◇
※いずれも補助金額の上限は５０万
円です（１０００円未満切り捨て）。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有地貸付公募実施要領」
をご覧ください。実施要領は市有
財産活用課（市庁舎５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）。郵送希望の方は早
めにお問い合わせください。

入札参加資格個人及び法人
入札日８月２１日㈮
場市庁舎
申８月７日までに直接市有財産活
用課へ。
※郵送の場合は８月３日まで（必
着）に提出してください。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６１

　そろそろ梅雨明けです。この季節、
注意が必要なのは、ゲリラ豪雨とも
呼ばれる集中豪雨と猛暑。まず、集中
豪雨による河川の氾

はん

濫
らん

や浸水被害へ
の準備が必要です。避難施設への順
路の確認や、洪水ハザードマップの
確認、そして家族での事前の打ち合
わせも欠かせません。
　避難施設での対策も、今年は新型
コロナウイルス感染防止策として、
新たに体育館などの定員を大幅に縮
小しました。１人当たりのスペース
を４㎡とし、隣の人との間隔を２ｍと
しました。体育館だけでは入りきれ
ないようなケースでは教室も開放す
ることになりました。その他、アルコ
ール消毒液や非接触型体温計など新
しい備蓄準備をしています。
　猛暑の季節です。まずは、今年もこ
まめな水分補給や休憩などをお願い
します。今回の新型コロナウイルス
対策ではマスクの着用を勧めていま
すが、マスクの着用は熱中症の危険
性を増すことになります。暑さの中
では、例えば、お互いに距離をとれる
場面ではマスクを外すことで、熱中
症を予防することも必要になりま
す。
　新型コロナウイルス感染防止対策
は、第２波、第３波に対し、さまざまに
備えながら、予防ワクチンや治療薬
の開発・普及まで、長期の取り組みに
なるような気がします。
　さて、先月末にテレビ番組「緊急 
ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦」（テ
レビ東京）の現地撮影・収録がありま
した。２０年ほど前の真光寺地区の区

画整理事業の際に造られた池の「生
物調査」をしました。一番多かったの
は小さなブルーギルで、数千匹くら
いいたのでしょうか。鯉はかなり大
型で、私自身も捕まえる際に、かなり
泥をはねられました。その他、特定外
来種に指定されている亀の類いも見
つかりました。
　５年前に、薬師池公園の「かい掘
り」に参加した時にも感じたのです
が、動物を飼うときに、大きくなって
飼いきれなくなるということを皆さ
ん想像していない。ほんの小さな２、
３㎝の、例えばアカミミガメの子も、
何年かすれば体長３０～４０㎝になり
ます。
　鯉も亀もペットとして飼うなら、
終生飼育をお願いします。そうでな
いなら「飼わない、買わない」を徹底
していただきたいと思います。町田
の池や川が、在来種がいなくなって
捨てられた外来種の魚や亀ばかりに
なる、本来の生態系が壊れてしまう
ことのないようにしたいと思いま
す。
　なお、放送は７月２６日㈰の夜にな
るということです。

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

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

７月３０日㈭午後
６時３０分～８時

市庁舎２階会議
室２－１

３人
（申し込み順）

７月２８日までに電話で
いきいき総務課（☎☎７２４
・３２９１）へ

町田市廃棄物減量
等推進審議会

７月３０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

２人
（申し込み順）

７月２９日までに電話で
環境政策課（☎☎７２４・
４３７９）へ

町田市景観審議会 ８月４日㈫午後２
時～４時

市庁舎２階会議
室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２６７）へ

町田市立図書館協
議会

８月４日㈫午後２
時～４時

中央図書館６階
・中集会室

３人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎☎７２８・８２２０

真光寺地区　池の「生物調査」の様子

貸付予定物件
物件
番号 所在・地番 地　目 地積（㎡） 用途地域 建ぺい率

（％）
容積率
（％）

最低貸付価格
（円／月額）

１ 中町四丁目
４３０番地 宅地 １０２７.１１ 第二種中高層住居専用地域 ６０ ２００ ４８万１０００

※事情により貸し付けを中止、または一部変更する場合もあります。
※貸付期間は１０月１日～２０２５年９月３０日です。


