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催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１１月２５日㈬午後２時～３時３０分
場南第３高齢者支援センター
内日常の介護で感じるイライラやス
トレスと上手に付き合うためのアン
ガーマネジメントのテクニックを学
ぶ
定１０人
（申し込み順）
申電話で南第３高齢者支援センター
（☎
☎７２０・３８０１）
へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０
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。
パブリック
コメント
概 要

町田市イベントダイヤル ☎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
日・内１１月２５日㈬、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝心・
体の発達と病気、２６日㈭、午前１０時
～正午＝子どもの食事、午後１時～３
時＝子どもの発達と遊び、２７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１５００円（普通救命講習の教材費）
申１１月20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
ＹｏｕＴｕｂｅで配信～地域ネットワー
ク向け

ゲートキーパー養成講座

ゲートキーパーとは特別な資格で
なく、身近な人の悩みに気付き支え

皆さんのご意見をお寄せください
（仮称）町田市障がい者福祉計画
21-26
（案）
問障がい福祉課☎
☎724・2147

市では、障がい者施策の理念計画 も併せて記載しました。
である「第5次町田市障がい者計画」 ○募集期間 11月10日㈫～12月9
とその実施計画であり福祉サービス 日㈬
の必要量の見込みなどを定めた「町 ○資料の閲覧・配布 計画（案）は、町
田市障がい福祉事業計画（第5期計 田市ホームページに掲載するほか、
画）
」
を策定し、施策を推進してまい 次の窓口で閲覧及び資料の配布を行
りました。
その間にも、東京都の障が っています（各窓口で開所日時が異
い者差別解消条例施行や、障がいの なる）。
障がい福祉課・市政情報課・広聴課
ある人の高齢化・重度化の進展など
障がいのある人を取り巻く環境は変 （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
化し続けています。
このような状況に対応しつつ、障 民センター、各連絡所、各障がい者支
がい者施策を効果的に推進していく 援センター、ひかり療育園、町田市子
ため、
市長から諮問を受けた「町田市 ども発達センター、生涯学習センタ
障がい者施策推進協議会」で計画 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
（案）
を検討しました。
メール、または障がい福祉課ほか、資
【概要】
○計画期間 2021年4月～2027年 料を配布している窓口へ直接提出し
てください。郵便の場合は配布資料
3月
○計画の基本理念 命の価値に優劣 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。
はない
○担当課 障がい福祉課（〒194－
○計画の特色
・別々に策定していた「障がい者計 8520、森野2－2－22、市庁舎1階、
画 」と「 障 が い 福 祉 事 業 計 画 」が ☎724・2147返050・3101・1653
2020年度末をもって計画期間を満 遍mcity4720@city.machida.tok
了することに伴い、計画期間のずれ yo.jp）
を解消し障がい者施策を効果的に推
―注意事項―
進すること、市民の方にとってより ○書式は自由ですが、住所・氏名・連
分かりやすい内容にすることを目的 絡先・件名を明記してください。
に、2つの計画をひとつにまとめ、名 ○電話、窓口での口頭によるご意見
称を「
（仮称）町田市障がい者福祉計 は、原則お受けできません。
画21-26」
に改めて策定します。
※合理的配慮として必要と判断する
・現計画の振り返りや調査結果、環 場合は、この限りではありません。
境変化などを踏まえ、基本目標とし ○ご意見への個別回答は行いません。
て「地域での暮らしを生涯にわたっ ○公序良俗に反するもの、特定の団
て支える仕組みをつくる」
「障がい理 体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
解を促進し、差別をなくす」の2つを れるものは無効とします。
掲げました。
○寄せられたご意見の概要及び市の
・11の分野ごとに、基本目標を達成 考え方は、個人情報を除き、2021年
するために必要な具体的な事業を 2月ごろに町田市ホームページ及び
「実行プラン」
として定め、目標値等 上記資料配布場所で公表します。
ひ

町田市ホームページ

ぼう

る人のことです。この度、
地域ネットワークを通じ
た子ども・若者の見守り
をテーマとしたゲートキーパー養成
講座を実施します。ＹｏｕＴｕｂｅで動画
１１月１１日～１７日は

を閲覧後、概要欄のアンケートフォ
ームで問題に回答していただきます。
実施期間１１月３０日㈪まで
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

税を考える週間です

問市民税課☎
☎７２４・３０６７

「税を考える週間」は、皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めていただく
ことを目的に毎年実施していま
す。

関連イベント
【市内小学生による税の書道展】
市内の小学６年生が書いた「税
に関する書」を展示します。
日 ①１１月１１日 ㈬ ～１７日 ㈫（１４
日、１５日を除く）②１１月２５日㈬～
３０日㈪（２８日、２９日を除く）、いず
れも午前８時３０分～午後５時
場①みんなの広場（市庁舎１階）②
町田都税支所１階
問（一社）町田青色申告会☎
☎７２２・
２４４６
【市内小・中学生による税の作品
展】
市内の小学６年生が描いた「税
に関する絵葉書」や、中学生が書い
た「税についての作文」
「税の標語」

を展示します。
日１１月１１日㈬～１７日㈫、午前８
時３０分～午後１０時
場町田市民フォーラム３階
問（ 公 社 ）町 田 法 人 会 ☎ ７２６・
２４５３
【税の個別無料相談会】
新型コロナウイルス感染防止の
ため、税を考える週間中に実施し
ている税の無料相談会及び相続贈
与セミナーは、今年度は中止しま
す。相談を希望する方は、東京税理
士会町田支部事務局で毎月開催し
ている個別無料相談会（事前予約
制）をご利用ください。
〇定例税務相談（全般）
日毎月第２木曜日、午前１０時～午
後３時
〇相続・贈与相談
日毎月第１・３木曜日、午前１０時～
午後３時
問東京税理士会町田支部☎
☎７２９・
０７７７

お買い物は商店街で！

町田わくわくスタンプラリー２０２０

問町田市商店会連合会☎
☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６
市内の商店街のお店を巡る「町
田わくわくスタンプラリー
２０２０」が始まりました。実施店舗
で５００円以上の買い物をしてスタ
ンプ（レシートも可）を集めて応募
すると、抽選で３６０人に賞品が当
たります。
応募シートは、各実施店舗のほ
か、産業政策課（市庁舎９階）や各
市民センター等でも配布していま
す。
※実施店舗の一覧は、町田市商店
会連合会ホームページ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
※実施店舗にはポスター、スイン

グＰＯＰを掲示しています。
開催期間１２月３１日㈭まで
応募方法応募シートに３つの異な
る実施店舗のスタンプを集める
か、５００円（税込み）以上の買い物
をしたことが分かるレシートを添
付し、２０２１年１月５日まで（必着）
に次のいずれかの方法で応募して
ください。①参加商店会、産業政策
課、各市民センター、町田商工会議
所に設置してある専用の応募箱へ
投函（切手不要）②８４円切手を貼
って郵送
賞品黒毛和牛肩ロースすき焼き
用、お菓子、ソーセージ、お米、入浴
券等

「キラリ☆２０２０町田私の好きなお店大賞」投票受付中！

問町田商工会議所☎
☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６

「キラリ☆２０２０町田私の好き 投票方法あなたの好きなお店の店
なお店大賞」では、市内商業の活性 名と場所・選んだ理由・住所・氏名
「町田私の好き
化を目的として、個性ある魅力的 ・電話番号・年齢・
な店づくりに意欲的に取り組んで なお店大賞」の応募を何で知った
かを明記し、１２月３１日まで（消印
いるお店を表彰しています。
現在、その受賞候補店を選ぶ投 有効）にハガキまたはＦＡＸで町田
票を受け付けています。投票いた 商工会議所「町田私の好きなお店
だいた方の中から抽選で５０人に、 大賞」係（〒１９４－００１３、原町田３
お店大賞受賞店舗で使える５０００ －３－２２、返７２９・２７４７）へ（同会
円分の商品券を差し上げます。皆 議所ホームページ〔右
さんからの投票をお待ちしていま 記二次元バーコード〕
で投票も可）。
す。
なお、大賞は投票の多かった上 ※投票は１人１回のみ、小売業・飲
位の店舗を実行委員会で審査のう 食業・サービス業の各１店舗を記
入してください
（重複投票は無効）
。
え、決定します。

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

