
人口と世帯（外国人含む） 2021年3月1日現在人口 ： 429,065人（ 男：209,887人・女：219,178人）（前月より35人増） ／ 世帯 ： 200,454世帯（前月より159世帯増）
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　 私たちが暮らす美しい地球を次の世代に引き継いでいくた
めに。このまちで、今の世代が、そして次の世代がずっと幸せに
暮らし続けるために。今、私たちにできることは何でしょうか。
　2015 年に国連サミットで採択された「S

エスディージーズ
DGs」（SUSTA

INABLE DEVELOPMENT GOALS〔持続可能な開発目標〕）
は、2030 年までに持続可能なよりよい世界を目指すための
国際的な目標で、17 のゴールがあります。
　町田市でも、将来にわたり誰もが幸せに暮らせる社会を作
っていくためのさまざまな取り組みを行っています。
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市内のさまざまな活動が17のゴールに向かって未来への種まきを行っています

　SDGsと聞くと、地球温暖化や貧困・飢餓等の世界の問題をイメージするかもしれま
せん。しかし、今回の取り組み紹介のように、皆さんの生活に身近な取り組みがSDGs
の課題解決へとつながっていることがたくさんあります。ご飯を残さない、こまめな節
電等、日常の中の行動がどのSDGsのゴールに繋がっているか、今回の記事をきっかけに
考えてみませんか。みんなで持続可能な社会を実現しましょう。

今、わたしたちにできること

例えば自宅で備蓄している防
災リュックの中身をチェック
して、食べきれない食材を
フードバンクに寄付すること
が、困っている人たちの助け
になるし、食品ロスが減って
ごみの削減にもなるんだね！
自分にもできること、考えて
みよう！

持持続続可可能能な社会を実現するために
　市や、市内事業者・団体、個人の活動など、さまざまな所で持続可能な社会を実現するための取り組みが展開され、
SDGsにつながっています。ここでは、地域に根差す事業者や団体の優れた取り組みの事例を紹介します。
　市では、今、そして未来の世代がずっと幸せに暮らすためのこうした取り組みを支えるとともに、SDGsを積極的に
推進していきます。

　福祉団体や事業者が協力
し、市民や企業等からまだ
食べられる余剰食材の寄付
を募り、行政関係機関を通
して、食料の確保に困って
いる世帯や子ども食堂等に
食材を提供するフードバン
ク活動を行っています。
　地域の支え合いの新しい仕組みとして「誰もが安心して幸せ
に暮らせるまち」を目指して活動しています。

【問】　（社福）町田市社会福祉協議会 ☎ 722・4898

おうちでごはん事業フードバンクまちだ
　地域ボランティアに
より、ひとり親家庭の
子どもと保護者に、手
作りのお弁当を届ける
事業です。保護者の家
事負担を減らし、お弁
当を一緒に食べながら
親子の会話を増やしてもらうことが目的です。事業の運営費は、
ふるさと納税による寄付を活用しています。事業を通して「子育
て世帯を、みんなで支え合う地域社会」の実現を目指します。

みんなが健康に暮らせるように
民間の福祉団体等の活動

　市では、次世代エネルギーの推進を目的とし
て、水素エネルギーの出前授業を開催していま
す。職員による温暖化をテーマとした授業や、燃
料電池自動車の試乗体験を開催してきました。
　環境について考えるきっかけづくりとして、
2020年度はトヨタモビリティ東京（株）、メガ
ウェブ〔（株）アムラックストヨタ〕と連携し、楽
しみながら水素エネルギーを学べる燃料電池ラ
ジコンカー体験を開催しました。

次世代エネルギー推進
　まちだエコ宣言は、市内のお店や事業者が、省エネ
設備の導入やエコドライブの実施など環境に配慮し
た活動を行うことを宣言し、市がその活動をPRする
制度です。
　緑のカーテンづくり（＝写真右上）や定時退社日を設
定する等、環境配慮を業務の一部として取り入れてい
るだけでなく、再生可能エネルギーの導入などを積極
的に進めている事業者もいます。
　近年は、環境に配慮しながら経済活動を行うこと
が求められるため、官民連携で社会課題の解決を目
指す取り組みを推進しています。３月８日～28日に、
まちだエコ宣言事業者の町田マルイ・町田モディと
市の共催で「まちだサステナビリティフェス」を開催
しました（＝写真右下）。
　この制度では民間企業の強みと行政の強みを生か
し、持続可能な社会構築に向けて、環境分野だけでな
くさまざまな分野での連携を図っていきます。

まちだエコ宣言

【問】　環境・自然共生課 ☎ 724・4391

いつまでも環境に優しい町田でいられるように
事業者の取り組み 企業と市の協働



32021．4．1市役所代表　辺辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意ください

募　集募　集
町田市公益的活動団体
　町田市公益的活動とは、地域コミ
ュニティの活性化や市内の公園・緑
地のゴミ拾い、落ち葉の清掃などを
行う活動です。
　２０１８年４月から、参加できる活動
団体区分が広がり、地域の方だけで
なく、新たに市内の事業者や学校の
参加ができるようになりました。昨
年度は、２１３団体がそれぞれの特徴
を生かした活動を行いました。
　仲間と一緒に身近なみどりの活用
を考え、地域を盛り上げていきませ
んか。
※申し込みは随時受け付けています
が、参加には事前の相談が必要です。
詳細はお問い合わせください。

対次のいずれかに該当する団体　　
①市内の町内会・自治会、子供会また
は老人会②市内に事業所がある事業
者③市内の小・中学校、高等学校及び
これに準ずる教育機関④市内に活動
拠点のある団体
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

お知らせお知らせ
ご覧いただけます～社会資本整備総
合交付金事業
「南町田駅周辺地区」事後評価
　市では、南町田駅周辺地区（南町田
グランベリーパーク駅周辺）におい
て、２０１６年度～２０１９年度の４年間、
国土交通省の「社会資本整備総合交
付金」を活用し、社会資本総合整備計
画・都市再生整備計画に基づく事業
を推進してきました。

　社会資本整備総合交付金事業は、
事業完了時に取り組みの成果を評価
し、目標の達成状況等の確認を行う
こととされています。
　本事業は、２０１９年度に完了し、
２０２０年度に事後評価を実施し、原
案に対する市民意見募集及び評価委
員会の開催を経て、その結果を取り
まとめました。
　事後評価シートは、町田市ホーム
ページ及び都市政策課（市庁舎８階）
でご覧いただけます。
問都市政策課☎☎７２４・４２４８

街路灯・公園灯の故障は
コ ー ル セ ン タ ー へ
　市では、市が管理している街路灯
・公園灯をＬＥＤ照明に更新しました。

不点灯等の故障を見つけた際には、
街路灯・公園灯専用のコールセンタ
ーへご連絡をお願いします。
　コールセンターは、２４時間３６５日
稼働しています。ご連絡の際には、電
柱に付いている黄色の管理プレート
に記載されている、管理番号をお伝
えください。なお、照明専用柱の場合
は白色の管理シールが貼ってありま
す。
※コールセンターは修理専用の受け
付けとなります。修理以外について
は、市へお問い合わせください。
問コールセンター錆０１２０・２８０・
０７０（２４時間）、町田市道路維持課☎☎
７２４・１１２１、町田市公園緑地課☎☎
７２４・４３９９

指定管理者を募集します
　施設を効果的にかつ効率的に管
理運営できる指定管理者を募集し
ます。
　詳細は募集要項（町田市ホーム
ページでダウンロード）をご覧く
ださい。
【町田市民ホール・町田市鶴川緑の
交流館ホール等・町田市立鶴川駅
前図書館（図書館運営業務を除
く）】
対文化施設またはこれに類する施
設における管理業務の実績を有
し、かつ、市内に事務所または事業
所を有する法人等
対象施設町田市民ホール、町田市
鶴川緑の交流館ホール等、町田市
立鶴川駅前図書館
※３つの施設を一体的に募集しま
す。なお、町田市立鶴川駅前図書館
は図書館運営業務を除く施設の維
持管理を対象とします。
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月６日午前８
時３０分～１２日午後５時に直接文
化振興課（市庁舎１０階）へ。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４
【町田市フォトサロン】
対文化施設またはこれに類する施
設における管理業務の実績を有
し、かつ、市内に事務所または事業
所を有する法人等
対象施設町田市フォトサロン
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月１３日午前
８時３０分～１９日午後５時に直接文
化振興課（市庁舎１０階）へ。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

【市立室内プール】
　市立室内プールを効果的かつ効
率的に管理運営できる指定管理者
を募集します。
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月１０日午前
８時３０分～１４日午後５時に直接ス
ポーツ振興課（市庁舎１０階）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
【木曽子どもクラブ】
　木曽子どもクラブ（木曽東１－６
－４０）の指定管理者を募集しま
す。
対児童館、学童保育クラブ、認可保
育所、認証保育所、保育室、認定こ
ども園等の子どもに関する施設の
運営実績等を有する法人
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
年３月３１日（５年間）
申募集要項を参照し、必要書類を
お持ちのうえ、５月１０日午前９時
～１４日午後５時に直接児童青少年
課へ。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７
【町田市立鶴川駅前図書館】
　町田市立鶴川駅前図書館の図書
館業務を効果的に達成することが
できる指定管理者を募集します。
対指定管理者として公立図書館の
運営実績を有する法人またはその
他の団体
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月６日午前９
時～１２日午後５時（ただし正午～
午後１時と５月１０日を除く）に、直
接中央図書館へ。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

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

４月１２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

町田市長期計画審
議会

４月１３日㈫午後
１時～３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

町田市教育委員会
定例会

４月１４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

町田市自殺対策推
進協議会

４月２２日㈭午後
１時～２時３０分

市庁舎１０階会
議室１０－３

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進
課☎☎７２４・４２３６

　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページでダウンロード）をご覧いた
だくか、お問い合わせください。
※雇用保険等勤務条件により加入有り（１、４を除く）／通勤手当相当分の支給有り

会計年度任用職員募集
◀�町田市ホーム
ページ

職 種 勤務場所 任用期間
募集人数

※勤務時間等の詳細は
募集要項を参照

報　酬 申込期限 申し込み・
問い合わせ

１ 都議会議員選挙における選挙事務（期日前投票事務）

選挙管理委員会
事務局

６月２２日～７月１６日 月１６日以内＝１２人 時給１０５０円（実働７時間） ４月２３日

選挙管理委員会
事務局

☎☎７２４・２１６８

２ 都議会議員選挙における選挙事務（庶務） ５月２１日～７月２１日 月１６日以内＝２人 時給１０５０円（実働７時間）

４月１６日
３ 都議会議員選挙における選挙事務（投開票事務） ６月７日～７月２１日 月１６日以内＝６人 時給１０５０円（実働７時間）

４ 都議会議員選挙における選挙事務（電話受付事務） ６月１１日～７月9日 月１６日以内＝５人 時給１０５０円（実働６時間）

５ 都議会議員選挙における選挙事務（不在者投票事務） ６月１日～７月１４日 月１６日以内＝６人 時給１０５０円（実働７時間）

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。

問�企画政策課 
☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場

かたちかたち

㉓㉓みんなでつくる

（仮称）町田駅周辺公共施設再編構想を策定します
　市では、「町田市公共施設再編計画」に基づき、健康福祉会館・保健所中
町庁舎の集約と教育センターの複合化に向けて、「民間とのコラボレーシ
ョンによる公共施設の建替え方針」を３月に策定しました。
　この方針を踏まえ、今年度は、教育センターを含めた町田駅周辺にある
公共施設全体の方向性を示す「（仮称）町田駅周辺公共施設再編構想」を策
定します。
　市民の皆さんや事業者の皆さんと十分な対話を行いながら進めていき
ます。

３月に策定した建替え
方針は町田市ホームペ
ージで公開していま
す。詳細は、左記二次元
バーコードからアクセ
スしてください。
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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

お知らせお知らせ
認知症高齢者グループホーム
「ミモザ町田成瀬台」が 
開 設 し ま し た
　入居に関する相談や資料の請求
は、電話またはＦＡＸでミモザ町田成瀬
台（☎☎７０７・６１７２返７０７・６１７３）へお
問い合わせください。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
対市内在住の、要支援２または要介護
１～５の認知症と診断されている方
定１８人（全室個室）
所在地成瀬台２－１９－１５

問いきいき総務課☎☎７２４・３２９１
策定しました～第２期健康・医療情
報分析に基づく

生活習慣病等予防事業実施
計画（データヘルス計画）
　健康や医療に関する情報を活用し
た効果的・効率的な国民健康保険の
保健事業を実施するため「第２期健
康・医療情報分析に基づく生活習慣
病等予防事業実施計画（データヘル
ス計画）」を策定しました。
　被保険者の健康の保持増進を目的
に、２０２１年度～２０２３年度で実施す
る国民健康保険の保健事業について
まとめています。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☎☎７２４・４０２７

アフリー化のための改修工事に対し
て助成を行っています。市内事業者
が施工する改修工事が対象となりま
す（既に契約や着工している工事は
助成の対象外）。制度の詳細はお問い
合わせいただくか、町田市ホームペ
ージをご覧ください。
受付期間５月１４日㈮から（先着順）
※予定件数を超えた時点で受け付け
を終了します。

◇
問住宅課☎☎７２４・４２６９
４月１日から義務教育就学児医療証

（○子医療証）の
所得制限が撤廃されました
　５月３１日までに申請した方は、４
月１日から資格が取得できます。６月
以降に申請した場合は、申請月の１
日からの資格になります。
　既に申請済みの方で、３月１９日ま
でに申請した方には医療証を送付し
ていますので、届いていない場合は
子ども総務課へご連絡ください。
申対象児童の健康保険証の写しと合
わせて、子ども総務課または各市民
センターへ。
※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外です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
新たに委嘱されました

民 生 委 員・ 児 童 委 員
　１人の民生委員・児童委員が新た
に委嘱されました。担当地域は次の
とおりです。
地区・地域町田第一・森野２丁目１３～
３１
担当委員氏名森山優子（新任）
※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

町田市育児支援ヘルパーの 
対象世帯が拡大しました
　市では、出産後に育児・家事等の援
助を必要とする保護者に、これらの
援助を行うヘルパーを派遣する「町
田市育児支援ヘルパー派遣事業」を
行っています。
　利用できる対象の範囲が、生後２
か月から生後１歳の前日まで、双子
の場合は２歳の前日から３歳の前日
までの乳幼児を育てている世帯に拡
大します。なお、三つ子以上の場合は
４歳の前日までとなります。
　詳細は、まちだ子育てサイト（下記
二次元バーコード）をご覧いただく
か、お問い合わせくだ
さい。
問子ども家庭支援セン
ター☎☎７２４・４４１９

助成金の受け付けを開始します
　既に契約や事業に着手している場
合は助成の対象外となります。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。

【木造住宅耐震改修助成金】
　木造住宅の無料簡易耐震診断、精
密耐震診断、耐震設計、耐震改修工
事、除却工事に関する助成制度です。
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅（賃貸
用の住宅は除く）を、自らが所有して
いる個人の方

【ブロック塀等撤去事業助成金】
　ブロック塀等の撤去工事に関する
助成制度です。
対道路等に面する一定の高さ以上の
ブロック塀等を、自らが所有してい
る方

【５月１４日から受け付けます～住宅
バリアフリー化改修工事助成金】
　市では、住宅（賃貸を除く）のバリ

新型コロナワクチン接種に関するお知らせをメール・ＬＩＮＥで配信します
　新型コロナワクチン接種について、町田市メール配信サービスの「新型コ
ロナワクチン接種情報」のカテゴリで、接種券の発
送時期・接種会場の情報等を随時配信します。町田
市ホームページ、または右記二次元バーコードから
登録できます。
問広報課☎☎７２４・２１０１

新型コロナウイルス感染者等への傷病手当金の適用期間を延長します
　町田市国民健康保険に加入の被用者（会社等に勤めていて給与の支払い
を受けている方）のうち、次の方に傷病手当金を支給しています。この度、こ
の適用期間を６月３０日まで延長します。
対次の①か②のいずれかによる療養のため、労務に服することができなく
なった方
　①新型コロナウイルスに感染②発熱等の症状があり感染が疑われる
問保険年金課☎☎７２４・２１３０

スマホ版 携帯電話版

生理用品等を差し上げます
　コロナ禍における生活困窮者への支援のため、防災用として備蓄してい
た生理用品等の一部を４月５日㈪から無償でお渡しします（１０００セット／
無くなり次第終了）。配布を希望される方は、窓
口に置いてあるミモザカードを提示すること
で意思表示ができます。
配布場所生活援護課生活・就労相談窓口（市庁
舎１階）、子ども総務課（市庁舎２階）、男女平等
推進センター（町田市民フォーラム３階）
配布物生理用品及び保存用ビスケット等
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

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 
支払い猶予の受付期間を延長します

　同感染症に伴う収入の減少などによって、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、支払い猶予の受付期間を９月３０日㈭まで
延長します。個人、法人ともに対象です。詳細は東京都水道局ホームページ
をご覧ください。
問徴収猶予について＝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、記事について＝町田市下
水道経営総務課☎☎７２４・４２９５

ミモザカード

症状がある方の相談窓口　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（祝休日を除く月～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）
○東
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）、返０３・５３８８・１３９６（電話での相談が難しい方）

新型コロナワクチンについてのお問い合わせ先
臨時接種推進室 新型コロナワクチンコールセンター☎☎７３２・３５６３

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

未来の環境のために

Vol.１５

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

問環境政策課☎☎7２４・４386
　皆さんが「こうだったらいいな」
と思う未来のまちだの環境を想像
してみてください。豊かな緑、安心
して暮らせるまち、地球温暖化対
策が進んで暮らしやすいまち…。
さまざまな環境が思い浮かびます
ね。
　市では、よりよい未来の環境を
次の世代に引き継ぐための計画と
して「第３次町田市環境マスター
プラン」（２０２２年度から２０３１年
度まで）の検討を進めています。こ
の計画の中で、まちだのよりよい
環境を実現するための方向性を
「望ましい環境像」として設定し、

その実現に向けて市民・事業者・行
政が一緒に取り組みを進めていく
ことを目指します。
　「望ましい環境像」の決定に向け
て、市では、市民アンケート調査や
タウンミーティングなどのご意見
をもとに候補を作成し、市民の方
３０００人にどれが最もふさわしい
と思うか投票をお願いしました。
今後、集計結果を参考にして、まち
だの「望ましい環境像」を決定して
いきます。
　皆さんと、「望ましい環境像」の
実現のために、共に歩んでいきた
いと思っています。

※市内の感染者数、公共施設の再開情報等
は町田市ホームページで公開しています。
※この記事の内容は３月２６日
現在の情報です。

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に関するお知らせ

市内累計感染者数
２１６１人（３月２５日現在）
市内累計退院者数

１９６３人（３月２１日現在）

　市では、新型コロナウイルス感染症についてさまざまな支援を行ってい
ます。また、集団接種会場でのワクチン接種がスムーズに行えるよう、各会
場で接種の手順の確認を行うなどの準備を進めています。今後、実際のワク
チン接種を想定し、動線や接種の流れを確認するため、ワクチン接種の訓練
を実施します。
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固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧
　２０２１年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。なお、
２０２１年度の固定資産税・都市計画
税納税通知書は、４月３０日に発送し
ます。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された帳簿を納税者の
縦覧に供するものです。また、課税台
帳の閲覧制度とは、納税義務者が、固
定資産税台帳のうち、自己の資産に
対する課税内容を具体的に確認する
ためのものです。
○縦覧、閲覧ができる方
①納税義務者、その同居の親族及び
納税管理人（同居でも別世帯の方は
委任状が必要）
②代理人（納税者が自署・捺印〔法人
の場合は代表者印を押印〕した委任
状または代理人選任届をお持ちの
方）
○本人確認書類が必要です
　次の書類をお持ちください。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン
バーカード〔個人番号カード〕等）
②上記の書類がない場合は、次の書
類２点
※組み合わせは、（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で各１点ずつです。

（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）
（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧・閲覧期間５月３１日㈪までの午
前８時３０分～午後５時（土・日曜日、
祝休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります（郵送も可）。新型コロナウイ
ルス感染防止のため、お急ぎでない
方は、郵送での申請をお願いします。
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下記までお問
い合わせください。
費縦覧及び閲覧期間内の２０２１年度
課税台帳の閲覧は無料
問資産税課☎☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方への課税（補
充）台帳を閲覧申請する場合】
　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利
（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧申請がで
きます。
○必要な書類
　本人確認書類（マイナンバーカー

ド〔個人番号カード〕等）と権利を有
する資産を特定するための書類（賃
貸借契約書、賃借権の権利者が記載
されている登記全部事項証明書等）
をお持ちください。また、代理人に依
頼する場合は、権利者の方が自署・捺
印（法人の場合は代表者印を押印）し
た委任状または代理人選任届が必要
です。
閲覧時間午前８時３０分～午後５時
※４月上旬は混雑が予想されるた
め、時間に余裕をもって申請してく
ださい。
場市民税課（市庁舎２階）
費１件３００円
問市民税課☎☎７２４・２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者は、納税
通知書を受け取った日の翌日から３
か月以内に、文書によって固定資産
評価審査委員会に審査の申し出がで
きます。
問法制課☎☎７２４・２５０６

令 和 ３ 年 度 国 民 年 金 
保 険 料 額 の ご 案 内
　令和３年度の国民年金保険料は月
額１万６６１０円です。日本年金機構か
ら納付書が送付されますので、金融
機関やコンビニエンスストアで納付
してください（口座振替、クレジット
カードでの納付も可、納付方法によ
る割引も有り）。
※詳細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、八王子年金事務所☎☎
０４２・６２６・３５１１、町田市保険年金

課☎☎７２４・２１２７
開設しました

居住支援に関する相談窓口
　住宅探しで困っている方を対象と
した「住まいの電話相談窓口」を開設
しました。民間賃貸住宅の情報提供
など、住まいの確保に関する悩みに
ついて電話相談を受け付けます。
対高齢者、障がいのある方、子育て世
帯等で住まいにお困りの方
相談時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時（祝休日、年末年始を除
く）
※詳細は、町田市ホームページをご
確認いただくか、お問い合わせくだ
さい。
問（社福）悠々会☎☎０５０・５５２６・
１６８１、町田市住宅課☎☎７２４・４２６９

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
害啓発週間」

市 庁 舎 を ブ ル ー に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す
　毎年４月２日は、国連が「世界自閉
症啓発デー」と定め、自閉症を理解し
ていただくため普及活動が行われて
います。
　また、４月２日～８日は、厚生労働省
が「発達障害啓発週間」と定め、自閉
症を含めた発達障害の理解を深めて
いただくため、啓発活動が行われて
います。
　これらの普及・啓発活動の一環と
して市庁舎を自閉症のシンボルカラ
ーのブルーにライトアップします。
日４月７日㈬午後６時３０分～９時
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４５返
０５０・３１０１・１６５３

東京２０２０オリンピック

自転車競技ロードレースの地域説明会
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト
南町田グランベリーパークが

「第１回グリーンインフラ大賞」で優秀賞を受賞
問都市政策課☎☎７２４・４２４８

「町田市仕事と家庭の両立推進企業賞」
受賞企業が決定しました

問男女平等推進センター☎☎７２３・２９０８

防災用品を寄贈いただきました
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０5０・３１０１・１65３

　７月２４日㈯、２５日㈰に予定され
ている自転車ロードレースの実施
概要、道路制限・交通規制について
説明会を開催します。
※駐車場は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。
日①４月１０日㈯午後２時から②４
月１４日㈬午後７時から③４月１７日
㈯午前１０時から
場①②堺市民センターホール③小

山市民センターホール
※説明会の内容は町田市ホームペ
ージで公開します。質問は電話、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで、オリンピッ
ク・パラリンピック等国際大会推
進課（返０５０・３０６６・０１７８遍ｍｃｉｔ
ｙ３８７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊ
ｐ）で受け付けます。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

　２０１９年１１月にまちびらきを迎
えた南町田グランベリーパーク
が、２０２０年に創設されたまちづ
くりの賞である「第１回グリーン
インフラ大賞」で優秀賞を受賞し
ました。
　同プロジェクトでは、「すべてが
公園のようなまち」をコンセプト
に、みどりを生かしたまちづくり
に官民連携で取り組み、雨水を地
面に浸透させて自然に還

かえ

すため、
グリーンインフラである「レイン
ガーデン（雨のにわ）」や「バイオス
ウェル（雨のみち）」を、まちの共通

デザインとして採用しました。こ
うした工夫でまちを整備し、豪雨
対策などの地域課題を解決した取
り組みが高く評価されました。

　市では仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の効果的な
推進を目的として、従業員の仕事
と家庭の両立を支援し、男女とも
に働きやすい職場環境づくりを積
極的に進める市内企業を表彰して
います。
　この度、（有）Ｇが「第１３回仕事と
家庭の両立推進企業賞」を受賞し、
３月２６日に表彰式を行いました。
　（有）Ｇは、女性が働きやすい職場
環境が整備され、子だくさんの従
業員が多く、子育てをしながら働
けるように勤務時間や休暇、状況

に応じ子連れでの出勤も可能にす
るなど従業員の希望に沿うよう配
慮しています。また、コロナ禍にお
いては、リモート会議や書類の電
子化を推進し、業務を効率化する
ことで時間外勤務を削減しました。

　市は、あいおいニッセイ同和損
害保険（株）から、防災バッグ等の
防災用品を寄贈していただき、贈
呈式を２月２６日に行いました。
　同社は地域社会への貢献活動に
取り組んでおり、市と同社は地域
の活性化や市民サービスの向上を
目指して、２０１９年３月に包括連携
協定を締結しています。
　寄贈いただいた防災用品は、障

がい者を受け入れる二次避難施設
で活用させていただきます。

南町田拠点創出まちづくり
プロジェクトホームページ
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お知らせお知らせ
４月６日～１５日は
春の全国交通安全運動

【運動の重点】
１　子どもと高齢者を始めとする歩
行者の安全の確保
　入学や進級を迎える４月以降に、
小学生の歩行中の交通事故が増加す
る傾向にあります。歩行者の安全を
確保し、かけがえのない命を交通事
故から守りましょう。また、歩行者が
犠牲となる交通死亡事故のうち、高
齢者が占める割合が高くなっていま
す。斜め横断や、横断禁止場所の横断
を行わないようにするなど、交通ル
ールを守りましょう。
２　自転車の安全利用の推進

　自転車は車両です。「自転車安全利
用五則」を守り、安全運転を心掛けま
しょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用
３　歩行者等の保護を始めとする安
全運転意識の向上
　歩行者が犠牲となる交通死亡事故
が多発しています。自動車を運転す
る際は、道路脇から人や自転車が飛
び出してくる「かもしれない」という
意識を持ちましょう。
　チャイルドシートは、交通事故の
被害から幼児を守ります。チャイル
ドシート不使用時は致死率が約１１
倍高まるため必ず使用しましょう。

ご覧いただけます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
大地沢青少年センター
１０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４月３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。
※１０月５日、１２日、１９日、２６日は利
用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村
１０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４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。
※１０月７日、１２日、１３日は利用でき
ません。

４　二輪車の交通事故防止
　交差点を通過する際には、安全確
認をしっかり行い、カーブの手前で
は、十分に速度を落としましょう。交
差点を直進する二輪車（オートバイ）
は、右折するドライバーに気づかれ
ない場合があります。しっかり安全
確認をしましょう。
○二輪車安全運転教室を開催します　
日４月１１日㈰午後１時～３時
場町田リサイクル文化センター
内講話、技能実習等
定３０人（申し込み順）
費２００円（保険料）
申４月８日までに電話で市民生活安
全課へ。

◇
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町
田警察署☎☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎☎０４２・６５３・０１１０
最新号を発行しました～町田市　講
座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で４月～６月に開催ま
たは募集を開始する講座・イベント
等の情報を掲載しています。
　これから新たな学びにチャレンジ
したい方、学習の機会を探している
方は、ぜひご覧ください。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページ（右
記二次元バーコード）でも

技能功労者・永年勤続従業員を表彰しました
問産業政策課☎☎7２４・２１２９

町田市社会福祉協議会と町田青年会議所が災害時相互協力協定締結
問福祉総務課☎☎7２４・２１３３

該当する方は申請を　各種福祉手当 問障がい福祉課☎☎7２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

　市と町田商工会議所は、２０２０
年度の技能功労者・永年勤続従業
員の表彰式を２月８日に町田市文
化交流センターで行い、その功績
をたたえました。
　技能功労者は、永く同一の職業
に従事し、技能及び技術の鍛錬や
後進の指導育成にあたり、市民生
活の向上と産業の振興に顕著な功
績が認められる技能者の方が対象
で、今年度は１５人が表彰されまし
た。
　永年勤続従業員は、市内の同一
事務所に永年にわたり勤務してい
る方が対象で、今年度は３０年以上
の勤続が６人、２０年以上の勤続が
３人、１０年以上の勤続が１３人、合
計２２人が表彰されました。永年勤
続従業員の氏名等については、町
田市ホームページをご覧くださ
い。
　技能功労者の推薦業種団体、技
能職名及び氏名は、次のとおりで
す（順不同、敬称略）。
○東京都理容生活衛生同業組合町
田支部　理容師：長澤誠

○町田市管工事協同組合　配管職
：内藤清一
○東京都電気商業組合町田支部　
電気工事士：設楽忠男
○町田市柔道整復師会　柔道整復
師：久島和雄
○町田菓子組合　　製菓技術士：
阿蘇俊之
○有限会社伊師工務店　大工職：
宮源治、宮孝男
○町田電気工事協同組合　電気工
事士：石井賢治
○一般社団法人町田市建設業協会　
大工職：亀山光男、林茂夫／その他
：榎本勉
○東京土建一般労働組合町田支部　
大工職：藤田豪／塗装職：木下聡／
とび職：児島貴／配管職：佐藤重明

　市では、町田市地域防災計画に
基づき、地震等の大規模災害発生
時に設置される町田市災害ボラン
ティアセンターの運営を（社福）町
田市社会福祉協議会に担っていた
だいています。
　同協議会は、町田市災害ボラン
ティアセンターの運営を円滑に進
めるため、３月１１日に、（一社）町田
青年会議所と「災害時相互協力協
定」を締結しました。
　この協定は、同協議会が担う災

害ボランティアセンターの運営や
町田青年会議所が行う支援物資の
調達・供給等について、大規模災害
発生時はもとより、平常時から相
互に防災・災害ボランティア活動
等への取り組みや事業に参加し、
円滑な協力体制を築くものです。
　これにより、被災地・被災者への
生活支援や早期の復興に向けた支
援活動を効果的に実施することが
可能になります。

　各種手当の概要は下表のとおりです。該当する方は、手当が支給される場合があります。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前
にお問い合わせください。また、認定とならない場合もありますのであらかじめご了承ください。� 2021年4月1日現在
手当の種類 対　　象 手当額（月額） 振込予定日

障害児福祉手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の方　①おおむね身体障害者手帳1・2級②おお
むね愛の手帳1・2度③常時介護を必要とする状態にある障がいまたは精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一
定額以上の方は除きます。

1万4880円
※請求の翌月分から支給されます。

5月10日㈪（2月～4月分）
8月10日㈫（5月～7月分）
11月10日㈬（8月～10月分）
2022年2月10日㈭（11月～1月分）

特別児童扶養手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方　①身体障害者手帳1
～3級程度②愛の手帳1～3度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度の障がいまた
は精神障がいがある
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者
の所得が一定額以上の場合は除きます。

手当等級1級＝5万2500円
手当等級2級＝3万4970円
※請求の翌月分から支給されます。

4月（12月～3月分）
8月（4月～7月分）
11月（8月～11月分）
※都から11日払いで支給されま
す。

特別障害者手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必
要な20歳以上の方　①おおむね身体障害者手帳1・2級②おおむね愛の手帳1・2度③上
記と同等の障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一
定額以上の方は除きます。

2万7350円
※請求の翌月分から支給されます。

5月10日㈪（2月～4月分）
8月10日㈫（5月～7月分）
11月10日㈬（8月～10月分）
2022年2月10日㈭（11月～1月分）

心身障害者福祉手当
①～④のいずれかに該当する20歳以上65歳未満の方　①身体障害者手帳1・2級②愛の
手帳1～3度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象にな
りません。

1万5500円
※請求の当月分から支給されます。

4月23日㈮（12月～3月分）
8月25日㈬（4月～7月分）
12月24日㈮（8月～11月分）

重度心身障害者手当
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な65歳未満の方　①重度の知的障
がいで、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある③両
上肢及び両下肢の機能が失われ座位困難である
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

6万円
※請求の当月分から支給されます。

毎月20日までに前月分を支給
※都から支給されます。

※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払いを行うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直前
の金融機関営業日を支給日とします／手当受給中の方は、今年度の振込予定日をご確認ください。
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生涯学習センター
障がい者青年学級新入生募集
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上（２０２１年４月１日現在）
の方
日原則第１・３日曜日または第２・４土
曜日、午前１０時～午後４時
場生涯学習センター、ひかり療育園
内主に知的障がいのある方が中心と
なって「生きる力・働く力の獲得」を
目的とした、音楽・演劇・スポーツ・料
理・合宿・日帰り旅行等を行う
定５人
※応募者多数の場合、４月２４日㈯午
前１１時から抽選会を行います。ま

た、入級予定者には、当日午後に個別
面談を行います。
申住所・氏名・電話番号・年齢・障がい
の種類と程度・応募動機を明記し、４
月１９日まで（消印有効）に封書で、生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原
町田６－８－１）へ
問同センター☎☎７２８・００７１返７２８・
００７３
自由民権資料館・市立博物館

郷 土 史（ 民 俗 ） の 
お問い合わせについて
　市の郷土史研究及び教育普及のた
め、郷土史（民俗）部門の担当が市立
博物館から自由民権資料館に変わり

ました。今後、郷土史及び郷土資料に
関するお問い合わせは、自由民権資
料館へご連絡ください。　
問自由民権資料館☎☎７３４・４５０８、市
立博物館☎☎７２６・１５３１
一部リニューアルしました

よくある質問と回答（ＦＡＱ）
　町田市ホームページからご利用い

ただける「よくある質問と回答（ＦＡ
Ｑ）」（下記二次元バーコード）をより
使いやすくするため、文章で質問を
入力して検索できる機能
や英語・中国語・韓国語へ
の自動翻訳機能を追加し
ました。
　ぜひご利用ください。
問広聴課☎☎７２４・２１０２

南多摩斎場

ダイオキシン類等調査結果
問南多摩斎場☎☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎☎７２４・４３４６

策定しました

第２次町田市一般廃棄物資源化基本計画
問環境政策課☎☎７２４・４３７９

策定しました

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）
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

　昨年１１月２１日に火葬炉排ガス
中のダイオキシン類等の測定を行
いました。なお、火葬によるダイオ
キシン類の発生や焼骨の損傷を防

ぐため、棺の中に副葬品（特にプラ
スチック製品や化学繊維製品等）
を入れないよう、ご協力をお願い
します。

　３月１日に、町田市廃棄物減量等
推進審議会会長・永井進氏（法政大
学名誉教授）から答申され、これを
受け、「第２次町田市一般廃棄物資
源化基本計画」を策定しました。
　新たな計画では、基本方針とし
て、「市民、事業者との連携の強化」
「家庭系ごみの減量」「事業系ごみ
の減量」「環境に配慮した資源化施
設整備、適正処理」「社会的課題へ
の対応の強化」を掲げ、全体目標と
して、「１人１日当たりごみ排出量
の削減」「総資源化率の向上」「温室
効果ガス排出量の削減」を定めて
います。
　計画に基づいた施策を推進し、

総ごみ量の削減をしたうえで、排
出される廃棄物の質の向上も図
り、持続可能で環境負荷の少ない
都市の形成を目指します。
※詳細は町田市ホームページでご
覧いただけます。また、概要版を環
境政策課（市庁舎７階）で配布して
います。

　２月１７日に、町田市介護保険事
業計画・高齢者福祉計画審議会・今
井幸充会長から答申され、これを
受け、「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）」を策
定しました。
　このプランは、「団塊の世代」が
後期高齢者となる２０２５年、更に
は「団塊ジュニア世代」が高齢者と
なる２０４０年を見据え、高齢者が
住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの深化・推進や、介

護保険制度の安定的な運営に向け
た施策・目標を定めています。
※詳細は町田市ホームページでご
覧いただけます。また、概要版をい
きいき総務課（市庁舎７階）及び高
齢者福祉課（市庁舎１階）で配布し
ています。

パブリック
コメント
公　表

ご意見ありがとうございました

　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。
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、生涯学習センター、各市立図書館、町田市民文学館、①のみ＝
企画政策課（市庁舎4階）、②のみ＝環境政策課（市庁舎7階）、町田リサイクル文化センタ
ー、③のみ＝いきいき総務課（市庁舎7階）、高齢者福祉課（市庁舎1階）、各高齢者支援セ
ンター、各あんしん相談室（成瀬を除く）

○募集期間　２０２０年１２月１５日㈫～２０２１年１月１５日㈮
○応募者数　２７人　○意見件数　９９件

　市では、下記の計画の策定に当たり、皆さんのご意見を募集しました。
いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただいています。
　ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。

①（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040（基本計画素案）
問企画政策課☎☎７２４・２１0３

○募集期間　２０２０年１２月１６日㈬～２０２１年１月１５日㈮
○応募者数　１４人　○意見件数　４５件

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）

問環境政策課☎☎７２４・４３７９

問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

ご意見の概要 市の考え方

体力・生活に不安を感じはじめた
高齢者にまで、介護保険事業を広
げ、サービス内容を多様化し、多面
的に生活を支えられるようにして
ほしい。

町田市では、地域の特性に応じて、住民等の多様
な主体が参画し、多様なサービスを実施する「介
護予防・日常生活支援総合事業」を進めています。
総合事業の中では、住民が主体となり、介護認定
の有無に関わらず、必要な方へ生活支援を行う団
体に対する支援も行っており、引き続き生活支援
サービスの拡充を図ってまいります。

介護職の賃金が安い。介護職員の
給料を上げて若い人たちが入りや
すい環境を整えてほしい。

介護人材確保のための介護職員全体の賃金水準
の底上げにつきましては、全国市長会を通して関
係府省等に要請しています。

高齢者の医療費負担割合の上昇や
各種税金等の負担増の中、介護保
険料を値上げしないでほしい。

介護保険事業計画期間3年間の総事業費を適切に
見込み、月額基準額を算定し、負担能力に応じて
所得段階区分も設定します。

ご意見の概要 市の考え方
首都圏であっても西多摩や青梅市では人
口減少が始まり「2040年には自治体の半
数が消滅の危機に直面する」とまでいわ
れている。町田市も予断を許さず、自己財
源を生み出し、若者が定着できるまちづ
くりのために投資すべきである。

（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040
では、年少人口転入超過数の維持や、20代
・30代の転入促進を課題の一つとしてい
ます。若い世代だけでなく誰もが住みた
い、住み続けたいと思えるようなまちづ
くりに取り組んでまいります。

今後ますます自然災害が多発すると予想
されるが、町田市では雨に起因するもの
が主なものと考えられる。町田市におい
ては鶴見川が源流域となっており、オー
プンスペースの活用では流域治水の考え
方を考慮すべきである。

施策9－1「ひと・まちを災害に強くする」
では、施策推進の方向に「インフラの対災
害性向上」を位置づけており、鶴見川源流
域を含めた里山環境を、流水治水上重要
なグリーンインフラと考えています。

キャッチコピーについても、投票を行っ
てよりPRするより、実質的な成果で市の
PRをすべきである。

キャッチコピーは、（仮称）まちだ未来づ
くりビジョン2040が目指すまちの姿を
一言で表せるようなものとしており、計
画を分かりやすく、皆が親しめるものと
するために定めています。また、この計画
に基づき、実質的な成果でも市をPRでき
るよう市政運営に努めてまいります。

○募集期間　２０２０年１２月１５日㈫～２０２１年１月１４日㈭
○応募者数　３人　○意見件数　１５件

②（仮称）第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画

ご意見の概要 市の考え方

コロナ禍でごみの排出量が増加してい
ると思うが、その前提で計画を検討し
た方が良いのではないか。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、家庭系ごみの増加、事業系ごみの減少等
が生じ、総ごみ量としては増加傾向にありま
す。今後も状況の推移やごみ質の変化を見な
がら、ごみの減量・資源化を図り、適宜進捗状
況の点検・評価、施策等の見直しを行うこと
で対応してまいります。

食品の大量仕入の削減、賞味期限・消費
期限の合法的延長、大幅値引き（社会弱
者への無償提供含む）で売る覚悟など、
を提案、指導してもらいたいです。

事業者等と連携し、食品ロス削減に向けた取
り組みを進めてまいります。
いただいたご意見を踏まえて、今後の取り組
みの参考にさせていただきます。

レジ袋の有料化が進んでいますが、さ
らなる減量化が必要と思います。エコ
バッグ持参だけでなく、タッパー持参、
ラップだけの包装が望ましい。お店側
にも、包装コスト削減のメリットがあ
ります。

事業者等と連携し、衛生面に配慮しながら販
売方法の検討、簡易包装の選択等を推進して
まいります。また、回避可能なプラスチック
の使用を削減するため、事業者責任を強化・
明確化する等を、引き続き全国市長会を通じ
て、関係府省等へ要望してまいります。

調査項目（単位） 1号炉 8号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ／㎥） 0.39 0.30 5（※1）
ばいじん濃度（g／㎥） 0.006未満 0.011 0.25（※2）
塩化水素濃度（mg／㎥） 28 11未満 700（※2）
硫黄酸化物濃度（㎥／ｈ） 0.006 0.005未満 無し
窒素酸化物濃度（ppm） 124 122 250（※2）
※1　「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2　「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉（焼却能力2ｔ／ｈ未満）の規制値（参考値）
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お知らせお知らせ
就職、退職などに伴う
国 民 年 金 の 手 続 き
　就職、退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。就
職により厚生年金保険や共済組合に
加入した方が、国民年金の資格を喪
失する手続きは不要です。退職によ
り厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した場合、退職日の翌日から国
民年金に加入する手続きが必要で
す。手続きの際は、年金手帳と資格喪
失証明書など退職日の分かる書類を
お持ちください。
　また、厚生年金保険や共済組合に
加入している方に扶養されている
６０歳未満の配偶者は、次の場合に国
民年金の手続きが必要です。①扶養

している方が退職した時②扶養して
いる方が６５歳以上で、老齢による年
金を受け取ることができるようにな
った時③扶養されている方が扶養さ
れなくなった時
※毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがありますので、ご了
承ください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２７
ご利用ください
空家アドバイザー派遣
　市では、空家対策の一環として、建
築士に無料で相談できる空家アドバ
イザーを市内に派遣しています。
対市内に空家を所有している方、今
後空家になる可能性のある家屋を所
有している方、町内会・自治会の方、
空家利活用希望者等
※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。

申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。
東京家政学院大学のテニスコートを
貸 し 出 し て い ま す
　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０階〕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、
郵送（１人申請の場合は返信用１４０
円切手、２人申請の場合は返信用
２１０円切手を同封）でスポーツ振興
課へ。
※後日登録証を送付します。
【団体登録後の利用方法】
　開放時間等の詳細は、町田市ホー
ムページをご覧ください。
日土・日曜日（除外日も有り）
場東京家政学院大学（相原町）
申往復ハガキに必要事項を明記し、
利用を希望する月の前月１０日まで

（消印有効）にスポーツ振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

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。

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日①４月１９日㈪②４月２２日㈭、午後
２時３０分～午後４時
場市庁舎
定各１４人（申し込み順）
申４月２日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①２１０４０２Ａ②２１０４０２
Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

町田市の無料学習支援受講者を募集します

一般公開を開始しました

国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八幡平遺跡）
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４

後期高齢者医療保険料軽減割合が見直されました
問個別の相談・個人情報を含むこと＝保険年金課☎☎７２４・２１４４、 

制度のこと＝広域連合お問合せセンター☎☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎☎０３・３２２２・４４９６）

　まこちゃん教室及びわくわく教
室では、基礎学力や学習習慣の定
着を目指した学習支援を行ってい
ます。また、進学や将来の夢を考え
るきっかけとなる課外授業も実施
しています。
申申請書を４月３０日まで（消印有

効）に、直接または郵送で下表の申
し込み先に提出。
※申請書は、子ども家庭支援セン
ター及び生活援護課で配布します
（町田市ホームページ、まちだ子育
てサイトでダウンロードも可）。

　史跡公園として整備を進めてい
る国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八
幡平遺跡）の一般公開を開始しま
した。高ヶ坂石器時代遺跡は牢場
遺跡・稲荷山遺跡・八幡平遺跡の３
地点から構成され、１９２５（大正１４）
年に日本で初めて縄文時代の敷石

住居跡が発見された遺跡です。八
幡平遺跡では、再現された敷石住
居跡（縄文時代）を間近に見ること
ができます。
※所在地等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。

　保険料は、病気やケガをしたとき
の医療費などの支払いに充てるた
め、医療費総額の一定割合を被保険
者の方に納めていただくものです。
　保険料率は２年ごとに見直され、
都内で均一となります。なお、今年度
は表１のとおり保険料の軽減割合が
見直されました。
※所得の低い方には、保険料の軽減
を実施しています（軽減の適用には
所得の申告が必要となる場合有り）。
【２０２０・２０２１年度の保険料率】
　２０２０年度から均等割額、所得割
率に変更はありません。

【均等割額の軽減】
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減しています（表１参照）。

【所得割額の軽減（東京都後期高齢者
医療広域連合独自の政策）】
　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽
減しています。なお、２０２０年度から
変更はありません（表２参照）。

【被扶養者だった方の軽減】
　後期高齢者医療制度の対象となっ
た日の前日まで会社の健康保険など
（国民健康保険・国民健康保険組合は
除く）の被扶養者だった方の均等割
額は、加入から２年を経過する月ま
で５割軽減、所得割額は当面の間か
かりません。なお、低所得による均等

割額の軽減（表１）に該当する場合は、
軽減割合の高い方が優先されます。
【保険料の納め方について】
　次の２つの条件を満たした場合、
一定期間、全員が普通徴収（納付書に
よる納付）となります。①７５歳にな
った方または６５～７４歳で一定の障
がいがあると広域連合から認定され
た方②上記①の資格を有し、他の区
市町村から転入された方
　その後、公的年金の受給額が年額
１８万円以上で、介護保険料と後期高
齢者医療保険料の合計額が、１回当
たりに受け取る年金額の２分の１以
下の方は、特別徴収（公的年金から天
引き）に自動的に切り替わります。
　特別徴収の対象とならない方は、
普通徴収（納付書による納付）または
手続きにより「口座振替」による納付
が可能です。
※国民健康保険料（税）の口座振替は
引き継がれません。改めて口座振替
の申し込み手続きが必要です。詳細
はお問い合わせください。

均等割額
被保険者
１人当たり
4万4100円

年間
保険料
上限額
64万円

所得割額
賦課のもと
となる所得
金額※
×

8.72％

＋ ＝

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の
総所得金額及び山林所得金額並びに株式
・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から地
方税法に定める基礎控除額（合計所得金額
が2400万円以下の場合は43万円）を控除
した額です（雑損失の繰越控除額は控除し

ません）。

表1 均等割額の軽減の概要
同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等の合計した額」が下記に該当す
る世帯

軽減
割合

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�以
下

7割

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�
＋（28.5万円×被保険者
の数）以下

5割

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�
＋（52万円×被保険者の
数）以下

2割

※65歳以上（202１年１月１日時点）の方の公
的年金所得については、その所得からさら
に１5万円（高齢者特別控除額）を差し引い
た額で判定します。ただし、この１5万円（高
齢者特別控除額）は所得割額の計算では
適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯

主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月１日時点（年度の
途中に東京都で資格取得した方は資格取
得時）で行います。

表2 所得割額の軽減の概要
賦課のもととなる所得金額
（年金収入のみの場合の

年金収入額）
軽減
割合

１5万円（年金収入１68万円）以下 50%
20万円（年金収入１73万円）以下 25%

整備された入り口

コース名 対　象 場　所 定員
（選考）

申し込み・
問い合わせ先

まこちゃん教室
(リモートコース)
※オンラインに
よる遠隔学習

ひとり親家庭＝児童扶養
手当を全額受給している
世帯（生活保護受給世帯
を除く）の小学4年生～
中学2年生
養育家庭＝市内在住の養
育家庭に預けられた小学
4～6年生

受講者の自宅
（保護者の在
宅時に限る）

１0人程度 子ども家庭
支援センター
（市庁舎2階）
☎☎724・44１9まこちゃん教室

火曜日コース 健康福祉会館 40人程度

わくわく教室
水曜日コース

次のいずれかの要件に該
当する方　①児童扶養手
当を全額受給している世
帯の小学4年生～中学生
②生活援護課から塾代補
助を受けていない生活保
護受給世帯の小学4年生
～中学生

わくわく
プラザ町田 各25人

生活援護課
（市庁舎１階）
☎☎724・40１3わくわく教室

金曜日コース
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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
消 費 生 活 セ ン タ ー

【①くらしに役立つ学習会～身近な
介護の体験談を聞く　自著「最高の
死に方はそんなに難しくないみた
い」より】
　訪問看護師として２０００人のラス
トステージに寄り添った講師による
豊富な体験談を聞き、今後の介護に
生かします。
日４月２２日㈭午前１０時～正午
講きららグループＣＥＯ・刑部登志子
氏
定２０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～冬
物衣料の手入れ　ダウンジャケット
を洗おう！】
　洗濯方法・干し方・収納方法につい
て学びます。
日４月２６日㈪午前１０時～正午
講町田友の会　衣グループ
定８人（申し込み順）
費１００円（洗剤代等）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①４月１５日まで②４月２日正午～
１９日に、イベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード①
２１０３３１Ａ②２１０４０２Ｂへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順

に各３人）は、①４月８日まで②４月１２
日までに併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２５・８８０５
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉　相談面接会
　介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します（未経験者も歓迎）。毎回、
市内の事業所が７社参加します。
※参加する事業所は毎月変わりま
す。
対１８歳以上の社会人の方
日４月２１日、５月１９日、６月１６日、７
月２１日、９月１５日、いずれも水曜日
午前９時３０分～正午
場ハローワーク町田本庁舎
定各１５人（申し込み順）
申事前に電話で町田市介護人材バン
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）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
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

フ ッ ト パ ス で 鶴 川 の 
魅 力 を 再 発 見
　鶴川地区は、緑豊かな雑木林、里山
や道端の風情など、昔ながらの多摩
丘陵の面影が今も色濃く残っていま
す。いくつもの小さな丘陵や谷戸が
折り重なる鶴川地区の魅力を、フッ

トパスを使いながら、農業振興課北
部・里山担当の職員が紹介します。
日４月２１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

知 財 無 料 相 談 会
　知的財産（知財）に関する悩みを弁
理士に相談できます。対面相談とオ
ンライン相談のどちらも可能です。
日４月８日、５月１３日、６月１０日、７月
８日、８月１２日、９月９日、いずれも木
曜日、午後１時から、午後２時から、午
後３時から（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各３社（申し込み順）
申同センターホームペ
ージ（右記二次元バー
コード）で申し込み。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
かしの木山自然公園

自 然 観 察 会
【春の生きもの】
　春のいきものを観察します。
日４月１８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

国際版画美術館
版 画 体 験 イ ベ ン ト

【リトグラフで＃映える風景画を刷
ろう！】
　ローラーを転がして版にインクを
のせ、プレス機で刷るリトグラフで
す。版の絵柄は、企画展「＃映える風
景を探して」の出品作から用意しま
す。１８世紀から続く版画技法の刷り
を体験してみませんか。
※未就学児１人につき保護者１人の
付き添いが必要です（小学生は子ど
ものみの参加も可）。
日５月１日㈯、午前１０時３０分から、午
前１０時４５分から、午前１１時から、午
前１１時１５分から、午前１１時３０分か
ら、午後１時１５分から、午後１時３０分
から、午後１時４５分から、午後２時か
ら、午後２時１５分から、午後２時４５分
から、午後３時から、午後３時１５分か
ら、午後３時３０分から、午後３時４５分
から
※各回１５分です（いずれも同一内
容）。
場同館
講アーティスト・櫻井想氏
定各２人（申し込み順）
費５００円
申４月７日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０７Ｈへ（申し込み
は１人１回、２人まで）。
問同館☎☎７２６・２８８９

　市では、市内事業者の皆さんに活
用いただける各種支援制度を用意し
ています。申請書類等の詳細は、町田
市ホームページをご覧ください。

補助制度

新商品・新サービス開発 
への補助（拡充）

対市内の中小企業者（３か月以上事
業を営んでおり、市税を完納してい
ること）
補助対象事業対象者が単独または他
企業と連携して行う、新たな商品・サ
ービスの開発及び実証実験
※交付決定日から２０２２年２月２８日
までに実施するもの。
補助対象経費新商品・新サービスの
開発経費及び実証実験経費
補助率及び補助上限額補助対象経費
の２分の１（上限２００万円）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、５
月３１日（必着）までに直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

産業見本市出展への 
補助（拡充）

対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
補助対象事業２０２２年３月３１日まで
に、国内、国外またはオンラインで開
催される見本市・展示会等に出展す
る事業（一部を除く）
補助対象経費国内の場合＝主催者へ
支払う出展料＋コンテンツ作成委託

料（補助上限額３０万円）、国外の場合
＝出展料＋コンテンツ作成委託料
（補助上限額３０万円）、オンラインの
場合＝外国語表記のコンテンツ作成
委託料（補助上限額２０万円）
補助率一般事業者＝２分の１以内、小
規模事業者＝３分の２以内、町田市ト
ライアル発注認定事業者が認定商品
をＰＲするために出展する場合＝４分
の３以内
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、事
業開始前までに直接または郵送で産
業政策課（市庁舎９階）へ。

特許権等の産業財産権取得 
への補助

対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
補助対象事業２０２２年３月３１日まで
に終了する次のいずれかの事業　　
①特許権・実用新案権・意匠権・商標
権の出願②特許出願にかかる出願審
査請求
補助対象経費及び補助率①の場合＝
出願印紙代全額と出願にかかる弁理
士手数料の２分の１の額を合計した
額（上限１０万円、ただし商標権は５万
円）、②の場合＝特許出願審査請求印
紙代全額と出願にかかる弁理士手数
料の２分の１（上限２万５０００円）の額
を合計した額（上限１０万円）
※小規模事業者の、出願にかかる弁
理士手数料の補助率はいずれも３分
の２の額となります。
※早期審査請求や電子申請等に係る
弁理士に支払う手数料は補助対象外

です。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、事
業開始前までに直接または郵送で産
業政策課（市庁舎９階）へ。

事業承継への補助
対次のすべての要件を満たす中小企
業者　①市内に本社がある②１年以
上事業を営んでいる③市税を完納し
ている
※個人事業主は対象外です。
※事前に実施計画について、「町田市
事業承継推進ネットワーク」の確認
を受けていることが要件となりま
す。
補助対象経費２０２２年３月１５日まで
に実施する、次のいずれかの事業に
係る経費　①専門事業者によるコン
サルティング等を受ける事業②専門
事業者にＭ＆Ａの仲介を委託する事
業
※予算上限に達した場合、その時点
で受け付けを終了します。
補助率及び補助上限額対象経費の２
分の１（上限５０万円）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、
１１月３０日まで（必着）に直接または
郵送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

認定事業
【町田市トライアル発注認定制度】
　市内事業者が開発する新規性の高
い優れた商品・サービスの信用力向
上や販路拡大を支援するため、「町田
市トライアル発注認定制度」により、

一定の基準を満たした商品及び開発
した事業者を認定しています。
　認定された商品は、市が作成する
「認定商品カタログ」や広報まちだ、
町田市ホームページ等に掲載しま
す。また、認定期間中は市の中小企業
融資制度や産業見本市出展支援事業
においても優遇を受けることができ
ます。
対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
認定基準次の要件をすべて満たす商
品であること　①申請時点で、販売
開始から５年以内である②既存の商
品とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属するものであ
るか、同一の範疇に属しても著しく
異なる使用価値を有するため、実質
的に別個の範疇に属すると認められ
る③技術の高度化、経営能率の向上、
市民生活の利便の増進に寄与すると
認められる④生産方法、必要な資金
額、資金調達方法が、事業者の新たな
事業分野開拓のために適切なもので
ある
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。
認定期間認定された日から２０２４年
３月３１日まで
審査方法専門機関による書類審査及
び「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」での学識経験者等によ
る意見聴取（事業者プレゼンテーシ
ョン有り）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、５
月３１日（必着）までに直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

町田市のお得な制度を活用しませんか　市内事業者への支援制度 問産業政策課☎☎７２４・３２９６
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わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮ください。
日①５月１３日㈭午前９時２０分～午後
３時②５月２７日㈭午前８時５０分～午
後３時③６月１０日㈭午前８時５０分～
午後３時、全３回
※集合は①京王相模原線多摩境駅改
札前②鶴川駅北口やすらぎ公園③町
田バスセンター１３番乗り場です。
内①絹の道②小野路③ＪＡＸＡの各コ
ース（各約７Ｋｍ）を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２６日ごろ
発送）
費１２００円
申４月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０８Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

生涯学習センター
子育てカフェ　つばめ
　子育て中のママたちが運営してい
ます。先輩ママたちと子育て情報を
交換してみませんか。
対市内在住の未就学児と保護者、妊
婦の方
日４月１９日、５月１０日、６月７日、７月
５日、いずれも月曜日午前１０時～正
午（出入り自由）
場同センター６階保育室
定各７組（先着順）
※おいでいただいた時点で定員に達
している場合、お断りする場合もあ
りますので、ご了承ください。
問同センター☎☎７２８・００７１
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、「てづ
くりコースター」を予定しています。
日４月１１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４月１日午前９時から電話で大地沢
青少年センター（☎☎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】
　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４月１３日、２０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４月１８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４月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。　
国際版画美術館� �
「＃映える風景を探して～古代ロー
マからパリ」展関連イベント
鹿 島 茂 氏 講 演 会

【パリの景観について】
　フランス文学者であり、愛書家・版
画コレクターとしても知られる鹿島
茂氏に、パリの歴史と文化とその魅
力についてお話しいただきます。
※４月２４日㈯から開催する「＃映え
る風景を探して～古代ローマからパ
リ」展関連イベントで、当日有効の企
画展入場券の提示が必要です。
日５月８日㈯午後２時～３時３０分
場国際版画美術館
定６０人（申し込み順）
申４月８日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０８Ａへ。
問同館☎☎７２６・２７７１

催し・講座催し・講座

いつまでも健康なお口を保つために

オーラルフレイル対策を始めましょう
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

動画「まちだ　お口を元気に
するトレーニング　口

くち

トレ」
を作成しました
　年齢とともに、お口周りの筋力が
衰えてしまうことを「オーラルフレ
イル」といいます。オーラルフレイル
を放置すると、食事を十分に取るこ
とができず、徐々に要介護状態へと
進行してしまいます。予防するため
には、日頃からお口周りの筋肉を鍛
えることが大切です。
　今回、市オリジナルで、口トレの動
画とリーフレットを作成しました。
オーラルフレイル対策にご活用くだ
さい。
【「口トレ」動画】
　オーラルフレイルを予防するため

のお口のトレーニングを、町田市ホ
ームページ、町田市ＹｏｕＴｕｂｅアカウ
ントで公開しています。グループ活
動用として貸し出しのＤＶＤも用意
していますので、希望の方は電話で
ご相談ください。

【「口トレ」リーフレット】
　動画の視聴が難しい環境でも、口
トレに取り組むことができます。
対市内在住の方
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉

会館、鶴川保健センター、各市民セン
ター、各高齢者福祉センター（ふれあ
い館）

高齢者歯科口腔機能健診
　歯や歯ぐきの健診とともに、お口
の機能（噛

か

む力や飲み込む力など）
を、問診と簡単なテストにより健診
します。
対町田市に住民票があり、健診日時
点で７１歳以上の方
健診日２０２２年３月３１日まで

場町田市の契約歯科医療機関
費５００円
※生活保護受給・市民税非課税世帯
の方、中国残留邦人等の支援給付受
給証明書を持参の方は無料です。
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布、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。

口トレと高齢者歯科口腔機能健
診を併用して、お口の機能を維
持しましょう！
　詳細は右記二次元バー
コードをご覧ください。
○「口

くち

トレ」に関するこ
と＝「オーラルフレイルをご存じ
ですか？～お口の機能を維持する
ために」をクリックしてください。
○「高齢者歯科口腔機能健診」に関
すること＝「高齢者歯科口腔機能
健診」をクリックしてください。

市HP 暮らしに関する相談 検索

　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。
※当面の間、①～⑨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
（1日、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

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 14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 6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 13日㈫
⑤登記相談 1日㈭
⑥行政手続相談 8日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 7日㈬
⑧国の行政相談 6日㈫
⑨建築・耐震相談 7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

暮らしに関する相談
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日4月4日㈰午前7時～ 8時（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

介護予防普及啓発講座
【コロナに負けるな！おうちで体操
やってみよう！】
　コロナ禍で身体の衰えを防ぐため
に自宅でできる体操を紹介します。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日５月２４日㈪午後１時３０分～３時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講理学療法士・倉地洋輔氏
定１５人（申し込み順）
申５月８日までに電話で鶴川第２高齢
者支援センター（☎☎７３７・７２９２、受
付時間＝祝休日を除く午前９時～午
後５時）へ。
※オンライン受講も可能です。詳細
は、同センターへお問い合わせくだ
さい。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

三井住友海上文化財団～ときめくひ
ととき

成田達輝ヴァイオリン 
・ リ サ イ タ ル
対６歳以上の方
日６月２７日㈰午後２時３０分開演
場町田市民ホール
曲目Ｇ線上のアリア（Ｊ．Ｓ．バッハ）、ヴ
ァイオリン・ソナタ イ長調（フラン
ク）　他（予定）
費一般１５００円、高校生以下 ５００円

（全席指定）
※（公財）三井住友海上文化財団助成
による特別料金で開催します。
申４月６日から電話で町田市民ホー
ル（☎☎７２８・４３００）へ。
※かわせみオンラインチケット（イ
ンターネット）で申し込みもできま
す。詳細は町田市民ホールホームペ
ージをご覧ください。
※公演内容に関することは町田市民
ホールへお問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【フラダンス教室】
対１８歳以上の方日５月７日～７月９日
の金曜日、午後４時３０分～５時３０分、
全１０回定３０人（抽選）費８０００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、４
月８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水中運動公開指導②は
じめての水中エアロ教室】
対１６歳以上の方日①４月８日～７月
１５日の木曜日（６月を除く、除外日有
り、要問い合わせ）、午前１０時１０分
～１１時②４月９日～３０日、午後２時
１０分～３時定各２０人（先着順）費①
１００円（別途利用券が必要）②５００円
（利用料含む）申当日直接２階受付へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガリラックス】
対１６歳以上の方日毎週金
曜日、午前１１時１０分～１１時５５分定
各１２人（申し込み順）費８８０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
【植物観察教室～春の植物観察】
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４月
１７日㈯午前９時～正午講（株）アスコ
ット代表・若林芳樹氏定２０人（申し

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。

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１人につき３００円必要申４月１
日午前９時から電話で野津田公園へ
（受付時間＝午前９時～午後５時）／
野津田公園ホームページで申し込み
も可
●町田市自然休暇村☎☎０２６７・９９・
２９１２
【山菜狩りツアー】
　１日目は自然休暇村周辺の山、２日
目は川上村内の山で山菜狩りをしま
す。両日とも地元ガイドと職員が対
応します対市内在住、在勤、在学の方
とその同行者（１８歳以上の方に限
る）日５月１９日㈬、２０日㈭、１泊２日
／集合は１９日午後０時３０分に自然
休暇村です。町田ターミナルプラザ
からの送迎バスはありません宿泊先
町田市自然休暇村（長野県南佐久郡
川上村）／最少催行人数は２０人です
（定員を超えた場合は抽選）費
１万１８００円（宿泊費、１日目夕食～２
日目昼食、ツアー手数料、ガイド料含
む）旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウ
インズツアー（株）、長野県知事登録
第２-３９９号、全国旅行協会会員・長野
県旅行業協会会員（長野県佐久市今
井５３３-１、☎☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）
申４月１日午前８時３０分～１５日午後
５時に電話で自然休暇村（錆０１２０・
５５・２８３８）へ／４月２９日以降の取り
消しはキャンセル料が必要です

情報コーナー情報コーナー
●八王子都税事務所からのお知らせ

【自動車税種別割に係る課税免除の
期間が延長されました（ＺＥＶ導入促
進税制）】
　環境負荷の小さい次世代自動車の
取得を税制面から支援するため、電
気自動車等を取得した場合に初回新
規登録を受けた年度及び翌年度５年
度分の自動車税種別割を免除する措
置を、５年間延長します。対象は

２０２６年３月３１日までに取得したも
のとなります。また、本措置の名称が

「ＺＥＶ導入促進税制」に変更されま
す問東京都自動車税コールセンター
☎☎０３・３５２５・４０６６（受付時間＝月
～金曜日の午前９時～午後５時）

【新型コロナウイルス感染症の影響
で納税が困難な方に対する猶予制度
があります】
　申請により納税を猶予する制度が
あります。詳細はご相談ください問
同事務所☎☎０４２・６４４・１１２２

催し・講座催し・講座

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
４月
１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

２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
３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

４日㈰

午前９時～午後５時 内科
鹿島内科クリニック（金森東１-２５-２９）☎☎７１０・１８００
榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１７-１３） ☎☎７３７・３８６０
金子内科クリニック（根岸２-１-１４）☎☎７９２・３０１０

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
８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
９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
１０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

１１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
平野クリニック（西成瀬３-１８-１） ☎☎７３２・１３２１
川村クリニック（本町田２９４３-１） ☎☎７２４・７７２７

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
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

１２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
１３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
１４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

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。

　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
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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。
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　町田薬師池公園四季彩の杜西園は、４月１７日に開園１周年を迎えます。
　開園以来、市内外から多くの方が訪れ、３月上旬には来園者数が５０万人に
達しました。来園者５０万人達成と、新型コロナウイルス感染症の対応に最前
線で立ち向かう医療従事者の方々への感謝を込めて、「開園１周年アニバーサ
リー」を開催しています。期間中は「１周年特別パフェ」の提供や、ハッシュタグフォトコン
テスト、同公園四季彩の杜各施設を巡るスタンプラリー等、さまざまなイベントを行いま
す。また、医療従事者に向けた募金を行い、イベント収益の一部と合わせて医療機関に寄付
します。

町田薬師池公園四季彩の杜　西園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　開催中開園１周年アニバーサリー　開催中

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

花だより

交通案内
目的地 バス乗り場

ぼたん園・町田
市フォトサロン

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「薬師ヶ丘」下車、徒歩約７分

えびね苑
町田バスセンター１１番乗り場から、「藤の台団地」行きバスで「藤の台団
地」下車、徒歩約５分。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」下車、徒
歩約３分

○無料周遊バスを運行します
　有料開園期間中には、同公園四季彩の杜西園・えびね苑・薬師池・ぼたん園を
回る無料周遊バスを運行します。
運行日開園期間中の土・日曜日、祝休日
※４月１７日、１８日、５月８日、９日は、えびね苑の巡回はありません。

　町田薬師池公園四季彩の杜・薬師池の北
西、町田ぼたん園やふるさと農具館、七国山
ファーマーズセンター近くの畑で、菜の花
が見ごろを迎えます。
　この花畑は、地元農家による七国山ふれ
あいの里組合が栽培しています。花を楽し
んだ後は、菜種を採取して「七国山なたね油」として販売しています。
※天候の状況により、開花時期が変わることがあります。
開花状況は、ふるさと農具館（月曜日は休館）へお問い合
わせください。
※公共交通機関をご利用ください。また、路上駐車は近隣
の住民の迷惑になりますので、絶対におやめください。
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、本町田経由鶴川駅行き
バスで「薬師ヶ丘」下車、徒歩約１０分

関連イベント  
【春の薬師池公園作品展】
　今春の薬師池公園を撮影した作品を展示し
ます。
日程４月２８日㈬～５月１０日㈪
【ぼたん・しゃくやく写真展　作品募集】
　町田ぼたん園で撮影したぼたん・しゃくや
くの写真を募集します。
　６月下旬に写真展を開催します。
定３０人（先着順）
費５００円（１人２点まで）
写真サイズＡ４サイズ
申写真裏面に応募用紙を貼付し、５月１６日午前１０時か
ら直接町田市フォトサロンで受け付け。

◇
場・問町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【七国山そば・そば粉の販売】
　七国山のそば畑で収穫された玄そばを使用しています。
日４月１日㈭午前９時３０分から（売り切れ次第終了）
※月曜日は休館日です。
※駐車場はありません。
【なたね油しぼりの実演と販売】
　野津田町の七国山地区で栽培している菜種から油をしぼります。油
は２５５ｇビン１本７００円で販売します。
日４月１０日㈯、５月１５日㈯、６月１９日㈯、７月１７日㈯、販売時間＝午前９
時３０分から（売り切れ次第終了）、実演時間＝午前１１時～午後２時

◇
場・問ふるさと農具館☎☎７３６・８３８０

　ぼたん園・えびね苑の開花状況やイベント等の詳細は、町田市ホームページ
をご覧ください。
※いずれもペットを連れての入園はできません。
※駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
※お出掛けの際は、マスクの着用など、新型コロナウイルス感染対策をお願い
します。

町田薬師池公園四季彩の杜
菜の花が見ごろを迎えます

問農業振興課☎☎７２４・２１６６、ふるさと農具館☎☎７３６・８３８０

　園内には、約３３０種類・約１７００株のぼたんと、約６０種類・約６００株のしゃく
やくがあり、赤やピンク、白、黄色などの色鮮や
かな大輪の花が咲き誇っています。散策しなが
ら、春の訪れを楽しみませんか。
有料開園期間４月１５日㈭～５月９日㈰、午前８時
３０分～午後４時
入園料一般５２０円、中学・高校生２００円、小学生
以下無料／有料開園期間中のみ

ぼたん園有料開園
ぼたん・しゃくやくまつり

問ぼたん園☎☎７３６・４４７７
（有料開園期間中のみ）、町田
市公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　ジエビネ、キエビネ、タカネエビネなど、約５０００株のエビネが群生してい
るほか、クマガイソウやクリンソウなどの野草も観賞できます。また、高松宮
両殿下が御愛好されていたキエビネを公開しています。
※苑路は整備されていない箇所もありますの
で、歩きやすい靴でおいでください。
開苑期間４月２０日㈫～５月５日㈷、午前８時３０分
～午後４時（入苑は午後３時３０分まで）
※荒天等により、一時閉苑する場合があります。
入苑料一般３１０円、中学・高校生１００円、小学生
以下無料

えびね苑開苑 問町田えびね苑☎☎７２４・１６６８（開苑期間
中のみ）、町田市公園緑地課☎☎７２４・４３９９

町田薬師池公園四季彩の杜　西園町田薬師池公園四季彩の杜　西園
　同公園四季彩の杜の玄関口として開園
し、地場食品直売所や町田産野菜を使った
料理が楽しめるカフェ・レストラン、体験工
房、緑豊かな芝生広場等があります。

◀詳細は同公園ホーム
ページをご覧ください。


