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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。

２０２１年度第５期
市 民 後 見 人 育 成 研 修 
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
日４月１８日㈰午前９時３０分～正午、
２１日㈬午後１時３０分～４時（各回と
も同一内容）
場町田商工会議所
※駐車場はありません。
内社会福祉士による講演「成年後見
制度と成年後見人等の役割につい
て」、市民後見人による実践報告等
定各３０人（申し込み順）
申４月５日午前９時から電話で（社福）
町田市社会福祉協議会福祉サポート
まちだへ。
※４月１９日以降にオリエンテーショ

ンの動画を配信します。配信希望者
にはＥメールでＵＲＬを送信しますの
で、下記二次元バーコードからお申
し込みください（同協議
会ホームページで申し込
みも可）。
問同協議会福祉サポートまちだ☎☎
７２０・９４６１、町田市福祉総務課☎☎
７２４・２５３７

町田市介護人材バンク
【多様性のある介護の仕事！出張・就
労相談会ｉｎなるせ駅前市民センタ
ー】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日３月２４日㈬午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ会
議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。

【特別講座～親と自分の終活セミナ
ー】
　エンディングノートの書き方や、
実際にあった相続の事例を通して終
活の大切さを学びます。
※講演後、介護に関する求職相談会
も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等
日４月１６日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
講税理士・諌山英一氏、ファイナンシ
ャルプランナー・市川昌子氏

定２０人（申し込み順）
申４月８日までに電話で同バンクへ。

◇
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
親子で散策しながら、小野路町奈良
ばい谷戸でタケノコ掘りを楽しみま
せんか。タケノコのお土産付きです。
対５歳以上の方とその保護者
日４月２４日㈯午前１０時～正午（雨天
時は５月１日に延期）
※集合は浅間神社下の駐車場です。
定１０家族（抽選）
費１家族１０００円（保険料等）
申氏名（ふりがな、参加者全員の分）
・住所・電話番号を明記し、４月９日ま
でに、Ｅメールで（特）まちだ結の里
事務局（遍ｙｕｉ－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）
へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【春に息づく花と昆虫】
日４月４日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園

※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申３月１８日午前９時から電話で同公
園（☎☎７９２・１３２６）へ。
いざというときにあなたとペットを
守るために

災 害 対 策 セ ミ ナ ー
　被災地での対応事例を紹介しなが
ら、ペットと家族を守るための準備
と心得について、Ｙｏｕｔｕｂｅで配信し
ます。詳細は決まり次第、
町田市ホームページ（＝
右記二次元バーコード）
に掲載します。
公開期間３月下旬ごろから
講（特）アナイス理事長・平井潤子氏、
のづた動物病院院長・佐草優輝獣医
師
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート
　今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月１７日㈯午後３時開演
場同センター
定６３人（抽選）
申３月１６日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０３１６Ａへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

東京２０２０オリンピック聖火リレー

市内ルートが発表されました
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

ひとことＰＯＰコンテスト 優秀作品が決定しました
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

コンピューターで処理している項目を公表します
問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎☎７２４・４４3２ 

個人情報保護制度について＝市政情報課☎☎７２４・８４０７

　東京都初日の７月９日㈮に町田市
で実施される東京２０２０オリンピッ
ク聖火リレーの市内ルートが発表さ
れました。
　ルートは、延期前と同じく町田薬
師池公園四季彩の杜西園ウェルカム
ゲートをスタートし、鎌倉街道、町田
駅前通り、原町田大通りを経由して、
町田シバヒロでゴールする約５．８㎞
です。
　聖火リレーは、新型コロナウイル
ス対策を講じて実施されます。具体
的な走行時間や実施に伴う交通規制
については、決定次第、今後の本紙等
でお知らせします。

　昨年１０月１５日～２０２１年１月
１７日に開催した「ひとことＰＯＰコ
ンテスト」の応募作品の中から、３
人の受賞者が決定しました。受賞
者は次の方々です（敬称略、カッコ
内は学校名）。
○最優秀賞
「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」
塚本琥珀（鶴川第四小５年）
○優秀賞
「掟上今日子の備忘録」
冨士山勇希（町田第一中２年）

○館長特別賞
「昔話法廷」
大橋陸（忠生小５年）
※作品をしおりにしたものを町田
市立図書館、町田市民文学館等で
配布します。その他の配布先につ
いては町田市立図書館ホームペー
ジをご確認ください。

　市では、市民サービスの向上、庁
内事務の効率化、情報セキュリテ
ィーの確保のため、コンピュータ
ーシステムの開発・導入・更改を進
めています。コンピューターで処
理している項目の公表は、市の個
人情報保護制度の趣旨に沿って、
どのような情報をコンピューター

処理しているか、お知らせするも
のです。
　市では、業務に必要な項目を個
人情報登録簿で管理し、必要な職
員に限定してコンピューター処理
を行っています。
　２０１９年度に稼働・更改した業
務システムは下表のとおりです。

システム名 概　要 問い合わせ先

住民記録システム

住民票の写しや印鑑登録
証明書などの発行、住所異
動などの届出の受け付け、
住民情報の管理などを行う
システム

市民課（証明係）☎☎724・2864、市民
課（住民記録係）☎☎724・2123

総合福祉システム
各種手当・医療費助成、保
育園、障がい福祉、生活保
護等の資格・給付など福祉
全般を管理するシステム

子ども総務課（子どもの手当・医療費
助成）☎☎724・2139、子育て推進課
（病児・病後児保育）☎☎724・4468、
保育・幼稚園課（保育園入所・保育料）
☎☎724・2137、子ども家庭支援セン
ター（母子貸し付け）☎☎724・4419、
子ども発達支援課（障がい児福祉）☎☎
709・3455、障がい福祉課（障がい
福祉）☎☎724・2147、生活援護課（生
活保護）☎☎724・2135、保険年金課
（後期高齢者医療）☎☎724・2144

後期高齢者医療シ
ステム

後期高齢者医療サービス
利用者の受給資格・納付状
況等を管理するシステム

保険年金課☎☎724・2144

特別保育システム
市立保育園の延長保育、一
時的保育等の管理を行う
ためのシステム

子育て推進課☎☎724・4468

メール配信システム
（学童保育）

学童保育へ通っている児童
の保護者向けにメールを配
信するシステム

児童青少年課☎☎724･2182

市有建築物図面管
理用CADシステム

工事図面等の管理と図面の
設計支援のためのシステム 営繕課☎☎724・1293

図書館システム
蔵書・利用者の予約貸出・
返却などの情報を管理する
システム 中央図書館☎☎728・8220

図書館ハンディキャ
ップシステム

障がい者のための支援シ
ステム

収蔵品管理システ
ム

町田市立博物館の収蔵品
を管理するシステム 市立博物館☎☎726・1531

町田消防署

本町田小

サン町田旭体育館

旭町交差点

町田四小

町田一小 町田シバヒロ

町田薬師池公園
四季彩の杜西園ウェルカムゲート

ゴール&
セレブレーション

スタート

町田市民ホール
町田市役所

JR町田駅

小田急町田駅

町田警察署
町田郵便局

町田一中

町田高校

町田三小

今井谷戸交差点

菅原神社交差点

原町田５丁目
交差点

森野南交差点

JR町田駅前交差点

木曽団地
東交差点

ひなた村
本町田東小

町田えびね苑

×
〒

お 詫 び
　３月１日号１面に掲載した「新型
コロナウイルス感染症に伴う経済
支援一覧」の記事内の、「住居確保
給付金の内容（２０２１年度中に申
請した場合に限り最長１２か月）」
について誤りがありましたので訂
正します。正しくは（２０２０年度中
に申請した場合に限り最長１２か
月）です。
　お詫びして訂正します。
問生活援護課☎☎７２４・４０１３


