
人口と世帯（外国人含む） 2020年7月1日現在人口 ： 429,265人（ 男：210,066人・女：219,199人）（前月より47人減） ／ 世帯 ： 199,434世帯（前月より115世帯増）
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　「つくる」立場の企業では、プラスチック製の
ものを別の素材に置き換えたり、環境負荷の少な
いプラスチックに置き換えることが求められてお
り、脱プラスチックの動きが加速しています。
　例えば、飲食店や小売店では、プラスチックス
トローを紙製ストローに換えたり、レジ袋を紙袋
に換えたりするなど、プラスチックの使用量を減
らす取り組みが行われています。
　また、私たちが普段使用しているプラスチック
も変化しています。生分解性プラスチックででき
たストローや再生材をより多く使用したペットボ
トル、素材の一部がバイオマス由来のレジ袋など
が開発され、今までと同じプラスチックに見えて
も、環境のことを考えたものが増えてきているの
です。

責任とは？つ く る
　プラスチックの使用量を減らすには、まず不要なものはもらわない、買わない、
使うのであれば環境に配慮したものを選択することが大切です。必要な分だけ選択
したうえで使い、使った後はどう排出する（資源化する）かを考えましょう。

⃝７月から全国でレジ袋が有料化されました
　�　レジ袋の過剰な使用を抑制するとともに、普段何げなくもらっていたレジ袋が
本当に必要なものかを考え、ライフスタイルを見直すきっかけにしましょう。

� 【マイバッグを自分で作ってみませんか？ ➡ 関連記事５面】

責任とは？つ か う

　レジ袋をもらわない行動は「R
リ デ ュ ー ス

educe（ごみを作らない）」、マイボトル・
マイカップ・マイ箸等を使用する行動は「R

リ ユ ー ス

euse（繰り返し大切に使う）」で
す。これに「R

リ サ イ ク ル

ecycle（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。

３Ｒはごみを減らすキーワード

詳細は2面へ

環境政策課☎ 724・4379問

　プラスチックは、とても便利な素材です。成形しやす
く、軽くて丈夫で密閉性も高いため、さまざまな製品に
なり、あらゆる分野で私たちの生活に役立っています。
その一方で、環境負荷の一因ともなっています。
　日常にあふれるプラスチックについて、「つくる」
「つかう」の両面から考えてみましょう。

つ
く
る
責
任

つ
く
る
責
任

つ
か
う
責
任

つ
か
う
責
任

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
考
え
る

容器包装プラスチックと
製品プラスチックの違い

知っていますか？
　容器包装プラスチックとは、中身を取り出したり使い切ったりした後不要になるプ
ラスチック製の容器や包装のことで、上の写真の点線部分が容器包装プラスチックの
代表的なものです。市では、JR横浜線以南地域の容器包装プラスチックを資源化し
ています。
　製品プラスチックとはバケツやごみ箱など、製品そのものがプラスチックでできて
いるものです。
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　S
エスディージーズ

DGs（SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS〔持続可能な開発目標〕）
とは、2015年の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよ
りよい世界を目指すための国際的な目標で、17のゴールがあります。
　プラスチックを適切に使用し、適正に排出することは、17のゴールのうち
右の4つにあたります。将来にわたって持続可能な社会を作り上げるため、一
人ひとりがつかう責任を考え、できることから始めてみませんか。

プラスチックが抱える課題プラスチックが抱える課題
　プラスチックは作るとき、処理するときに環境への負荷がかかりま
す。また、リサイクルするときもすべてを資源化できるわけではなく、
さまざまな課題を抱えています。

プラスチックをプラスチックを

▶原料となる化石燃料（天然資源）の枯渇
▶製造する際、二酸化炭素が排出される

作るときの課題

▶細かい分別が必要、コストがかかる
▶国内の再資源化の体制が整っていない
▶�かさばるため輸送効率が悪く、燃料を
多く使う

▶燃焼する際、二酸化炭素が排出される
▶海洋プラスチック問題
　➡ 年間推計800万トンのプラスチック

が世界の河川等から海洋に流入して
おり、このままでは、2050年には
海洋中のプラスチックが魚の量を上
回る見込みです。

処理するときの課題 ステイホームでごみの量が増加！？
　新型コロナウイルス感染防止のため、外出を控えて家で過ごす時
間が多くなった今年の4月、市内のごみの量が前年同月比で8％増
加しました。食事のテイクアウトやデリバリーの増加等で、プラス
チック製容器の排出量が増えたことも一因と考えられます。

　たくさんの激励の手紙やマスク、あたたかいお声掛けをい
ただき、ありがとうございます。
 問  3R推進課☎�797・7111

市民の皆さんからごみ収集作業員へ

たくさんのお心遣いをいただいています

市の取り組み市の取り組み

　市ではJR横浜線以南の地域で容器包装プラスチックを回収し、南町
田にある「リレーセンターみなみ」に設置した容器包装プラスチックの
圧縮梱包設備で中間処理を行い、資源として搬出しています。今後、同
様の施設を整備し、回収を市内全域に拡大することで、プラスチックの
資源化をさらに進めていきます。

容器包装プラスチック中間処理（圧縮梱包）施設
市内で稼働中市内で稼働中！！
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　現在建設中の町田
市バイオエネルギー
センターの不燃・粗
大ごみ処理施設で
は、不燃ごみ・粗大
ごみの中から資源化
できる製品プラスチ
ックを選別・回収し
ます。

資源化できる製品プラスチックを選別します
2022年1月稼働予定の町田市バイオエネルギーセンターで2022年1月稼働予定の町田市バイオエネルギーセンターで

プラスチックやごみのこと、もっと知ろう！
ごみ減量の最初の一歩。

⃝町田市ごみ分別アプリ
　資源とごみの分別・収集日の確認
ができるアプリです。出したい資源や
ごみを用語・種類から検索し、分け方
・出し方を確認することもできます。
　また、台風や降雪などの荒天時の収集情報や、リサイクル関連の
イベント情報などをお知らせします。

⃝SNSでごみや環境に関する
　情報を配信しています

Instagram・Twitter「町田市ごみ
ナクナーレ（町田市公式）」
　ごみの分別や収集状況などをお伝
えします。

Instagram・Twitter「ハス
のん（町田市公式）」
　エコ情報やハスのんの日常
をお届けします。ハスのんの
意外な一面が見られるかも！

TwitterInstagram

TwitterInstagram
町田市エコ
キャラクター
ハスのん

ご存じですか？ SDGs

環境政策課☎ 724・4379問

⃝におい対策には生ごみの水切りが重要！
　生ごみの80％は水分で、ひと絞りするだけで8％の水分を減
らすことができ、においの軽減やごみの減量につながります。

夏は家庭ごみが増える季節です夏は家庭ごみが増える季節です
⃝マイボトルを利用しよう！

　暑くなる夏は、飲料の消費量が増え、ペットボトル容器等
の排出が増加します。
　まずは、排出量削減のため、マイボトル等を利用して水分
補給をしましょう。それでも出てしまったペットボトル容器
等は、ごみにせずにリサイクルしましょう。 

ios版Android版
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新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の詳細は
町田市ホームページをご覧ください
市HP 新型コロナウイルス感染症　経済支援一覧  検索

中小企業者家賃補助金（第２弾）
問町田市中小企業者家賃補助担当（産業政策課内）☎☎７２４・１１３６

　新型コロナウイルス感染症に対する警戒・対策が必要な状況が続いていま
す。今後も資金繰りへの圧迫が続くことが懸念される市内事業者の事業継続
を支援するため、中小企業者家賃補助第２弾として対象期間や補助金額を拡
充します。
【拡充ポイント】
①対象条件の売上高１５％以上減少の対象期間を２０２０年１月〜５月のうち、い
ずれか２か月から２０２０年１月〜７月のうち、いずれか２か月に拡大
②補助対象経費（支払い済み家賃）の対象期間を、２か月分から４か月分に拡大
③補助金額上限を１事業所当たり８０万円(１か月上限２０万円)に拡大
○対象
　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
店所在地が市外でも可）②市内に事業用の建物を賃借し、生産や販売、サービス
提供等を行っている③２０２０年１月～７月の売上高（いずれか２か月）が前年同月
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
※創業して間もない方など前年売上高との比較ができない場合は、緩和要件
があります。
○補助対象経費
　２０２０年１月～７月における１か月の支払い済み家賃の２分の１を、４か月分
補助します（管理費・共益費含む。ただし、駐車場・倉庫は補助対象外です）。
○補助金額
　家賃支払い済み額４か月分×補助率２分の１
　１事業所当たり上限８０万円（１か月上限２０万円×４か月分）
※２０２０年７月２１日以前に第１弾を申請した事業者には、 市から個別に申請書
類案内を送付します。既に交付した補助金と異なる月の家賃についての追加
補助を申請することができます。
○申請方法
　申請書類一式（町田市ホームページでダウンロード）をそろえ、９月３０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（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２）へ。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から申請は原則郵送ですが、事前予約
による窓口での相談・申請も可能です。事前予約・相談は、町田市中小企業者家
賃補助金担当にお問い合わせください。また、提出いただいた書類は返却でき
ません。郵送は簡易書留等郵送物の追跡ができる方法をおすすめします。
※対象者の緩和要件や申請方法等の詳細は、町田市ホームページをご覧ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

　所得の低いひとり親世帯等の方を対象に、子育ての負担の増加や収入の減
少等を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
【給付内容】
○基本給付
　１回に限り、１世帯５万円（第２子以降は１人につき３万円追加）
○追加給付
　１回に限り、１世帯５万円
※追加給付は、対象者（下表参照）のうち①②の方で、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象（生活保護受給者を
除く）

申請期限は９月１１日㈮までです
特別定額給付金の申請はお早めに
　特別定額給付金の申請手続きはお済みですか。まだ申請がお済みでな
い方は、お早めに手続きをお願いします。
問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９（受付時間＝月
～金曜日、午前９時～午後６時）

新型コロナウイルス感染症　給付金等の緊急支援事業のお知らせ

新型コロナウイルス感染症　感染予防にご協力ください

対　象
申請方法

基本給付 追加給付 申し込み先

①２０２０年６月分の児童扶養手当の支給
を受けている方
※児童扶養手当支給口座へ支給します。

申請不要
（給付を希望
しない方は
届出が必要）

申請が
必要

申請書（児童扶養手
当を受給している
方またはひとり親
世帯で児童育成手
当を受給している
方は子ども総務課
から送付、同手当を
受給していないが
左記条件に当ては
まる方はまちだ子
育てサイトでダウ
ンロード）に必要事
項を記入し、必要書
類を添えて、２０２１
年２月２６日まで（必
着）に郵送で子ども
総務課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－
２２）へ。

②公的年金等を受給しており、２０２０年６
月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
れる方（既に児童扶養手当受給者として
認定を受けている方だけでなく、申請事
由発生時に申請していれば、２０２０年６月
分の児童扶養手当の支給が公的年金等の
受給により全額または一部停止されたと
推測される方を含む）

申請が必要

③２００２年４月２日以降に生まれた（一定
の障がいがある場合は２０歳の誕生日の
前月までの）児童を監護養育しているひ
とり親世帯等で、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方

申請が必要 対象外

納税等が困難な方はご相談ください
　納税の支払い等お困りの方はご相談ください。猶予制度等があります。

市　税 納税課☎☎７２４・２１２２
都民税 八王子都税事務所☎☎０４２・６４４・１１２２

国民健康保険税 保険年金課☎☎７２４・２１２４
後期高齢者医療保険料 保険年金課☎☎７２４・２１４４

介護保険料 介護保険課☎☎７２４・４３６４

「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

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）不安に思う方（微熱や軽い咳、感染したかもしれない）

専門的な助言が
必要な場合

かかりつけ医に電話相談
してから受診

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない
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 ●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・検査センター等で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

市内の医療機関を受診し、PCR検査が必要と判断PCR検査が必要と判断

受診前に必ず電話してください

接触感染にご注意ください
　新型コロナウイルスの感染経路として、飛

ひ

沫
まつ

感染のほか、接触感染に
注意が必要です。人は１時間に平均２３回、無意識に顔を触っていると言
われています。ウイルスは顔の粘膜（目・鼻・口）から感染するため、流水
とハンドソープで手洗いをしてウイルスを減らしましょう。
手洗いの４つのタイミング

問保健総務課☎☎７２４・４２４１

新型コロナウイルス感染防止と熱中症対策
　再び新型コロナウイルス感染症が拡大しています。感染予防を継続し、
自分も周囲の人も守りましょう。また、熱中症にも注意が必要です。
○人との距離は２ｍ以上空け、密閉・密集・密接を避ける
○正しい手洗いと咳エチケット
○毎日定時に検温等の健康チェックを行う
○テレワークや時差出勤等の新しい働き方を選択する
○マスクの着用時は激しい運動を避け、のどが渇いていなくてもこまめ
に水分補給を行う
○エアコンを使用している間もこまめに換気を行う
○屋外で人と十分な距離（約２ｍ）が確保できる場合は、マスクを外す

①外出から帰った時
②咳やくしゃみ、鼻をかんだ時
③ご飯を食べる前と後
④病気の人のケアをした時
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募　集募　集
児童青少年課

会計年度業務職員（児童厚生員）
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は子
どもセンターつるっこ
で配布します（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
対保育士、幼稚園・小学校・中学校・高
校教諭免許のいずれかの資格を有す
る方

任用期間９月１７日～２０２１年１月６日
勤務時間午前９時３０分～午後６時１５
分、月１６日
勤務場所子どもセンターつるっこ
募集人数１人
報酬月額１９万２２００円（実働７時間
４５分）／別途、通勤手当相当分支給
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、８月１４日まで（必着）に、直
接または郵送で子どもセンターつる
っこへ。
※８月４日、１１日、１２日は休館日のた
め、受け取りできません。
問子どもセンターつるっこ☎☎７０８・
０２３６

お知らせお知らせ
児童扶養手当

現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました

ので、提出をお願いします。
　現況届を提出しない場合は、１１月
分（翌年１月振り込み）からの手当が
受けられなくなります。
　なお、手当の受給開始から５年を
経過した方等には６月下旬に「児童
扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」を送付していますので、現況
届と一緒に提出してください。こち
らの提出がない場合や提出が遅れた
場合は、１１月分からの手当が２分の
１に減額されます。
提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３１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防止のた
め、同封の返信用封筒を使用し、原則
郵送での提出にご協力ください。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

測 量 実 施 の お 知 ら せ
　市では、国土調査法に基づく都市

再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
　測量の際、やむを得ず私有地に立
ち入る場合があります。測量者は町
田市発行の土地立入証を携帯してい
ますので、不審な時は証票の提示を
お求めください。ご理解ご協力をお
願いします。
実施期間８月上旬～２０２１年３月下旬
測量場所鶴川４丁目の一部
問道路管理課☎☎７２４・１１５５
大地沢青少年センター～２０２１年２
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８月１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。
※２月２日、９日、１２日、１６日、２４日は
利用できません。

町 田 市 民 ホ ー ル 
休 館 の お 知 ら せ
　改修工事のため、２０２１年１０月
～２０２３年１月は全館休館を予定
しています。ご理解ご協力をお願
いします。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、町田
市民ホール☎☎７２８・４３００

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用 問市政情報課（市政情報やまびこ）
　☎☎７２４・８４０７

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用ください。
　市が行う業務は「情報公開制度」や
「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。
●「情報公開制度」とは
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせください。
●「個人情報保護制度」とは
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。
●「会議公開制度」とは
　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や町田
市ホームページ等でお知らせしてい

ます（開催状況は表３を参照）。
●「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
ください。職員が分かりやすく説明
します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担
当課で文書の検索、公開・開示等の決
定をするので手続きには数日かかり
ます。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。

　その他、公表を前提として作成さ
れたもの、市政の推進や市民の理解
を得るために提供することが望まし
いものは、本紙や町田市ホームペー
ジ等で情報提供を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用ください。

表１ �２０１９年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 ４５（うち取り下げ４）

決定内容別件数

公開 １７
部分公開 ２２
非公開 ２
不存在 １１
存否応答拒否 ０
合　計 ５２

※１件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計
と請求件数は一致しません。

表２ �２０１９年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 ６７（うち取り下げ３）

決定内容別件数

開示等 ３０
部分開示等 ３６
非開示等 ２
不存在 ２４
存否応答拒否 ０
合　計 ９２

※「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の
中止」をいいます／２０１９年度は、すべて開示請求でし
た／１件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合
計と請求件数は一致しません。

表３ �２０１９年度審議会等の会議の
開催状況

開催した会議の回数合計 ８７４

内　訳
公開 １８１
一部公開 １
非公開 ６９２

※傍聴人数は３５０人です。

表４ �情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子請
求、ＦＡＸ 窓口のみ

費　用 無　料 無　料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希望す
る方は、送料は請求者負担となります。

未来の未来の場場
かたちかたち

⑱⑱みんなでつくる みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来
公共施設の複合化に関する
� アンケ―トにご協力ください まちだの未来を描く計画づくり
　２０１８年６月に策定した「みんなで描こう　より良いかたち　町田市公共
施設再編計画」に基づき、公共施設の複合化の検討を進めています。
　たくさんある公共施設のうち、まずは、多くの老朽化してきた公共施設が
点在する町田駅周辺を取り上げ、特に建物が古く、早期に検討が必要な町田
市保健所（中町庁舎）と、同じ保健機能である健康福祉会館の集約・建て替え
について考えています。その他の地域の公共施設では、教育センターの建て
替えについて考えています。
　検討にあたって、皆さんからもアンケート形式でご意見やアイデアを募集
していますので、ぜひご協力ください。

　「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」で描いている３つの「なりたい
まちの姿」をご存じですか。
○ここでの成長がカタチになるまち
○わたしの“ココチよさ”がかなうまち
○誰もがホッとできるまち
　これらは、２０１９年度から市民の皆さんと一緒に
考えてきた、まちだの未来を描くキーワードです。
　この姿をもっと具体的に、どうやって実現して
いくか、ビジョンをカタチにしていくための計画づくりも始まっています。
　福祉や市民活動、都市づくり、環境形成など、多くの分野が横につなが
って、計画づくりに取り組むことで、みんなで描いた「なりたいまちの姿」を
しっかりとカタチにしていきます。

回答方法　町田市ホームページの
「公共施設についてみんなで考える
場『知ろう！考えよう！公共施設のよ
り良いかたち』を開催しています」の
ページ内にあるアンケート専用フォ
ームから回答。
回答期限　１２月６日㈰まで

公共施設見
直し（再編）
キャラクター

次号から、それぞれの計画づくりの様子をお知らせしていきます。

アンケート専用フォ
ームはこちらから

▲ワークショップの様子

➡

問企画政策課☎☎７２４・２１０３

問�企画政策課☎☎7２４・２１03、都市政策課☎☎7２４・４２４8、福祉総務課☎☎7２４・２１33、環境政策課☎☎7２４・４386

Vol.１

ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

誰もがホッと
できるまち
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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

せせらぎの里　町田市自然休暇村～
２０２１年２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８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）。
※２月１日～４日、９日、１０日、１６日～
１８日、２５日は利用できません。

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。

土曜日開催！平日お忙しい方も成瀬
へＧＯ！

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】
　資格や経験は不問です。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。
対介護施設に就職を希望する方
日８月２２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
＝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
健康寿命を延ばそう！

フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。

運動・栄養・口
こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等から現在の
状態を確認し、専門家によるミニ講
座を通じて元気を取り戻すための取
り組みについて学びます。
※動きやすい服装・靴でおいでくだ
さい。
※当日の運営は町田市シルバー人材
センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方
日９月２日㈬午後１時～４時
場なるせ駅前市民センター
定４０人（申し込み順）
申８月４日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００８０４Ｄへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

プラスチックごみを減らそう！
古傘を活用したマイバッグ作りのススメ

問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

９月は東京都の「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

２０２１年７月　オリンピックが町田にやってくる！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

　プラスチックによる海洋汚染や
地球温暖化の懸念が高まる中、日
本でもレジ袋の有料化が始まりま
した。
　同センターでは、古傘の生地を
活用したマイバッグの作り方につ
いてのパネルを掲示し、チラシも
配布しています（実物の展示も有
り）。

　傘を再利用して、軽くてかさば
らず、洗ってもすぐ乾く便利なバ
ッ グ が 作 れ ま
す。レジ袋の有
料化を機会に、
マイバッグを作
っ て み ま せ ん
か。

　日本の自殺者数は減少傾向にあ
るものの、依然として年間２万人
を超える方が亡くなっており、町
田市でも毎年かけがえのない“い
のち”が失われています。市ではこ
うした現状を踏まえ、９月の自殺
対策強化月間に、さまざまな取り
組みを実施します。今年度は、新型
コロナウイルス感染症の影響を考
慮して、８月から普及啓発の取り
組みを開始します。

　町田リス園と協働で、身近な人の
悩みに気付き・支える「ゲートキー
パー」に関するポスターの掲示やゲ
ートキーパーの手引きを記載した
クリアファイルを作成しました。
　９月３０日㈬まで、以下の各駅構
内で配布します。
配布場所ＪＲ横浜線町田駅・成瀬駅
・相原駅、小田急線町田駅・鶴川駅
・玉川学園前駅、東急田園都市線
南町田グランベリーパーク駅・す
ずかけ台駅・つくし野駅、京王相模
原線多摩境駅

　自殺予防・防止を目的とし、各種
相談先の電話番号やＬＩＮＥ ＩＤとゲ
ートキーパーの役割等が掲載され
た、「『悩み』の相談先一覧・ゲート
キーパー手帳」をリニューアルし
ました。
　新型コロナウイルス感染症と関
連する、こころ、ＤＶ、仕事等の相

談先を新たに追加しています。
配布場所各市民センター、各連絡
所、各市立図書館等の市内施設

　自殺の背景には、経済・生活・健康
・家庭問題などの悩みが絡み合っ
ています。市では、その悩みを解決
する糸口を一緒に探すため、精神
保健福祉士や弁護士、ハローワー
ク相談員・社会福祉士・保健師・高
齢者支援センター職員などの相談
員が無料で相談に応じる総合相談
会を開催します。相談のほか、申請
・手続きの助言や関係機関、行政の
担当窓口などをご案内します。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１７日㈭午前１０時３０分～午
後４時
場市庁舎
申８月４日午前９時から電話で健康
推進課へ（相談は３０分単位、相談
内容別に時間指定制、１人２枠ま
で）。
※家族・友人の相談もできます。

　右記二次元バーコ
ードからＹｏｕＴｕｂｅ
の動画を閲覧いただ
き、その後、概要欄に
あるアンケートフォームから問題
に回答していただく形式で行う養
成講座です。
閲覧期間９月３０日㈬まで
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏

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

町田市教育委員会定例会 ８月７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

町田市教育委員会臨時会 ８月１８日㈫午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

会議当日午前９時3０
分から市庁舎１０階会
議室前で抽選問教育
総務課☎☎７２４・２１７２

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

（重点事業検討部会）

８月１９日㈬午
後６時3０分～
８時

市庁舎3階会議
室3－１

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきい
き総務課（☎☎７２４・
２９１６）へ

町田市環境審議会
８月１９日㈬午
後６時3０分～
８時3０分

市庁舎２階会議
室２－２

１０人
（申し込み順）

８月１８日までに電話
で環境政策課（☎☎７２４
・４3８６）へ

　弾道ミサイル情報や緊急地震速
報等が発信されたときに、町田市
防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に試験放送します。
※５月２０日に予定していた試験放
送が中止になったため、臨時で実
施します。
※町田市メール配信サービスに登

録している方には、事前及び当日
にメール等を配信します。なお、災
害等が発生した場合には予告なく
中止する場合があります。
日８月５日㈬午前１１時ごろ
内「これはＪアラートのテストで
す」という音声を３回繰り返し放送
市HP Ｊアラート  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
全国一斉情報伝達試験� 問防災課☎☎７２４・３２1８

※コースは、大会運営上の事由等により一部変更される可能性があります。

八王
子

バイ
パス

相原駅相原駅

橋本駅

多摩境駅

南大沢駅多摩
ニュ
ータ
ウン
通り

町田街道

京王相
模原線

JR横浜線 小山町

小山ヶ丘

坂下
交差点

多摩ニュータウン
入口交差点

町田市内コース図（男女共通）

　１年延期となった東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピック競技大
会で、再び町田市がオリンピック
の自転車競技ロードレースのコー
スとなることが発表されました。
東京の武蔵野の森公園をスタート
し、静岡県の富士スピードウェイ
のゴールを目指します。コース中、
町田市内約３．４㎞（下地図参照）を
通過します。１年後、世界のトップ
アスリートの熱い戦いを町田で応
援しましょう！
　競技の開催概要や最新情報は、
町田市ホームページまたはＴｗｉｔｔ
ｅｒアカウント「町田市オリンピッ

ク・パラリンピック
情報【公式】」（＠ｍａ
ｃｈｉｄａ_ｏｌｙｐａｒａ、右
記二次元バーコー
ド）をご確認ください。
開催日程男子＝２０２１年７月２４日
㈯、女子＝７月２５日㈰

【オリンピック開幕１年前展示】
　自転車競技ロードレースの魅力
や町田市にゆかりのあるアスリー
トを紹介するパネル展示を開催し
ています。
日８月７日㈮まで、午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）

ＹｏｕＴｕｂｅ～市民向けゲートキ
ーパー養成講座「悩んでいる人
にどう気づき、どうかかわるか」悩みの相談先一覧・ゲート 

キーパー手帳のリニューアル

市内各駅での 
普及啓発キャンペーン

総合相談会
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行政経営改革プラン行政経営改革プラン

財政見通し財政見通し

　市ホームページで、ＡＩ（人工知能）を活用したチャットによる検
索ができるようになりました。また、欲しい情報がすぐに見つかる
ようにホームページのリニューアルを行いました。

市民サービスを向上するための取り組み

　自治体間の業務比較分析により、業務プロセスの見直しを行い、
職員１６．７人分の人件費を削減しました。
　職員が市民に伝わる言葉遣いや文書の作成手法等を学び実践す
る、「見直そう！“伝わる日本語”推進運動」を実施しました。また、そ
の中で文書だけではなく、窓口での接客も常に“伝わる日本語”を
意識するため、「町田市伝わる日本語推進宣言」を行いました。

市役所業務の生産性を向上する�
ための取り組み

　歳入は、徴収率の向上や景気の回復傾向などから「市税」が計
画額を上回ったほか、いずれの項目でも計画額を上回りました。
　歳出は、義務的経費では「扶助費」、その他の経費では「繰出金
等」などが計画額を下回りましたが、その他の経費のうち「経常
事業費」や「政策的事業費」が計画額を上回りました。

※�表の金額は、四捨五入による端数処理を行っているため、合計額と合致し
ない場合があります。

計画額（一般財源）【歳入－歳出＝△32億円】
歳
入

896
億
円

市税 676億円
譲
与
税・

交
付
金
等

　114
億
円

そ
の
他

　 70
億
円

そ
の
他

　 70
億
円

基金繰入金 36億円

歳
出

928
億
円

義務的経費
410億円

経常事業費
232億円

繰出金など
209億円

その他の経費 518億円

経常事業費
262億円

繰出金など
185億円

基金繰入金 57億円決算見込額（一般財源）【歳入－歳出＝45億円】

歳
出

941
億
円

義務的経費
415億円

その他の経費 526億円

歳
入 市税 690億円

986
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　79
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　77
億
円

譲
与
税・

交
付
金
等

　124
億
円

そ
の
他

　 115
億
円

そ
の
他

　 115
億
円

　「新しい暮らしの拠点」をつくり出していくプロジェクトとして、官民連携により都市基
盤、都市公園、商業施設、駅などを一体的に再整備し、２０１９年１１月に＂すべてが公園のよう
なまち＂南町田グランベリーパークのまちびらきを行いました。

多摩都市モノレールの町田�
方面延伸の早期実現に向けて

　モノレールの導入空間となりうる
都市計画道路の事業用地の先行取得
を進めるため、「多摩都市モノレール
町田方面延伸加速化プロジェクト」
を立ち上げました。引き続き、町田方
面延伸の早期実現を目指し、取り組
んでいきます。

町田ならではの英語教育「えいごのまちだ」を実施
～国際社会で活躍できる人材を育成

　２０２０年度から実施されている小
学校英語の教科化を、全国に先駆け
て市内すべての小学校で実施してい
ます。また、小学校における放課後英
語教室の実施校の拡充や、小学校英
語と中学校英語をつなぐ町田市独自
のカリキュラムの作成等を通じて、
英語教育の充実を図っています。

　南町田子どもクラブ「つみき」、小
山子どもクラブ「さん」を整備し、
２０１９年度は市内の子どもクラブは
5施設となりました。また、三ツ目山
公園内（小山ケ丘）に市内4か所目と
なる常設型の冒険遊び場をオープン
しました。

子どもクラブ・冒険遊び場をオープン
～子どもたちが多様な居場所を選択できる環境を整備

町田薬師池公園�
四季彩の杜　西園を整備

　「やくしの時
と

間
き

」を体験で
きる、町田薬師池公園四季
彩の杜の玄関口として、町
田産の食材を使った料理が
楽しめるカフェ・レストラ
ンや体験工房などからな
る、ウェルカムゲートの整
備が完了しました。

小山子どもクラブ「さん」 南町田子どもクラブ「つみき」

重点事業プラン重点事業プラン
まちのぜんぶが“パーク”となる
南町田グランベリーパーク　まちびらき

●地域の交通拠点としての利便性が向上�
　� 南町田グランベリーパーク駅
　北口駅前広場（＝左写真）や、駅の南北を結ぶ自由通路とともに、駅も大
幅リニューアル！緑・水があふれる魅力的で便利なまちの玄関口が生ま
れました。また、全日、急行列車の停車駅となり、利便性が向上しました。

●まちの中心となる幅広い世代のつながりの場�
� 　パークライフ・サイト
　六本木から移転した「スヌーピーミュージアム」は、町田の子どもたち
が英語を学ぶ場所にもなります。まちライブラリー、南町田子どもクラブ
「つみき」など、魅力的な機能がそろいました。

あなたの夢をみんなで実現！
まちだ○

まる

ごと大作戦18－20を実施
　「まちだ○

まる

ごと大作戦
１8－２０」のスタートか
ら２年が経過し、１６3件
の取り組みが実施に結び
つきました。市内各地域
でさまざまな盛り上がり
を見せ、人と人との新た
なつながりが生まれまし
た。これからも、市民や地
域と行政が一緒になっ
て、みんなのやりたい夢を実現していきます。

ラグビーワールドカップ
201９™交流事業を実施

　公認チームキャンプ地
として、ナミビア代表チー
ムを受け入れました。公開
練習見学、ラグビー体験に
より、スポーツを通した選手と市民との交流を行いました。また、茶道の体
験や町田リス園でのイベントを通して、選手に日本文化と町田の魅力を体
験していただきながら、市民との交流を深めました。

小・中学校で、ICTを活用した授業を実施
～子どもたちの考える力・判断する力・表現する力を育む

　すべての小・中学校にタブレット型のＩＣＴ端末を導入し、すべての小学校と
中学校１3校にプロジェクター等の大型提示装置を設置しました。ＩＣＴを活用
した授業により、児童・生徒の学習意欲を引き出し、課題を見つけて解決する
力を育てていきます。

ユニセフ「子どもにやさしいまち
世界サミット201９」に参加

　ドイツのケルン市で開催
されたユニセフ「子どもに
やさしいまち世界サミット
２０１９」に、日本代表として
市内在住の中学生・高校生
が市長とともに参加し、子
どもの参画や世界の取り組
みについて意見交換を行い
ました。

市民参加型事業評価の実施
　より多くの市民の声を反映するため、市民参加型事業評価で、ラ
イブ配信やインターネット投票を実施しました。また、子どもにや
さしいまちを実現するため、初めて高校生世代の若者が話し合い
により評価対象事業を選び、すべての事業に評価人として参加し
ました。

2019年度の計画額と決算見込額との比較2019年度の計画額と決算見込額との比較

こんなことに取り組みましたこんなことに取り組みました

計画の達成状況計画の達成状況

こんなふうに進んでいますこんなふうに進んでいます

三ツ目山冒険遊び場

20192019年度年度ははこんなことこんなことにに取り組み取り組みましたました
まちだの未来の設計図 町田市5ヵ年計画17－21町田市5ヵ年計画17－21

　皆さんは「町田市5ヵ年計画１７－２１」をご存じですか。
　これは、町田市の基本計画である「まちだ未来づくりプラン
（２０１２年度～２０２１年度）」の後期5年間の計画で、市が力を入れて取
り組む事業を示したものです。
　市民の皆さんや市外に住む方に「まちだって住みやすい」「このま

ちが好き」と思ってもらえるよう、町田市を元気にするためのいわば
「まちだの未来の設計図」です。「重点事業プラン」「行政経営改革プラ
ン」「財政見通し」の3つで成り立っています。
　この計画に基づいて、２０１９年度に取り組んだ事業の主な成果を
紹介します。 問経営改革室☎☎７２４・２５０３

「町田市５ヵ年計画」２０19年度の取り
組み結果は、町田市ホームページまた
は市政情報課（市庁舎1階）、各市立図
書館でご覧いただけます。
市HP� �5ヵ年計画１７-２１ ��� 検索

77％
（99事業中76事業）

76％
（45取り組み中34取り組み）

目標達成率 目標達成率

2019年度に実施した
「重点事業プラン」

2019年度に実施した
「行政経営改革プラン」



8 2020．8．1 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座
大人も子どももホッと一息
ま ち な か シ ネ マ

　新型コロナウイルス感染防止対策
として、消毒液の設置、検温の実施、
座席間隔の確保等を行い、昨年度の
５割程度の座席数で開催します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
ください。
日・内８月１５日㈯午後７時から＝「ス
ポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救
Ｗｏｏ！」、２８日㈮午後７時から＝「ペ
ンギンズ FROM マダガスカル ザ 
・ムービー」／雨天実施
場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

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３７ｃｍ、奥行き３３ｃｍ、高さ３２ｃ
ｍ、重さ約７ｋｇ）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８月２７日㈭、２８日㈮、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申８月４日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００８０４Ａへ。
問３R推進課☎☎７９７・０５３０
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

【町田創業〜ファーストステップ相
談会】
日８月８日、２２日、いずれも土曜日午
後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
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①８月２１日㈮午後２時～３時②８月
２１日㈮午後３時１５分～４時１５分③８
月２６日㈬午後２時～３時④８月２６日

㈬午後３時１５分～４時１５分
内①基礎・経営～フレームワークを
使い、他社との差別化や経営戦略を
具体的に考えよう②基礎・財務～利
益を出すための必要売上高の考え方
を知ろう③基礎・人材育成～言いづ
らいことを上手に伝えるコミュニケ
ーションを学ぼう④基礎・販路開拓
～基本的な販路開拓の手法を知ろう　
講①イグナル・コンサルティング　
林早苗氏②（株）ウィルパートナーズ
・馬場郁夫氏③（株）ブルーコンシャ
ス代表取締役・森川祐子氏④中小企

業診断士和泉朱美事務所・和泉朱美
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で申し
込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎☎８５０
・８５２５、町田市産業
政策課☎☎７２４・２１２９

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

障がいがある方へ

心身障害者福祉手当・心身障害者（児）医療費助成制度のお知らせ
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

該当する方は申請を
心身障害者福祉手当

　心身障害者福祉手当（表１参照）
は、８月に年度の更新を行います。こ
れまでに申請をして所得超過により
却下となった方で、２０２０年度（２０１９
年中）の所得が限度額内の場合は、８
月中に再度申請をしてください。
　所得限度額等の詳細についてはお
問い合わせください。
※現在手当を受給中で、２０２０年度
の所得が限度額を超える方には別途
通知を送付します。

心身障害者（児）医療費助成制
度⃝障受給者証を更新します

　重度の障がい者（児）（身体障害者
手帳１・２級〔内部障害は３級も含む〕、
愛の手帳１・２度、精神障害者保健福

祉手帳１級）の方を対象とした心身
障害者（児）医療費助成制度⃝障受給者
証の更新を行います。
　所得制限基準額を超える方（表２
参照）、６５歳以上で初めて申請する
方、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちで住民税が課税の方は対象外で
す。
　引き続き助成が受けられる方に
は、９月からの新しい受給者証を８月
下旬にお送りします。また、所得が基
準額を超える等で受給資格が無くな
る方には、資格消滅通知書をお送り
します。
　なお、以前、所得超過で受給資格を
喪失した方も、所得（表２参照）によ
って対象となる場合があります。詳
細はお問い合わせください。
※有効期間の過ぎた受給者証は障が
い福祉課へお返しください。

　一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。工事が完了した日から３か月以内に申告してください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。また、「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎２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）。

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度

対　象 内　容 減額期間

耐震
改修

1982年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基
準に適合させるよう改修工事を行ったもの（工事費用が
50万円を超えた場合）
※市から補助金が出ている耐震工事を行っていても、
「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準を
満たさないため、軽減措置の対象外です。

1戸当たり床面積120㎡相当分を上限として、固定資産
税額の2分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の
2を減額。

2020年1月2日～2022年3月31日に工事が完了した場
合＝改修工事が完了した年の翌年度1年度分
※ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定
する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は
翌年度から2年度分。

バリア
フリー
改修

新築された日から10年以上を経過した住宅（賃貸住宅を
除く）で、65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を
受けている方、障がいのある方で障害者手帳等をお持ち
の方が居住し、バリアフリー改修工事を行ったもの（補
助金等を除く工事費用が50万円を超えた場合）

1戸当たり床面積100㎡相当分を上限として、固定資産
税額の3分の1を減額

2022年3月31日までに工事が完了した場合＝改修工事
が完了した年の翌年度1年度分

省エネ
改修

2008年1月1日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除
く）で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行ったも
の（窓の断熱改修工事必須、補助金等を除く工事費用が
50万円を超えた場合）

1戸当たり床面積120㎡相当分を上限として、固定資産
税額の3分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の
2を減額。

2022年3月31日までに工事が完了した場合＝改修工事
が完了した年の翌年度1年度分
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、
2020年1月2日～2022年3月31日までに行われた改修
工事が対象。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、各自の申告により同時に適用されますが、耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。

問資産税課☎☎７２４・２１１８

表1　心身障害者福祉手当の概要

対象者
所得限度額

（2019年中の所得） 手当額
（月額）扶養人数 受給者本人所得

①～④のいずれかに該当する、心身に障がい
がある20歳以上の方
①身体障害者手帳1･2級②愛の手帳1～3度
③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※新規で申請する方は65歳未満であること。
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除き
ます。精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

0人 360万4000円

1万5500円

1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円

以降、扶養人数1人につき38
万円加算

※所得限度額は目安であり、個別に判断をする必要がありますので、詳細はお問い合わ
せください。

表2　心身障害者（児）医療費助成制度の所得制限基準額
○適用期間＝9月1日～2021年8月31日
扶養親族等の数 所得制限基準額（2019年中所得）※所得制限基準額を超える

方は対象になりません。
※20歳未満の方は、国民健
康保険の世帯主、または社会
保険の被保険者の所得です。
※20歳以上の方は、障がい
者ご本人の所得です。

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円
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町田ファミリー・サポート・センター
子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮ください。
日・内９月１日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝子ども
の食事、３日㈭、午前１０時～正午＝子
どもの発達と遊び、午後１時～３時＝
心・体の発達と病気、４日㈮、午前１０
時～正午＝保育の心、午後１時～４時
＝普通救命講習
※初日に、会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ちくだ
さい。
場町田市民フォーラム
費１４００円（普通救命講習の教材費）

申８月２５日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎☎７０３・３９９０返７３２
・３１９３）へ。保育希望者（３歳以上の
未就学児、各４人〔入会説明会を除
く〕、全回受講者優先）は併せて申し
込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
稲城の梨狩り体験

ウ ォ ー キ ン グ ツ ア ー
　市では、周辺自治体と連携した観
光事業を進めています。その一環と
して、稲城市で妙覚寺や穴澤天神社
などを散策し、梨狩り体験を行うツ
アーを開催します。昼食は、①あかり
や弧仙（梨そば）または②グリーンワ
ールドカフェ（南山オムライス）のい
ずれかを選べます。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の方
日９月６日㈰午前９時～午後１時ごろ
（小雨実施）
※集合は京王相模原線京王よみうり

ランド駅、昼食場所で解散。
定３６人（抽選、結果は８月２１日まで
に通知）
費１５００円（保険料、昼食代等）
申「稲城ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名・年齢・性別、昼食の
希望（①または②）を明記し、８月１８
日まで（必着）に郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールでＪＴＢ東京多摩支店「ウォー
キングイベント係」（〒１９４－００２３、
立川市柴崎町２－１２－２４、ＭＫ立川
南ビル３階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉ
ｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

忠生公園
夜 の 自 然 観 察 会

【セミの羽化とカラスウリの開花観
察】
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日８月８日㈯午後６時３０分～８時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申８月３日午前９時から電話で同公園
（☎☎７９２・１３２６）へ。

まちだ創業スクール２０２０
問町田商工会議所☎☎7２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎7２４・２１２９

　ネットショップ開設を中心とし
た「副業コース」と本格的な創業を
目指す方向けの「本格コース」があ
ります。事前に無料で受講できる
プレセミナーも用意しました。受
講スタイルは通学講座またはＷＥ
Ｂ講座を選択できます。創業知識
習得の場としてご利用ください。
※町田商工会議所と共催です。
場同会議所

※ＷＥＢ講座は同会議所ホームペ
ージで行います。
申受講申込書（同会議所、産業政策
課〔市庁舎９階〕、各市民センター、
各市立図書館等に有り）に記入し、
郵送またはＦＡＸで同会議所へ（同
会議所ホームページ
〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも
可）。

国際版画美術館

各種イベントのお知らせ
問同館☎☎7２６・２８８９、２77１

【①浮世絵摺
す

り体験　２０２０「多色
摺りに挑戦～重ねて発見！！錦絵
の魅力」】
　同館の収蔵作品をもとに作られ
た樹脂製の版木で、１人１枚ハガキ
サイズの４色摺りを体験できます。
※小学３年生以下のお子さんは保
護者同伴でおいでください。
日８月７日㈮～１０日㈷、午前１０時
～正午、午後１時～４時（１回２０分
程度）
場同館市民展示室

制作見本（ハガキサイズ）

【②企画展「インプリントまちだ展
２０２０」関連イベント～プロムナ
ード・コンサート　音楽で綴

つづ

る　
夏の思い出】
　町田のスポーツ・記憶・自然・市
街地の人々に取材した版画ととも
に、お楽しみください。
日８月８日㈯、午後１時から、午後３
時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール

※座席の用意はありません。なお、
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。
出演後藤泉（ピアノ）、渡辺淳（尺八）

【③版画体験イベント　Ｍｙ　ｌａｎ
ｄｓｃａｐｅ～風景の手ぬぐい】
　さらしにスタンプを押して涼や
かなミニ手拭いを作ります。
※未就学児は保護者同伴でおいで
ください。
日８月１５日㈯、午前１１時～正午、
午後１時～４時（１回２０分程度）
場同館エントランスホール
講アーティスト・田中茜氏
定各４人程度（先着順）

【④林望氏特別講演会～巴
は

水
すい

の心
に映じていたもの】
　大正・昭和に生き、日本中を旅し
ながら郷愁あふれる風景版画を制
作した川瀬巴水の魅力について、
『巴水の日本憧憬』の著者である林
氏にお話しいただきます。
日８月２９日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
講作家・林望氏
定６０人（申し込み順）

◇
申①～③直接会場へ④８月４日正
午～２７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２００８０４Ｂへ。

日　時
定員（抽選） 費用（税込み）
通学
講座

ＷＥＢ
講座

通学
講座

ＷＥＢ
講座

プレセミナー 9月5日㈯午後6時～8時

各20人

上限無し

副業コース
10月2日㈮、6日㈫、9日㈮、
13日㈫、16日㈮、23日㈮、
午後6時30分～9時、全6回

各50人 いずれも
3000円

いずれも
1000円

本格コース
11月14日、21日、28日、
いずれも土曜日午前10時
～午後4時、全3回

生涯学習センター

まちだ市民大学HATS 夏季特別講座
場・問同センター☎☎7２８・007１

講座名 日　時 講　師 定員
（申し込み順）

人間科学講座～老化しない脳と
身体をつくる

8月23日㈰
午後2時～4時

東京大学名誉教授
・石浦章一氏 22人

まちだの芸術・文芸～町田市ゆ
かりの作家たち

8月26日㈬
午前10時～正午

元和光大学教授・
三上豊氏 20人

こころとからだの健康学～健康は
足もとから　シューフィッターが教
える　失敗しない靴選びのコツ！

8月27日㈭
午前10時～正午

足と靴と健康協議
会事務局長・木村
克敏氏

14人

町田の歴史～市域の歴史に見る
感染症との闘い　疫病克服に奮
闘した人びと

8月28日㈮
午前10時～正午

町田市文化財保護
審議会委員・鶴巻
孝雄氏

49人

まちだの水とみどり入門～鶴見
川下流を豪雨氾

はん

濫
らん

からまもった
のは町田の緑

8月31日㈪
午後6時～8時

慶應義塾大学名誉
教授・岸由二氏 35人

くらしに活きる法律～「生活時
間アプローチ」から考える真の
働き方・生き方改革　職場、家
庭、地域と時間資源のあり方に
関するパラダイムシフト

9月4日㈮
午後6時～8時 弁護士・圷由美子氏 23人

申８月３日午前９時から電話で同センターへ。

２０２０年度後期ことぶき大学
問生涯学習センター☎☎7２８・007１

　詳細は、募集案内（生涯学習セン
ター、各市民センター、各市立図書
館等で配布）をご覧ください。
対市内在住の２０２０年４月１日現在
６０歳以上の方
場①生涯学習センター、中央図書
館　他②～⑥生涯学習センター⑦

堺市民センター
申１次受付＝８月１日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネッ
ト）へ（コードは下表参照）／２次
受付＝８月５日正午～２４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。

講座名 日時／定員 イベシスコード

①まちだ探
たん

・探
たん

ゼミナール 9月3日～2021年2月18日の原則木曜
日の午後、全13回／10人（抽選） 200805A

②音楽コース 9月15日～11月17日の火曜日午後2時
～3時30分、全6回／30人（抽選） 200805Ｂ

③教養コース 9月30日～2021年1月20日の水曜日午後
2時30分～4時30分、全6回／49人（抽選） 200805C

④歴史コース 10月8日～12月3日の木曜日午後2時
30分～4時30分、全6回／49人（抽選） 200805D

⑤健康コース 10月16日～12月25日の金曜日午前10
時30分～正午、全6回／30人（抽選） 200805Ｅ

⑥くらしコース 12月2日～2021年3月10日の水曜日の
日中、全6回／49人（抽選） 200805F

⑦音楽（堺）コース 2021年1月7日～3月25日の木曜日午
後2時30分～4時、全6回／30人（抽選） 200805G
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ご利用ください！
移動図書館そよかぜ号
　そよかぜ号は、図書館が遠い地域
の方でも本が借りられるように、約
3500冊の本や雑誌を積み、市内59
か所を巡回しています。各巡回場所

に2週間に1度、30分～50分間停車
します。
　そよかぜ号では、本の予約サービ
スや、利用券の発行も行っています。
　巡回日程・場所は、町田市立図書館
ホームページでご覧いただけます。
また、各市立図書館でも巡回日程表
を配布しています。
問さるびあ図書館☎☎722・3768、堺
図書館☎☎774・2131
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。

　特別プログラムは、いずれも竹の
水鉄砲を予定しています。
日8月9日、16日、いずれも日曜日午
前10時～午後3時（雨天実施）
場同センター
定6組（付添人を含めて1組4人以内）
費100～520円（参加プログラムに
よって異なる）

申8月1日午前9時から電話で同セン
ター（☎☎782・3800）へ。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、今回から事前予約制となります。
※当日は、午前10時～午後2時の間
で受け付けしてください（受付時間
内であれば何時からでも参加可）。

催し・講座催し・講座

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　各クラス等の詳細はお問い合わせ
ください対①４～６歳の未就学児（火
曜日と木曜日はＡクラス、水曜日はＡ
・Ｂクラス）②小学生（火曜日と木曜
日はＡ～Ｃクラス、水曜日はＡ・Ｂクラ
ス）／小学生の初めての参加はＡク
ラスからとなります日９月８日～１０
月２９日（９月２２日、２３日を除く）の
火～木曜日、午後３時３０分～７時４５
分（Ａ～Ｃクラス各１時間）定①各１５
人②各２０人／抽選費火・水コース＝
各５６００円（各全７回）、木コース＝各
６４００円（各全８回）申往復ハガキに
必要事項を明記し、８月２０日まで（必
着）に同プールへ
【バランスボールエクササイズ】
対１６歳以上の方日９月３日～１０月
２２日の木曜日、午前１１時～正午、全
８回定１０人（抽選）費６４００円申往復

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。

ハガキに必要事項を明記し、８月２５
日まで（必着）に同プールへ
●町田市フォトサロン☎☎７３６・
８２８１
【しょうぶ・あじさい写真展】
日程８月１２日㈬～２３日㈰場同サロ
ン１階展示室
【はすの花写真展】
日程８月２７日㈭～９月７日㈪場同サ
ロン１階展示室
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　館内清掃のため、８月２４日㈪～２６
日㈬は臨時休館します
●ふるさと農具館☎☎７３６・８３８0
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培しているなたね
から油をしぼります。油は、２５５ｇビ
ン１本７００円で販売します日８月１５
日、９月１９日、１０月１７日、１１月２１
日、いずれも土曜日、販売時間＝午前
９時３０分から（数に限り有り、売り切
れ次第終了）、実演時間＝午前１１時
～午後２時

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【①親子で楽しむ映写会】
　小学生以下のお子さんは保護者同
伴でおいでください日８月４日㈫午
後４時～７時３０分（雨天実施）場ひな
た村てっぺん広場内ゲームコーナー

（一部有料）、夕涼み会、１６ｍｍフィ
ルムの野外映写会／雨天時は屋内で
実施
【②かんたん工作】
　身近な素材を使って遊べる工作を
します。内容は各回ごとに変わりま
す対市内在住、在学の小学生日８月５
日、１２日、１９日、いずれも水曜日午
前９時３０分～正午場ひなた村工作室
定各１０人（申し込み順）費１００円
【③アウトドアクッキング～親子「牛
乳パックｄｅチーズドッグ」】

子どものイベントカレンダー 詳細は、お問い合わせいただくか、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。

対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日８月１０日㈷午前９時３０分～
午後０時３０分（小雨実施）場ひなた村
野外炊事場定２０人（申し込み順）費１
人３００円
【④新・手づくりのじかん～すてっぷ
「森のうちわづくり」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日８月１５日㈯、午前１０時～正
午、午後１時３０分～３時３０分（小雨実
施）場ひなた村レクリエーションル
ーム内森を歩いて見つけた色や模様
を使ってうちわを作る定各１０人（申
し込み順）費３００円
【⑤子どもピザ作り教室】
対市内在住、在勤、在学の小学３年生
～１８歳の方日８月１６日㈰午前１０時
～午後２時（小雨実施、荒天中止）場
ひなた村野外炊事場内ドラム缶ピザ

窯で本格ピザを焼く定１６人（申し込
み順）費４００円
【⑥糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日８月２２日
㈯午後２時～４時場ひなた村工作室
内電動糸のこ盤を使って木のおもち
ゃ作り講町田糸鋸の会定５人（申し
込み順）費３００円
【⑦レッツ！サイエンス　科学クラ
ブ～磁石と電気の作用について】
対市内在住、在学の小・中学生日８月
２３日㈰午前１０時～正午場ひなた村
工作室内方位磁石を磁気センサーと
して電気の性質を学ぶ、観察の仕方
やメモの取り方を学ぶ講工学博士・
貫洞正明氏定１２人（申し込み順）費
３００円

【⑧げんきっず】
対乳幼児とその保護者日８月２７日㈭
午前１０時３０分～１１時場ひなた村カ
リヨンホール内体操、手遊び、お話等
【⑨夏のたき火キャンプファイア】
対市内在住、在学の小学生とその家
族（保護者の同伴必須）日８月２９日㈯
午後４時～７時３０分（荒天中止）場ひ
なた村てっぺん広場　他内キャンプ
ファイア、ナイトゲーム／雨天時は
一部内容を変更して屋内で実施定
３０人（申し込み順）

◇
申①⑧直接会場へ②④⑤電話でひな
た村へ③⑥⑦⑨８月１日午前１０時か
ら電話でひなた村へ／その他の講座
やワークショップについては、ひな
た村ホームページ等をご覧ください

自由民権資料館　企画展

能ヶ谷のかたち～神蔵宗家の史料を中心に
問同館☎☎７３４・４５０８

　能ヶ谷の名主を長年担ってきた
神蔵宗家に残された史料が、2018
年に同館へ寄贈されました。
　この中には、江戸時代に作成さ
れた能ヶ谷の村絵図があり、当時
の村の様子を視覚的に把握できる
ようになりました。また、村がどの
ように治められていたかが分かる
史料や、人々の暮らしの記録から、
かつての能ヶ谷の様子をご覧いた
だけます。
会期9月6日㈰まで
休館日月曜日（ただし8月10日は

開館し、11日は休館）
観覧時間午前9時～午後4時30分
場同館企画展示室

「能ヶ谷村絵図」（寛保３〔１７４３〕年１０月）

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（⑧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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（１０日～１４日を除く）

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
※８月７日は予約受付を行いません。次
回分は８月１４日から受け付けます。 電話で市民相談室

（☎☎７２４・２１０２）へ②国税相談 ４日㈫

午後１時３０分～４時
電話予約制（次回分まで受け付け）③登記相談 ６日㈭

④年金・社会保険・労務相談 ５日㈬
⑤国の行政相談 ４日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ⑥建築・耐震相談 ５日㈬
⑦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

⑧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

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
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日8月17日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課　724・2166市役所まち☆ベジ市 ☎
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生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴川の自然を見てみよう！

　鶴川駅の近くを流れる鶴見川周辺
には、今でも多くの自然が残ってい
ます。
　生き物の紹介を通じて、鶴川の自
然を見てみませんか。
日8月19日㈬、午前10時～11時、午
後1時～2時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川3階多
目的室
講和光大学地域連携研究センター地
域・流域共生フォーラム　齋藤透氏
問生涯学習センター☎☎728・0071

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日8月26日㈬午後1時30分～4時

※相談時間は1組30分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定4組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎724・4269）へ。

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ

【手続きの方法が変わります】
　現在、東京都シルバーパスをお持
ちの方には、8月中旬に（一社）東京
バス協会から「シルバーパス更新手
続きのご案内」が送付されます。更新
を希望する方は、必ずご確認のうえ、
更新手続きをしてください。なお、新
型コロナウイルス感染防止のため、
更新は原則郵送での手続きとなりま
す対有効期限が2020年9月30日ま
での東京都シルバーパスをお持ちの
方／新しいシルバーパスの有効期限
は2021年9月30日までです問同協
会シルバーパス専用電話☎☎03・
5308・6950（受付時間＝土・日曜
日、祝休日を除く午前9時～午後5
時）
●東京ゼロエミポイント事務局～省
エネ性能の高い家電への買い替えで

「東京ゼロエミポイント」を付与しま
す
　省エネ性能の高いエアコン・冷蔵
庫・給湯器に買い替え、都内の住宅に
設置した都民（個人）の方に、東京ゼ
ロエミポイントを付与します。対象
製品に応じて1万～2万1000ポイン
トがもらえます。ポイントのうち
1000ポイント分はＬEＤ割引券に、
残りは商品券に交換できます（2020
年度まで、予算が無くなり次第終了）
／付与ポイント等の詳細は東京ゼロ
エミポイントホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせを対象製品
統一省エネルギーラベル4つ星以上
のエアコン、統一省エネルギーラベ
ル5つ星の冷蔵庫、高効率給湯器／
インターネットでの購入も対象問同
ポイントコールセンター☎☎0570・
005・083（受付時間＝午前9時～午
後5時、年末年始を除く）、携帯・ＩＰ電
話＝☎☎03・6634・1337
●ハローワーク町田～分庁舎（森野
ビル庁舎）開設のお知らせ
　8月24日から開設します。職業相
談・紹介業務、雇用保険給付業務は、
森野ビル庁舎（森野1－23－18）で
行います。なお、職業相談・紹介業務

の一部（事業主による雇用保険に関
する届け出、求人申し込み、助成金相
談、障がいがある方・外国人・新規学
卒者の職業相談及び紹介）は、本庁舎
の窓口で取り扱います問ハローワー
ク町田☎☎732・8609
●八王子都税事務所からのお知らせ

【８月は個人事業税第１期分の納期で
す】
　8月31日までに納めてください。
納付の際は、新型コロナウイルス感
染防止対策として、非対面式のキャ
ッシュレス納税（スマートフォン決
済アプリによる納付、クレジットカ
ード納付等）の活用をお願いします。
また、省エネ設備の取得に係る減免
の申請も受け付けています。なお、新
型コロナウイルス感染防止の観点か
ら所得税及び個人事業税の申告期限
が延長された影響等により、納税通
知書の発送が9月以降になる場合が
あります。その場合、納税通知書に記
載された納期限までに納めてくださ
い。また、新型コロナウイルス感染症
の影響で納税が困難な方は、申請に
より1年間納税が猶予される制度が
あります。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
合わせを

【災害等により甚大な被害を受けた
方に都税を減免する制度がありま
す】
　災害等により甚大な被害を受けた
方には、一度課税された税金（不動産
取得税、個人事業税等）のうち、納期
限前のものを被災の程度等によって
減免（軽減または免除）する制度があ
ります（納税を猶予する制度も有
り）。原則として、納期限までに納税
者本人からの申請が必要です。被災
の事実を証明する書類を添えて、都
税事務所へ申請してください

◇
問同事務所☎☎042・644・1111
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の60歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同いただ
き会員になっていただきます日8月
4日、9月2日、10月6日、午前9時30
分から場わくわくプラザ町田申電話
で同センター（☎☎723・2147）へ

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
8月1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

2日㈰

午前9時～午後5時

内科、
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田1-7-17）☎☎710・2251

内科 河辺内科医院（三輪町168-1） ☎☎044・328・5143
内科、
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘5-2-6） ☎☎774・1700

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町499-15）☎☎725・1108
午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎☎720・0530

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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

3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
4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
5日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
6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
7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
8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

9日㈰

午前9時～午後5時

内科 なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35）☎☎710・6155
内科、
小児科 アツミ医院（中町3-6-13） ☎☎722・2185

内科 はやし内科クリニック（真光寺2-37-11）☎☎736・5501
耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西2-17-26）☎☎794・6108

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
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎☎797・1511

10日㈷

午前9時～午後5時

内科、
小児科 すずかけ台診療所（つくし野3-17-9）☎☎795・2121

内科
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷2-12-6）☎☎735・5667
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎☎860・0326

耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西2-17-26）☎☎794・6108

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

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230

11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
12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161
13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
14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

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

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

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。
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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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　認定農業者、認定新規就農者へ
の認定書授与式を、７月１３日に市
庁舎で行いました。
　認定農業者制度は、市内の農家
の中で特に意欲をもって経営の改
善・発展に取り組む方を、市が支援
する制度です。今回は新規６人、更
新１２人、合計１８人を認定しました。
　また、認定新規就農者制度は、市内において新たに農業経営を営もうと
する方を、市が支援する制度です。今回は２人を認定しました。
　授与式では、石阪市長から一人ひとりに認定書が手渡されました。

　広島と長崎に原子爆弾が投下され、太平洋戦争が終結してから７５年が
経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界平和を願い、原爆投下の日と終戦の日に
黙とうの呼び掛けを行っています。
　今年も下記の日時に、防災行政無線で呼び掛けの放送をします。戦没者
のご冥福をお祈りするとともに、二度と戦争の起こらない平和な世界を
願い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　８月６日㈭午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　８月９日㈰午前１１時２分から
○終戦の日　８月１５日㈯正午から
【平和のメッセージを発信します】
　被爆７５周年事業の一環として、日本非核宣言自治体協議会に加盟する
首長が平和のメッセージを掲げました。町田市は日本ユニセフ協会の「子
どもにやさしいまちづくり事業」に参加していることから、平和のメッセ
ージに子どもへの思いを込めて、「子どもたちと一緒に、平和で輝かしい
未来を創りましょう！」としました。８月第１週から、日本非核宣言自治体
協議会ホームページで公開します。

　１０月にかけて、台風の発生など大
雨による災害が起こる可能性があり
ます。７月に起きた全国各地の豪雨
では、人や建物に甚大な被害を及ぼ
しました。
■日頃の備えはできていますか■
①情報の備え
　市のホームページを確認したり、
町田市メール配信サービス等に事前
に登録しておくと、いざという時の
安心につながります。

　市の指定収集袋のうち、燃やせるごみ専用袋と燃やせないごみ専用袋
のデザインを今年度から変更しています。すべてのサイズのデザインを
変更し、新たなデザインには４コマ漫画が掲載されています。
　町田市３Ｒ推進キャラクター「エコバッグちゃんファミリー」が登場す
る４コマ漫画には、ごみ減量のヒ
ントとなる内容が載っていますの
で、ぜひご覧ください。
　なお、販売店舗ごとに新デザイ
ンへの入れ替え時期が異なるた
め、旧デザインのまま販売してい
る店舗もあります。今回のデザイ
ン変更に伴う袋の材質や使用方法
の変更はありませんので、新旧ど
ちらのデザインでもこれまで通り
お使いいただけます。

行政書士会と災害時等における
行政手続の支援活動に関する協定を締結

認定農業者・認定新規就農者認定書授与
式を行いました

　新型コロナウイルスなどの感染症
や災害が発生した際に、市民の皆さ
んが公的支援制度を活用する場合、
さまざまな手続きが必要となりま
す。市では、こうした行政手続を支援
するため、７月２２日に東京都行政書
士会町田支部と「災害時等における
行政手続の支援活動に関する協定」
を締結しました。

　この協定により、行政書士による
出張無料相談会を開催します。

日　時 会　場
８月３日㈪ 午後１時３０分～３時３０分 鶴川市民センター
８月６日㈭

午前１０時～午後３時３０分

堺市民センター
８月７日㈮ 南市民センター
８月１９日㈬ なるせ駅前市民センター
８月２６日㈬ 忠生市民センター
８月２８日㈮ 小山市民センター

令和２年春の叙勲・褒章
五十嵐忠さんが叙勲（瑞宝単光章）、𠮷川和男
さんが褒章（藍綬褒章）を受章
　長年にわたる消防活動への多
大なる尽力が評価され、令和２
年春の叙勲・褒章で、元町田市消
防団長の五十嵐忠さんが叙勲
（瑞

ずい

宝
ほう

単
たん

光
こう

章
しょう

）を、現町田市消防
団長の𠮷川和男さんが褒章（藍

らん

綬
じゅ

褒
ほう

章
しょう

）を受章し、６月２３日に市
役所を訪れました。

左
か
ら
、五
十
嵐
さ
ん
、

石
阪
市
長
、𠮷
川
さ
ん

問農業振興課☎☎７２４・２１６６

戦没者のご冥福と世界平和を祈り

７月から１０月は台風の季節７月から１０月は台風の季節

②危険な箇所の確認
　土砂災害ハザードマップや洪水ハ
ザードマップで自宅や周囲の安全確
認をしておくと、いざという時の避
難行動の助けになります。
　必要に応じ、土のうの準備なども
有効です。
③非常持ち出し品の準備
　避難施設へ持参する持ち出し品の
リストを、ハザードマップで確認す
ることができます。
■感染症にも注意が必要です■
　新型コロナウイルス感染拡大に配
慮し、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。自宅での安全確保
が可能な場合は自宅で待機する、避
難施設内では基本的な感染予防対策
を徹底する等、感染防止にご協力を
お願いします。

町田市ホームページ

町田市メール配信サービス

スマートフォン版携帯電話版

指定収集袋（ごみ袋）のデザイン
が変わりました

燃やせるごみ専用袋（左）と燃やせない
ごみ専用袋（右）

問企画政策課☎☎７２４・２１０３

大雨に備えましょう大雨に備えましょう
問防災課☎☎７２４・２１０７

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

問防災課☎☎７２４・３２５４

出張無料相談会　　　問産業政策課☎☎７２４・２１２９
対市内在住、在勤の方及び市
内中小企業者
相談内容世帯や個人、中小企
業者向けの経済支援制度に係
る申請書類の書き方や手続き
方法

対象となる経済支援制度
世帯や個人向け＝特別定額給付金、住居確
保給付金、緊急小口資金・総合支援資金　等
中小企業者向け＝持続化給付金、家賃支援
給付金、中小企業者家賃補助、国・都・市の融
資制度　等


