
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

いいここいいここ町町田田！！ＰａｙＰａｙ使ってＰａｙＰａｙ使って ““ううふふふふ””なな買い物買い物

最大最大２０％２０％戻ってくるキャンペーン戻ってくるキャンペーン
　市では、新しい生活様式として、現金を受け渡ししないキャッシュレス
決済を促進しています。このたび、市内対象店舗でスマートフォンによる
決済サービスＰａｙＰａｙで支払った消費者に対して、期間中最大２万円相当
のプレミアムポイント（ＰａｙＰａｙボーナス）を付与する事業を行います。

Ｑ．　キャンペーンは市民だけが対象ですか？
Ａ．　�地域経済活性化のため、市内に居住しているか否かを問

わず、どなたでも参加できます。
Ｑ．　�キャンペーンを利用するには、手続きが必要ですか？
Ａ．　�スマートフォン等にＰａｙＰａｙのアプリをダウンロードし

て登録していただく必要があります（登録方法の詳細は

２面参照）。
Ｑ．　�ＰａｙＰａｙを使った支払いは、すべてキャンペーンの対象

ですか？
Ａ．　�ＰａｙＰａｙを使ったＰａｙＰａｙ残高（現金チャージ、銀行口座

からのチャージ等）、Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮカード、またはＰａｙ
Ｐａｙあと払い（一括のみ）によるお支払いが対象です。

※Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮカード以外のクレジットカードでのお支
払いは対象になりません。

Ｑ＆Ａ

キャッシュレス
で、会計を

スマートに！

キャンペーン期間 １２月１日〜１月３１日（２か月間）

２万５０００円の 
　お買い物で、５０００円 

相当のＰａｙＰａｙ 
ボーナスが戻って 

くる！

※�町田市ホームページで対象店舗リストを掲載しています（最新
情報は実店舗やアプリ内マップでご確認ください）。

※�公共サービス・病院・調剤薬局・保険・金券ショップなどの一部対
象外有り。

対象店舗

大手チェーン店、コンビニを含む
市内のＰａｙＰａｙが利用できる店舗

◀�対象の店舗はアプリ内のマップ
でこのマークがつきます！

ボーナス付与上限 決済金額の最大２０％
•２か月（キャンペーン期間中）の上限　２万円相当
•1か月の上限　1万円相当
•1回のお買い物の上限　5０００円相当
例�２万円のお買い物→４000円相当�
２万5000円のお買い物→5000円相当�
３万円のお買い物→5000円相当

利用の流れ

市内で
お買い物 2万5000

円を
PayPayで
お支払い

30日後、 
決済金額の 

20％、 
5000円

相当のポイ
ント付与

貯まった
ポイント
も市内で
使おう！

（２万5000円のお買い物をする場合）

人口と世帯（外国人含む） 2020年11月1日現在人口 ： 429,258人（ 男：210,045人・女：219,213人）（前月より58人増） ／ 世帯 ： 199,951世帯（前月より215世帯増）

今号の紙面から 　●3面　市民税に関するお知らせ　●5面　町田市と相模原市との市境界の一部を変更します
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ＰａｙＰａｙ登録方法

問い合わせ
ＰａｙＰａｙの利用方法について（消費者用）＝ＰａｙＰａｙカスタマーサポート窓口錆０１２０・９９０・６３４（受付時間＝２４時間、３６５日）
ＰａｙＰａｙの新規導入等について（事業者用）＝�ＰａｙＰａｙ町田市専用ダイヤル錆０１２０・９３６・２２０（受付時間＝月～金曜日の午前１１

時～午後６時）
ＰａｙＰａｙ加盟店のサポート等について（事業者用）＝ＰａｙＰａｙ加盟店サポート窓口錆０１２０・９９０・６４０（受付時間＝２４時間、３６５日）
キャンペーン内容について＝町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

ＰａｙＰａｙ利用方法の個別相談を受け付けています（事前予約制）

①市庁舎窓口相談
　キャンペーン内容について知りたい方、ＰａｙＰａｙを導入した
い事業者の方、ＰａｙＰａｙの登録・使用方法を知りたい方を対象
とした個別相談を受け付けています。

対市内在住の方、市内事業者
日１月２６日までの火曜日、午前１０時～午後
４時（１相談当たり３０分まで）
場産業政策課（市庁舎９階９０７窓口）
申事前に電話で産業政策課（☎☎７２４・３２９６）へ。

相談窓口（店舗名） 住　所 電話番号 営業時間
ソフトバンク町田ジョルナ 原町田6丁目6-14　町田ジョルナ1階 ☎☎710・6201 午前10時30分～午後8時30分
ソフトバンク町田駅前 原町田6丁目14-13 ☎☎710・0027 午前11時～午後8時(第4木曜日を除く）
ソフトバンク南町田グランベリーパーク 鶴間3丁目4-1 ☎☎788・7330 午前10時～午後8時
ソフトバンク鶴川 能ヶ谷2丁目12-54　メゾンナツウメ1階 ☎☎708・1922 祝休日・第1水曜日を除く月～金曜日＝午前11時～午後8時

土・日曜日、祝休日＝午前10時～午後7時ソフトバンク桜美林東 根岸町1012-9 ☎☎789・6006

ソフトバンク町田金井 金井2丁目7-9 ☎☎737・6966 祝休日を除く月～金曜日＝午前11時～午後8時
土・日曜日、祝休日＝午前10時～午後7時

ソフトバンク成瀬 成瀬が丘1丁目30番1 ☎☎706・8862 午前11時～午後8時(第2水曜日を除く)

ソフトバンク町田小山 小山町615 ☎☎798・7071 祝休日・第2水曜日を除く月～金曜日＝午前11時～午後8時
土・日曜日、祝休日＝午前10時～午後7時

ワイモバイル町田ジョルナ 原町田6丁目6-14　町田ジョルナ1階 ☎☎721・2311 午前10時30分～午後8時30分
ワイモバイル町田 原町田6丁目11-13　ホンタマビル1階 ☎☎722・0201 午前10時～午後7時(第2・3火曜日を除く)

ワイモバイルアメリア町田 根岸2丁目18‐1　アメリア町田根岸ショッピ
ングセンター店 ☎☎789・6571 午前10時～午後8時

ワイモバイルミスターマックス町田多摩境 小山ヶ丘6丁目1-10　ＭｒＭａｘ町田多摩境シ
ョッピングセンター ☎☎703・6371 午前10時～午後8時

※施設の運営状況等により、営業時間等が異なる場合があります。事前に電話等で確認のうえ、おいでください。※時間に余裕をもってご予約・ご来店をお願いします。

　ＰａｙＰａｙアプリの利用に関する相談窓口です。ソフトバンク・
ワイモバイルを利用している方だけでなく、すべてのスマー

トフォンを利用している方にご利用いただけます。
申事前に電話で各店舗へ。

②�市内ソフトバンクショップ・ワイモバイルショップでの使い方相談

※最新の連携可能な金融機関は、アプリで確認できます。
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　働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除
が引き下げられ、基礎控除が引き上げられました。
１　給与所得控除の改正

●給与所得控除を一律１０万円引き下げ
●給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を１０００万円から
８５０万円に、上限額を２２０万円から１９５万円に引き下げ
給与所得給与等の収入金額－給与所得控除
給与所得の計算（改正後）　Ａ＝収入金額÷４（千円未満切捨）

給与等の収入金額 給与所得の金額
55万999円以下 0円
55万1000円~162万４999円 収入金額－55万円
162万5000円~179万9999円 Ａ×2.４+10万円
180万円~359万9999円 Ａ×2.8－8万円
360万円~659万9999円 Ａ×3.2－４４万円
660万円~8４9万9999円 収入金額×0.9－110万円
850万円超 収入金額－195万円

２　公的年金等控除の改正
●公的年金等に係る雑所得を計算するうえで適用する公的年金等控除額を一
律１０万円引き下げ
●公的年金等の収入金額が１０００万円以上の控除額に１９５万５０００円の上限
を設定
●公的年金等以外の所得金額が１０００万円を超える場合は控除額を引き下げ
公的年金等に係る雑所得公的年金等の収入金額－公的年金等控除
公的年金等に係る雑所得の計算（改正後）

公的年金等
の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下 1000万円超
2000万円以下 2000万円超

65歳
未満

130万円以下 収入金額－60万円 収入金額－50万円 収入金額－４0万円
130万1円~
４10万円

収入金額×0.75－
27万5000円

収入金額×0.75－
17万5000円

収入金額×0.75－
7万5000円

４10万1円~
770万円

収入金額×0.85－
68万5000円

収入金額×0.85－
58万5000円

収入金額×0.85－
４8万5000円

770万1円~
1千万円

収入金額×0.95－
1４5万5000円

収入金額×0.95－
135万5000円

収入金額×0.95－
125万5000円

1千万円超 収入金額－
195万5000円

収入金額－
185万5000円

収入金額－
175万5000円

65歳
以上

330万円以下 収入金額－110万円 収入金額－100万円 収入金額－90万円
330万1円~
４10万円

収入金額×0.75－
27万5000円

収入金額×0.75－
17万5000円

収入金額×0.75－
7万5000円

４10万1円~
770万円

収入金額×0.85－
68万5000円

収入金額×0.85－
58万5000円

収入金額×0.85－
４8万5000円

770万1円~
1千万円

収入金額×0.95－
1４5万5000円

収入金額×0.95－
135万5000円

収入金額×0.95－
125万5000円

1千万円超 収入金額－
195万5000円

収入金額－
185万5000円

収入金額－
175万5000円

３　基礎控除の改正
●基礎控除額を１０万円引き上げ（住民税４３万円、所得税４８万円）
●合計所得金額が２４００万円を超える場合、その所得金額に応じて控除額を
徐々に減らし、２５００万円を超える場合は適用外となる
基礎控除額

合計所得金額 （改正後）控除額 （改正前）控除額
2４00万円以下 住民税４3万円／所得税４8万円

住民税33万円
所得税38万円

2４00万円超2４50万円以下 住民税29万円／所得税32万円
2４50万円超2500万円以下 住民税15万円／所得税16万円
2500万円超 適用無し

４　 非課税・扶養要件等の見直し
　給与所得控除等見直しに伴い、住民税の非課税範囲や扶養控除等に係る合
計所得金額等の要件がそれぞれ見直されました。
非課税・扶養控除等の要件（改正後）

要　件 改正後

均等割・所得割の両方が非課
税となる合計所得金額（※1）

扶養親族等（※2）無し ４5万円以下

扶養親族等有り
次で計算した額以下
35万円×（扶養親族等+1）
+31万円

所得割が非課税となる総所得
金額等（※3）

扶養親族等無し ４5万円以下

扶養親族等有り
次で計算した額以下
35万円×（扶養親族等+1）
+４2万円

障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の合計
所得金額 135万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 ４8万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 ４8万円超
133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下
家内労働者等の所得計算の特例（必要経費に算入する金額の
最低保証額） 55万円

※1　�損失の繰越控除前の総所得金額、株式等の譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得の金額、特別控除を控除する前の分
離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額

※2　同一生計配偶者又は扶養親族
※3　合計所得金額に損失の繰越控除を適用した金額

５　所得金額調整控除の創設
　給与所得控除及び公的年金控除の見直しにより、介護・子育て世帯や給与・
公的年金等の両方の収入がある方に税負担が生じないよう、次の対象者につ
いて、それぞれ計算した金額が給与所得の金額から控除されます。
○対象者その１　給与等の収入金額が８５０万円を超え、次のいずれかに該当
する場合　①特別障害者に該当する②年齢２３歳未満の扶養親族を有する③
特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額給与等の収入金額（※）－８５０万円×１０％
※上限は１０００万円です。
○対象者その２　給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合（対
象者その１の控除がある場合、１の控除後の金額からさらに控除）
控除額給与所得控除後の給与の金額（※）＋公的年金等に係る雑所得の金額
（※）－１０万円
※上限は１０万円です。
６　ひとり親控除の創設等

　ひとり親に対して性別や婚姻歴の有無による差を無くし、公平に課税する
ために、従来の寡夫控除が廃止され「ひとり親控除」が創設されました。また、
寡婦控除の適用要件が見直されました。
●合計所得金額１３５万円以下のひとり親は、個人住民税が非課税
●生計を一にする子を有する合計所得金額５００万円以下の方について、「ひと
り親控除（住民税３０万円・所得税３５万円）」が適用されます。
●子以外を扶養する（ひとり親に該当しない）寡婦について、合計所得金額が
５００万円を超える場合は控除の適用が無くなります。
※ひとり親・寡婦控除は住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある
方（事実婚）は対象外です。
ひとり親・寡婦控除（改正後）
は「ひとり親控除」、 は「寡婦控除」です。

本人が
女性

配偶関係 死　別 離　別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下

扶養
親族

有
子 住民税30万円

所得税35万円
住民税30万円
所得税35万円

住民税30万円
所得税35万円

子以外 住民税26万円
所得税27万円

住民税26万円
所得税27万円 －

無 住民税26万円
所得税27万円 － －

本人が
男性

配偶関係 死　別 離　別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下

扶養
親族

有 子 住民税30万円
所得税35万円

住民税30万円
所得税35万円

住民税30万円
所得税35万円

子以外 － － －
無 － － －

※いずれも本人所得が500万円超の方は控除の対象外です。
７　調整控除の改正

　２００７年に行われた税源移譲に伴う税負担を調整する調整控除について、
合計所得金額が２５００万円を超える方は控除の適用が無くなります。

市民税に関するお知らせ　個人住民税の７つの改正ポイント 問市民税課☎☎７２４・２１１４

市税の口座振替は外出不要です！
問納税課☎☎７２４・２１２１

税金滞納許しません！
１２月はオール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間

問納税課☎☎７２４・２１２２

　東京都と区市町村では、安定し
た税収確保と納税義務の公平性確
保を目指し、１２月を「オール東京
滞納ＳＴＯＰ強化月間」と位置付け
ています。都と区市町村が連携し、
広報や催告による納税の推進、財
産の差し押さえやタイヤロック、
捜索等を実施する徴収対策に取り

組んでいます。
　町田市も、この強化月間に積極
的に参加しています。引き続き、期
限内納付へのご理解ご協力をお願
いします。
　なお、新型コロナウイルス感染
症の影響等により納税が困難な方
は、お早めにご相談ください。

【申込書の請求はお電話で！】
　２０２１年度からの口座振替の申
し込みを受け付けています。申込
書を送付しますので、納税課へご
連絡ください。利用できる各税目
の申込期限は右表のとおりです。
【口座振替を行うと、こんな利点が
あります】
①納付のために外出する必要がな
い。

②各納期に指定口座からの振替を
行うため、納め忘れがない。
申申込書に必要事項を記入・押印
のうえ、郵送で納税課へ。
2021年度からの口座振替申込書提出期限

税　目 申込期限
固定資産税
都市計画税 2月12日

軽自動車税 2月26日
市・都民税 ４月 1日

国民健康保険税 ４月22日
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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１月６日、２月３日、３月３日、いずれ
も水曜日午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２２・７６３６

Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
日１２月６日㈰、検査受付時間＝午後
１時３０分～３時３０分
場町田市文化交流センター
定５０人（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいでください。
※採血後、約１時間後に検査結果を
説明します。陰性の場合は即日、判定
保留の場合は１２月１３日㈰に説明し
ます。
※希望者は同時に梅毒検査も受ける
ことができますが、梅毒検査のみを
受けることはできません。

問保健予防課☎☎７２４・４２３９、東新宿
こころのクリニック（本検査への問
い合わせ専用電話）☎☎０７０・１３２１・
７７５７（受付期間＝１２月１８日までの
月～金曜日、午前１０時～午後５時）

お知らせお知らせ
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【多摩３・１・６号南多摩尾根幹線】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間１２月２日㈬～１６日㈬、都庁
で縦覧の場合＝午前９時～正午、午
後１時～５時、市庁舎で縦覧の場合＝
午前８時３０分～午後５時
※いずれも土・日曜日を除きます。
場東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課（都庁第二本庁舎１２階
北側）、町田市都市政策課（市庁舎８
階）
内多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線の変更
意見書の提出１２月１６日まで（消印
有効）に直接または郵送で、東京都都
市整備局都市づくり政策部都市計画
課（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２

－８－１）へ。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎☎０３・５３８８・３２２５、町田市都市政
策課☎☎７２４・４２４７

シルバーピア「あいはら」
入 居 者 募 集
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方
①市内に３年以上居住している満６５
歳以上の単身者で自立した生活を営
め る ②２ ０ １ ９年 中 の 所 得 が
２５６万８０００円以内である③立ち退
きなどで住宅に困窮している
募集戸数単身用１ＤＫ１戸
入居時期３月１日以降
申込用紙配布期間１２月１４日㈪まで
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市
庁舎１階）、各市民センター、各連絡
所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、１２
月１４日まで（必着）に直接または郵
送で高齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１
202１年４月から義務教育就学児医
療費助成制度（◯子医療証）の
所得制限が撤廃されます
　⃝子医療証を所得超過によってお持
ちでない方の申請受付を開始しま

す。
　対象と思われる方には、１２月中に
申請書を送付しますので、対象児童
の健康保険証の写しと合わせて、１
月２９日まで（必着）に郵送で子ども
総務課へ提出してください。３月末
に医療証を送付します。
対２００６年４月２日～２０１４年４月１日
生まれの方
※乳幼児医療証をお持ちで新小学１
年生になる方は申請不要です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。希望の方は１２月２５日ま
でにお問い合わせください。なお、
２０２０年度の申請は、１月２９日まで
です。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方（中途退学者や浪人生
等）
※収入等の貸付要件があります。
問町田市社会福祉協議会☎☎７２２・
４８９８（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時〔相談
は予約制、書類提出は午後４時３０分
まで〕）、町田市福祉総務課☎☎７２４・
２１３３

１２月議会が開会

補正予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

　令和２年（２０２０年）第４回市議会
定例会（１２月議会）が１１月３０日に
開会されました。
　今議会には令和２年度（２０２０年
度）一般会計補正予算など１８議案
が提出されました。議案等の内訳
は予算５件、条例８件、契約５件とな
っています。会期は今月２３日まで
です。

予 算 案予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
６億９６３３万８千円、特別会計が
１億７１２２万７千円、合計で８億
６７５６万５千円です。
　主な内容は次のとおりです。
◯新型コロナウイルス感染症拡大
防止を図るため、市からの施設休
止指示により、利用料金収入が大
きく減少した指定管理者に対し
て、事業継続のための支援金を支
給する「指定管理者事業継続支援
事業」
◯市民課等の窓口で発行する各種
証明書発行手数料の支払いについ
て、市民の利便性向上と、「新しい
生活様式」に対応するため、キャッ
シュレス決済を導入し、新型コロ
ナウイルス感染リスクの低減を図
る「証明書発行手数料キャッシュ
レス決済導入事業」
◯在宅の要介護高齢者を介護する
家族等が新型コロナウイルス感染
症に感染した際、要介護高齢者が
一時的に利用できる医療機関を確
保し、介護者が安心して療養に専

念できる体制を整備する「在宅要
介護者受入支援事業」
◯町田市民病院における新型コロ
ナウイルス感染症への対応とし
て、新たにＥＣＭＯ（体外式膜型人
工肺）等の医療機器を整備し、重症
化した際の医療提供体制を強化す
る「新型コロナウイルス感染症対
応医療機器整備事業」
などです。

条 例 案条 例 案
◯学校運営協議会の設置に伴い、
関係する規定を整備するため、所
要の改正をする「町田市非常勤の
特別職の職員の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条
例」
◯玉川学園コミュニティセンター
の開所に伴い、関係する規定を整
備するため、所要の改正をする「町
田市地域センター条例の一部を改
正する条例」
◯市立総合体育館及び市立室内プ
ールの施設の利用料金を改定する
ため、所要の改正をする「町田市体
育施設条例の一部を改正する条
例」
◯山王塚公園グラウンドの整備に
伴い施設の利用時間、利用料金等
を設定するため、並びに市立陸上
競技場及び小野路球場の施設の利
用料金を改正するため、所要の改
正をする「町田市立公園条例の一
部を改正する条例」
などです。

パブリック
コメント
予　告

市では、条例・計画などの策定
を進めるに当たり、市民の皆さん
にご意見を伺います
①②１２月１５日から③１２月１６日から、下記のパブリックコメ
ント（意見公募）の実施を予定しています。

案 件 名
①（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040（基本計画素案）②（仮称）
第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画（案）③（仮称）町田市いきい
き長寿プラン21－23（町田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画－
第８期－）（案）

募集期間 ①12月15日㈫～1月15日㈮②12月15日㈫～1月14日㈭③12月16
日㈬～1月15日㈮

案の公表
方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。
※③のみ本紙以外の公表は、12月16日以降となります。

意見等の
提出方法

・郵便・FAX・Ｅメール
・�①企画政策課（市庁舎4階）②環境政策課（市庁舎7階）③いきいき
総務課（市庁舎7階）、その他、指定の窓口への提出

担 当 課 ①企画政策課☎☎724・2103②環境政策課☎☎724・4379③いきいき
総務課☎☎724・2916

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

町田市情報公開・個
人情報保護運営審
議会

12月14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

町田市教育委員会
定例会

12月16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

町田市下水道事業
審議会

12月1８日㈮
午前10時から

成瀬クリーン
センター3階
大会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道経
営 総 務 課(☎☎724・
42８7）へ

町田市住みよい街づ
くり条例改定検討委
員会（町田市街づく
り審査会専門部会）

12月21日㈪
午前10時～正
午

市庁舎2階会
議室2－1

3人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎724・4267）へ

まちだの新たな学校
づくり審議会

12月21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

町田市立図書館協
議会

12月23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
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新型コロナウイルス感染症に伴う� �
水道料金・下水道使用料の
支払い猶予の受け付け�
を 再 開 し て い ま す
　新型コロナウイルス感染症に伴
い、収入が減少している場合など、一
時的に水道料金・下水道使用料の支
払いが困難な方に対して、支払い猶
予の受け付けを再開しました。個人、
法人ともに対象となります。
※詳細は、東京都水道局ホームペー
ジをご覧ください。
問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、町田
市下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５

国 民 年 金 保 険 料 の�
産 前 産 後 免 除 制 度
　国民年金第１号被保険者が出産し
た際は、産前産後期間の国民年金保
険料が免除されます。
　２０１９年２月１日以降に出産した方
は、出産月の前月から４か月間の国
民年金保険料が免除になります（多
胎の場合は出産月の３か月前から６
か月間）。
※必要書類等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
問保険年金課国民年金係☎☎７２４・
２１２７
介護保険の住宅改修に伴う
施工業者向け研修会
　来年４月から３年間、町田市で介護
保険住宅改修の「受領委任払い事業
者」として登録を希望する住宅施工
業者に、登録・更新に必要な研修会を
開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感
染防止の観点から、書面開催としま
す。後日、受講確認書の提出をいただ
くことで受講完了となります。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者
申１月１４日までに電話で介護保険課
（☎☎７２４・４３６６）へ。

町田市要約筆記者登録試験
　聴覚障がいがある方の情報保障を
援助する要約筆記者の登録試験を行
います。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２１年４月時点で２０歳以
上で、要約筆記者養成課程修了相当
の方
日２月２１日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、各障がい者支援センター、町田
ボランティアセンターで配布、町田

市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、１２月１８日まで（必着）
に直接または郵送で障がい福祉課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８
配布しています
ハートページ２０２０～�
２ ０ ２ １年・町 田 市 版
　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０２０～２０２１年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎☎７２４・４３６６

献血にご協力ください
日１２月１８日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
リニューアルしました
市庁舎こもれび広場
　市庁舎正面玄関西側のこもれび広
場の舗装が新しくなり、より通行し
やすくなりました。また、路面にライ
トを埋め込み、夜間は５色に彩られ
ます。
　リニューアルしたこもれび広場
を、ぜひご覧ください。
問市有財産活用課☎☎７２４・２１６５
大地沢青少年センター～６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１２月５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。
※６月１日、８日、１５日、２２日、２９日は
利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
６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１２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）。
※初日の午後１時までの受付分は抽
選（自然休暇村ホームページで受付
分も含む）、午後１時以降は申し込み

順で受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）へお問い合
わせいただくか、自然休暇村ホーム
ページの空室情報をご覧ください。
※６月８日～１０日、１７日、２３日、２４
日、２９日は利用できません。
町田市民文化祭　春の催し
町田市民美術展出品者募集
　２月２７日㈯～３月７日㈰（３月１日
は休館日）に国際版画美術館で開催
する、同展の展示作品の募集です。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・版画・デザイン・彫刻
部門、手芸・工芸・写真・人形部門、書
道部門
費１作品４０００円
申１月１８日まで（消印有効）
※詳細は出品規定（各市民センター、
各市立図書館、生涯学習センター等
で配布）をご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって開催を中止する場合は、申し
込み済みの方に個別にご連絡しま
す。最新情報は、町田市文化協会・町
田市ホームページをご覧ください。
※美術展の内容、出品規定について
は町田市民美術展事務局（☎☎７３５・
３５６７）へお問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

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。

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
昔の道具で想い出語り
　三輪の森ビジターセンターには、
鶴川地域で使われていた昔の道具が
展示されています。
　市立博物館に所蔵している昔の道
具を見て、思い出を語りませんか。

日１２月１６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
定各２５人（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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１２月５日、１９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①１２月９日㈬午後２時～３時②１２
月９日㈬午後３時１５分～４時１５分③
１２月１８日㈮午後２時～３時④１２月
１８日㈮午後３時１５分～４時１５分
内①基礎・経営～３年後の将来像を
明確にしよう　経営計画策定基礎②
基礎・財務～資金調達が上手くいく
！創業融資「はじめの一歩」③基礎・
人材育成～メンタルヘルス対策を知
ろう④基礎・販路開拓～小売りにお
ける見せ方、売り方の基本を知ろう　
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②（株）ウィルパートナーズ・
藤田知哉氏③こころサロン創・佐瀬
りさ氏④コクリエイションジャパン
・米山淳子氏
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。

◇
対創業を予定されている方、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

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎☎７２４・２１５１

１２月１日から

町田市と相模原市との市境界の一部を変更します
問総務課☎☎７２４・２１０４

　入札参加案内、現地内覧会、契約条
件等の詳細は、「市有物件売却のご案
内」をご覧ください。
※案内書は市有財産活用課（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１月１４日㈭
場市庁舎
申１２月２４日までに直接市有財産活
用課へ。
※郵送の場合は１２月２１日まで（必
着）に提出してください。

　１２月１日付で町田市と相模原市と
の市境界の一部を変更します（都県
境も同時に一部変更となります）。
　市境界の変更は、境川の改修によ
り生じた飛び地のため、日常生活や
土地利用に不都合が生じている方の
要望に応える事業です。

　変更する区域は、相原町と小山町
の一部約１．３㎞の区間です。今回の
変更により、町田市の行政面積は約
１２３０平方メートル増加します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
ください。

売却予定物件
物件
番号 種類 所在・地番

家屋番号
地目
種類

地積・床面積
（公簿）／㎡

用途地
域・構造

建ぺい
率（％）

容積率
（％）

最低売
却価格
（万円）

１ 土地 金森二丁目
８９２番４　外

宅地
山林 １６８．２５

第一種
中高層
住居専
用地域

５０ １００ ２５９４

２

土地 西成瀬一丁目
２２２９番２ 宅地 ５１１．６４ 準住居

地域 ６０ ２００

５５８２
（税別）

建物
西成瀬一丁目
２２２９番２の２
（旧成瀬あお
ぞら会館）

給油所
１階　１４０．５２
２階　１５０．３２
合計　２９０．８４

鉄骨造
亜鉛メ
ッキ鋼
板 葺２
階建

※建物には、別途地方消費税が加算されます。なお、土地建物の価格割合は、土地９１．４
％、建物８．６％となります。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。
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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
まちだの体力向上プロジェクト

【音
おど

っ゙て楽しい　みんなで笑顔】
対①③市内在住の１～４歳児とその
保護者（保護者が在勤の場合も可）②
④市内在住、在学の５歳～小学３年生
日①１月６日㈬午前１１時～正午②１
月６日㈬午後２時３０分～３時３０分③
１月２０日㈬午前１１時～正午④１月
２０日㈬午後２時３０分～３時３０分
場子どもセンターまあち
内音に合わせて簡単なダンスを踊
り、身体を動かすことに興味を持た
せる
講町田ゼルビアスポーツクラブ　ダ
ンスインストラクター・ＣＨＥＭＩ氏
定①③各１５組②④各２０人／申し込
み順
申１２月２日正午～１月３日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード①②２０１２０２Ｃ③④
２０１２０２Ｄへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
南多摩の新たな魅力を体感する

南 多 摩３市 観 光 日 帰 り 
バ ス ツ ア ー
　今年オープンしたばかりの町田薬
師池公園四季彩の杜西園とよみうり
ランドＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ、来年オープ

ン予定のＫＤＤＩ　ＭＵＳＥＵＭを巡り
ます。よみうりランドでは、かんたん
苔ワークショップに参加できます
（希望者のみ、参加費２０００円）。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の方
日１２月１８日㈮正午～午後５時ごろ
※集合は小田急町田駅ビル東口広場
（カリヨン広場）、解散はよみうりラ
ンドＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩです。
定２０人（抽選、結果は１２月８日まで
に通知）
申「日帰りバスツアー」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・苔ワークショップへの参
加希望の有無を明記し、１２月７日ま
で（必着）にＦＡＸまたはＥメールでＪＴ
Ｂ東京多摩支店「日帰りバスツアー
係」（返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔ
ａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８、Ｊ
ＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・５５５０
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、ミニ門
松を予定しています。
日１２月１３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）
※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）。
申１２月２日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ。
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１２月８日、１５日、１月５日、いずれ

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照配布期間
①１２月１０日まで②１２月９日まで配
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
センター等（各施設で開所日時が異
なる）／配布期間中に限り、同公社ホ
ームページでダウンロードも可

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯家族向〔３人以
上向〕＝４戸、若年ファミリー向〔３人
以上向〕＝１戸、ひとり親世帯向〔２人
以上向〕＝１戸、単身者向シルバーピ
ア＝３戸、二人世帯向シルバーピア
＝１戸、車いす使用者世帯向〔２人以
上向〕＝１戸）、都営住宅地元割当（一
般世帯単身者向・家族向〔１～２人向〕
＝１戸、〔２人以上向〕＝２２戸）

【②東京都施行型～都民住宅】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります

◇
申郵送で１２月１４日まで（いずれも
必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー①☎☎７１３・５０９４②☎☎０３・３４９８・

も火曜日午後２時～４時（自由遊び時
間含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、子育
て情報交換、歌・絵本の紹介等
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１２月２０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１２月２日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

８８９４
●東京都福祉保健局～「調理師業務
従事者届」の提出について
　１２月３１日時点の就業場所等の届
け出が必要です対都内で調理業務に
従事している調理師（調理師免許取
得者）の方申１月１５日までに指定の
受理機関へ／届出用紙や届出先の詳
細は都内保健所窓口へお問い合わせ
いただくか東京都福祉保健局ホーム
ページを参照問同局健康安全部健康
安全課☎☎０３・５３２０・４３５８
●町田税務署～パソコン・スマホか
らラクラク確定申告
　申告書をパソコン・スマホから送
信できるｅ－Ｔａｘが便利です。「ＩＤ・
パスワード方式」では、ＩＤとパスワ
ードがあれば、国税庁ホームページ
で作成した申告書をｅ－Ｔａｘ送信で
きます。ＩＤ・パスワードは、お近くの
税務署で本人確認のうえ発行してい
ます（勤務先の近くなど、どの税務署
でも発行可）。申告する本人が運転免
許証等の本人確認書類をお持ちくだ
さい（詳細は国税庁ホームページを
参照）。なお、２０２１年の確定申告書
作成会場は混雑（３密）回避のため、
入場制限を予定しています問同税務
署☎☎７２８・７２１１

市立博物館出張展示～春・夏・秋・冬

青野武市のガラス作品に見る植物展
問同館☎☎7２６・１５３１

　同館では、（仮称）国際工芸美術
館の開館に向けて、工芸美術の魅
力を発信しています。本展では、同
館所蔵コレクションである青野武
市（１９２１年～２０１１年）のガラス
作品から、植物文様が表された作
品の写真をパネル化して展示し、
ガラス工芸の魅力を紹介します。
会期１２月２０日㈰まで
休館日月曜日、第２木曜日
時間火・水・金曜日＝午前１０時～

午後８時、木・土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
場中央図書館展示コーナー

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（⑪⑬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 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 ９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国税相談 １日㈫

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）

④不動産相談 ８日㈫
⑤登記相談 ３日㈭
⑥行政手続相談 １0日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 2日㈬
⑧国の行政相談 １日㈫
⑨建築・耐震相談 2日㈬
⑩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

⑪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

⑫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

⑬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＝１４日㈪、
Ｂ＝2１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

情報コーナー情報コーナー

青野武市　金赤被牡丹文蓋物　２００２年



72020．12．1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。

日12月6日㈰午前7時30分～ 8時30分（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

オンライン離乳食講習会（初期）
　栄養士による離乳食開始について
の講話です。
対０歳４か月児～６か月児の保護者で
オンライン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が可
能な方
日１２月１７日㈭午前１０時３０分～１１
時２０分
定３０人（申し込み順）
申１２月２日正午～９日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２０１２０２Ａへ。
※オンラインでの受講が難しい方
は、健康福祉会館または鶴川保健セ
ンターで開催している「離乳食講習
会（初期）」（イベシスコード２００３１７
Ｓ）にご参加ください。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

スイーツカフェ町田
　町田ツーリストギャラリーがおす
すめする町田のスイーツを集めたイ
ベントを開催します。ミニコンサー
トもあります。
※詳細は町田市ホームページをご覧
ください。
日１２月１９日㈯午前１１時～午後４時
場レンブラントホテル東京町田
内町田産食品や町田製菓専門学校に
よるお菓子の販売、オリジナルのス
イーツプレート（１皿５００円、数量限
定）の提供等
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

ベビー用リユース品抽選配布会
　市では、再利用可能なベビー用品
を市民の皆さんから回収し、必要な
方に配布するベビー用リユース品の
回収会・配布会を開催しています。
　今回は、大型ベビー用品（ベビーベ
ッド・ベビーカー・チャイルドシート
等）、抱っこひも、ベビーシューズの
配布を抽選で行います。抽選結果の
発表後、当選した物品をお持ち帰り
いただけます。ベビー用の服飾雑貨
（靴下・帽子等）の配布もあります。
※販売や営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。
※市民の方が持ち込んだものを、そ
のまま配布しています。市が品質・安
全性を保証するものではありませ
ん。譲り受け者の責任において、使用
してください。
【各子どもセンター・市庁舎で配布】
　ばあんは改修工事中のため、原ク
ラブ会館で配布します。
日・場１２月５日㈯＝原クラブ会館、６
日㈰＝ぱお、１２日㈯＝ただＯＮ、１３
日㈰＝市庁舎前、１９日㈯＝つるっこ
／いずれも午後１時～３時
※まあちでの配布は行いません。
※大型用品の展示及び抽選申し込み
は、各会場とも午後１時～２時１５分
に行います。また、抽選結果は午後２
時３０分に発表します。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０、（一財）ま
ちだエコライフ推進公社☎☎７９７・
９６１７

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
　下記以外の講座やワーク
ショップについては、子ども創造キ
ャンパスひなた村ホームページ等を
ご覧ください
【たきびフェスティバル】
　直接会場へおいでください（小学
２年生以下は保護者同伴）日１２月１９
日㈯午後１時～４時（雨天・強風中止）
場ひなた村てっぺん広場　他内たき

火体験、火おこし体験、炭づくり体験
等（一部有料）／当日、受け付けで体
調確認を行います
●生涯学習センター☎☎７２８・００７１
【親子で楽しむクリスマス会】
対市内在住の０～３歳児とその保護
者日１２月１４日㈪午前１１時～１１時
３０分場同センター内スキンシップ
遊び、手遊び、パネルシアター定１０
組（申し込み順）申１２月１日午前９時
から電話で同センターへ

●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【ヨガ教室①初級②中級】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月１２日～３月２３日の火曜日
（２月２３日を除く）、初級＝午前９時
２５分～１０時２５分、中級＝午前１０時
４５分～１１時４５分、各全１０回定各
３０人（抽選）費１回５００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１２月７日ま
で（必着）に同館へ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　小学生の初めての参加はＡクラス
からとなります。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）日１月１２日～

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。

３月１８日の火～木曜日（２月１１日、
２３日を除く）、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・木コー
ス＝各７２００円（各全９回）、水コース
＝８０００円（全１０回）申往復ハガキに
必要事項を明記し、１２月２４日まで
（必着）に同プールへ
●野津田公園☎☎７３６・３１３１
【野鳥観察教室】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学４年生未満の参加も
可、大人１人での参加も歓迎）日１２月
５日㈯午前９時～正午講日本野鳥の
会・島津哲也氏定１０人（申し込み順）
費大人５００円、小学４～６年生３００円　
（保険料、材料費込み）／小学４年生
未満は１人まで無料、２人目からは
３００円必要申１２月１日午前９時から
電話で同公園へ（受付時間＝午前９
時～午後５時、土・日曜日、祝休日も
可）／同公園ホームページで申し込
みもできます

息苦しさ、高熱、強いだるさなど症状がある時は
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、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）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１２月
１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

２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３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

４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

５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

６日㈰

午前９時～午後５時
内科

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２９-３）☎☎８５１・７８１８

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２５-１２） ☎☎７３７・７３７３

こじま内科（小山町３２４５-１） ☎☎７７０・２５１３

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園７-１-６）☎☎７２８・８７３７

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

７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

８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

９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１０日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１１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

１２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

１３日㈰

午前９時～午後５時 内科

中澤医院（つくし野３-１３-４０） ☎☎７９５・５４１５

なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-５-８）☎☎７３７・３６６９

いしかわ内科クリニック（森野４-２１-５）☎☎７２７・４９７０

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
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

１４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

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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全国大学版画展全国大学版画展

　病児保育は、病気にかかっているお子さんを環境の整った専用の施
設でお預かりし、一人ひとりの症状に合わせた保育を行うものです。
　市では、新たに相模原市と病児保育事業で広域連携を開始し、１月か
ら相模原市の病児保育施設を利用することができるようになります。
他市の病児保育事業との広域連携は八王子市に続き２市目です。
対市内在住のおおむね６か月～１０歳未満のお子さん
対象施設北里キッズケアルーム「ひまわり」（相模原市南区北里１－１５
－１、☎☎７７８・７８１５）、相模原協同病院病児保育室「みどりっこ」（相模原
市緑区橋本台４－３－１、☎☎７００・７２３５、１月以降は☎☎７７１・６０２０〔代表〕
に変更になります）
申利用には事前の登録が必要です。対象施設へお問い合わせください。
※病児保育施設の利用方法等の詳細は、相模原市ホームページをご確
認ください。

　生きものに関する講演と意見交換
会です。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２７日㈰午後１時３０分～３時
３０分
場市庁舎
内講演①都会に出てきた野生動物②
鶴見川の自然を見てみよう！
講①（株）地域環境計画取締役野生生

物管理部長・宮畑貴之氏②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
定２５人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～午後７
時にイベシスコード２０１２０２Ｂへ／
２次受付＝１２月２日正午～２０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。

　新型コロナウイルス感染予防に気を付けてお店で会食をする場合や、
テイクアウトや宅配を利用して家庭で食事をする場合には、お店でも家
庭でもきれいに食べきって食品ロスを出さないようにしましょう。
　市では、市内の公共施設、協力店舗や神奈川中央交通バス車内にまちだ
☆おいしい食べきり運動のポスターを掲示します。
運動期間１月３１日㈰まで

　トイレを一般の方へ開放していただける商業施設等（公共トイレ協力
店）を募集します。登録していただいた施設には、公共トイレ協力店ステ
ッカーを貼っていただきます。市民の方や来街
者の方がいつでもどこでも安心してトイレを利
用できる環境づくりのため、ご協力をお願いし
ます。公共トイレ協力店の場所は町田市ホーム
ページでご確認ください。
対市内の商業施設事業者
申２月２６日までに電話で環境保全課へ。 　疫病を描いた文学を読み直し、ポストコロナ社会での生き方のヒントを

学びます。今回は夏目漱石の作品に描かれた感染症について、当時の社会や
人々がどのように向き合っていたのか講師がお話しします。

　全国の大学・短期大学・専門学校の学生に
よる版画が一堂に集まる展覧会です。若い
世代の新鮮な表現をお楽しみください。
※状況により会期等を変更する場合があり
ます。来館前に同館ホームページをご確認
ください。
※今年度は学生作品の販売は中止します。
会期１２月５日㈯～２０日㈰
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時～午後５
時、土・日曜日＝午前１０時～午後５時３０分
（いずれも入場は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室

関連イベント�

　年末年始の交通渋滞の緩和や事故の防止のため、１２月２６日㈯～１月５
日㈫は、市が管理する道路の工事を抑制します。
　抑制期間中は原則、道路の維持管理作業、警察が管理する施設の工事、
ライフライン等の緊急工事以外の工事は行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、１２月１９日㈯～２５日㈮の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。

病児保育事業で相模原市と
広域利用協定を締結します

町田生きもの共生フォーラム

食品ロスゼロ

公共トイレ協力店を募集します
問環境保全課☎☎７２４・２７１１

疫病文学を読む

【毎年好評！「観客賞」投票の方に抽
選で版画をプレゼント！】
　会期中、皆さんの投票により観客
賞を選びます。投票者の中から抽選
で５人の方に、プロの版画作家によ
る作品をプレゼントします。
【展覧会ＷＥＢ公開】
　バーチャルリアリティー技術を使
って、展覧会をインターネットで観
覧できます。

山口柚佳《ｎｅｗ ａｐａｒｔｍｅｎｔ   
ａｒｅａ》（名古屋芸術大学）
※昨年度受賞作のため、今年は
出品されません。 年末年始は道路工事を控えます

問道路管理課☎☎７２４・１１４９

問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

お店でも家庭でもきれいにお店でも家庭でもきれいに
食べきりましょう食べきりましょう！！問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１、０８６０

公開日１２月５日㈯
※詳細は同館ホームページをご覧
ください。

同時開催
ミニ企画展� �
「まちだゆかりの作家　若林奮」
会期１２月２３日㈬まで
場常設展示室

国際版画美術館国際版画美術館
版画の彩展２０２０版画の彩展２０２０

感染症の時代と夏目漱石
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

　図書館内を巡って、本や図書館
に関する謎解きに挑戦します。
※直接中央図書館５階レファレン
スカウンターにおいでください。
※詳細は町田市立図書館ホームペ

ージをご覧ください。
対中学生以上の方
日１２月１１日㈮～１月３１日㈰の図
書館開館時間内
場中央図書館

謎解きゲームに挑戦謎解きゲームに挑戦！！

まちクエ２０２０まちクエ２０２０
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

日１２月２０日㈰午後２時～４時
場同館二階大会議室
講日本文学研究者・小森陽一氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～２日午

後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１２０３Ａへ／２次受付＝１２
月３日正午～１７日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。


