
こんな方、いませんか？こんな方、いませんか？

ごみの出し方や、税のお知らせなど、
毎日の生活に役立つ情報を、手元に
置いておきたいわ

台風や地震などの災害は、日頃の備え
が大切。今住んでいる地域の避難場所
を確認しておきたいね

車いす用のトイレや授乳室がある施
設などが、一目で分かるマップがあ
ると、持ち歩けて便利だな

くらしの
中で役に
立つ

いざという時
役に立つ

一人ひとりの
状況に合わせて

具体的な冊子・広報紙情報は 2面で

 広報課 ☎ 724・2101問

　ホームページやメール、LINE や Twitter などの SNS、スマホのアプリ…。
市からのお知らせもこうしたインターネット媒体を使ったものが増えています。

素早く情報を入手できるインターネット媒体は便利ですが、「パソコンを持っていない」
「チラシやリーフレット、広報紙などを手にとって繰り返し確認したい」

「いざというときは防災行政無線が頼り」など便利に感じるものは人それぞれです。
市ではインターネットだけではなく、紙等を使った情報発信も行っています。

ご自身の好みに合わせて、上手に情報収集していただくための
方法をお伝えします。

お知らせからの市

という方にお伝えしたい
パソコン スマホや はちょっと…

今号の紙面から 　●3面　令和3年度（2021年度）施政方針　●8面　新型コロナワクチン接種 よくあるお問い合わせ
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●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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媒体名 担当課 電話番号
1広報まちだ★ 広報課 ☎724・210111まちだガイド マップ＆インフォメーション
2町田市議会だより★ 議会事務局 ☎724・4049
3まちだの教育★ 教育総務課 ☎724・2172
4まちだしろばら 選挙管理委員会事務局 ☎724・2168
5ECOまちだ 環境政策課 ☎724・4386
9資源とごみの収集カレンダー

3Ｒ推進課 ☎797・711110  資源とごみの出し方ガイド
6ごみナクナーレ ☎797・0530
7まちだ下水道通信 下水道経営総務課 ☎724・4287
8みんなの健康だより 健康推進課 ☎724・4236
1防災マップ 防災課 ☎724・21072土砂災害ハザードマップ

　市からのさまざまなお知らせは、インターネットだけではなく、チラシやリーフレ
ット、紙媒体などでもお知らせしています。
　ここでは代表的な場面で役に立ちそうなお知らせ媒体のほんの一例を紹介します。
市の窓口で直接配布するものや、各市民センター、図書館など市の施設で配布してい
るもの、毎年全戸配布するものなどがあります。また、個別に通知するものの中にも
大切な書類や、制度のしおりなど対象となる方に必ず
目を通していただきたいものもあります。 広報課 ☎724・2101問

個別にお知らせするもの
■ 各種手当の更新通知
■ 保険証
■ 受給資格確認のための現況届
 など

■メール配信サービス、LINE
■Facebook　■Twitter
■Instagram など

　以下のサービスも登録すると便
利です。

一人ひとりの
状況に合わせて

1  高齢者のための暮らしのてびき
2  障がい者サービスガイドブック
3  介護サービス事業者ガイドブック

「ハートページ」
4  町田市子育てひろばカレンダー
5  みんなのおでかけマップ（町田市

バリアフリーマップ） など １ ２ ３ ４ ５

１

いざという時
役に立つ

1 町田市防災マップ
2 土砂災害ハザードマップ

3 洪水ハザードマップ
4 ラジオ広報番組・東京町田インフォメーション（FM HOT 839）

■ 防災行政無線
　防災行政無線で放
送した内容を、電話で
確認することができます。放送
が聞き取りにくい場合にご利
用ください。また、メール配信
サービスでも確認できます。
防災行政無線　　0800－800
－5181

１ ２ ３ ４

くらしの中で
役に立つ

9 資源とごみの収集カレンダー　※年1回全戸配布
10 資源とごみの出し方ガイド（冊子）　
11 まちだガイド　マップ＆インフォメーション など

1 広報まちだ
2 町田市議会だより
3 まちだの教育

4 まちだしろばら
5 ECOまちだ
6  ごみナクナーレ

7  まちだ下水道通信
8  みんなの健康だより

広報紙

11

１

７ 9 108

　「まちだガイド」と
「町田市わたしの便
利帳」が１つになり
ました。転入される
方や希望される方に
配布します（３月下
旬発行）。

２ ３ ４ ５ ６

インターネットを使わなくても大丈夫です

便利な情報便利な情報
っていると知

媒体名 担当課 電話番号
3洪水ハザードマップ 防災課 ☎724・21075防災行政無線
4ラジオ広報番組・東京町田インフォメーション 広報課 ☎724・2101
1高齢者のための暮らしのてびき 高齢者福祉課 ☎724・2141
2障がい者サービスガイドブック 障がい福祉課 ☎724・2147
3介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」 介護保険課 ☎724・4366
4町田市子育てひろばカレンダー 子育て推進課 ☎724・4468
5みんなのおでかけマップ

（町田市バリアフリーマップ） 福祉総務課 ☎724・2133

★は、希望者に個別配布をしています。

紙媒体とインターネット
両方OKなら
併せて活用

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

 など

５

紹介した広報媒体

2 2021．3．15 3月15日号は発行日が新聞休刊日と重なるため14日にお届けします
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の実現に向けた取り組みをしっかり
と進めていきます。2021年度は、引き
続き（仮称）国際工芸美術館の実施設
計を進めるとともに、アート・創作活
動への興味・関心のきっかけを育む場
となる体験工房の検討を行います。

町田市新商品・ 
新サービス開発事業の拡充

　開発経費を補助金の対象に加える
など、事業をより充実したものへとバ
ージョンアップさせます。新たなビジ
ネスモデルや新技術の導入に意欲的
な事業者への支援を一層手厚くする
ことで、市内事業者の競争力強化と付
加価値の向上を図っていきます。

暮らしやすいまちをつくる
（仮称）町田市都市づくりの 

マスタープランの策定
　「（仮称）町田市都市づくりのマス
タープラン」は、20年後の町田市で
の暮らし方や、まちの中の活動イメ
ージを描きながら、町田市に関わる
すべての人が、「まちを良くしよう、
楽しくしよう」と自ら活動したくな
る気持ちを共有する「まちづくりの
基本書」となることを目指します。

多摩都市モノレールの延伸
　延伸ルートが近く確定し、次の段
階に大きく進み出すタイミングを迎
えます。中心市街地や木曽山崎団地、
忠生・北部エリアにおける３つのエ
リアのまちづくりを、「（仮称）町田市
都市づくりのマスタープラン」の中
で、「次世代に向けて新たな暮らしを
牽
け ん い ん

引する３つのプロジェクト」とし
て位置づけます。新しいまちの姿や
それを実現するための取り組み策の
検討を深め、具体的なまちづくり事
業につなげていきます。

鶴川駅・相原駅周辺のまちづくり
　鶴川駅周辺では、昨年、駅南口の土
地区画整理事業と駅北口交通広場の
事業認可を取得し、本格的に事業に
着手していきます。今後、駅の南北自
由通路の整備や、小田急電鉄による
駅舎改良と駅前商業施設の開発など
も連動して進めていきます。
　相原駅周辺では、1月に駅東口の地
区計画を都市計画決定しました。先
行して定めた駅西口の地区計画とあ
わせて、駅周辺のまちづくりを計画
的に進めていきます。

第3次町田市環境 
マスタープランの策定

　環境に配慮した行動が重要度を増
している中、新たな環境基本計画及
び環境行動指針である「第３次町田
市環境マスタープラン」を策定しま
す。これに基づき、地球温暖化対策の
強化や生物多様性の保全に取り組む
ことにより、良好な環境を将来へ引
き継いでまいります。

２０２1年度の�２０２1年度の�
� 市政運営の視点� 市政運営の視点

　新型コロナウイルス感染症は、い
まだ予断を許さない状況が続いてい
ます。
　見えない脅威によって、私たちの
日常は大きく変わりました。このこ
とは市内経済にも影を落としてお
り、事業者の皆様のご苦労は計り知
れないものであるかと思います。
　こうした中、我が国でも皆様が待
ち望んでいたワクチン接種が始ま
り、一筋の光が見えてまいりました。
　新しい生活様式が定着し、市役所業
務の在り方も変わっていく中では、ス
ピード感をもってさまざまな改革に
取り組んでいかなければなりません。
　また、外出自粛の経験を通して、ま
ちが賑

に ぎ

わい、活性化していくために
は人の移動や交流が欠かせないとい
うことも改めて実感しました。
　町田市の立地や交通利便性、都市
とみどりの"ちょうどよさ"は、人々
の暮らし方や働き方に対する価値観
の変化を受け入れるポテンシャルを
秘めています。
　コロナ禍にある今、目の前の問題
にしっかりと向き合うと同時に、少
子高齢化や公共施設の老朽化が進む
中では、将来を見据えていち早く動
き出さなければならないと強く感じ
ています。市の責務として安定的な
歳入の確保に努めながら、未来へつ
なげる投資、町田市のポテンシャル
を更に引き出す投資を的確なタイミ
ングで行っていきます。

２０２1年度の�２０２1年度の�
� 主要な施策� 主要な施策

将来を担う人が育つまちをつくる 
学校教育のデジタル化の推進

　小学校5・6年と中学校の全学年そ
れぞれ1教科ずつに、教科用デジタ
ル教材を導入します。あわせて、クラ
ウド型小中一貫学習支援コンテンツ
を小・中学校の全学年で導入し、児童・
生徒一人ひとりに合った効果的な学
びを提供することで、学ぶ意欲やコ
ミュニケーション能力を伸ばしてい
きます。

　更に、小山田中学校区子どもクラ
ブの建設工事に着手し、2021年度
内の開館を目指します。充実した子
どもセンターや子どもクラブは、町
田市の子育て環境の魅力の一つであ
るため、コロナ禍においてもしっか
りと整備していきます。
義務教育就学児医療費助成制度の

所得制限撤廃
　4月から義務教育就学児医療費助
成制度の所得制限を撤廃します。こ
れにより、乳幼児、小学生、中学生の
すべての子どもたちが医療費助成を
受けられるようになります。
安心して生活できるまちをつくる
新型コロナの感染防止・抑制体制

　町田市発熱相談センターと地域外
来・検査センターの体制を引き続き
維持し、感染症の拡大防止に努めて
いきます。
　ワクチン接種についても、東京都
と情報共有を図り、町田市医師会と
ともに、万全な体制を整えています。　
　今後も着実に準備を進め、接種を
希望される方々に行き渡るよう注力
していきます。

新しい熱回収施設の整備
　2022年1月に稼働する町田市バイ
オエネルギーセンターは、生ごみ等を
発酵させて取り出すガスやごみの焼
却熱を利用して発電を行うなど、効率
良く、多くのエネルギーを創り出しま
す。災害発生時には自己電源を備えた
防災拠点として活用します。
　また、施設で発生する熱エネルギ
ーは、市立室内プールや2022年4月
のオープンを目指す温浴施設に供給
し、有効に利用します。この温浴施設
は、幅広い世代の健康増進を図るこ
とに加え、人と人とがつながり、交流
する場としていきます。

（仮称）町田市
地域ホッとプランの策定

　「町田市地域経営ビジョン20３0」
と「第３次町田市地域福祉計画」の改
定にあたり、新たに「（仮称）町田市地
域ホッとプラン」を策定します。これ
に基づき、誰もが地域における自分
の役割や活躍の機会を得て、地域の
中でホッとできる居場所を見つけら
れるような共生社会の実現を目指し
ます。

賑わいのあるまちをつくる
町田駅周辺の憩いと賑わいの創出

　原町田大通りの車道や歩道の一部
を、休憩や飲食ができる「パークレッ
ト」に転用し、新たな憩いと賑わいの
空間を創り出す社会実験を行います。
　また、緑豊かな憩いの拠点「芹ヶ谷
公園"芸術の杜"」では、子どもも大人も
学び、楽しめるようなさまざまな活動
が展開される「パークミュージアム」

行政経営改革の取り組み
地域の課題解決と魅力向上に
向けた行政経営改革の推進

　「まちだ〇
ま る

ごと大作戦18-20+
プラス

1
ワ ン

」
によって、組織間の連携がこれまで
以上に促進され、市民の皆様のやり
たい夢の実現をサポートする、地域
と行政の新たな関係性を構築するこ
とができたと感じています。
　今後は、職員がいわゆる「プラット
フォーマー」として、地域の人と人と
をつなぎ、対話をしながら、地域の課
題解決を図るとともに、地域の魅力
を向上させ、市民の皆様と一緒に明
るい未来を創っていきます。

行政のデジタル化と 
マネジメント改革の推進

　行政手続きの原則オンライン化を
強力に進めるとともに、キャッシュ
レス化、介護認定業務や教育現場に
おけるタブレットの活用を促進する
など、行政のデジタル化を加速度的
に推し進めていきます。
　また、デジタル化の効果を最大限
発揮することにより、市民の皆様の
要望にスピーディーに対応しようと
する「クイックレスポンス」を旨とす
る組織風土を確立していきます。

財政規律の保持と 
未来へつなげる投資

　市民の皆様の生活や市内経済の支
えとなる取り組みをもれなく、躊

ちゅう

躇
ち ょ

な
く行いながらも、すべての事業及びそ
の進め方をしっかりと見直すことで、
将来世代の負担をできるだけ残さな
いよう財政規律の保持に努めていき
ます。
　また、将来にわたって必要な公共
サービスを維持向上させるため、複
合化も含めた再編を着実に進め、公
共施設のより良いかたちを実現して
いきます。
　あわせて、多くの人々や多くの事
業者から「選ばれるまち」として、し
っかりと町田というブランドを高
め、将来世代につないでいけるよう
行政経営に取り組んでいきます。

むすびにむすびに
　2021年度は、現行の町田市基本構
想と基本計画「まちだ未来づくりプ
ラン」の最終年度です。まずは現状を
踏まえ、やるべきことについては、し
っかりと最後までやり遂げていくこ
とが、大事であると考えております。
　その上で、積み残した課題は、次期
基本構想・基本計画「（仮称）まちだ未
来づくりビジョン2040」で受け止
めていきます。
　こうした時代だからこそ、誰もが
思いやりを持って優しくつながり、
お互いが支え合っていることを実感
できるまちが必要とされています。
　このコロナ禍で感じたこと、学ん
だことを教訓に、市民の皆様と共に、
寛容で、未来に希望の持てる地域社
会をつくっていけるよう、市政運営
に臨んでまいります。

未来へつなぐ投資で未来へつなぐ投資で
希望の持てるまちへ希望の持てるまちへ

　令和３年度（2021年度）第1回市議会定例会が開会され、
石阪市長は2月24日の本会議で施政方針を表明しました。
　ここでは、その概要を掲載します。全文は町田市ホーム
ページでご覧いただけます。
市HP 令和３年度施政方針  検索  問企画政策課☎☎７24・210３ 町田市長

施 政 方 針令和３年度（2021年度）

熱
回
収
施
設
等

（
完
成
予
想
図
）

給食センター方式による 
中学校給食の実施に向けて

　成長期の中学生全員に安全・安心
で、栄養バランスが整えられた「温か
い給食」を提供するため、給食センタ
ー方式による全員給食を目指して、
基本計画を策定します。

子どもの居場所の充実
　新たな「まちとも」は、4月からすべ
ての小学校で実施します。同じく4月
から、すべての学童保育クラブで高
学年児童の受け入れを始めます。

芹
ヶ
谷
公
園〝
芸
術
の
杜
”

で
の
イ
ベ
ン
ト
の
様
子

市外局番の記載のない電話番号等の市外局番は（042）です



4 2021．3．15 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

2021町田さくらまつりメイン３会場は新型コロナウイルス感染防止のため中止になりました 詳細は町田市ホームページをご覧ください。■問観光まちづくり課　724・2128☎☎

募　集募　集
認 可 保 育 所 職 員
　詳細は各認可保育所へお問い合わ
せください。
対有資格者
○多摩境敬愛保育園（☎☎７７５・１４７０）
＝保育士（非常勤）
○敬愛桃の実保育園（☎☎７７０・１１１３）
＝保育士（非常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

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。
【子ども総務課　補助職員】
対パソコン作業ができ、書類の開封
・整理仕分作業の経験があり、子育
て支援に関心がある方
任用期間６月１日〜７月３１日
勤務時間月〜金曜日、午前８時３０分
〜午後５時、月１６日
勤務場所子ども総務課（市庁舎２階）
募集人数３人
報酬月額１２万６０００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２６日まで（必着）に直
接または郵送で子ども総務課へ。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
【町田市民文学館　補助職員】
対心身ともに健康な方
任用期間５月１５日〜７月１１日
勤務時間午前９時４５分〜午後５時１５
分、月１２日以内、任用期間中２０日以
内（土・日曜日、祝休日勤務有り）
勤務場所町田市民文学館
募集人数４人
報酬日額６８２５円（別途通勤手当相
当分支給）
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２４日まで（必着）に郵
送で町田市民文学館へ。
問同館☎☎７３９・３４２０

お知らせお知らせ
完成しました
町 田 市 読 書 マ ッ プ
　市内には、市立図書館以外にも本
に触れることができる施設がありま
す。同マップでは、普段本を読んでい
ない方でも、本を読むことを身近に

感じ、読書のきっかけとなるような
市の施設のほか、地域文庫やまちラ
イブラリーなどを紹介しています。
※現在、新型コロナウイルス感染防止
のため、同マップに掲載している施設
の利用を中止（制限）している場合が
あります。利用については、各施設の
ホームページ等をご確認ください。
配布場所各市民センター、各子ども
センター、各市立図書館等
※町田市立図書館ホームページでも
ご覧いただけます。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０
高齢者へ配付したごみ袋の交換
中止期間を延長します
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、配付したごみ袋の交換を３月末
まで中止としています。この期間を
当面の間、延長させていただきます。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１
エコ（環境）に関する
アンケート調査を実施
　市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」を策定し、計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、点検・評価しています。
　２０２０年度の点検・評価を行うに当
たり、市民の皆さんに環境について

の意識や、市の環境施策に対するご
意見などをお聞きする「エコ（環境）
に関する市民アンケート調査」を実
施します。市内在住の方３０００人を対
象に、アンケート用紙を郵送してい
ますので、ご協力をお願いします。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

献血にご協力ください
　市庁舎で献血を実施します。継続
的なご協力をお願いします。
日３月２６日㈮午前１０時〜１１時４５
分、午後１時〜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

町田かたかごの森開園
　カタクリの開花時期に合わせて開
園します。イチリンソウ、ヒトリシズ
カ、タマノカンアオイなどの野草も
自生しています。
開園期間３月２８日㈰〜４月４日㈰、午
前１０時〜午後３時（雨天閉園）
交通町田バスセンター４番・５番乗り
場から山崎団地センター、または山
崎団地行きバスで「山崎団地入口」で
下車、徒歩約１０分
※駐車場はありません。
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、公園緑
地課☎☎７２４・４３９９

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６９

　春になりました。ウグイスの初鳴
きを２週間ほど前、２月末に聞きまし
た。フキノトウも天ぷらにしていた
だきました。庭のサクランボ（暖地桜
桃）も満開です。三輪の緑地を散策
し、浅い春を楽しんできました。冬鳥
のシロハラ、ツグミなどはまだ残っ
ていますが、おそらく今は、北へ帰る
ための脂肪分を体にせっせと蓄えて
いることでしょう。
　濃いピンク色、オペラ色のホトケ
ノザも今が最盛期です。もっとも、こ
の花やナズナなどは、冬の最中から
畑の縁などで花をつけています。サ
ンシュユの黄色い花も満開になりま
した。
　さて、この３月は、東日本大震災か
ら１０年になります。２０１１年から、町
田市は市役所職員を現地に派遣する
形で、現地での下水道事業や水産基
盤事業、福祉事業、税務事業等さまざ
まな被災地支援を行ってきました。
今年度も、気仙沼市役所に応援職員
が２人行っていて、復興事業、主に下
水管復旧業務等に携わっています。
　２０１１年３月、４月ごろの打ち合わ
せの資料やメモを繰ってみると、震
災当時、被災地の方がどういう苦難
に立ち向かっていたか、東北の被災
地に町田市民がどのような支援の手
を差し伸べていたか等、記憶が鮮明
によみがえってきます。町田市内で

のさまざまな影響への対応も記され
ています。
　ＪＲ、小田急の運行停止による帰宅
困難者の宿泊対応、小山ヶ丘におけ
るスーパーのスロープ崩落事故での
救助活動、飲料水・非常食等の救援物
資支援、福島第一原子力発電所の停
止に伴う計画停電の広報、被災地か
らの避難住民の公営住宅への受け入
れ、空間放射線量の測定、ガソリンな
ど燃料のひっ迫、義援金募金等々、数
えればきりがないほど、まさに未曽
有の災害への町田市民、市内企業と
市役所の手探りの、そして懸命の支
援活動がありました。
　今、新型コロナウイルスという、こ
れまた経験したことのない、災害と
もいうべき危機にあります。東日本
大震災の時の経験を思い起こして、
新型コロナウイルスとの長い戦いに
も粘り強く頑張っていきましょう。

ホトケノザの群落

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

まちだの新たな学
校づくり審議会

３月２６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

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

つながりを絶やすことなく

Vol.14

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

問福祉総務課☎☎７２４・２１３３
　市では、第３次地域福祉計画の
推進に当たり、地域課題の把握や
解決に向けた人と人とのつながり
づくりを目的とし、２０１７年度か
ら毎年度、市内１０地区において地
区別懇談会を開催しています。
　２０１９年度までに、延べ１１１９人
もの方にご参加いただき、活発に
話し合いが行われました。
　この結果、地域において新たな
つながりが生まれ、鶴川地区では
２０１９年度に鶴川地区社会福祉協
議会が設立され、相原地区でも人
材バンクの立ち上げに向けた取り
組みが行われています。

　２０２０年度の地区別懇談会は、
緊急事態宣言の発出により中止を
余儀なくされましたが、新型コロ
ナウイルス感染症等の影響によ
り、コミュニティの希薄化が懸念
されている今こそ、活動の灯を絶
やさないことが大切です。
　現在、次期計画である「（仮称）町
田市地域ホッとプラン」の策定を
進めています。ここでは、人と人と
のつながりを絶やすことなく、地
域での活動を続けていくことで、
まちの活力が生まれる、そんなま
ちだの未来を描いていきます。

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ
問市民税課☎☎７２４・２８７４

　年度当初（４月１日〜１２日ごろ）
の税証明（２０７番）窓口は大変混み
合い、待ち時間も非常に長くなり
ます。新型コロナウイルス感染防
止のため、お急ぎでない方は、なる
べく郵送での申請をお願いしま
す。やむを得ず来庁する場合は、そ
の期間を避けていただくか、下表

の予想待ち時間を参考に、感染症
防止対策をしたうえで、時間に余
裕をもっておいでください。ご理
解ご協力をお願いします。
　なお、郵送申請の詳細は、町田市
ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

税証明（２０７番）窓口の予想待ち時間
４月１日㈭ ４月２日㈮ ４月５日㈪ ４月６日㈫ ４月７日㈬
★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★
４月８日㈭ ４月９日㈮ ４月１２日㈪ ４月１３日㈫
★★ ★★ ★★ ★

★１時間程度、★★１～２時間、★★★２時間以上
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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
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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

町田で活躍する高校生・大学生によ
るオンライン配信イベント

学 生 活 動 報 告 会 
「 ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ 」
　町田市や近隣でまちづくり活動を
行っている高校生・大学生による報
告会です。活動の紹介やパネルディ
スカッション等、今年度の成果をＰＲ
するイベントをオンライン（Ｚｏｏ

ｍ）で開催します。
日３月２１日㈰午後２時～４時
定１００人程度（時間内入退室自由）
※右記二次元バーコードか
ら視聴用ＵＲＬをクリックし
てご覧ください。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座・保育付き

今 ど き ・ 子 育 て
　専門家の講義と実践的な演習で、
子育てに役立つ情報を得られます。
対市内在住の全回参加できる乳幼児

の保護者
日５月１２日㈬、１９日㈬、３０日㈰、６月
９日㈬、１６日㈬、２３日㈬、３０日㈬、午
前１０時～正午、全７回
※５月３０日㈰は公開講座で、パート
ナーも一緒に参加できます。
場生涯学習センター
講（特）全日本育児普及協会会長・佐
藤士文氏、東京大学教授・遠藤利彦
氏、（特）日本救急メッセンジャー
定保育付き＝１４人、保育無し＝１人
／過去に乳幼児講座・幼児講座を受
講していない方を優先のうえ、抽選

（結果は４月１６日に発送予定）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日時点で８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、４月９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（〒１９４－００１３、原町田
６－８－１）へ（所定の用紙〔同センタ
ーに有り〕に記入し、直接同センター
へ申し込みも可）。
問同センター☎☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座

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（⑧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、①～⑥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
(29日～4月2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
※3月26日は予約受付を行いません。次回
分は4月2日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 17日、24日、
31日(水)

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 16日(火)

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 23日(火)
⑤登記相談 18日(木)
⑥行政手続相談 25日(木)
⑦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

⑧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

⑨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

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間
づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

●おいでください:毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に:次回は５月１５日号です。次回申込締切日＝４月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４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）。� 市HP� 検索市民の広場
問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※�活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与し
ていません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

おいでください　特定の期日に行うイベント ※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第３６回　山の写真展 ３月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 山本☎☎０７０・５５４３・５８３５ 初日のみ午後１時から
体動かして免疫力ＵＰ！　筋トレ＆リズム体操 ３月１７日㊌午前１１時～１１時４５分 鶴川市民センター ５００円 ヤハタ☎☎０８０・３５０４・９７７７　要電話受付 年齢問わずどなたでもＯＫ
ピアノのある方、脳トレにピアノ始めませんか ３月２５日午後１時から 生涯学習センター音楽室 ５００円 須佐☎☎７２２・３４９９ 経験・年齢問わず　要連絡
鎌倉最後の秘境！回春院から十王岩を歩きます ３月２７日㊏、４月１０日㊏午前１０時 ＪＲ鎌倉駅東口集合 １５００円 里山探偵団・中村☎☎０９０・４９１３・３８９３ 山道歩き、申込順１０人程度
還暦から始めるフライフィッシングを教えます ３月３１日㊌午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 玉木☎☎０８０・１２８４・２４２９ 自然を楽しみたい中高年へ
青空の下で国内初の屋外芝生グラウンドでの吹き矢 ４月２日㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川球場 ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ 誰でも気軽にお越し下さい
春のフラワーアレンジメント講習会！ ４月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター ３０００円 フォーシーズン飯田☎☎０８０・３３６５・２９５１ 初心者歓迎です
ケントギルバート講演　世界から尊敬される日本人 ４月２４日㊏午後２時～４時３０分 町田市民ホール第４会議室 １５００円 小林☎☎返７９６・６５９６ 事前の申込をお願いします
和太鼓『町躍皷（まちやっこ）２０周年コンサート』 ５月２日㊐午後２時１５分開場　３時開演 町田市民ホール 無料 町躍皷事務局☎☎０７０・５５４３・０２８５ 要事前予約、お電話下さい

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
（申し込み制）

申イベントダイヤル（☎☎724・
5656）またはイベシスコードＡ
コース=210304Ｍ、Ｂコース＝
210304Ｎへ

16～35週の妊婦とそ
の夫 健康福祉会館

Ａコース 5月7日、14日㈮ 午後1時30分～3時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生
等

保健予防課
地域保健係

☎☎725･5127

分娩経過とリラックス法等

Ｂコース 4月24日、5月22日（土）
第1部＝午前10時～11時
第2部＝午前11時～正午

（各回とも同一内容）
もく浴実習、新生児の保育体
験、講話

乳幼児・母性相談
（申し込み制）

申4月開催分＝3月29日午前8時
30分から、5月開催分＝4月27

日午前8時30分から、①開催日3
日前午後5時まで②③④開催日
前日午後5時までに、電話で各問

い合わせ先へ

2か月以上の未就学児
とその保護者

①健康福祉会館 4月19日、5月24日㈪

受付時間の詳細はまちだ子
育てサイトをご覧ください

身長･体重測定、保育相談、栄
養相談、歯科相談、母親のから
だや気持ちの相談

②鶴川保健センター 4月7日、5月19日㈬
鶴川保健
センター

☎☎736・1600

③忠生保健センター 4月13日㈫

保健予防課
地域保健係

☎☎725･5127

④小山市民センター 5月12日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは
要予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方(里帰り
中の方の参加も可) 健康福祉会館 4月1日、8日、15日、22日、5月6

日、13日、20日、27日㈭
午前10時～正午、午後1時
～3時

助産師による相談、乳房マッ
サージ／電話相談は随時可、
健康福祉会館(☎☎725・5419)
へ

離乳食講習会(初期・後期）／
申し込み制

申イベントダイヤル(☎☎724・
5656）またはイベシスコード初
期=210318Ｓ、後期=210318Ｋ
へ

4～6か月児の保護者
健康福祉会館

初期 4月8日㈭、20日㈫、5月
11日㈫、27日㈭ 午前10時5分～11時10分 離乳食の話（希望者のみ試食

も有り） 保健予防課
保健栄養係

☎☎722・79968～10か月児の保護者 後期 4月14日㈬、5月17日㈪ 午前10時5分～11時30分 離乳食後期の話、歯の話、親子
遊び（希望者のみ試食も有り）

お気軽にご相談ください　4月、5月の母子健康案内 ※ その他の講座等の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧ください。
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講座概要
講座名 日時／定員／費用 イベシスコード

① 多摩丘陵の自然入門～驚き
感動まちだの自然大発見

4月25日～12月5日の日曜日の
日中、全12回／30人／3000円 210317H

② まちだの水とみどり入門～
まちだの魅力再発見ツアー

5月15日～7月17日の土・日曜日
の日中、全7回／20人／2000円 210317Ｆ

③ まちだの福祉～安心して町
田で暮らせるために

5月17日～7月19日の原則月曜
日、午後2時～4時、全7回／30人
／2000円

210317Ａ

④ くらしに活きる法律～これ
からのくらしと法律

4月27日～7月6日の火曜日、午
後6時～8時、全8回／56人／
3000円

210317Ｄ

⑤ 人間科学講座～テクノロジ
ー・いのち・人権

5月12日～6月30日の原則水曜
日、午後6時～8時、全8回／50人
／3000円

210317Ｅ

⑥ 町田の歴史～市域の人びと
が経験した災害の歴史

5月28日～7月16日の金曜日、原
則午後2時～4時、全8回／33人
（オンライン＝50人）／3000円

210317Ｂ
(オンライン＝
210315Ａ）

⑦
“こころ”と“からだ”の健康学
～自分らしく元気に生きる
ために

4月22日～7月1日の木曜日、午
前10時～正午、全6回／30人／
2000円

210317Ｃ

情報コーナー情報コーナー
●自衛隊町田募集案内所～２０２１年
度各種自衛官募集開始
　詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ホームページを参照対①幹部候補生

＝２０歳以上２６歳未満（修士課程修
了者は２８歳未満）の方②一般曹候補
生・自衛官候補生＝採用予定月の１
日現在、１８歳以上３３歳未満の方（た
だし、３２歳の方は、採用予定月の１日
から起算して３か月後に達する日の
翌月の末日現在、３３歳に達していな
い方に限る）問同案内所☎☎７２３・１１８６

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【リズム体操】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週土曜日（大会等開催日を
除く、要問い合わせ）、午前9時15分
～10時15分内リズムに合わせて歩
く等の簡単な運動費大人310円、65
歳以上・障がい者100円／別途公開
指導料として100円が必要です
【初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始める16歳以上の方
日4月3日～5月1日の土曜日、午前9
時30分～11時30分、全5回定20人
（初参加者を優先のうえ、抽選）費
3000円申往復ハガキに必要事項
（在勤の方は勤務先、在学の方は学校
名）を明記し、3月20日まで（消印有
効）に同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【ポールエクササイズ】
　開催日は変更になる可能性があり
ますので、お問い合わせください対
16歳以上の方日毎月第2・4水曜日、
午前10時～11時定15人費600円
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【パークフィットネス】
　自然豊かな鶴間公園を存
分に生かしたアウトドアスポーツ教
室です対16歳以上の方日3月24日
㈬午前11時15分～正午内健康器具
を使ったサーキットトレーニング定

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。

14人（申し込み順）費990円申電話
で鶴間公園へ（鶴間公園ホームペー
ジで申し込みも可）
●野津田公園☎☎７３６・３１３１
【ユニカール教室】
対市内在住の小学4年生以
上の方（小学生は同伴者必須）日毎週
水曜日、午後2時～4時内陸上版のカ
ーリング競技講町田市ユニカール協
会定20人（申し込み順）費300円申
野津田公園ホームページで申し込み
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【①小野路桜ガイドウォーク】
　桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日4月2日㈮午
前10時～午後3時（小雨実施、荒天中
止）／集合は別所バス停、解散は同館
定15人（申し込み順）費1500円（ガ
イド料、保険料、昼食代）／路線バス
代は、別途自己負担です
【②春の里山草花観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日4月16日㈮午前
9時30分～午後1時（小雨実施、荒天
中止）定15人（申し込み順）費1500
円（ガイド料、保険料、昼食代）

◇
申①3月19日正午～30日②3月26
日正午～4月13日に、イベントダイ
ヤル（☎☎724・5656）またはイベシ
スコード①210319Ａ②210326Ａ
へ

あなたも市民大学で学びませんか

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

　４月からの受講生を募集しま
す。なお、「町田の歴史」では、新た
にオンラインでの受講生も募集し
ます。詳細は、募集案内（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。
場生涯学習センター　他（多摩丘
陵の自然入門、環境講座は野外中

心）
申１次受付＝３月１５日正午～１６日
午後７時にイベシス（インターネ
ット）へ（コードは下表参照）／２
次受付＝３月１７日正午～４月８日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※いずれの講座も市内在住の方を
優先のうえ、抽選です。

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
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急
線
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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
15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
16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
17日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
18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
19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

20日㈷

午前9時～午後5時
内科 なかまち内科・外科医院(中町3-15-17) ☎☎725・0028

加藤医院(玉川学園5-24-40) ☎☎732・8566
内科
小児科 牧内科医院(山崎町1921-1) ☎☎793・3873

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 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

21日㈰

午前9時～午後5時 内科
栄山医院(金森2-25-30) ☎☎722・7430
鶴川診療所(鶴川6-7-1) ☎☎735・2387
いしかわ内科クリニック(森野4-21-5) ☎☎727・4970

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 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

22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
23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
24日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161
25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
26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
27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

28日㈰

午前9時～午後5時 内科
はなみ内科(鶴間1-19-35) ☎☎796・1111
河辺内科医院(三輪町168-1) ☎☎044・328・5143
やました内科・脳神経クリニック(山崎町2055-2) ☎☎794・6327

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

29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
30日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161
31日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

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

受付時間＝日曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分（予約
制） 健康福祉会館内

☎☎返725・2225
（下地図参照）障がい者

歯科診療
受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後4
時30分（予約制）

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 電話受付時間＝午後6時～9時30分（診療は午後7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

電話受付時間＝午前8時45分～午後4時30分（診療は午前
9時から）

※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、休日耳鼻咽喉科の医院については、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。

　詳細は、募集案内（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。
対市内在住の６０歳以上（２０２１年４
月１日時点）で、全回参加できる方
日①５月６日～２０２２年２月１７日の原
則木曜日（午後）、全１６回②５月１８日
～７月２７日の火曜日、午後２時～４
時、全６回③５月１０日～７月６日の月
・火曜日、午後２時～４時、全６回④５
月１１日～７月１３日の火曜日、午前
１０時３０分～正午、全６回
場①生涯学習センター、中央図書館　
他②南市民センター③町田市民フォ
ーラム④中央図書館

内①まちだ探・探ゼミナール～好奇
心を探求・探検②教養コース～温泉
のひみつ③伝統コース～意外と知ら
ない日本の祭り④チャレンジコース
～脳トレで認知症の不安を解消
定①２４人②５０人③６２人④３０人／
抽選
申１次受付＝３月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド ①２１０３１６Ｃ②２１０３１６Ｄ③
２１０３１６Ｅ④２１０３１６Ｆへ／２次受付
＝３月１６日正午～４月１２日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスへ。

２０２１年度前期ことぶき大学
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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Ｑ．ワクチン接種は無料ですか。接種は強制ですか。
Ａ．接種は無料です。接種は強制ではなく、ご本人の同意が必要です。
Ｑ．接種券はいつ届きますか。
Ａ．��高齢者（２０２１年度中に６５歳以上に達する方〔１９５７年４月１日以前に生
まれた方〕）の接種券は、４月に発送予定です。� �
それ以外の方の接種券については、５月以降順次発送予定です。

※国からのワクチン供給量によって、接種券の発送時期が変更になる場合
があります。
Ｑ．予約方法について教えてください。
Ａ．�接種券が届いたら、インターネットまたは電話で予約できます。ＵＲＬや

電話番号等、予約方法の詳細は、接種券に同封する書類をご確認ください。
Ｑ．接種会場はどのような場所ですか。
Ａ．市の施設で「集団接種」を、病院・診療所で「個別接種」を実施予定です。
Ｑ．ワクチン接種を受けるために必要な書類はありますか。
Ａ．�市から送付した接種券・予診票・本人確認書類（運転免許証、健康保険証
等）をお持ちください。

※予診票は自宅で記入のうえ、接種会場にお持ちください。
※本人確認書類の提示を求めることがあります。
Ｑ．接種当日の流れを教えてください。
Ａ．�受け付け、医師による予診、接種、経過観察の流れで行います。

　市と町田市文化芸術パートナーシップ協定を結んでいる音楽座ミュ
ージカルの高野菜々さんが、令和２年度文化庁芸術祭賞（演劇部門新人
賞）を受賞し、報告のため２月２５日に市役所を訪れました。町田市を拠
点とする音楽座は市民が一流のミュージ
カルに触れる機会をつくり、市の文化振
興に寄与しています。
　高野さんは「ここまで育ててくれた皆
さんへの感謝と受賞の感動で胸がいっぱ
いです。この受賞は、私と音楽座ミュージ
カルにとって、一生忘れることはないも
のとなりました」と語られました。

　市は、３月４日に地方独立行政法
人東京都立産業技術研究センター
と市内の産業の活性化に関する業
務連携協定を締結しました。
　この協定締結により、市の新商
品・新サービス開発事業において
支援を受けられるほか、同センタ
ーが主催するイベントへ市内の事
業者を推薦することなどが可能に
なりました。この協定は「町田市産
業振興計画１９－２８」に基づき、市

内事業者の新商品・新サービスの
開発や販路開拓、異業種連携など、
事業を“拡げる”チャレンジを支援
するものです。詳細は町田市ホー
ムページをご覧ください。
※同センターは、産業技術に関す
る試験、研究、普及及び技術支援等
により都内中小企業の振興を図
り、都民生活の向上に寄与するこ
とを目的として、２００６年４月に東
京都により設立された機関です。

　「第２４回町田市創作童話コンクール」の応募
作品の中から、１５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）。今年も映像作家・小林はくどう氏を

審査員に招き決定しました。
　なお、作品を掲載した優秀作品集「童話の
木」の展示コーナーを３月２３日㈫～４月４日㈰
に町田市民文学館に設置します。

○小学校低学年の部
【市長賞】赤塚光（小山中央小３年）
【教育長賞】髙橋咲那（南成瀬小３年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長賞】� �
橋爪咲耶（相原小２年）
【審査員特別賞】勝見心菜（成瀬台小３年）

○小学校高学年の部
【市長賞】田村逸貴（鶴間小５年）
【教育長賞】丸地真衣（南成瀬小６年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長賞】� �
木村玲織（南成瀬小４年）

【審査員特別賞】竹下駿史（南成瀬小５年）、�
丸地優衣（南成瀬小６年）、伊藤羽湖（成瀬中央
小４年）、山垣穂佳（つくし野小５年）

○中学校・高等学校の部
【市長賞】岡田愛海（都立工芸高校３年）
【教育長賞】小野三花（鶴川第二中２年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長賞】� �
江頭南羽（成瀬台中２年）
【審査員特別賞】桑原萌奈（都立町田高校３年）
※「童話の木」は市政情報課（市庁舎１階）で４
月から販売予定です。

新型コロナワクチン接種 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

かかりつけ医がいない方や受診機関に迷う場合は、下記のいずれかにご相談ください。

町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８（月～金曜日：午前９時～午後５時）
東京都発熱相談センター☎☎０３・５３２０・４５９２（毎日：２４時間）
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語
ご

での相
そう

談
だん

も可
か

、毎
まい

日
にち

：午
ご

前
ぜん

９時
じ

～午
ご

後
ご

１０時
じ

）
　　　　　　　　　　　　　　　返０３・５３８８・１３９６（電話での相談が難しい方）

市内累計感染者数　２０８３人（３月８日現在）
市内累計退院者数　１８９３人（２月２８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３月９日現在の情報です。

音楽座ミュージカルの高野菜々さんが 
令和２年度文化庁芸術祭賞（演劇部門新
人賞）を受賞しました

東京都立産業技術研究センター
と業務連携協定を締結しました

問産業政策課☎☎７２４・３２９６

受賞者を表彰しました　町田市創作童話コンクール
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

子 ど も ・ 子 育 て 情 報

　子育て世帯へ向けた情報を発信
するＴｗｉｔｔｅｒアカウントを開設し
ました。
アカウント名「子ども・子育て情報
（町田市公式）」＠ｍａｃｈｉｄａ＿ｋｏｄｏｍｏ
【主な発信内容】
○イベント情報＝子ども向けイベントや保護者向
け講座の情報
○子どもに関する手続きの情報＝広報まちだに掲
載している手続き等の情報
○臨時休館・入館制限の情報＝子
どもセンターなどの臨時休館・入
館制限の情報
※子ども・子育てに関する情報は
まちだ子育てサイトでも発信して
います。併せてご活用ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒ
アカウント

まちだ子育て
サイト

問文化振興課☎☎７２４・２１８４

よくあるお問い合わせ

発熱等の症状がある方の相談窓口

Ｔｗｉｔｔｅｒ始めました！
問子ども総務課☎☎７２４・２８７６

8 2021．3．15 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。


