
人口と世帯（外国人含む） 2020年10月1日現在人口 ： 429,200人（ 男：210,025人・女：219,175人）（前月より24人増） ／ 世帯 ： 199,736世帯（前月より155世帯増）

今号の紙面から 　●5面　市税等のキャッシュレス決済の手段が増えます!　●9面　東京2020聖火リレートーチが町田に!
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「これって、しつけ？」

いいえ。これは、すべて

「児童虐待」に当たります！

11月は「児童虐待防止推進月間」です

　市では、市内の小学校に通う６年生を対象に、桜美林
大学の学生と協働で作成した「子ども向け虐待防止啓発
活動」ＤＶＤによる出前講座を実施しています。
　子どもたちが小さい頃から虐待に関する知識を持ち、
将来的な虐待防止につながるよう啓発を行っています。
　講座を受けた子どもたちからは「児童虐待は怖い」
「虐待について理解できた」「こんなひどいことをしな
い大人になりたいと思った」「困ったことがあったら相
談していいんだと知った」等の感想が寄せられています。

出演協力 ： 桜美林大学
（出前講座ＤＶＤのワンシーンより）

「近所から大声で怒鳴る声が聞こえた」
「イライラしてたたいてしまった」

そんな時は、迷わずご相談ください。

⃝町田市子ども家庭支援センター　☎724・4419
月～金曜日、午前8時30分～午後５時
（祝休日、年末年始を除く）
⃝児童相談所全国共通ダイヤル　☎1

いちはやく
8 9

年中無休、24時間受け付け
オレンジリボンは
児童虐待防止の

シンボルマークです

問 子ども家庭支援センター ☎ 724・4419
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　児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっており、市に寄せられた相談件数は2018年度は620件、2019年度は845件となっています。
寄せられた相談の中には、保護者が「しつけ」と称して行った行為が、結果として暴力・虐待につながったものも多く含まれています。
　2020年4月に児童虐待防止法等の一部を改正する法律が施行され、体罰が許されないものであるということが定められました。

親から子どもへの「しつけ」と称する体罰は

法律で禁止になりました2020年４月から

性的虐待
わいせつな行為を強要、見せる等、子ども
にわいせつな行為をすること、またはさせ
ること

身体的虐待
　殴る、蹴る、頭を激しく揺さぶる等、子
どもの身体に外傷を与える、またはその恐
れのある暴行を加えること

心理的虐待
⃝�「生まなければよかった」「死んでしまえ」
等の暴言や脅迫、無視やきょうだい間の
差別等、子どもの心を著しく傷付ける言
動を行うこと

⃝子どもの目の前での夫婦喧嘩

育児放棄・怠慢
（ネグレクト）

食事を与えない、ひどく不潔にする等、保護
者として、子どもの心身の正常な発達を妨
げるような育児や、監視を著しく怠ること

こんな行動は

に当たります
虐待

子どもの目の前での
夫婦喧嘩も心理的虐待に当たります！

　子どもの目の前での夫婦間の身体的暴力、言葉の暴力等は
子どもの脳や心を傷付け、成長に悪影響を及ぼすことが近年
の医学的研究で判明しています。

　市と契約した事業所から派遣される有資格
者が出産後のお母さんを支援します。※有料。

育児支援ヘルパーの派遣

　保護者が仕事・入院等で一時的に養育できない時にお子さんを
お預かりします。※有料。

子どものショートステイ（宿泊保育）対象：3か月～小学6年生
トワイライトステイ（夜間保育）対象：2歳～小学6年生

　0～18歳未満のお子さんと、その家庭の相談をお受けします。
子どものこと、家族のことで悩んでいる方の問題の解決に向けて
お手伝いします。

子育て総合相談

　ひとり親家庭の生活全般や就労、自立支援事業、ヘルパー派
遣、母子及び父子福祉資金、女性福祉資金などに関する相談をお
受けします。

ひとり親家庭の相談

子ども家庭支援センターでは
他にもこんなサポートをしています

町田市子ども家庭支援センター
マスコットキャラクター

「まこちゃん」

子ども家庭支援センター�☎�724・4419問

児童虐待防止推進月間に合わせ
市庁舎をライトアップします

　児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色に市庁舎をラ
イトアップします。

11月4日㈬午後6時30分～9時日　　時

子ども家庭支援センターの
パネル展を開催します

　同センターの活動紹介や児童虐待、養育家庭（里親）について
パネルを展示します。先着順で粗品を差し上げます。

11月24日㈫～27日㈮、午前8時30分～午後5時開催期間

みんなの広場（市庁舎1階）会　　場

　親の病気や離婚、虐待などの事情に
より子どもを育てられない場合には、
実父母の代わりに一定期間子どもを預
かり育てる「養育家庭（里親）」とい
う取り組みがあります。 東京都里親制度PRキャラクター

（さとペン・ファミリー）

里親制度をご存じですか

八王子児童相談所�☎�042・624・1141
月～金曜日、午前８時３0分～午後５時
（祝休日、年末年始を除く）

問

協力：さがまち学生Club

町田市のSDGs
今も未来も大切に
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お知らせお知らせ
下水道使用料の減免措置
が 継 続 さ れ ま す
　原則として、３月末まで減免の適
用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお、新たな申請は
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
人支援給付の受給世帯、東日本大震
災による避難者、公衆浴場・医療施設
・社会福祉施設などの各施設、生活
関連２３業種
※老齢福祉年金とは、大正５年４月１
日以前に生まれた方（その他要件有
り）を対象とする年金制度です。
減免期間２０２１年３月３１日まで
※減免の申し込みや詳細について
は、東京都水道局多摩お客さまセン
ター（☎☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイ
ヤル〕または☎☎０４２・５４８・５１１０）へ
お問い合わせください。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉に関する各サービスや

情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」の音訳版・点
訳版・ＳＰコード版を配布しています。
　ご希望の方は、障がい福祉課（市庁
舎１階）へおいでください。
※郵送を希望する方はご連絡くださ
い。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

民生委員・児童委員に�
異 動 が あ り ま し た
　次の地区・地域を担当していた民
生委員・児童委員が退任されました。
後任は未定です。
地区・地域町田第一・森野２丁目１３～
３１
※その他の地域の担当は、お問い合
わせください。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で、就労のた
め保育が必要な方
日１２月２９日㈫、３０日㈬、午前７時～
午後７時の間で保護者の就労時間
（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分～午後５時の間は３０

分につき２５０円、午前７時～８時３０
分、午後５時～７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月１０日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎☎７２２・
２６７９、受付時間＝月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時）へ。
※申請書等は１２月１０日まで、まち
だ子育てサイトでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
ひとり親家庭等への
医 療 費 助 成 制 度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
※いずれも各市民センター等では受
け付けできません。
【該当する方は申請を】
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
療の自己負担分（住民税が課税され

ている世帯は一部負担金有り）
※申請者及びその扶養義務者（同居
の父・母など）の所得制限がありま
す。所得限度額や申請に必要な書類
等の詳細はお問い合わせください。
【現況届（更新手続き）について】
　令和２年度の児童扶養手当証書を
お持ちの方は、ひとり親家庭等医療
費助成制度の現況届を省略できま
す。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月
末に現況届の用紙を送付しました。
１１月１３日までに同封の返信用封筒
で子ども総務課へ郵送してくださ
い。なお、新型コロナウイルス感染防
止のため、原則郵送での提出をお願
いします。
【申請事項に変更があった場合は】
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出た内容
に変更があった場合は必ず変更届の
提出をお願いします。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０２０
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、各町内会のイ
ベントで使用する発電機やテント等
を購入しました。
　この事業は、コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的として
います。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３５８

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。

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

１１月６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

町田市長期計画審議
会

１１月６日㈮午
後３時～５時

市庁舎４階政策
会議室

３人
（先着順）

直接会場へ問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１１月９日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎☎７２４・８４０７）へ

町田市都市計画審議
会

１１月１３日㈮
午前９時３０分
から

市庁舎３階第１
委員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎☎７２４・４２４７）へ

まちだの新たな学校
づくり審議会

１１月１６日㈪
午後６時３０分
から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

南入口から入り、直接会
場へ問教育総務課☎☎７２４
・２１７２

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

１１月１７日㈫
午後６時３０分
～８時

市庁舎１０階会
議室１０－５

３人
（申し込み順）

１１月１３日までに電話で
いきいき総務課（☎☎７２４・
３２９１）へ

町田市環境審議会
１１月１７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）

１１月１６日までに電話で
環境政策課（☎☎７２４・
４３８６）へ

町田市国民健康保険
運営協議会

１１月１８日㈬
午後７時～９時

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

３人
（申し込み順）

１１月１１日までに電話で
保険年金課（☎☎７２４・
４０２７）へ

町田市立図書館協議
会

１１月１９日㈭
午後２時～４時

中央図書館６階
ホール

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図書館
☎☎７２８・８２２０

町田市地域福祉計画
審議会

１１月２０日㈮
午後７時～９時

市庁舎３階第１
委員会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で福祉総務
課（☎☎７２４・２１３３）へ

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

未来の町田のキャッチコピーを選ぼう

Vol.7

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

問企画政策課☎☎７２４・２１０３
　町田市は、誰もが夢を描くこと
ができ、幸せを感じられる未来を
つくるために、（仮称）まちだ未来
づくりビジョン２０４０の策定に取
り組んでいます。
　ビジョンでは、そんな未来の町
田市を表す“キャッチコピー”を掲
げて、みんなで実現を目指します。
　キャッチコピーは、次の６つの
候補から皆さんの投票で選びます
（１１月１０日から）。

・もっといいコトふくらむまちだ
・気がついたら、ファミリー。
・暮らす　遊ぶ　□

えらべ

る　まちだ
・なんだ　かんだ　まちだ
・ずっと、もっと、ふくらむ町田
・まちだでつくるあなたの物語
　キャッチコピーの投票方法等に
ついては、（仮称）まちだ未来づく
りビジョン２０４０特設
サイトでご覧いただけ
ます。

問企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

⑳⑳みんなでつくる

公共施設の
�“ライフサイクルコスト”の縮減

②施設の長寿命化
　長寿命化とは、計画的な維持補修、定期的なメンテナンスやこまめな補
修を行い、施設を長く使えるようにすることです。建て替えサイクルを延
ばすことができるため、長期的な財政負担の抑制につながります。

具体的な取り組み
①�維持管理費用の削減
　施設にかかる費用を長期的
にみると、施設の建設費用以
上に多額の維持管理費用がか
かります。そこで、施設の運営
委託方法の見直しや、ＬＥＤ・太
陽光などの技術や手法を必要
に応じて導入し、削減を図り
ます。

　ライフサイクルコストとは、施設の建設から管理、運営、改修そして
建て替えまでにかかるトータル費用のことです。
　市では公共施設の再編に向けた取り組みを進めていますが、その１
つとして、「ライフサイクルコストの縮減」があります。

長寿命化を行う
かどうかは、それ
ぞれの施設の状
況に応じて判断
していくよ。
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お知らせお知らせ
保育士就職支援研修・ 
就職相談会（町田会場）
　最近の保育事情などの講義や保育
園の園長による就職に役立つ講演を
行います。また、講演後の就職相談会
では、町田市及び近隣区市の民間認
可保育園等がブースを出展し、人事
担当に就職に関する質問もできます
（履歴書不要、服装自由）。
対保育士資格を有する、または資格
取得見込みで、都内の保育園等へ就
職を希望する方
日・内１１月２３日㈷、就職支援研修会
＝午前１０時３０分～午後２時、就職相
談会＝午後２時～４時
※就職相談会のみ参加を希望する方
は直接会場へおいでください。
場町田市文化交流センター

申就職支援研修＝郵送またはＦＡＸ
で（株）セレスポ　新宿営業所保育士
相談会係（〒１６０－００２３、新宿区西
新宿8‒２‒5、Ｄａｉｗａ新宿ウエストビ
ル３階、返０３・5９３７・３６０３）へ（東京
都保育人材・保育所支援センターホ
ームページで申し込みも可）。
※事前予約無しで当日参加も可能で
す。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６8

マイナンバーカードの 
申請用写真を撮影します
　無料撮影サービスと併せて、マイ
ナンバーカードの申請書や申請書を
郵送するための宛名台紙なども配布
しています。
※申請書のお渡しの際に必要となる
場合がありますので、運転免許証や
保険証等の本人確認書類をお持ちの
うえ、おいでください。
受付時間月～金曜日の午前９時～午

後5時
場みんなの広場奥（市庁舎１階）
問市民課☎☎8６０・６１９5
申請を募集しています

ものづくり企業地域共生
推 進 事 業 補 助 金
　工場に防音壁を導入するなど、も
のづくり企業が市内で行う、地域と
の調和・共生を目的とした事業に係
る経費の一部を補助します。
対都内で１年以上工場等を操業する
ものづくり企業等
補助対象事業地域との共生を目的と
する工場の改修・移転事業、設備更新
・導入事業、住民受け入れ整備事業
※２０２１年３月１5日までに完了する
事業が対象です。
補助割合補助対象経費の４分の３以
内（上限３７5万円）
※上限額に達し次第、受け付けを終
了します（先着順、審査有り）。
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、直接産業政策課（市庁舎９階）へ。
※申請の際は、事前に産業政策課へ
お問い合わせください。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
オンライン開催も対象

市内事業者の産業見本市
への出展を補助します
　市では、市内の中小企業者の販路
開拓を支援するため、国内で行われ
る産業見本市への出展費用の一部を
補助しています。

　この度、新型コロナウイルス感染
防止を目的とした開催方法の変更に
対応するため、オンラインで開催す
る産業見本市も対象とします。

【補助に追加する対象経費】
　２０２１年３月３１日までに実施され
る、オンライン見本市への出展費用
等を追加します。
追加項目オンライン見本市への出展
に要する参加料、オンライン見本市
の出展ページへの掲載料、オンライ
ン見本市での商談機能使用料
※申請額が予算に達し次第、受け付
けを終了します。
※その他、補助金額の上限、補助割合
等に変更はありません。
※申請は原則郵送で受け付けていま
す。詳細は町田市ホームページをご
覧ください。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

暮らしの手続き出張無料相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、年金
・社会保険・労働問題全般、賃貸トラ
ブル、不動産の売買や賃貸借契約等
について、行政書士や社会保険労務
士、宅地建物取引士が秘密厳守で相
談に応じます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日１１月２２日㈰午前１０時～午後４時
（受け付け＝午前９時４5分～午後３
時３０分）
場小山市民センター１階第１会議室
問広聴課☎☎７２４・２１０２

感染症を拡大させないための新しい生活様式

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ
どちらもしっかりした予防を

問保健総務課☎☎7２４・４２４１、保健予防課☎☎7２４・４２39

地方税の申告はｅＬＴＡＸ（エルタックス）を
ご利用ください

町田市表彰式　自治功労者などを表彰しました
問秘書課☎☎7２４・２１００

　今年の冬はインフルエンザだけでなく、引き続き新型コロナウイルス
感染症にも気を付ける必要があります。
　感染予防を継続し、自分も周囲の人も守りましょう。

新型コロナウイルス感染症相談先

　かかりつけ医がいる方は、まずは電話でかかりつけ医にご相談ください。
相談先帰国者・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〕）、東京都発熱相談センター☎☎０３・5３２０
・４5９２（土・日曜日、祝休日を含む２４時間）

　１０月２４日に町田市表彰式を開
催し、長年にわたって地方自治の
発展に貢献され、市民の福祉の向
上にご尽力いただいた個人8１人
と６団体を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次の
とおりです（敬称略、順不同）。

【自治功労】
五十嵐裕二／佐藤忠市／矢口正／
関野鎮雄／北島真一／清水幸一／
安部徹

【一般表彰】
石川末治／石場俊太郎／伊藤康治
／大村一夫／小川冬樹／北村静章
／木村直人／彦根恭子／光瀬 子
／稲津礼子／王前祥子／加山敏江
／熊坂有美／西村正嗣／細野利平
／増田ゆみ／丸山朋子／山本秀子
／𠮷井いづみ／小川寬幸／其木洋
子／楢府清弘／藤岡孝治／小山幸
太／村上吉嗣／眞久英明／林謙二
／橋本太郎／峯岸洋平／小泉仁／

鈴木昇太郎／花岡伸旨／三津谷幸
樹／佐藤剛／石﨑勇一／長谷川雅
寿／古謝武夫／細野智志／鈴木智
英／石田英世／廣井謙次／志村和
弘／志村貴司／嶋﨑武憲／内藤厚
／小杉直之／山口幸治／高ヶ坂第
２アパートさくら会自主防災隊／
成瀬駅前ハイツ自治会防災部／上
馬場町内会自主防災隊／下馬場町
内会自主防災隊／新井邦夫／仲村
清彦／松元洋／松本良彦／髙橋浥
子／町田市一般体操・リズム運動
連盟／幸塚凌／前田倫子／小林貴
幸／滝澤幸子／飯沼一省／﨑間光
子／川松光生／宮川哲夫研究会モ
ロッコ椅子／春畑陞／石川好忠／
笠原秀子／高野昌憲／中溝珠枝／
藤澤照美／大河内則子／太田智章
／髙島みゆき／髙瀬博子／丸山昌
吾／三浦郁子／粕谷多聞／小林富
美江／深沢敏成

　ｅＬＴＡＸは地方税共同機構が運
営する地方税の電子総合窓口で
す。申告や納税を自宅やオフィス
からインターネットを通じて簡単
に行うことができます。

【利用できる手続き】
①市税等の申告及び納付
　対象税目は、法人市民税、個人住
民税（給与支払報告書等や特別徴
収関連手続き）、固定資産税（償却
資産）、事業所税です。
※固定資産税（償却資産）は申告の
み。
②電子申請・届出
　法人市民税の法人設立届出や異
動届出等、個人住民税特別徴収義
務者の所在地・名称変更届出、事業
所税の事業所等新設・廃止届出が
できます。

【ｅＬＴＡＸのメリット】
○給与支払報告書・源泉徴収票な
どを国や複数の地方公共団体へ一
括して提出できます。
○自動入力等の作成支援機能を備
えたｅＬＴＡＸ専用ソフトウェア（Ｐ
Ｃｄｅｓｋ）が無料で利用でき、申告
書等の作成をサポートします。
○地方税共通納税システムを利用
して、自宅やオフィスから納税手
続きを行うことができます（手数
料無料）。

【電子申告等が義務化されました】
①大法人の法人市民税申告
　２０２０年４月１日以降に開始する

事業年度から、内国法人のうち、事
業年度開始時に資本金または出資
金の額が１億円を超える法人並び
に相互会社、投資法人及び特定目
的会社は、電子申告（ｅＬＴＡＸによ
る提出）が義務化されました。
②個人住民税
　２０２１年１月１日以降に提出する
給与支払報告書または公的年金等
支払報告書については、基準年（前
々年）における給与または公的年
金等の源泉徴収票の税務署への提
出枚数が１００枚以上のときは、ｅＬ
ＴＡＸまたは光ディスク等による
提出が義務化されました。

ｅＬＴＡＸ地方税ポータル
システム▶

〈問い合わせ先〉
○ｅＬＴＡＸの利用について＝地方
税共同機構ヘルプデスク☎☎０5７０
・０8１４5９（つながらない場合は
☎☎０３・55２１・００１９）
○申告等の内容について
法人市民税＝市民税課諸税証明係
☎☎７２４・３２７９
個人住民税＝市民税課特別徴収係
☎☎７２４・２１１４
事業所税＝資産税課家屋係☎☎７２４
・２１１8
固定資産税（償却資産）＝資産税課
償却資産係☎☎７２４・２１１９
〇納税について＝納税課収納係☎☎
７２４・２１２１

詳細は、１１月１日発行の「町田市みんなの健康だより」に掲載しています。

○人との距離は２ｍ
○�外出時・屋内・会話をするときはマスクを
着用
○手洗い・うがいはこまめに
○毎朝健康チェック
○�テレワークや時差出勤等新しい働き方の
選択
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貸し出します
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、早期の使用で救命
の確率を高めることができる医療機
器です。イベントの際などに貸し出
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
イベントを開催する町内会・自治会、
その他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間

（７日以内）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥ
Ｄの操作を含む普通救命講習会等の
修了者、医師、看護師、保健師、救急救
命士のいずれか）を配置しているこ
とが条件です（原則としてＡＥＤの設
置施設で開催するイベントには貸し
出し不可）。
申事 前 に 保 健 総 務 課（ ☎☎７24・
424１）へ電話で予約のうえ、貸出希
望期間の2か月前～７日前に、貸出申
込書（保健総務課〔市庁舎７階〕で配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）と有資格者の資格証の写
しを、直接または郵送で保健総務課
へ。

※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝えください。
大地沢青少年センター～２０２１年５
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１１月７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。
※５月６日、１１日、１８日、2５日は利用
できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
２０２１年５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１１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）。
※５月１１日、１2日は利用できませ
ん。

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて必要なも
のを１つずつ選べます。貸出用具、販
売用品によって費用は異なりますの
で、詳細はお問い合わせください。
※この事業は市が（公社）町田市シル
バー人材センターに委託して、町田
市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市にあり、市内で葬儀
を営まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢または身体が不
自由などの理由で来所できない方

◇
問町田市葬祭事業所☎☎７９１・３８６１

（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉

総務課☎☎７24・2５３７

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。

高 次 脳 機 能 障 が い の 
理 解 と 支 援 に つ い て

　医師が分かりやすくお話しする福
祉講座です。
※手話通訳・要約筆記があります。
対当事者、家族、支援者等
日１１月１８日㈬午後６時から
場市庁舎
講東京慈恵会医科大学附属第三病院
教授・渡邉修氏　
定３０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・車いす
等配慮が必要な方はその旨を明示
し、１１月１３日までに電話またはＦＡ
Ｘでひかり療育園（☎☎７９4・０７３３返
７９4・０７７2）へ。

ｅ－まち実現プロジェクト

市税等のキャッシュレス決済の手段が増えます！
問納税課☎☎７２４・２１２１

交付しています
原動機付自転車のオリジナルナンバープレート

問市民税課☎☎７２４・２１１３

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１2５ｃｃ以下）をお
持ちの方に町田市オリジナルデザ
インのナンバープレートを市民税
課（市庁舎2階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加し
ます。通常のナンバープレートとの
選択制ですが、オリジナルナンバ
ープレートは、先着順で在庫の中か
ら希望の番号を選ぶことができま
す。また、現在お持ちの通常のナン
バープレートとの交換も可能です。
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン

バープレートに変更することはで
きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１１月１０日㈫からです

（先着順）。
市HP オリジナルナンバー  検索

　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３月３１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

対象となる支払い・問い合わせ先
対　象 問い合わせ

市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税（種別割）、国民健康保険税 納税課☎☎７２４･２１２１

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
学童保育クラブ育成料 児童青少年課☎☎７２４・２１８２
保育料 保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７
市立保育園給食費 子育て推進課☎☎７２４・４４６８
市立学校給食費 保健給食課☎☎７２４・２１７７

オリジナルナンバー追加分
種　別　※（　）内はプレートの色 文　字 追加ナンバー
総排気量　５０cc以下（白） ま ７２５０～７７６４
総排気量　１２５cc以下（桃） ま ４３１２～４６２１

※末尾が「０４・０９・４２・４４・４９」の交付はありません。

総排気量５０ｃｃ以下用

○ｅ－まち実現プロジェクトとは
　市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上のため、テクノロジ
ーの導入・活用を積極的に推進する庁内横断的なプロジェクトです。

　ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書支払いに加え、１１月2日から
は、ＰａｙＰａｙ請求書払いでも支払いができます。

「請求書払い」機能を使用し、納付書に印字され
ているバーコードをスマートフォンで読み取る
ことで、いつでもどこでも納付することができ
ます。
　詳細は町田市ホームページをご覧ください。

今回追加する番号は、新規
登録・交換ともに、１１月１０
日㈫から受け付けのみ行い
ます（先着順）。交付日は決
まり次第お知らせします。
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催し・講座催し・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。

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

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

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

パブリック
コメント
概　要

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
である「第５次町田市障がい者計画」
とその実施計画であり福祉サービス
の必要量の見込みなどを定めた「町
田市障がい福祉事業計画（第５期計
画）」を策定し、施策を推進してまい
りました。その間にも、東京都の障が
い者差別解消条例施行や、障がいの
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
化し続けています。
　このような状況に対応しつつ、障
がい者施策を効果的に推進していく
ため、市長から諮問を受けた「町田市
障がい者施策推進協議会」で計画
（案）を検討しました。
【概要】
○計画期間　２０２１年４月～２０２７年
３月
○計画の基本理念　命の価値に優劣
はない
○計画の特色　
・別々に策定していた「障がい者計
画」と「障がい福祉事業計画」が
２０２０年度末をもって計画期間を満
了することに伴い、計画期間のずれ
を解消し障がい者施策を効果的に推
進すること、市民の方にとってより
分かりやすい内容にすることを目的
に、２つの計画をひとつにまとめ、名
称を「（仮称）町田市障がい者福祉計
画２１-２６」に改めて策定します。
・現計画の振り返りや調査結果、環
境変化などを踏まえ、基本目標とし
て「地域での暮らしを生涯にわたっ
て支える仕組みをつくる」「障がい理
解を促進し、差別をなくす」の２つを
掲げました。
・１１の分野ごとに、基本目標を達成
するために必要な具体的な事業を
「実行プラン」として定め、目標値等

も併せて記載しました。
○募集期間　１１月１０日㈫～１２月９
日㈬
○資料の閲覧・配布　計画（案）は、町
田市ホームページに掲載するほか、
次の窓口で閲覧及び資料の配布を行
っています（各窓口で開所日時が異
なる）。
　障がい福祉課・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、各障がい者支
援センター、ひかり療育園、町田市子
ども発達センター、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、または障がい福祉課ほか、資
料を配布している窓口へ直接提出し
てください。郵便の場合は配布資料
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　障がい福祉課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、市庁舎１階、
☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３
遍mcity４７２０@city．machida．tｏk
yｏ．jp）

―注意事項―
○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、原則お受けできません。
※合理的配慮として必要と判断する
場合は、この限りではありません。
○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

ひ

謗
ぼう

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、２０２１年
２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。

１１月１１日～１７日は　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

「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
なお店大賞」では、市内商業の活性
化を目的として、個性ある魅力的
な店づくりに意欲的に取り組んで
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
票を受け付けています。投票いた
だいた方の中から抽選で５０人に、
お店大賞受賞店舗で使える５０００
円分の商品券を差し上げます。皆
さんからの投票をお待ちしていま
す。
　なお、大賞は投票の多かった上
位の店舗を実行委員会で審査のう
え、決定します。

投票方法あなたの好きなお店の店
名と場所・選んだ理由・住所・氏名
・電話番号・年齢・「町田私の好き
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
有効）にハガキまたはＦＡＸで町田
商工会議所「町田私の好きなお店
大賞」係（〒１９４－００１３、原町田３
－３－２２、返７２９・２７４７）へ（同会
議所ホームページ〔右
記二次元バーコード〕
で投票も可）。
※投票は１人１回のみ、小売業・飲
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）。

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
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国際版画美術館～企画展「西洋の木
版画　５００年の物語」関連イベント
プロムナード・コンサート

【西洋の木版画と楽しむピアノの名
器“ベーゼンドルファー”の響き】
　木版画の長い歴史とともに、ベー
ゼンドルファーの響きを堪能しませ
んか。
日１１月１４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。
出演高橋里奈（ピアノ）
問同館☎☎７２６・２７７１
木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月８日㈫、９日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）

場国際版画美術館
内単色または２色摺

ず

りの年賀状を作
成（図柄は干支の図案を含め同館で
用意）
講木版画家・木下泰嘉氏
定各１２人（抽選、結果は１１月２０日ご
ろ郵送）
費３０００円
申１１月１５日までにイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２０１０２７Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎☎７２６・２８８９
過去と未来を学ぶ

多 摩 セ ン タ ー 
ミ ュ ー ジ ア ム 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、多摩市にある東京都埋蔵文化財
センターとＫＤＤＩ　ＭＵＳＥＵＭを巡
るウォーキングツアーを開催しま
す。コーヒータイムもあります。

※多摩市内洋菓子店のお菓子のお土
産付きです。
対町田・多摩・稲城市に在住、在勤、在
学の方
日１２月９日㈬午後０時３０分～５時ご
ろ（小雨実施）
※集合は小田急多摩線小田急多摩セ
ンター駅前です。
定３０人（抽選、結果は１１月２４日まで
に通知）
費１０００円
申「多摩ウォーク」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（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、１１月１９日まで（必
着）に郵送、ＦＡＸまたはＥメールでＪＴ
Ｂ東京多摩支店「ウォーキングイベ
ント係」（〒１９０－００２３、立川市柴
崎町２－１２－２４、ＭＫ立川南ビル３
階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａ
ｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

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１２月１２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１１月６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２０１１０６Ｂへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

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１２月８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。

キャッシュレス決済プレミアムポイント事業個別相談会
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　市では、ＰａｙＰａｙ（株）と連携し、
市内のＰａｙＰａｙ対象加盟店で、キャ
ッシュレス決済サービス「ＰａｙＰａ
ｙ」（スマートフォンを利用した二
次元バーコード決済）で支払い決
済をした場合に、ポイントが付与
される「いこいこ町田！ＰａｙＰａｙ使
って“うふふ”な買い物　最大２０
％戻ってくるキャンペーン」（上限

２万円分／２か月）を１２月１日～
２０２１年１月３１日に実施します。
　キャンペーンの開始に先立ち、
個別相談会を実施します。
対ＰａｙＰａｙを導入
したい市内事業
者、ＰａｙＰａｙの登録
・使用方法を知り
たい市民の方

開催日 時　間 会  場

11月5日㈭ 午前10時～午後5時 忠生市民センター
会議室3

11月6日㈮ 午前10時～午後5時 堺市民センター
第1会議室

11月9日㈪ 午前10時～午後4時 鶴川市民センター
第1会議室

11月10日㈫ 午後1時～5時 南市民センター
第1会議室

11月11日㈬ 午前10時～午後5時 小山市民センター
第1会議室

11月12日㈭
午前10時～正午 なるせ駅前市民センター

第1会議室Ａ

午後1時～5時 なるせ駅前市民センター
第2会議室Ｂ

11月13日㈮ 午前10時～午後5時 市庁舎9階会議室9－1
※上記の時間中は随時受け付けています（正午～午後1時を除く）。
※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

１１月は総合健康づくり月間

冊子を発行しました
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　市では、１１月を総合健康づくり月間と
位置付け、子どもから高齢者まで健康づ
くりができるよう、冊子「総合健康づくり
月間～新しい健康づくりのはじめかた」
を発行しました。
　冊子では、「親子での体操・ストレッチ
体験」「期間限定！“家事えもん”のおいし
い動画」「健康教育講座～私の口、におう
かも．．．？口臭予防のイロハ」「学生活動報
告会ガクマチＥＸＰＯミニイベント～オン
ラインだけどつながりたい！を生配信」
「ペスカドーラ町田コーチによる初級者
向け健康ボールトレーニング（幼児～小
学生向け）」など、ＺｏｏｍやＹｏｕＴｕｂｅを使ってオンラインで参加でき
るイベントを紹介しています。また、各施設のイベントや健康づくりに
関するさまざまな情報等も掲載しています。
　冊子は市内公共施設で配布しているほか、右記二次元
バーコードでもご覧いただけます。この機会に楽しく健
康づくりを始めませんか。
配布場所各市民センター、各連絡所、各コミュニティセンター、市立総
合体育館、市立室内プール、まちの案内所　町田ツーリストギャラリ
ー、各市立図書館等
※冊子は数に限りがあるため、無くなり次第、配布を終了します。

１１月１４日は世界糖尿病デー
問健康推進課☎☎７２５・５１７８、保健予防課☎☎７２２・７９９６

【市庁舎をブルーにライトアップ】
　糖尿病の予防や治療継続の重要
性について世界各地で啓発活動を
行う「世界糖尿病デー」に合わせ、
町田市でも、糖尿病予防運動のシ
ンボルカラーであるブルーに市庁
舎をライトアップします。
日１１月１１日㈬午後６時３０分～９
時

【期間限定動画配信「糖尿病予防講
演会～なるほど納得！糖尿病と運
動の関係性」】
　糖尿病と運動の関係性や、運動
を実践するコツなどを分かりやす
く解説した録画を配
信します。
配信期間１２月２７日
㈰まで

講東京医科大学八王子医療センタ
ー糖尿病・内分泌・代謝内科理学療
法士　天川淑宏氏

【年に１度の健診を】
　医療機関や健康診断で糖尿病の
疑いを指摘されても、そのまま治
療を受けない人もいます。年に１
度は健康診断を受け、血糖値をチ
ェックしましょう。町田市成人健
康診査の詳細は、町田市ホームペ
ージまたは市役所代表（☎☎７２２・
３１１１）でご案内しています。

【糖尿病予防にお役立てください】
　食生活の見直しに役立つ栄養相
談を実施しています。詳細は、町田
市ホームページをご覧いただく
か、保健予防課へお問い合わせく
ださい。

１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
問男女平等推進センター☎☎７２３・２９０８

　「女性に対する暴力をなくす運
動」は、女性に対する暴力の根絶を
呼び掛けることを目的に毎年実施
しています。
　配偶者等からの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害し、決して許されるもので
はありません。
　同センターでは、電話による女
性悩みごと相談を実施しています
（１０面参照）。

【市庁舎をパープルにライトアッ
プします】
　女性に対する暴力根絶のシンボ
ルマークであるパープルリボンに
ちなんで、市庁舎をパープルにラ
イトアップします。
　このライトアップには、女性に
対するあらゆる暴力の根絶を広く
呼び掛けるとともに、被害者に対
して「ひとりで悩まず、まずは相談
してください」というメッセージ
が込められています。
日１１月１８日㈬午後６時３０分～９時
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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

催し・講座催し・講座
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１１月７日、２１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に関する知識を
学びます。
日①１１月５日㈭午後２時～３時②１１
月５日㈭午後３時１５分～４時１５分③
１１月１６日㈪午後２時～３時④１１月
１６日㈪午後３時１５分～４時１５分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～投
資トレンドから見る資金調達方法③
応用・人材育成～人を雇用するとき
のルール④応用・販路開拓～ＳＥＯの
基礎－自社Ｗｅｂサイトの活用によ
る販路開拓　
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー　
小巻朱美氏②クレドパートナー・岡
田勇雄氏③村上社会保険労務士事務
所・村上かおり氏④（株）ウィルパー
トナーズ・馬場郁夫氏
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
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【きしゃポッポ】
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方
日１１月１０日、１７日、１２月１日、いず
れも火曜日午後２時～４時（自由遊び
時間含む）
内自由遊び、歌・絵本の紹介、スキン
シップ遊び、子育ての情報交換
定各５組（申し込み順）

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親
日１１月１５日㈰午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等
定５組（申し込み順）

◇
場同センター
申１１月２日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

食 育 ツ ー リ ズ ム
【秋の里山を歩いて、食べて、楽しも
う！アウトドアクッキングでピザラ
ンチ】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むウォークツアーです。
秋野菜を収穫し、とれたての野菜で
石窯ピザを作ります。里山散策や、米
袋と新聞紙を使ったマイバッグ作り
も楽しめます。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）

日１１月２１日㈯午前９時～午後２時
３０分ごろ、集合・解散は大谷里山農
園
※集合場所までは自家用車（駐車場
有り）または公共交通機関をご利用
ください。
場大谷里山農園、Ｂａｍｂｏｏ Ｖｉｌｌａｇｅ 
 Ｆａｒｍ（下小山田町）
※長い坂のある道（約１㎞）を歩いて
往復します。
定２４人（抽選）
費１人２２００円（各種体験費、食材費、
保険料）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・生年月日・性別を明記
し、ＦＡＸで町田ツーリストギャラリ
ー（返８５０・９３１２）へ（町田市観光コ
ンベンション協会ホームページで申
し込みも可）。
問町田ツーリストギャラリー☎☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市保健予防課☎☎７２２・
７９９６
花のある道づくり

ヤブカンゾウの苗植え体験
　鶴見川源流保水の森を散策（アッ
プダウン有りの往復約４㎞）し、ヤブ
カンゾウの苗を植えます。参加者に
はヤブカンゾウの苗を差し上げま
す。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月２１日㈯午前９時～正午
※集合は上小山田みつやせせらぎ公
園調整池（小山田小学校前バス停か
ら徒歩１分）です。
定１５人（申し込み順）
持ち物雨具、飲み物
※歩きやすい服装と靴でおいでくだ
さい。

申ＦＡＸまたはＥメールで、催し名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
・性別を明記（グループの場合は参
加者全員分）し、１１月１０日までに、
農業振興課（返０５０・３１０１・９９１３ 
遍ｍｃｉｔｙ４７３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６４
町田のＮＥＷファーマーズが

農産物の直売を行います
　遊休農地を借り受
け、新たに農業経営を
始めた、町田のＮＥＷ
ファーマーズが農産物
の直売を行います。
日１１月９日㈪午前１０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
かしの木山自然公園

自 然 観 察 会
【草木の実と種】
日１１月１５日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎☎７２４・１６６０

　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１１月５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

頑張れＦＣ町田ゼルビア　みんなの応援をゼルビアに届けよう！
Ｊ２リーグは終盤戦に突入！

問スポーツ振興課☎☎724・4０3６

　今シーズンは新型コロナウイル
スの影響でリーグが中断し、例年
より終了が１か月後ろにずれるス
ケジュールとなっています。
　リーグ再開後は過密スケジュー
ルとなる中、ＦＣ町田ゼルビアはな
かなか調子が上がらず、リーグ中
盤に位置していますが、諦めずに
上位を目指して頑張っています。

　ホームゲームは残り６試合とな
りました。ぜひ会場での熱い声援
をお願いします。
　なお、今後も新型コロナウイル
スの影響で入場制限や観戦のルー
ル等が変更される場合がありま
す。ホームゲームの開催情報はＦＣ
町田ゼルビア公式ホームページを
ご確認ください。

ホームゲーム日程
日　時 対戦相手 会　場

11月1日㈰午後4時から 愛媛FC

町田ＧＩＯＮスタジアム

11月11日㈬午後7時から レノファ山口FC
11月15日㈰午後2時から 松本山雅FC
11月29日㈰午後4時から ザスパクサツ群馬
12月6日㈰午後2時から 東京ヴェルディ
12月13日㈰午後2時から 水戸ホーリーホック

２0２0年7月～9月の航空機騒音

　７月～９月に頂いた苦情の件数は
右下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行ってまいりま
す。皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料と
して活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付してい

るほか、Ｅメール（遍ｍｃｉｔｙ４７０@
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受け
付けています。なお、具体的な被害状
況を把握するため、苦情をお受けす
る際に、お住まい
の町名、騒音の発
生時間をお聞き
しています。

測定結果（速報値）

苦情受付件数

市HP 航空機騒音測定結果  検索

問企画政策課☎☎724・21０3
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問環境保全課☎☎724・2711

月 件　数
7月 11件
8月 8件
9月 9件

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
7月 114 2 0 0 116 81.1
8月 90 1 0 0 91 81.4
9月 84 4 0 0 88 82.9

小山小学校
7月 219 3 0 0 222 85.7
8月 223 9 0 0 232 89.9
9月 215 3 0 0 218 87.7

町田第五小学校
7月 199 32 0 0 231 84.6
8月 144 19 0 0 163 85.5
9月 116 9 0 0 125 85.0

忠生第三小学校
7月 53 2 0 0 55 80.8
8月 47 3 0 0 50 81.5
9月 62 0 0 0 62 79.4

南中学校
7月 34 2 0 0 36 81.1
8月 12 0 0 0 12 77.6
9月 35 2 0 0 37 81.5

※南中学校は、8月7日～17日は停電のため欠測。
※�発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…新幹線の車内、80ｄB…航空機の機内、90ｄB…騒々しい工場内、大声による
独唱、100ｄB…電車通過時のガード下の最大値

（仮称）町田スポーツ公園 
整 備 工 事 の お 知 ら せ

　熱回収施設等の周辺施設整備基
本構想に基づき、最終処分場の上
部を公園として有効活用するた
め、造成工事を行います。工事期間
は２０２１年３月までの予定です。ご
理解ご協力をお願いします。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９８
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地 域 公 開 講 座
対市内在住の方
日１１月３０日㈪午前１０時～正午
場生涯学習センター
内ひと手間かけて楽になる子育て
講大正大学准教授・井澗知美氏
定５０人（申し込み順）
申１１月５日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１０５Ｄへ。保育希
望者（４か月以上の未就学児、申し込
み順に９人）は併せて申し込みを。附
室からの親子鑑賞希望者（未就学児、
申し込み順に４人）は電話で要予約。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５
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、クリス
マスリースを予定しています。
日１１月８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、
申し込み順）
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
申１１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、事前予約制となります。
※当日は、午前１０時～午後２時に受
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）。
わたしを守る護身術

ＷＥＮ－ＤＯを学ぼう！
　カナダで女性のために開発された
「Ｗ

ウ ェ ン

ＥＮ－
・

Ｄ
ド ー

Ｏ」（自己防衛プログラ
ム）を体験してみませんか。
対護身術を学びたい女性

日１１月３０日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ代表・橋
本明子氏
定１０人（申し込み順）
申１１月５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２０１１０５Ｅへ。保育希
望者（１歳６か月以上の未就学児、申
し込み順に６人）は１１月１５日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ学習会～自然災害
に備える損害保険とその基礎】
　損害保険について考えることで自
然災害に備え、基礎から学び理解を
深めます。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１９日㈭午前１０時～１１時３０
分
講（一社）日本損害保険協会講師・竹
島亜機雄氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０５Ａへ／２次受付＝１１
月５日正午～１５日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に３人）は併せて申し
込みを。

【ホール講演会～お笑い芸人マシン
ガンズ滝沢氏と考えるゴミ問題　清
掃員は見た！ゴミ収集の現場】
　お笑い芸人兼ゴミ収集会社の清掃
員である滝沢氏が、ゴミ収集現場か
ら見えてきた「ゴミ学」について語り
ます。
対小学生以上の方
日１２月５日㈯午前１０時～１１時３０分
講マシンガンズ・滝沢秀一氏（お笑い

芸人）
定９４人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０６Ａへ／２次受付＝１１
月６日正午～２９日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に３人）は併せて申し
込みを。親子室利用希望者（１歳未満
児と保護者、申し込み順に３人）は電
話で要予約。

◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
インターネットで開催

生涯学習センターまつり
【輝け！ネットでつながる仲間の輪】
　今年度は、皆さんからいただいた
ご意見や新型コロナウイルスの状況
等を考慮し、生涯学習センターで活

動実績がある団体及び７月に開催し
た同センターまつり説明会に参加し
た団体の活動を、町田市ホームペー
ジで紹介します。
公開期間２０２１年３月３１日㈬まで
問同センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【まちだの福祉～「私は高齢者でしょ
うか？」と言える社会へ】
　元気に、自由に、もっと人生を楽し
むコツを聞いてみましょう。
日１２月７日㈪午後２時～４時
場生涯学習センター
講（株）起案家代表取締役会長・城井
廣邦氏
定３０人（申し込み順）
申１１月５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

ＧＯＯＤ ＤＥＳＩＧＮ ＡＷＡＲＤ２０２０グッドデザイン賞を受賞しました
　町田薬師池公園四季彩の杜の玄関口と
して、４月１７日にオープンした西園ウェル
カムゲートが２０２０年グッドデザイン賞
（ランドスケープ、土木、構造物）を受賞し
ました。
　グッドデザイン賞は、（公財）日本デザイ
ン振興会の主催で１９５７年から開始
した賞であり、デザインによって暮
らしや社会をより良くしていくた
めの活動です。かたちのある無しに
かかわらず、人が何らかの理想や目
的を果たすために築いたものごと
をデザインとしてとらえ、その質を
評価・顕彰しています。
　複数の公園等で成る町田薬師池公園四季彩の杜エリアを１つの公園と
みなすブランディングにより、「集う」「ただ居る」ことができる建物（カフ
ェ、貸しルーム、ライブラリー）と、ランドスケープ空間を整備したこと等
が評価され受賞となりました。

○交通
　小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番乗り場から本町田経由「野津田車
庫」行きまたは、「鶴川駅」行きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下車。
※薬師池公園駐車場は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用くだ
さい。

東京２０２０聖火リレートーチが町田に！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

町田薬師池公園四季彩の杜薬師池

紅葉まつり
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　東京２０２０オリンピック聖火リレ
ートーチと東京２０２０パラリンピッ
ク聖火リレートーチを、延期前の市
内スタート地点の町田薬師池公園四
季彩の杜西園ウェルカムゲートで展
示します。
　聖火リレートーチを間近で見るこ
とができる貴重な機会です。ぜひお
立ち寄りください。
　なお、聖火リレールートは延期前
のルートが維持される予定です。
※トーチは手に持ったり触れたりす
ることはできません（写真撮影は可）。
※最新情報は、町田市ホームページ
やＴｗｉｔｔｅｒ「町田市オリンピック・パ
ラリンピック情報」（アカウント名＝
＠ｍａｃｈｉｄａ＿ｏｌｙｐａｒａ）でご確認くだ

さい。
日１１月１６日㈪、１７日㈫、
午前９時～午後５時
場町田薬師池公園四季彩
の杜西園ウェルカムゲート内ラボ・
体験工房

　１２月６日㈰まで「紅葉まつり」を開催します。紅葉ライトアップのほか、紅
葉を楽しむイベントを実施しますので、ぜひおいでください。
　なお、１１月１６日㈪、１７日㈫、午前９時～午後５時には、東京２０２０オリンピ
ック聖火リレートーチと東京２０２０パラリンピック聖火リレートーチを展
示します。
※今年度の菊花展は中止となりました。

秋の薬師池公園撮影会
　初心者も歓迎です。なお、撮影した
写真は町田市フォトサロンで展示で
きます（会期＝２０２１年１月１３日～
２４日）。

日１１月２８日㈯午前１０時～正午（小
雨実施）
※集合は同サロン横の円形広場で
す。
問同サロン☎☎７３６・８２８１

画像提供：Ｔｏｋｙｏ ２０２０

東京２０２０オリンピック聖火リレートーチ

紅葉ライトアップ
　池周辺のカエデ類の紅葉の見頃に
合わせてライトアップを実施しま
す。野津田薬師堂にある大イチョウ
もライトアップします。
日１１月２１日㈯～２９日㈰、午後５時
～８時（雨天実施）
※その他のイベントについては、町
田市ホームページをご覧ください。

西園で開催！  
音楽ワークショップ～和太鼓体験
　鶴川を中心に活動する和太鼓集団
「鼓楽」による体験講座です。
日１１月３日㈷午前１０時～１１時（雨
天中止）
※中止の場合は、当日午前９時に同
公園四季彩の杜ホームページでお知
らせします。
場西園芝生広場
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自由民権資料館〜学芸員による
出 前 講 座

【①出前講座ｉｎ鶴川「原文で読む村野
日誌」】
　鶴川出身の民権家・村野常右衛門
が、明治４２年から記し始めた日誌を
読み、村野と地域の関わりを考えます。
日１２月５日㈯午後２時３０分～４時
場鶴川市民センター

【②出前講座ｉｎ成瀬「成瀬の日露戦争
従軍兵士・中里好治」】
　日露戦争に従軍し戦死した成瀬出
身の兵士と家族・友人の往復書簡から、
戦争と兵士・銃後について考えます。
日１２月６日㈰午後２時３０分～４時
場成瀬コミュニティセンター

◇
定各５０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～９日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２０１１１０Ａ②２０１１１０Ｂへ
／２次受付＝１１月１０日正午からイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま

たはイベシスへ。
問同館☎☎７３４・４５０８
オンラインで開催します
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ２０
　町田市の医療・介護・福祉に携わる
施設職員や地域団体、学生の取り組
みや研究を発表・共有し、市民の皆さ
んにも理解を深めていただくイベン
トです。１１月１１日㈬から町田市介
護人材開発センターホー
ムページ（右記二次元バ
ーコード）で動画配信等
を行います。
内実践研究発表動画・町田市長賞等
の受賞発表動画の配信、市民の皆さ
んから応募いただいた介護川柳の優
秀作品の掲載
※詳細は、同センター（☎☎８５１・
９５７８、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へお
問い合わせください。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（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（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。

【気を巡らせて“ぽかぽかな体”づく
りを目指しましょう！】
　「気」とは何か、気と健康づくりに
ついてのお話と簡単なワークを行い
ます。気を巡るストレッチ体操も紹
介します。
日１２月１０日㈭午後１時３０分～４時
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏、カイロプラクター
・山本彩世氏
定１６人（抽選）
費２０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１１月１６日まで（必着）に、
郵送またはＦＡＸでさがまちコンソ
ーシアム事務局へ（さがまちコンソ
ーシアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター〜市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ
【新型コロナに負けるな！外出を地
域で支えよう】
　障がいや高齢などの理由で、外出
が困難な方がいます。外出の持つ意
味を理解し、さまざまな制度やボラ
ンティア、地域の力で外出が可能に
なることを知る講座です。
対市内在住、在勤、在学の方
※保育はありません。
日１２月１日、８日、１５日、２２日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場せりがや会館
講リハビリテーション工学研究者・
藤井直人氏　他
定２０人（申し込み順）
申１１月２日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

【誰でも一緒に楽しめるスポーツ〜
パラスポーツ＆フラダンスを体験し
て共生社会を考えよう】

　障がいの有無にかかわらず、誰も
が一緒に楽しめるパラスポーツやフ
ラダンスを通じ、共生社会について
考えてみませんか。さらに、パラスポ
ーツを見て・知って・体験して、パラ
リンピックを盛り上げましょう。
対市内在住の方
日①１２月１２日㈯②１２月２６日㈯③
２０２１年１月１６日㈯④１月３１日㈰⑤
２月６日㈯、午前１０時～正午、全５回
場同センター
内①共生社会とは？②ボッチャ体験
③フラダンス体験④フラダンス体験
・発表⑤パラ競技講座
講日本パラ陸上競技連盟副理事長・
花岡伸和氏、フラダンス講師・永井涼
子氏　他
定３０人（抽選）
※介助者を含みます。車いすなど介
助が必要な場合は、ご自身で介助者
を手配してください。
申講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・障がいなどにより配慮を必
要とする方はその内容を明示し、１１
月２日午前９時～２０日午後５時に電
話またはＦＡＸで同センターへ。

◇
問同センター☎☎７２８・００７１返７２８・
００７３
生涯学習センターコンサート事業

早川純バンドネオン・ 
ソ ロ コ ン サ ー ト
　国内外で活躍するバンドネオン奏
者・早川純さんのソロコンサートで
す。リズミカルなタンゴの曲などを
お楽しみください。
日１２月１３日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目リベルタンゴ、エル・チョクロ、
風の通り道　他（予定）
定７９人（抽選）
申１次受付＝１１月２日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０５Ｆへ／２次受付＝１１
月５日正午～２６日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同センター☎☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座

自由民権資料館～企画展

町田の民権家たち
問同館☎☎７３４・４５０８

　自由民権運動が盛んだった明治
１０年代、町田市域を始めとする多
摩地区は神奈川県に属していまし
た。当時の神奈川県域の自由民権
運動を１つにまとめようと活動し
たのが、現町田市域に生まれた民
権家たちでした。本展では、市域を
代表する４人の民権家、石阪昌孝・
青木正太郎・村野常右衛門・細野喜
代四郎の事績や関連史料を紹介し
ます。
会期２０２１年３月２８日㈰まで
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）、年末年始（１２月
２８日～１月４日）
開館時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室 村野常右衛門 細野喜代四郎

石阪昌孝 青木正太郎

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（⑨⑪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
（3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

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 11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不動産相談 10日㈫

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）
④登記相談 5日㈭
⑤行政手続相談 12日㈭
⑥年金・社会保険・労務相談 4日㈬
⑦建築・耐震相談 4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
（祝休日を除く） 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

⑩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

⑪空家に関する相談　※Bは新設
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、
B＝司法書士・宅地建物取引士）

Ａ＝9日㈪、
B＝16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
※Ａ＝第2・4月曜日（第4月曜日は税理士も同席）、B＝第3月曜
日に実施（特に相続・不動産登記に関する相談）／いずれも祝休
日の場合は火曜日に実施
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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。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【レッツ！サイエンス　
科学クラブ～炎の科学】
　ロウソクの炎の神秘を実験で解き
明かし、花火の美しい色の不思議を
観察します対市内在住、在学の小学
３年生～中学生日１１月２２日㈰午前
１０時～正午場ひなた村レクリエー
ションルーム講町田わくわく！サイ
エンス・池田勇五氏定１０人（申し込
み順）費３００円申１１月３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
●小野路公園☎☎７３７・３４２０
【どんぐりでオリジナルオブジェを
つくろう】
対４歳～小学生（小学２年生までは保
護者同伴）日１１月３日㈷、７日㈯、①
午前１０時～１１時②午前１１時２０分
～午後０時２０分③午後１時３０分～２
時３０分④午後２時５０分～３時５０分
（受け付け＝①②午前９時３０分から
③④午後１時から）場鶴川中央公園
芝生広場講小野路公園スタッフ定各
１２人（先着順）費１００円

●市立総合体育館
☎☎７２４・３４４０
【エンジョイ！バスケット
ボール教室】
対市内在住の小学４～６年生日１２月
４日～２０２１年３月１９日の金曜日
（１２月２５日、１月１日、１５日、２月５
日、２６日、３月１２日を除く）、午後４時
３０分～５時４５分、全１０回定２５人（抽
選）費１万円申１１月１５日～２２日に
同館ホームページで申し込み
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児ダンス②キッズダ
ンスＡ・Ｂ・Ｃ】
対①４～６歳の未就学児②小学生日
１２月１日～２０２１年１月２６日の火曜
日（１２月２９日を除く）、①午後３時
３０分～４時１５分②午後４時３０分～７

時５０分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全８回定
①８人②各１５人／抽選費①４８００円
②各６４００円申往復ハガキに必要事
項を明記し、１１月１７日まで（必着）
に同プールへ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月７日～２１日の土曜日、午
後１時～２時３０分、全３回定１５人（申
し込み順）費１回２００円申１１月１３日
までに電話で同館へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【２歳からの運動教室】
対２～４歳日毎週水曜日、午
前１０時１５分～１１時定各８人（申し込
み順）費９９０円申電話で同公園へ（同
公園ホームページで申し込みも可）

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。

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【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】
　都内に３年以上居住等、いずれも要
件有り／詳細は募集案内を参照配布
期間１１月４日～１２日配布場所市庁
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、都
庁等（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申郵送で１１
月１７日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎☎０５７０・０１０・８１０
●町田消防署～秋の火災予防運動
　１１月９日～１５日は秋の火災予防
運動です。火災予防に対する意識を
高め、火災の発生や火災による死者
の発生を防ぎ、貴重な財産の損失を
防ぐことを目的に実施しています。
市内では、２０１９年中に１０４件の火
災が発生しました。出火原因の第１
位は放火・放火の疑い、第２位は電気
関係、第３位はガス設備機器となっ
ています。住宅火災は４３件発生して
おり、原因の第１位は電気関係です。
なお、住宅用火災警報器は、火災の早
期発見に大変有効です。すべての居
室や台所に設置し、定期的に作動状
態の確認をしましょう。また、設置か
ら１０年を経過したものは新しいも
のに交換しましょう問町田消防署☎☎

７９４・０１１９
●八王子年金事務所からのお知らせ
【「年金の日」にご自身の年金記録を
確認しましょう】
　厚生労働省では、国民一人ひとり
にねんきんネット等を活用しなが
ら、高齢期の生活設計に思いを巡ら
していただく日として、１１（いい）月
３０（みらい）日を日本「年金の日」と
しています。この機会に、一度ご自身
の年金記録や将来の年金受給見込額
を確認してみてはいかがでしょう
か。ねんきんネットでは、ご自身の国
民年金・厚生年金保険の加入記録、国
民年金保険料の納付状況、年金見込
額等をインターネットで２４時間ご
覧いただけます問ねんきん定期便・
ねんきんネット等専用ダイヤル☎☎
０５７０・０５８・５５５（０５０から始まる
電話の方＝☎☎０３・６７００・１１４４）
【年金を受けている方が亡くなられ
たとき】
　年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。ただし、日本年金機構に個人番
号（マイナンバー）が登録されている
方は原則不要です。なお、年金を受け
ている方が亡くなった際に、受け取
っていない年金がある場合は、生計
を同じくしていた遺族の方がその年
金を受け取ることができる場合があ
ります。詳細は、ねんきんダイヤル
（☎☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始ま
る電話の方＝☎☎０３・６７００・１１６５）
へお問い合わせを問八王子年金事務
所☎☎０４２・６２６・３５１１

　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）

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１１月
１日㈰

午前９時～午後５時
内科 かどわきクリニック（つくし野４-９-８）☎☎７９９・２２０２

内科、
小児科

小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎☎７２５・８４１１
泰生医院（小山町２４７０-５） ☎☎７９７・７４２３

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２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

３日㈷

午前９時～午後５時
内科

さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６
町田東口クリニック（森野１-３５-８）☎☎７２１・８８５５
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６）☎☎７３５・５６６７

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

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

８日㈰

午前９時～午後５時
内科

いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３） ☎☎７０６・２６３０
榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１７-１３） ☎☎７３７・３８６０
川村クリニック（本町田２９４３-１） ☎☎７２４・７７２７

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 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

９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
１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
１３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
１４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

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

休日耳鼻咽喉科の医院は、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。

広　　告

5分でわかる町田のストーリー
現在放送中

▼広報番組「まちテレ」は町田市ホームページ、YouTubeで
　ご覧いただけます。
問広報課　724･2101☎ まちテレ 検索

○まちテレvol.18９
「町田の教育」
～えいごのまちだとICT教育～

今
号
の
広
報
紙
は
、11
万
３
３
１
１
部
作
成
し
、１
部
当
た
り
の
単
価
は
26
円
と
な
り
ま
す（
職
員
人
件
費
を
含
み
ま
す
。ま
た
作
成
経
費
に
広
告
収
入
等
の
歳
入
を
充
当
し
て
い
ま
す
）。

２０２０愛するまちだフォトコンテスト
を開催します！

　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、ふるさと納税で寄附金を募集しました。集まった寄附金
は、１０月９日に町田市医師会に１０００万円、町田市歯科医師会に５００万円
をそれぞれ贈呈しました。
　両会からは、「この寄附金を活用
し、安心・安全な医療体制を確保して
いきたい」との言葉をいただきまし
た。
　寄附金は、その大半が市民の皆さ
んから寄せられました。多くの方から
の支援により、医療機関への支援が
実現できました。皆さんからの温かい
ご支援、ありがとうございました。

左から、石阪市長、町田市医師会副会長
・山下弘一氏、町田市歯科医師会会長・
長﨑敏宏氏

　中央図書館は、１１月３０日に開館
３０周年を迎えます。これを記念し
て、企画展示や講演会を行います。

中央図書館３０周年企画展示
日程①１１月１３日㈮～１２月９日㈬、
②１１月１７日㈫～２９日㈰
場①同館４階特集コーナー②同館４
・５階エスカレーター横の展示スペ
ース
内①「３０」にちなんだ本の特集（貸し
出しには利用券が必要）②同館３０周
年のあゆみや「３０」にちなんだ展示

講演会～英語多読で 
楽しく学ぼう！

　「英語多読」は辞書を引かずに、絵
本などのやさしい英語をたくさん読
むことで英語に親しんでいく学習方
法です。実際に多読用図書に触れ、英
語初心者でも気軽に楽しめる多読の
世界を紹介します。
日１１月２２日㈰午後２時から
場同館
講（特）多言語多読理事・酒井邦秀氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネット）

コード２０１１０５Ｂへ／２次受付＝１１
月５日正午～１７日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ（申し込みは２人まで）。　

講演会～夢のかなえかた 
作家って、どんな仕事？

　児童文学作家の工藤純子氏をお招
きし、おはなしの作り方から、作家と
いう仕事を選んだきっかけ、夢のか
なえ方などについて語っていただき
ます。講演終了後にサイン会も予定
しています。
対市内在住、在学または稲城・多摩・
調布・八王子・日野・府中・川崎・相模
原・大和・横浜市在住の小学生～１８
歳の方及びその保護者
※保護者のみの参加はできません。
日１１月２９日㈰午後２時から
場同館
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０５Ｃへ／２次受付＝１１
月５日正午～１７日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ（申し込みは２人まで）。

　今年度の町田市成人式「二十祭ま
ちだ２０２１」は、新型コロナウイルス
感染防止のため、下表のとおり２部
制（入れ替え制）とし、感染防止対策
を講じたうえで開催します。
　詳細は、１２月に発送する案内状を
ご覧ください。
　なお、新型コロナウイルスの感染

状況等により、開催を中止する可能
性があります。最新の情報は、町田市
ホームページ（下記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
対２０００年４月２日～２００１年４月１日
生まれの方
日程２０２１年１月１１日㈷
場市立総合体育館

　新型コロナウイルス感染症拡大により、
市内で過ごす時間が長くなっているこの機
会に、町田の新たな魅力を発見し、「あなた
が愛するまちだ」をシェアしてみませんか。
　町田らしさが感じられる、町田への愛着
が伝わる写真を募集します。
※受賞作品は、ＦＣ町田ゼルビア・同協会・町
田市ホームページ等で１２月上旬ごろに公
表予定です。
募集期間１１月２日㈪～２０日㈮
応募方法Ｔｗｉｔｔｅｒで「＃２０２０愛するまち
だ」をつけ、作品タイトル・撮影日・撮影場所
・共有したい魅力を明記のうえ、写真を投
稿（同協会ホームページでの応募も可）。
【注意事項等】
◯写真は未発表で、撮影者本人による応募に限ります。
◯非公開アカウントは審査対象外とします。
◯政治・宗教に関する、公序良俗に反する、他人を誹

ひ

謗
ぼう

中傷する、他人のプラ
イバシーを侵害する、著作権に違反する内容を含む場合は審査対象外です。
◯受賞作品の著作権は撮影者に帰属しますが、ＦＣ町田ゼルビア・同協会・町
田市ホームページや広報等で、無償かつ自由に使用させていただきます。
※詳細は、ＦＣ町田ゼルビア公式ホームページ（右記二次元バ
ーコード）をご覧いただくか、ＦＣ町田ゼルビア事務局（☎☎
７３５・６０５０、受付時間＝祝休日を除く火～金曜日の午前１０
時～午後６時）へお問い合わせください。

　東京都受動喫煙防止条例が４月に全面施行される等、受
動喫煙対策についての意識が高まっています。
　市では、（株）リンケージと民間協定を締結し、禁煙啓発動
画を作成しました。受動喫煙対策の一環として、たばこの煙
による健康被害や禁煙へのきっかけづくりについて、（株）
リンケージ所属で、日本禁煙学会専門指導者の泉水貴雄氏
が分かりやすく解説しています。
　「小・中学生向け」「一般市民向け」の２パターンをＹｏｕＴｕｂｅ
で配信しています。ぜひご視聴ください。

合わせてご覧ください  
Zoomウェビナー～新しい生活様式における受動喫煙
対策、禁煙支援のノウハウについて
　１１月の「総合健康づくり月間～新しい健康づくりのはじめかた」の
一環として、講座を配信します。
日１１月２４日㈫午後２時～３時　
講（株）リンケージ・泉水貴雄氏
参加方法開始１０分前に、右記二次元バーコードからログ
インして入室

第１部
（午前１１時３０分～正午）

町田第一中学校・町田第二中学校・町田第三中学校・南大谷中
学校・南中学校・つくし野中学校・成瀬台中学校・南成瀬中学校
・薬師中学校の通学区域（学区）に居住する新成人

第２部
（午後２時３０分～３時）

鶴川中学校・鶴川第二中学校・真光寺中学校・金井中学校・忠生
中学校・山崎中学校・木曽中学校・小山田中学校・小山中学校・
堺中学校・武蔵岡中学校の通学区域（学区）に居住する新成人

ふるさと納税で集まった寄附金を医療ふるさと納税で集まった寄附金を医療
機関に贈呈しました機関に贈呈しました

中央図書館
３０周年イベント

ＦＣ町田ゼルビア・町田市観光コンベンション協会共催

町田市成人式「二十祭まちだ２０２１」

禁煙啓発動画を配信しています
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

小・中学生向け

一般市民向け

問広報課☎☎７２４・２１０１

問同館☎☎７２８・８２２０

問財政課☎☎７２４・２１４９

２回に分けて開催します！
問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎☎７２４・２１８４
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