
人口と世帯（外国人含む） 2021年2月1日現在人口 ： 429,030人（ 男：209,911人・女：219,119人）（前月より122人減） ／ 世帯 ： 200,295世帯（前月より113世帯増）

今号の紙面から 　●4面　税の申告期限が延長されました
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問 臨時接種推進室　新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎732・3563
新型コロナワクチン 接種

新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援一覧
下記以外に税や保険料の猶予・減免制度など、さまざまな支援策があります。詳細は町田市ホームページをご覧ください。

の準備を進めています

市では、市民の皆さんへの新型コロナワクチンの接種に向けて準備を進めています。
接種時期・接種会場等の詳細は町田市ホームページをご覧ください。 

新型コロナウイルス感染症
関連の最新情報⇒

新型コロナワクチンは、医療従事者等・高齢者から順次接種を開
始する予定です。
※高齢者とは、2021年度（令和3年度）中に65歳以上に達する方（昭和32年4月
1日以前に生まれた方）です。

　接種券がお手元に届いた方は、同封の案内チラシをご確認のうえ、
インターネットまたは電話で接種の予約をしたうえで、当日は直接、
接種会場においでいただきます。
※来場の際は、接種券・予診票・本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）が必要
となります。
※接種券の発送時期が3月中旬から変更になりました。
国からのワクチン供給量によって、ワクチンの接種時期・接種会場等が変更にな
る場合があります。

　新型コロナワクチンは、市内6か所の接種会場（生涯学習センター
・忠生市民センター・鶴川市民センター・堺市民センター・小山市民
センター・成瀬コミュニティセンター）で集団接種を、市内の一部の
病院・診療所で個別接種を実施できるように、関係機関と調整してい
ます。現在病気を治療中の方や接種に不安のある方は、かかりつけ医

等に相談のうえ、接種を受けるかをお考えください。

　ワクチン接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副
反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を
受けていただきます。
　新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳細は、
首相官邸ワクチン特設ページ（=右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。

ワクチン接種を受けるには、ご本人の同意が必要です

接種は強制ではありません

ワクチンの接種会場の確保を進めています

高齢者向けのワクチン接種券は4月に発送予定です

名　称 内　容 問い合わせ先

世
帯
や
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給付 町田市新生児臨時特別定額給付金
新生児１人につき１0万円を支給。2020年４月28日〜2021年４月1日までに
町田市民として出生し、住民登録された新生児のいる世帯が対象。申請が
お済みでない方は、お早めにご申請ください。受付期間5月31日まで

子ども総務課☎☎724・2139

給付 新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

中小企業で働く従業員で、休業中に賃金を受けられなかった方に日額
最大1万1000円を支給受付期間休業した日①2020年10月〜12月=3月31
日まで②2021年1月〜2月=5月31日まで

厚生労働省コールセンター　　0120・
221・276

給付 住居確保給付金
離職・休業等で収入が減少し、一定の要件を満たす方に原則3か月、最長
9か月家賃相当額を支給
（2021年度中に申請した場合に限り最長12か月）

コールセンター　　0120・23・5572
町田市生活援護課☎☎724・4013

給付 傷病手当金
町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被用者（会社等に勤めてお
り給与の支払いを受けている方）で、新型コロナウイルスに感染、また
は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することが
できなくなった方が対象

国民健康保険＝保険年金課☎☎724・
2130、後期高齢者医療制度＝東京都後
期高齢者医療広域連合☎☎0570・086・
519（PHS・IP電話☎☎03・3222・4496）

貸付 緊急小口資金・
総合支援資金

緊急かつ一時的な生計維持のための生活費、生活の立て直しまでの一
定期間（3か月）の生活費を貸付受付期間3月31日まで

コールセンター　　0120・46・1999
町田市社会福祉協議会☎☎722・4８9８

中
小
企
業
者
向
け

給付
東京都営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金

（1月8日〜2月７日実施分）
1月8日〜2月７日実施分まで1店舗あたり18６万円受付期間3月25日まで 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止

協力金相談センター☎☎03・53８８・0567

助成 雇用調整助成金 2020年４月1日〜緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日までの
休業が対象

ハローワーク町田☎☎732・８609
コールセンター　　0120・60・3999

貸付 セーフティーネット保証４号・5号
危機関連保証

国の基準に基づき、売上高が減少している中小企業者を対象に、一般保
証とは別枠を保証（保証対象の中小企業者は市で認定） 産業政策課☎☎724・2129

貸付 町田市中小企業融資制度
「緊急資金」

最近3か月の売上高、または最近1か月とその後2か月の売上高（見込み）
の合計が前年同期と比較して5％以上減少している市内中小企業者に
融資（3月31日融資実行分までは、全額利子補助により実質無利子）

産業政策課☎☎724・2129

貸付 小規模事業者経営改善資金
「マル経融資」利子助成制度

通常枠2000万円の全額利子助成に加え、国の緊急経済対策で設けられ
た別枠1000万円のマル経融資も全額利子助成 町田商工会議所☎☎724・6614
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不安に思う方 新型コロナウイルスに感染の疑いのある方

確認しましょう　新型コロナウイルス感染症かなと思ったら…

不要不急の外出自粛と感染予防対策を徹底しましょう 問 保健総務課☎☎724・4241

相談先

検査

PCR検査

受診・診察 診療・検査医療機関を紹介され、受診・診察へ

診療・検査医療機関で検査地域外来・検査センターで検査
（ドライブスルー・ウォークイン方式。医療機関が予約します）

対応終了 ※息苦しさや強い倦怠感等の症状がみられたら、すぐに相談先へ連絡してください

陽性

かかりつけ医がいない かかりつけ医がいる

皆さんの長期間にわたる外出自粛や感染防止へのご協力により、感染者数は減少の傾向にあります（2月22日現在の状況）。ただし、いつど
こで感染してしまうのか予測できない状況は今も続いています。自分や家族、周りの方にもしものことがあった時の相談や、検査・療養等の流
れについてお知らせします。市では、感染拡大を抑えるために関係機関と連携し、引き続き感染の拡大防止に努めています。

市内累計感染者数　2033人（2月21日現在）
市内累計退院者数　1622人（2月14日現在）

市内の最新の感染者数等は町田市ホームページで公開しています。
また、緊急事態宣言の発出に伴い、一部の公共施設は開館時間の短縮等を行っています。
最新の情報は、町田市ホームページ「新型コロナウイルス感染症特設ページ」をご確認ください。

※この記事の内容は2月22日現在の情報です。

●東京都新型コロナコールセンター
☎☎０57０・55０571（ナビダイヤル）
●町田市代表電話　☎☎722・3111

ただし、濃厚接触者については14日間の健康観察
（不要不急の外出を控える）

●東京都発熱相談センター　☎☎０3・532０・4592
●町田市発熱相談センター　☎☎724・4238

●電話での相談が難しい方　返０3・5388・139６
●日
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　　　０12０・29６・００4

かかりつけ医（医療機関）に
電話でご相談ください

療養施設・自宅療養または入院

回復・退院

保健所で疫学調査実施陰性

市民の皆様へ～新型コロナウイルスに関する緊急メッセージ� 町田市長　石阪丈一

　既に報道でご存じのとおり、アメリカのファイザー社が開発した新型コ
ロナウイルスのワクチンが2月14日に厚生労働省の承認を受けました。国
内で承認されたのは初めてということで、今後の新型コロナの収束に、よう
やく希望の光が差してきました。
　ワクチンの接種は、医療従事者の方からとなりますが、4月からは、65歳
以上の高齢の方から順次、市民の皆様に接種していただけるように、市では
全力を挙げて準備を進めています。
　2月15日には、新型コロナワクチン接種相談コールセンターを設置しま
した。市民の皆様からのワクチン接種に関するご質問にお答えしています。
　このコールセンターでは、ワクチンに関連した不審電話に関する相談に
も対応します。これまでにも架空のＰＣＲ検査の事前予約をかたった詐欺の
電話、いわゆる「アポ電」が、高齢者のお宅にかかってきていると聞いていま
す。今後、ワクチン接種についても、こうしたアポ電がかかってくることが

考えられます。不審な電話がかかってきたら、まず、警察に一報を入れると
ともに、このコールセンターにも相談してください。健康はもちろんのこ
と、財産的な被害からも皆様をお守りしたいと考えております。
　最近では、感染者数が減ってきたとはいえ、まだまだ重症患者は多く、緊
急事態宣言が続いています。
　感染予防や自粛生活が長引くことで、ストレスを感じている方も、増えて
きているのではないか、と思います。
　しかし、こんな時こそ、寛容な心を忘れずにいたいと思います。イライラ
する気持ちを抑えつつ、一人ひとりが思いやりを持った言動や態度を心掛
ければ、きっと世の中全体が寛容な雰囲気に変わるのではないでしょうか。
　一日も早く日常生活を取り戻すためには、感染者数を減らすしかありま
せん。「うつさない。うつらない」の気持ちを強く持ち、市民みんなで力を合
わせて感染予防に努め、この難局を乗り切りましょう。

○マスクの着用 ○こまめな手洗い ○こまめに換気 ○アルコール消毒 ○３密を避ける ○体調がすぐれないとき
は外出しない　等
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募　集募　集
市政情報課　一般事務

会 計 年 度 補 助 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は町
田市ホームページでダウ
ンロードできます。
対統計調査への従事経験がある方
※経済センサス－活動調査の調査員
経験のある方を優遇します。
任用期間７月１日～３１日
勤務時間月～金曜日、午前９時～午
後４時、月１２日
勤務場所市政情報課（市庁舎１階）
募集人数１６人
報酬月額７万５６００円（別途通勤手当
相当分支給）
※雇用保険等勤務条件により加入有
り。
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、３月１２日まで（必着）に、郵
送で市政情報課へ。
問市政情報課☎☎７２４・２１０６
町田市情報公開・個人情報保護

運 営 審 議 会 市 民 委 員
　現委員の任期満了に伴い、市の情
報公開制度、個人情報保護制度の運
用について審議を行う「町田市情報
公開・個人情報保護運営審議会」の市
民委員を募集します。本会議は、月１
回程度開催しています。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員をしていない方
任期期間５月１０日～２０２３年５月９日
募集人数２人（男女１人ずつ）
選考応募した方が複数いた場合は、
くじ引きによる抽選
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
募」と朱書きし、住所・氏名・電話番号
・生年月日・性別を明記し、３月１５日
まで（消印有効）に、市政情報課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問市政情報課☎☎７２４・８４０７
忠生公園

２０２１年度ボランティア
対１年間を通じて活動できる方

日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
があります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会の
支援・準備、行事の支援等
定１０人（申し込み順）
申忠生がにやら自然館でボランティ
ア参加申込書に記入。
※申込者を対象に、３月１４日㈰午前
１０時から忠生がにやら自然館で説
明会を行います。
問同公園☎☎７９２・１３２６

お知らせお知らせ
２０２０年度包括外部監査
報告書がまとまりました

　２０２０年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、行政経営の監査
機能を強化し、業務の適正化を図り、
市民の皆さんからの信頼を高めるた
めに、２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「外郭団体に係
る財務事務の執行等について」でし
た。報告書は、町田市ホームページの
ほか、各市立図書館でご覧いただけ
ます。
問経営改革室☎☎７２４・２５０３

○子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を乳幼
児医療費助成制度（⃝乳医療証）で助成
し、小・中学生の医療費を義務教育就
学児医療費助成制度（⃝子医療証）で助
成しています。
　４月から小学生になる⃝乳医療証を
お持ちのお子さんに、４月１日から有
効の⃝子医療証を３月末にご自宅に郵
送します。申請の必要はありません。
４月になっても⃝子医療証が届かない
場合は子ども総務課までご連絡くだ
さい。
※生活保護受給中、⃝親医療証・⃝障医療
証（それぞれ負担無しの医療証）に該
当のお子さんは対象ではありませ

ん。
※現在、対象年齢のお子さんで⃝乳医
療証、⃝子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

国民健康保険高額療養費 
申請書は再発行が可能です

　国民健康保険に加入の方で、医療
機関等でひと月当たり支払った医療
費の自己負担額の合計が所得や年齢
に応じた自己負担限度額を超えた場
合、保険年金課から国民健康保険高
額療養費申請書を診療の約３か月後
に送付しています。
　申請書がお手元にない場合は、お
問い合わせいただければ再発行する
ことができます。なお、申請できるの
は診療を受けた日の翌月１日から２
年以内です。
※詳細はお問い合わせください。
※各市民センター等では再発行でき
ません。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０
消費生活センター

若 者 の ト ラ ブ ル１１０番
　「若者に対する悪質商法被害防止
共同キャンペーン」の一環として実

施します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月８日㈪、９日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
相談専用電話☎☎７２２・０００１
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方 
は 早 め の 手 続 き を

　４月１日は、退職等で健康保険の資
格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から、保険年金課保険
加入係（市庁舎１階）、各市民センタ
ーで事前に加入手続きを行うことが
できます。
　被扶養者であった方が一緒に加入
する場合は、退職する方だけでなく、
被扶養者であった方の喪失日も記載
されている証明書類が必要です。手
続きには証明書類と、官公庁発行の写
真付き身分証明書をお持ちください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

「キラリ☆２０２０町田私の好きなお店大賞」受賞店舗決定！
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　「町田私の好きなお店大賞」は、
市内商業の活性化と地域経済の発
展のため、個性的で魅力ある店づ
くりに意欲的に取り組んでいるお
店を表彰しているものです。
　市民・来街者の皆さんに投票い
ただいた候補店舗の中から、上位
店舗を同大賞実行委員会の審査会

委員が審査し、２０２０年度は下表
の３店舗がお店大賞に決定しまし
た。
※詳細は町田商工会議所（☎☎７２２
・５９５７）へお問い合わせくださ
い。また、同会議所ホームページで
過去の受賞店舗をご覧いただけま
す。

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

ライフスタイルに合った「住まい」で暮らせるまち

Vol.１3

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

問住宅課☎☎７２４・４２６９
　皆さんは、どんな「住まい」で暮
らしていますか。生活様式に変化
があったこの１年、自分の家の中
のこと、外のこと、「住まい」につい
て今まで以上に思いを巡らせた方
も多いのではないでしょうか。
　庭のある戸建て住宅、駅近くの
マンション、緑豊かな団地など、さ
まざまな「住まい」が市内にはあり
ます。これを自分や家族のライフ
スタイルに合わせて、たくさんの
選択肢の中から自由に選ぶことが
できたら、これまで以上に居心地
の良い住みやすいまちになるので
はないでしょうか。
　例えば、大学近くの団地で仲の
良い仲間たちとシェアして住み、
団地の方たちと交流を楽しむ。さ
まざまなエンターテインメントが

集まる町田駅周辺の賃貸住宅に住
み、サテライトオフィスでの仕事
の後のプライベートを楽しむ。庭
のある戸建て住宅で、広い空を見
ながらのリモートワーク後に家族
との団らんを楽しむ。住み慣れた
まちの利便性の良いところで暮ら
し、近所の公園や水辺で四季を楽
しむ。
　未来の「住まい」のことを考える
と、ワクワクしませんか。
　現在、策定を進めている都市づ
くり分野の計画では、暮らし方の
変化を見据え、「住まい」の選択肢
を増やすために、住
宅や住環境に関す
る施策の方針を描
いていきます。
市HP 都市づくりのマスタープラン  検索

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

３月８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

３月８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

町田市景観審議会
３月２５日㈭午
後３時１５分～
５時

市庁舎２階会
議室２－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街
づくり課（☎☎７２４・
４２６７）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 ２０人
程度

看護師の資格を有する、または
２０２２年春までに取得見込みの方

○�受け付け＝�
３月３０日㈫
午後５時まで
（必着）
○試験日＝
　４月２４日㈯

７月１日
１０月１日

２０２２年１月１日
２０２２年４月１日助産師 若干名 助産師の資格を有する、または

２０２２年春までに取得見込みの方

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院ホームページでダウンロード
できます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等
は実施要項を十分に確認してください。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎☎７２２・２２３０（内線７４１５）

店名（扱い品目等） 所在地 電　話
玉川虎屋（和菓子） 玉川学園７－５－１ ☎☎７２８・６３４０
だるま堂（手芸用品） 鶴川２－１３－７ ☎☎７３５・５３４３
玄（和食、居酒屋） 南町田５－４－７ ☎☎８５０・７８０８
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５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます3月は「高ヶ坂石器時代遺跡（牢場遺跡、稲荷山遺跡、八幡平遺跡）」

お知らせお知らせ
狂犬病予防屋外集合注射
　狂犬病は致死率の高い非常に危険
な病気です。犬を飼育する方は、社会
的責務として、愛犬に毎年必ず狂犬
病予防注射を受けさせ、犬鑑札と注
射済票を常に装着させましょう。
　今年度は、新型コロナウイルス感
染防止策を図り、４月に屋外集合注
射を実施します。なお、前回と会場が
大幅に変更となっています。日程・会
場の詳細は、３月中旬に発送予定の
狂犬病予防注射のご案内または町田
市ホームページをご覧ください。
※各会場とも雨天実施（荒天中止）と
なります。
費１頭につき３７５０円（注射代３２００
円、注射済票交付手数料５５０円）
※２０２１年度から狂犬病予防集合注
射の料金が変更になりますので、ご
注意ください。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、集合注射が中止となる場
合があります。その際は、町田市ホー
ムページでお知らせしますので、ご
確認ください。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
食品ロスをテーマに５・７・５調の

川 柳 を 募 集 し ま す
【「まだ食べられたのに」もったいな
いことしま川柳】
　市では「食品ロス」をテーマとし、
ごみの減量を推進する川柳を募集し
ます。川柳は、基本的に５・７・５調の

１７音で構成された作品とします。
　応募規定（各市民センター等の市
内公共施設で配布、町田市ホームペ
ージで閲覧も可）をご確認・ご承諾い
ただいたうえで、応募してください。
なお、採用作品は、公共施設等での展
示や、広報媒体への掲載・公表のほ
か、市の環境啓発活動に使用します。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペン
ネーム）、応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月３１日まで（必着）に、ハ
ガキ・封書による郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで３Ｒ推進課川柳募集担当（〒
１９４－０２０２、下小山田町３１６０、返
７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
大地沢青少年センター

９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３月６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。
※９月７日、１４日、２１日、２２日、２４
日、２８日は利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村

９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３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
順に受け付けます。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。
※９月７日～９日、３０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。

町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト　市民向け講座

薬 剤 師 に 聞 い て み よ う 
くすりと上手につきあう方法
　自宅で療養する高齢者が薬と上手
に付き合う方法について、現役の薬
剤師が説明します。
　町田・安心して暮らせるまちづく
りプロジェクトホームペ
ージ（右記二次元バーコ
ード）で視聴できます。
公開期間３月２０日㈷から
講町田市薬剤師会　他
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

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４月１７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３月２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２１０３０２Ｅへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
町田薬師池公園四季彩の杜西園開園
１周年アニバーサリー～オープニン
グイベント

星 空 ピ ク ニ ッ ク
　天体観望会とカフェ・レストランの
飲食をどちらも楽しめます。詳細は、
同公園四季彩の杜ホームページをご
覧ください。
※カフェ・レストランの飲食は有料
です。
日３月２１日㈰午後６時～８時ごろ（雨
天中止）
場同公園四季彩の杜西園
定３０人（申し込み順）
申Ｐｅａｔｉｘサイトで申し込み。

Ｐｅａｔｉｘ　町田　星空ピクニック 検索

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

まちだサステナビリティ 
フェスｉｎ町田マルイ・モディ
　市は、エコ宣言事業者の町田マル
イと町田モディで、持続可能性（サス
テナビリティ）をテーマとした町田
の魅力を発信します。観光やフード
ロスに関するブースもあります。詳
細は町田市ホームページをご覧くだ
さい。
日３月８日㈪～２８日㈰、午前１０時３０
分～午後８時
場町田マルイ（原町田６－１－６）、町
田モディ（原町田６－２－６）
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

町田市障がい者プラン２１－２６

答申が行われました
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　２月１８日に、町田市障がい者施
策推進協議会長の岩崎晋也氏（法
政大学教授、写真左）と同協議会障
がい者計画部会長の小野浩氏（ま
ちされん会長）から市長へ「町田市
障がい者プラン２１－２６」が答申
されました。
　この計画は、２０２０年１月に市長
から諮問を受けた同協議会が、パ
ブリックコメントの結果や現計画
の振り返りなどをもとに、今後の

市の障がい者施策の基本理念や方
向性などについて検討を重ね、作
成したものです。

　新型コロナウイルス感染防止の
ため、所得税確定申告及び市民税
・都民税申告等の申告期限が４月
１５日㈭に延長されました。
　市民税・都民税については、原則
郵送での申告をお願いしていま
す。３月１６日㈫以降は申告受付の
スペースに制約がありますので、
やむを得ず来庁を予定している方
は、可能な範囲で早めの申告をお
願いします。
　また、３月１６日㈫以降の所得税
確定申告及び市民税・都民税申告
については、令和３年度市民税・都
民税における当初の課税決定に反
映されない場合がありますのでご
了承ください。

【所得税確定申告書、贈与税及び個
人事業者の消費税の申告】
〇３月２６日㈮まで＝ぽっぽ町田
〇３月２９日㈪～４月１５日㈭＝町田
税務署
※いずれも土・日曜日、祝休日を除
く。
問町田税務署☎☎７２８・７２１１

【市民税・都民税の申告】
〇３月１５日㈪まで＝みんなの広場
（市庁舎１階）
〇３月１６日㈫～４月１５日㈭＝市民
税課（市庁舎２階）
※いずれも土・日曜日、祝休日を除
く。
問市民税課☎☎７２４・２１１４、２１１５

税の申告期限が延長されました

パブリック
コメント
公　表

　市では、「（仮称）町田市障がい者福祉計画２１－２６」の策定に当たり、皆
さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定及び今後の
障がい者施策の参考にさせていただきます。ご意見の概要と市の考え方
をいくつかご紹介します。
○募集期間　２０２０年１１月１０日～１２月９日
○応募者数　１２９人　○意見件数　２３５件

ご意見ありがとうございました
町田市障がい者プラン２１－２６
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。障
がい福祉課・市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、町田市子ども発達センター、ひかり療
育園、各障がい者支援センター、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生
涯学習センター、各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民文学館

ご意見の概要 市の考え方
障がい当事者がサービスを知らなかった
り、サービスを知っていてもどのように生
活の中で使うのか？サービスを使った生活
の組み立て方が分からない方がいます。
実際に自立生活へつなげて行けるよう介
入していける立場の人間は必須だと考え
ます。障がいということを前面に出さずに、
「困り感」についてサービスが受けられる
かもしれませんというようなアプローチ、
初期段階から福祉が関われる環境を作っ
てほしいです（同様意見他２件）。

いただいたご意見を参考に、サービスを知
らない、サービスを知っていても活用が難
しい方の自立生活につながるような相談
支援を行えるよう、相談支援体制の充実
に取り組んでまいります。

福祉人材の育成に力を入れてほしい。今
はどこの事業所もヘルパー不足だという
が、多くの障がい者はヘルパーがいないと
自由に自己選択と自己決定をする生活自
体が成り立たなくなってしまうので、福祉
の講習会などを開いて幅広い年齢層が福
祉分野に興味を持てるように取り組んで
ほしい。

理解・協働の分野における重点施策として
支援人材対策事業に取り組んでまいりま
す。
いただいたご意見はその際の参考にさせ
ていただきます。

障がい者が、いつでも利用できるタクシー
券支給制度を設けてください。

いただいたご意見をふまえ、障がい者の移
動やアクセスを保障するための方策の在
り方の検討を行うことを計画に記載しま
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

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3月6日、13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知識を学びます。
日①3月5日㈮午後2時～3時②3月5
日㈮午後3時15分～4時15分③3月
10日㈬午後2時～3時④3月10日㈬
午後3時15分～4時15分
内①経営～危機管理とリスクマネジ
メント②財務～損益分岐点分析につ
いて　作ったパンを一日何個売れば
黒字？③人材育成～働きやすい職場
づくり　ハラスメント対策④販路開
拓～顧客アンケートの実践
講①クレドパートナー・岡田勇雄氏
②（株）Cz・遠藤靖氏③（株）ブルーコ
ンシャス・森川祐子氏④中小企業診
断士・吉本賢氏

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

サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン 
ビ ジ ネ ス セ ミ ナ ー

【「サブスクビジネス」への第一歩、踏
み出してみませんか】
　「サブスクリプション」とは、製品や
サービスを一定期間ごとに一定の金
額で提供するビジネスモデルのこと
です。Web会議ツール（Webex）で基
礎知識や事例を学んで、ビジネスにも
生かしてみませんか。
対市内で事業を営んでいる方、市内
在住の方 
日3月1９日㈮午後７時～８時30分
内講演「サブスクリプションビジネ
スのすすめ」
講（一社）日本サブスクリプションビ
ジネス振興会副会長・渡邊敦彦氏
定30人（申し込み順）

申住所・氏名・電話番号を明記し、3
月15日までにＥメールで産業政策課

（遍mcity4９20@city.machida.tok
yo.jp）へ。
※参加者には開催日前日までに、セ
ミナー参加用ＵＲＬを送付します。
問産業政策課☎☎７24・212９

知的財産オンラインセミナー
【知ってそうで意外と知らない!?知財
取得の手続きフロー＆サポート制度】
　特許権や商標権などの知的財産に
ついて、これから基礎知識をつけた
い方や再確認したい方を対象に、日
本弁理士会関東会所属の弁理士が講
演するオンラインセミナーです

（Zoomミーティングを使用）。

日3月11日㈭午後2時～3時
内特許権や商標権等の保護対象につ
いて、出願から権利化までの流れ、行
政のサポートは充実しているのか
講弁理士・下田一弘氏
定30人（申し込み順）
申チラシ（産業政策課〔市庁舎９階〕、
各市民センター、町田商工会議所等
で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）表面の参加申込書に記
入し、ＦＡＸで知的財産セミナー2020
運営事務局（返03・3463・0７７1）へ

（右記二次元バーコード
で申し込みも可）。
問同事務局☎☎03・6416・
02９９、町田市産業政策課☎☎７24・
32９6

市HP 航空機騒音測定結果  検索
問環境保全課☎☎7２４・２7１１

問企画政策課☎☎7２４・２１03
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

繁忙期（３月下旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用ください
問市民課☎☎7２４・２１２3

　3月・4月は、市民課窓口（市庁舎
1階）が大変混雑し、待ち時間が長
くなります。引っ越しの手続きや
印鑑登録・各種証明書類の発行を
申請する方は、比較的待ち時間の
短い各市民センター窓口をご利用
ください。

【転出の手続きは郵送でも受け付
けます】
　町田市から市外への引っ越し

（転出）手続きは、転出予定日のお
おむね14日前から受け付けます。
書面に、新住所・旧住所・氏名・生年
月日・転出年月日・電話番号・届出
者氏名を明記し、本人確認書類（運
転免許証、健康保険証等）のコピー
と８4円切手を貼った返信用封筒
を同封のうえ、市民課住民記録係
郵送担当（〒1９4-８5８0、森野2-2-
22）へ郵送してください。
　なお、市外から町田市への引っ
越し（転入）と市内での引っ越し（転
居）の手続きは、引っ越しをした日
から14日以内に市民課窓口または
各市民センター窓口へおいでくだ
さい。

【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
書が発行できます】
　町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
所では、住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍の全部（個人）事項証明書
などの証明書類を発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時30

分～午後７時、土・日曜日＝午前10
時～午後5時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前連
絡所は第1・3月曜日もお休みです。

【コンビニで証明書を取得すると
手数料が安くなります】
　マイナンバーカードをお持ちの
方はコンビニで証明書を取得する
と、手数料が住民票の写し・印鑑登
録証明書は1通300円が150円に、
戸籍の全部（個人）事項証明書は1
通450円が250円となります。
利用日時午前6時30分～午後11
時（年末年始、システムメンテナン
ス日等を除く）
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

【日曜窓口をご利用ください】
　毎月第2・4日曜日に市民課及び
各市民センターで日曜窓口を開い
ています。

【マイナンバーカードの受け取り
について】
　本人受け取りが原則です。各市
民センターでの受け取りもできま
す。事前に希望する市民センター
へご連絡ください。

【市民課窓口の待合状況の確認が
できます】
　町田市ホームページから待合状
況をリアルタイムで確認できま
す。
市HP 待合状況  検索

2019年度（2019年４月1日～2020年３月３1日
の３66日）の航空機騒音発生状況

問環境保全課☎☎7２４・２7１１  

　市では、航空機騒音の状況を把握するため測定局5地点（小山小学校は
指定区域外）において、24時間常時監視を行っています。
　201９年度の測定結果は、東京都固定局3地点（★印）を含めすべての地
点において環境基本法に基づく環境基準を超過していませんでした。
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町田第一小学校 ★ 366 1431 390 11 0 1832 94.7 47 62以下
忠生小学校 ★ 366 350 40 11 0 401 95.1 42 57以下
鶴川第二小学校 ★ 366 570 34 0 0 604 85.9 41 57以下

町
田
市

本町田東小学校 366 1058 69 1 0 1128 90.6 41 57以下
小山小学校 366 3293 148 6 0 3447 99.4 48 指定なし
町田第五小学校 366 1471 209 0 0 1680 89.0 45 57以下
忠生第三小学校 366 849 43 18 0 910 96.6 43 57以下
南中学校 366 449 39 1 0 489 91.0 39 57以下

※ 騒音発生回数は、70ｄB（デシベル）以上の騒音が5秒以上継続した回数です。Ｌｄｅｎは
2013年4月から航空機騒音に係る環境基準の評価指標として採用されており、単位はｄB

（デシベル）で表します。夕方・夜間など静かな時間帯に重み付けを行い算出しています。

2020年10月～12月の航空機騒音

測定結果（速報値）

苦情受付件数
　10月～12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.to
kyo.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。

月 件数
10月 11件
11月 6件
12月 7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
10月 73 2 0 0 75 81.8 
11月 88 4 0 0 92 85.7 
12月 60 2 0 0 62 83.7 

小山小学校
10月 320 9 0 0 329 84.4 
11月 283 10 0 0 293 88.1 
12月 237 19 0 0 256 88.8 

町田第五小学校
10月 75 6 0 0 81 82.6 
11月 100 4 0 0 104 82.3 
12月 69 10 0 0 79 83.5 

忠生第三小学校
10月 124 2 0 0 126 83.8 
11月 80 2 0 0 82 82.6 
12月 61 3 0 0 64 89.2 

南中学校
10月 37 3 0 0 40 84.8 
11月 47 5 0 0 52 86.0 
12月 25 2 0 0 27 82.4 

※ 騒音発生回数は、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…セミの鳴き声（直近）・騒々しい事務所の中、80ｄB…パチンコの店内・救急車のサイ
レン（直近）、90ｄB…騒々しい工場内・カラオケ（店内中央）、100ｄB…電車通過時のガード下

市民課窓口（引っ越し手続き）の予想待ち時間
午前8時30分～10時 午前10時～午後3時 午後3時～5時

3月15日～19日 ★ ★★ ★★
3月22日～26日 ★★ ★★★ ★★★
3月29日～4月2日 ★★ ★★★ ★★★
4月5日～7日 ★★ ★★★ ★★★

★1時間未満、★★1～2時間、★★★2時間以上
※予想待ち時間は、手続き開始までの待ち時間です。
※3月6日㈯、7日㈰、13日㈯、20日㈷、21日㈰、27日㈯、4月3日㈯、4日㈰は閉庁日となります。
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日3月15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 ☎

催し・講座催し・講座
生涯学習センターことぶき大学

特 別 講 座
【いきいきシニアは学びにあり！～
主体的な学びをとおして見つける生
きがい】
対市内在住の６０歳以上（２０２1年４
月1日時点）の方
日３月２３日㈫午後1時３０分～３時
場生涯学習センター
講（公財）図書館振興財団教育支援室
室長・片岡則夫氏
定５４人（申し込み順）
申３月1日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７1）へ。
市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ
　市民の皆さんの市民力を生かした
発想で、生涯学習センターを始めと
する市内の公共施設を会場にした講
座づくりにチャレンジしませんか。
※詳細は、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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧ください。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で２０２０年度に採用
された団体は申し込みできません。

申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月５日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。

【説明会を開催します】
　いずれかの回に参加してください
（オンライン参加も可）。参加できな
い場合は、必ずお問い合わせくださ
い。
日４月３日㈯、午前1０時～11時、午後
２時～３時
場生涯学習センター
内選考基準、スケジュールの説明、質
疑応答
申電話で生涯学習センターへ。
※５月９日㈰にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７1

も っ と 英 語 多 読 を 
楽しめるコツを知ろう
　英語多読をもっと楽しめる方法
や、多読サークルについて紹介しま
す。
対英語多読を始めた方や続けている
方
※英語多読をこれから始める方の参
加もできますが、英語多読の入門講
座ではないのでご注意ください。
日３月２７日㈯午後２時開演
場中央図書館
講（特）多言語多読理事・酒井邦秀氏
定５０人（申し込み順）
申３月２日正午～1７日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ

シスコード２1０３０２Ａへ（申し込み
は２人まで）。　
問同館☎☎７２８・８２２０

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。
※会場で開催している離乳食講習会
（初期）と同じ内容です。なお、オンラ
インでの受講が難しい方は、４月以
降に会場で開催する講習会にご参加
ください。
対４～６か月児の保護者で、オンライ
ン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が可能な方
日３月２４日㈬午前1０時３０分～11時
２０分
定７０人（申し込み順）
申３月２日正午～1５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２1０３０２Ｆへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
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】
　お母さん同士で子育て情報の交換
等をしましょう。
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３月９日、1６日、４月６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、子育て情報交換等
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３月２1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
定各５組（申し込み順）

◇
場同センター
申３月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７1）へ。
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、1４日
「さかなつりセット」、２８日「キュー
ブカレンダー」を予定しています。
日３月1４日㈰、２８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対策
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３月1日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）へ。

３月１１日はライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課☎☎7２４・４391
黙とうを捧げましょう

問企画政策課☎☎7２４・２1０3

　東日本大震災から1０年になろ
うとしています。

３月１１日　午後７時～８時 
一斉消灯にご協力ください
　市では、節電等の意識を高める
ため、相模原市と連携して、東日本
大震災のあった３月11日に市内全
域でライトダウン（消灯）を呼び掛

けます。午後７時から８時の間、生
活に支障のない範囲で、消灯にご
協力をお願いします。
　被災地の復興が長期化していま
す。明かりを消して、星空を仰ぐこ
とで、被災地に思いを馳

は

せ、復興を
祈念しましょう。また、引き続き小
まめな消灯など、節電にご協力を
お願いします。

　いずれも当日は、防災無線で黙
とうのご案内をします。

【東京都平和の日】
　1９４５年３月1０日、東京大空襲
で一夜にして多くの尊い命が失わ
れました。東京都では、平和国家日
本の首都として、戦争の惨禍を再
び繰り返さないことを誓い、３月
1０日を「東京都平和の日」と定め
ています。

　戦没者のご冥福と世界平和を祈
って黙とうを捧げましょう。
日３月1０日㈬午後２時から1分間

【東日本大震災から１０年】
　２０11年３月11日、東日本大震
災で多くの方が被災されました。
犠牲者のご冥福と被災地の復興を
祈って、黙とうを捧げましょう。
日３月11日㈭午後２時４６分から1
分間

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（⑩⑫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。
※緊急事態宣言中は、①～⑧は、電話での相談も受け付けますので、希望する方は予約時にお伝えください。

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 10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 2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 9日㈫
⑤登記相談 4日㈭
⑥行政手続相談 11日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 3日㈬
⑧建築・耐震相談 3日㈬
⑨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

⑩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

⑪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

⑫空家に関する相談　
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、
Ｂ＝司法書士・宅地建物取引士）

Ａ＝8日㈪
Ｂ＝15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月曜日、Ｂ＝第3月曜日に実施（特に相続・不動産登記
に関する相談）



72021．3．1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。

詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号”ご利用ください！ 検索町田市立図書館

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をご覧ください。
●町田新産業創造センター
☎☎８５０・８５２５、町田市産業
政策課☎☎７２４・３２９６
【まちだキッズ発明体験教室（春）～
おうちで使ってみたい「おそうじ道
具」を作ってみよう！】
　日本弁理士会との協定に基づき、
対面とオンラインで開催します。電
子紙芝居や発明工作を通して発明に
ついて学びます／オンラインの場

合、発明工作の材料は各自で用意が
必要です。詳細は同センターホーム
ページをご覧ください対小学４～６
年生日３月２７日㈯午後２時～４時場
対面＝同センター、オンライン＝Ｚｏ
ｏｍ講日本弁理士会関東会所属弁理
士定対面＝１５人、オンライン＝７０
人／申し込み順申３月１日正午から
同センターホームページで申し込み

●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【桜を見ながら歩こう！ポ
ールウォーキング（約５ｋｍコース）】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日３月２２日㈪午前９時３０分～正
午（雨天時は３月２６日に延期）定２０
人（申し込み順）費１０００円（ポール
レンタル込み）申３月２０日までに電
話で同館へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガベーシック】
対１６歳以上の方日毎週火
・金・土曜日、午後０時５分～０時５０分
定１２人（申し込み順）費８８０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）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　４月から、小学生スクールに初級
クラス（水慣れ～けのび程度）を各時
間帯に新設します。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Aクラス、水
曜日A・Bクラス、木曜日Aクラス)②
小学生(火曜日A～Cクラス、水曜日
A・Bクラス、木曜日A～Cクラス)日４

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。

月６日～５月２０日の火～木曜日(４月
２９日、５月４日～６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２０人②各４０人／抽選
費火・水クラス＝各４８００円(各全６
回)、木クラス＝４０００円(全５回) 
【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４
月６日～５月１８日の火曜日（５月４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６回定①１０人②各１５人
／抽選費①３６００円②各４８００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２５日まで（必着）に同プールへ
●町田市フォトサロン 
☎☎７３６・８２８１
【春の薬師池公園撮影会】
日３月２７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

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
　詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯単身者向＝１戸、一
般世帯家族向〔２人以上向＝３戸、３人
以上向＝８戸〕、若年ファミリー向〔３
人以上向〕＝１戸、単身者向シルバー
ピア＝１戸、二人世帯向シルバーピ
ア＝１戸）、都営住宅地元割当（単身
者向シルバーピア＝３戸、二人世帯
向シルバーピア＝２戸）配布期間３月
１０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）／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３月１２日まで（必着）
問同公社都営住宅募集センター☎☎
７１３・５０９４
●八王子年金事務所～確定申告で国
民年金保険料の控除を希望する方へ
　２０２０年１月～１２月に納付された
国民年金保険料は、確定申告で社会
保険料控除の対象となります。申告
の際には、国民年金保険料の納付を
証明する「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」や国民年金保険料の

「領収証書」をご提出ください。なお、
２０２０年１月１日～９月３０日に納付し
た方の控除証明書は、２０２０年１０月
３１日に送付しています。また、２０２０
年１０月１日以降に初めて保険料を納
付した方には、２月５日に送付してい
ます。紛失等による再発行はお問い
合わせください問ねんきん加入者ダ
イヤル☎☎０５７０・００３・００４、０５０か
ら始まる電話の方＝☎☎０３・６６３０・
２５２５、同年金事務所☎☎０４２・６２６・
３５１１
●町田消防署～春の火災予防運動
　３月１日～７日は春の火災予防運動
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傷者の発
生を防ぎ、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、
２０２０年中に１０３件の火災が発生し
ました。出火原因の第１位は電気設
備機器、第２位は放火・放火の疑い、
第３位はガス設備機器の順となって
います。住宅火災は４５件発生し、原
因の第１位は電気設備機器です／昨
年の災害状況は速報値です。住宅用
火災警報器をすべての居室・台所・階
段に設置し、火災を早期に発見する
ことで命を守りましょう問町田消防
署☎☎７９４・０１１９

　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

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
東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303
返03・5285・8080

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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
３月

１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

２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
３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
４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
５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
６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

７日㈰

午前９時～午後５時 内科
南町田クリニック(鶴間３-２-２) ☎☎７９６・１５５５
原町田さわだ内科・泌尿器科(原町田６-２９-３) ☎☎８５１・７８１８
おおくら医院(大蔵町３１６５) ☎☎７３７・８０２０

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 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

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

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

１４日㈰

午前９時～午後５時

内科
小児科 とくとみ内科消化器科医院(南成瀬１-１９-４) ☎☎７２９・１６１６

内科 なるせクリニック(西成瀬１-５７-１７) ☎☎７２１・６６８６
内科

小児科 泰生医院(小山町２４７０-５) ☎☎７９７・７４２３

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

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
返７１０・０９２８

（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

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受
診の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
（☎☎０３・５２７２・０３０３返０３・５２８５・８０８０）へお問い合わせください。また、休日眼科の医
院については、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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　３月２０日㈷～４月４日㈰に「２０２１
町田さくらまつりウィーク」を開催
します。市内各所の桜を巡って、町田
の春を楽しみましょう。
【町田さくらまつりのメイン３会場
は縮小開催します】
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、例年よりもテント数を減らす等、
規模を縮小して開催します。
　来場の際は、マスク着用や手指消
毒などの感染予防対策にご協力をお
願いします。

　「室内画」とは、プライベートな居住
空間をテーマとする絵画のジャンルの
ことで、描かれたのは、その時代を生き
た人々の何げない日常です。
　この展覧会では、ナビ派、シュルレア
リスム、ポップ・アートなどの版画約
１４０点から室内画の歴史をたどります。
会期３月１３日㈯～４月１１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、祝休日＝午前１０時
～午後５時３０分（いずれも入場は閉館
３０分前まで）
場国際版画美術館企画展示室１・２
観覧料一般８００円　高校・大学生４００
円、中学生以下無料
※展覧会初日は入場無料です。
※３月２４日はシルバーデーのため、６５
歳以上の方は無料です。
※各種割引の詳細は、同館ホームペー
ジをご覧ください。
関連イベント  
【講演会～「密」な世界　モダン・アート
における室内】
　手話通訳があります。
日３月２０日㈷午後２時～３時３０分
場同館講堂
※当日有効観覧券をお持ちのうえ、１
階講堂にお集まりください。
講お茶の水女子大学教授・天野知香氏
定６０人（先着順）
※整理券が必要です。当日正午から１
階受付で配布します。
【担当学芸員によるギャラリートーク】
日３月２１日㈰、４月３日㈯、午後２時から
各３０分程度
※当日有効観覧券をお持ちのうえ、企

画展示室入り口にお集まりください。
【室内楽コンサート】
　さまざまな時代の室内画をイメージ
した音楽を楽しめます。
日・内①３月１４日㈰＝弦楽四重奏②３
月２８日㈰＝サックス四重奏、午後１時
３０分から、３時から／各回３０分程度
場同館講堂
※当日有効観覧券をお持ちのうえ、１
階講堂にお集まりください。
出演①Ｑｕａｒｔｅｔ Ｐａｒａｄｏｘ（バイオリン
＝西原史織、大槻桃斗、ビオラ＝世川す
みれ、チェロ＝飯島奏人）②ハッピー☆
マッキーＳＡＸ カルテット（ソプラノサ
ックス＝河西麻希、アルトサックス＝
木藤良朝子、テナーサックス＝北嶋恭
子、バリトンサックス＝石岡公恵）
定６０人（先着順）
※整理券が必要です。各回３０分前から
１階受付で配布します。

モーリス・ドニ『愛』より、１８９９年、町田市
立国際版画美術館蔵

同時開催
ミニ企画展「シリーズ現代の作家　
草間彌生」
日４月１１日㈰まで
場同館常設展示室

　令和３年第１回市議会定例会（３
月議会）が２月１９日に開会されま
した。今議会には令和３年度一般
会計予算など３７議案が（令和３年
度当初予算は、追加議案として）提
案されました。議案等の内訳は予
算１４件（令和２年度補正予算７件、
令和３年度当初予算７件）、条例１５
件、道路２件、報告承認１件、諮問１
件、その他４件です。会期は３月２９
日までです。

予　算　案
　令和３年度の予算額は、一般会計
が１７３８億４２０７万３千円、特別会計
が１２６４億７２３２万８千円、合計で
３００３億１４４０万１千円となります。
　主な事業は次のとおりです。
◯市民の生活や市内の経済活動を
支える「新型コロナウイルス感染
症対策関連事業」「循環型施設整備
事業」「小・中学校体育館空調設備
設置事業」など
◯アフターコロナを見据えたデジ
タル化等の新たな課題に対応すべ
き「教育の情報化推進事業」「デジ
タル化推進事業」
◯まちの魅力向上につながる「温
浴施設整備事業」「スポーツをする
場の環境整備事業」など

条　例　案
◯押印の見直し（はんこレス）の取
り組みとして、職員の服務の宣誓
に関する規定を整備するため、所
要の改正をする「町田市職員の服
務の宣誓に関する条例の一部を改
正する条例」
◯第８期町田市介護保険事業計画

に基づき、２０２１年度から２０２３年
度までの第１号被保険者の介護保
険料を改定するため、及び所得税
法等の改正に伴い、関係する規定
を整備するため、所要の改正をす
る「町田市介護保険条例の一部を
改正する条例」
◯国民健康保険財政の健全化を図
ることを目的として、第５期町田
市国民健康保険事業財政改革計画
に基づき、国民健康保険税の税率
及び税額を改定するため、及び地
方税法等の改正に伴い、関係する
規定を整備するため、所要の改正
をする「町田市国民健康保険条例
の一部を改正する条例」
◯図書館に指定管理者制度を導入
することに伴い、所要の規定を整
備するため、町田市立図書館設置
条例の全部を改正する「町田市立
図書館条例」
◯保険診療によらない診療料のう
ち、妊娠及び出産に係る入院診療
料の診療単価を新設するため、所
要の改正をする「町田市民病院使
用条例の一部を改正する条例」
など１５条例です。

お詫び
　２月１５日号５面に掲載した「市
議会のうごき」の記事内の、「議
会を傍聴しましょう」について
誤りがありましたので訂正しま
す。正しくは、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、当分の
間、議会の傍聴をご遠慮いただ
いています。
　お詫びして訂正します。
問広報課☎☎７２４・２１０１

２０２１町田さくらまつりウィーク２０２１町田さくらまつりウィーク

アーティストたちの室内画�アーティストたちの室内画�〜見慣れない日常〜見慣れない日常

問市役所代表☎☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎☎７２６・２７７１、０８６０

３月議会が開会

【公式ガイドブックを配布します】
　市内の桜の見どころやお祭り・イベント
情報が満載の小冊子「２０２１町田さくらめ
ぐり公式ガイドブック」を配布します。ガイ
ドブックには、協力店で使用できるクーポ
ンやスタンプラリー企画の専用台紙も掲載
しています。
配布期間３月８日㈪から（無くなり次第終了）
配布場所町田ツーリストギャラリー、市庁
舎１階総合案内、観光まちづくり課（市庁舎
９階）、各市民センター、各連絡所、各コミュ
ニティセンター（上小山田を除く）等

　ガラス作家の指導のもと、移
動式のガラス炉を使って作りま
す。金属製のさおの先にとけた
ガラスを巻き取り、息を吹きこ
んでガラスを膨らませて成形
し、１人１つ、ガラスのコップを
作ります。
※できたコップは冷ましてから
約１週間後に郵送します。
対小学生以上の方
※保護者は見学のみも可能です。
日４月３日㈯①午前１０時～正午
②午後１時～３時③午後３時～４

時／雨天中止（小雨含む）
※各回とも同一内容です。
場芹ヶ谷公園
講ガラス作家・なかのかずひろ
氏
定①②各４人③２人／市内在住
の方を優先のうえ抽選、結果は
３月２６日ごろまでに連絡
費２５００円（送料込み）
申３月２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①２１０３０２
Ｂ②２１０３０２Ｃ③２１０３０２Ｄへ。

会　場 日　時
町田さくらまつり恩田川会場 ３月２７日㈯、２８日㈰、４月３日㈯、４日㈰、午前１０時～午後５時
町田さくらまつり尾根緑道会場 ４月３日㈯、４日㈰、午前１０時～午後３時３０分
町田さくらまつり芹ヶ谷公園会場 ４月３日㈯、４日㈰、午前１０時～午後４時

吹きガラスに挑戦！ ａｔ 町田さくらまつり
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

新年度予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８、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）


