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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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交通事故交通事故
学んで防ぐ学んで防ぐあっ あぶない！

⃝イラスト右上の自転車………………………歩行者に対してむやみにベルを鳴らしてはいけません
⃝イラスト左下の自転車………………………イヤホンをつけて走行してはいけません
⃝イラスト中央の２台の自転車 ………………自転車は2台並んでの走行（並進）をしてはいけません
⃝イラスト右上の歩行者………………………横断歩道を通行しなければいけません
⃝イラスト下の自転車…………………………歩道の車道寄りを走行しなければいけません

　車やバイク、自転車の運転中や、道を歩いている時、道路を横断
するとき…交通事故の危険は突然やってきます。「自分は大丈夫だ
ろう」「ちょっとだけなら」といった危険な行動が事故につながる
かもしれません。皆さんや大切な誰かの命を守るために、注意すべ
き交通ルールについてご紹介します。

問市民生活安全課　☎☎7２4・4003

答
え
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地域の皆さんで交通安全への
呼びかけを行っています

　町内会・自治会を始めとした地域の皆さんは、標語での啓発や、交通安全の
見守り等を行っています。また、市でも、警察や交通安全協会等と一緒に、小・
中学生向けの自転車教室を実施したり、街頭や地域イベント等で反射材の効
果を周知するなど、さまざまな交通安全活動を行っています。交通安全のルー
ルやマナーについて、改めてご家族や友達と一緒に確認していただき、皆さん
で交通事故のない安全・安心なまちを作っていきましょう。

　市内の交通事故件数は、５年前に比べて３割減少
しています。一方、交通死亡事故件数は大幅に増加
しており、2020年は8件も発生しています。
　交通事故は世代を問わず広い年齢層に発生して
います。また、市内の交通事故における死傷者数を
状況別に見ると、自動車（40.５%）が最も多くなっ
ており、続いて自転車（22.2%）、歩行中（18.５%）
が多くなっています。体が露出している自動二輪、
自転車や歩行者だけでなく、自動車に乗っている
方も、大きなけがを負っています。

気をつけたい　　つのポイント4

　自転車は思いのほか、スピードが出ます。手軽な乗り物
ですが、他人にけがをさせて、多額の賠償命令が出た事例
もあります。自転車に乗る際は、心にゆとりを持ち、スピ
ードの出し過ぎに注意して走行しましょう。

通勤のために自転車で急いで坂道
を下っていたら、危うく人とぶつ
かりそうになってしまったんだ

3  自転車に乗るときはスピードの 
出し過ぎに注意しましょう

　横断歩道を渡るときには、必ず
「車が来ていないか」「車が止まった
か」を確認しましょう。また、横断歩
道を渡っているときも車や自転車
が来ていないかを確認しましょう。

横断歩道で車が止まってくれたので横断しよ
うとしたら、車の陰から自転車が飛び出してき
てぶつかりそうになってしまったよ

1  横断時は周りをよく見て、横断歩道を 
渡りましょう

　歩きスマホは、視野が極端に狭くなることにより、交通
事故に遭ったり、他人とぶつかってけがをさせたりする
など、自分だけでなく、周りにも大きな迷惑を及ぼしま
す。絶対にやめましょう。

スマホで地図を見ながら歩いてい
たら、人とぶつかりそうになっち
ゃったよ

4  歩きスマホはやめましょう

　横断歩道を渡るときには、しっかりと手を挙げるなど、車の運転手
に自分の存在を知らせましょう。また、車を運転する方は、ミラーを
確認するだけでなく、目視で安全を確認しましょう。

交差点で信号が青になったから、すぐに渡ろう
としたんだ。そうしたら急に車が曲がってきて
ひかれそうになっちゃった

2  小さなお子さんは車の死角に入りやすいです

　市では、皆さんがご自宅のパソコンやスマートフォンから
いつでも気軽に交通安全について学ぶことがで
きる動画「おうちで交通安全」を作成しました。
　動画は全５本（各2分程度）で、町田市ホームペ
ージで公開しています。

町田市内の交通事故発生状況
ご存じでしたか？

動画で気軽に交通安全を学んでみましょう
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啓発動画 おうちおうち「「 」」交通安全交通安全で

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ



32021．4．15

（百万円） 21806 23241 18693

2019 2020 2021（年度）
0

5000

10000

15000

20000

25000

基金積立金の推移
（各年度末時点） ＝財政調整基金

＝特定目的基金

7876 9016
6792

13930
14225

11901

（見込み）

（億円） 1361 1424 1565

2019 2020 2021（年度）
（見込み）（見込み） （見込み）

0

600
400
200

800
1000
1200
1400
1600

市債現在高の推移
（各年度末時点） ＝一般会計

800 881 1016

561 543
549

＝特別会計

（百万円） 21806 23241 18693

2019 2020 2021（年度）
0

5000

10000

15000

20000

25000

基金積立金の推移
（各年度末時点） ＝財政調整基金

＝特定目的基金

7876 9016
6792

13930
14225

11901

（見込み）

（億円） 1361 1424 1565

2019 2020 2021（年度）
（見込み）（見込み） （見込み）

0

600
400
200

800
1000
1200
1400
1600

市債現在高の推移
（各年度末時点） ＝一般会計

800 881 1016

561 543
549

＝特別会計

■問財政課☎☎７２４・２１４９

　歳入は、36.6％が「市税」で、歳入の多くを
占めています。また、「国庫支出金」と「都支出
金」が合わせて33.3％と3分の1を占めてい
ます。
　歳出は、47.1％が「医療・生活支援」で、約半
分を占めています。また、「保健衛生」が15.4
％、「教育」が11.8％、「市政運営」が9.4％を占
めています。

　一般会計の2021年度
起債見込額は236億
1200万円となり、2021
年度末の市債元金現在高
見込額は1015億6352
万円となります。

○借金(市債)の状況
　市の貯金にあたる財政調整基金
の2020年度末現在高見込額は、
90億1605万円です。
　2021年度当初予算では、22億
2432万円を取り崩し、現時点で
の2021年度末現在高見込額は67
億9179万円となります。

○貯金(基金積立金)の状況

　一般会計の当初予算額は1738億4207万
円となり、対前年度比較で4.7％の増加となり
ました。
　また、一般会計と特別会計を合わせた総予
算額は3003億1440万円となりました。

２０２1年度予算の全体像

まちだの台所事情

市民の生活や市内の経済活動を支える事業 まちの魅力向上につながる事業

　循環型社会の構築に向け、町田市バイオエネルギーセンター（2022年1月
稼働）及び資源ごみ処理施設の整備を進めます。

循環型施設整備事業 154億9602万円
　「町田の文化と自然に出会えるパークミュージアム」を実現するために、芹
ヶ谷公園”芸術の杜”と、（仮称）国際工芸美術館の一体的な整備を進めます。

（仮称）国際工芸美術館整備事業 1億1152万円

　「鶴川駅周辺整備基本方針」に基づき、北口交通広場の整備工事や南北自由通
路の実施設計を行い、鶴川駅南土地区画整理事業では、換地設計を進めます。

鶴川駅周辺街づくり事業 6億2115万円
　小学校35校及び中学校2校の体育館空調設備設置工事を行います。併せて
体育館照明のLED化や非常用発電設備の設置を行います。

小・中学校体育館空調設備設置事業 42億2610万円

　2021年6月の完成を目指し、新校舎の建設工事を行います。また、グラウン
ド及び外構整備工事を行います。

町田第一中学校改築事業 34億8061万円

　学校のICT環境の充実を図り、ICTを活用した効果的な授業を実施するた
め、デジタルコンテンツの導入やICT授業支援員の拡充を行います。

教育の情報化推進事業 8億1332万円

　発熱相談センターの運営、地域外来・検査センターでのPCR検査や入院患者
の医療費支給など、新型コロナウイルス感染症対策関連事業を実施します。

新型コロナウイルス感染症対策関連事業 9312万円
　市民誰もがスポーツに親しめる環境を創出するため、2022年4月の供用開
始に向けて、成瀬鞍掛スポーツ施設の整備工事を行います。

スポーツをする場の環境整備事業 4億6743万円

　市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上を目的に、電子申請の拡充や
証明書発行手数料のキャッシュレス化等、行政のデジタル化を推進します。

デジタル化推進事業 1億4950万円

　新たな熱回収施設で発生する熱エネルギーを有効活用し、幅広い世代の健康
増進と交流を図るため、2022年4月の開館に向けて、温浴施設を整備します。

温浴施設整備事業 7億108万円

予算
特集

※2021年度予算の詳しい内容は、冊子「令和3年度（2021年度）予算概要説明書」でお知らせしています。
　 町田市ホームページや市政情報課、市内各図書館でご覧いただけます。
※金額については、四捨五入による端数処理を行っているため、合計額と合致しない場合があります。

2021年度予算において重点的に取り組む主な事業2021年度予算において重点的に取り組む主な事業

２０２1年度予算の概要２０２1年度予算の概要

２０２1年度予算の概要と２０２1年度予算の概要と重点的に取り組む事業重点的に取り組む事業

歳入歳入 歳出歳出

地方消費税交付金
86億1500万円

繰入金
48億2479万円

使用料及び手数料
34億8872万円

市債返済のため
106億7802万円

医療・生活
支援のため
819億
4933万円

道路・公園等
整備のため
107億3782万円

市政運営のため
163億6121万円

保健衛生・環境のため
266億9552万円

教育のため
204億6601万円

消防・防災のため
48億9541万円

その他
118億631万円

その他
(議会・産業振興
 などのため）
20億5875万円

市債
236億1200万円

都支出金
237億3163万円

合計額
1738億
4207万円

合計額
1738億
4207万円

国庫支出金
341億
4405万円

市税
636億
1957万円

1738億4207万円
一般会計

1738億4207万円
国民健康保険
事業会計

411億3052万円

国民健康保険
事業会計

411億3052万円

介護保険
事業会計
366億
6869万円

介護保険
事業会計
366億
6869万円

下水道事業会計
187億52万円
下水道事業会計
187億52万円

病院事業会計
178億6307万円
病院事業会計
178億6307万円

鶴川駅南土地区
画整理事業会計
1億502万円

後期高齢者
医療事業会計
120億451万円

総額3003億1440万円総額3003億1440万円

一般会計の歳入歳出予算

特別会計

市HP 令和3年度（2021年度）予算概要説明書 検索詳細は、

　2021年度予算は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の生活や、市内の経済活動を支える施策を最優先とするとともに、アフタ
ーコロナにおいて必要不可欠なデジタル化を積極的に推進する予算と位置付け、①市民の生活や市内の経済活動を支える事業②デジタル化等の
新たな課題に対応すべき事業③まちの魅力向上につながる事業を中心に編成しました。2021年度予算の特徴として、2022年1月から稼働する循
環型施設整備事業などの大型投資的事業や、町田の未来を担う子どもたちにＩＣＴを活用した新しい教育を提供する教育の情報化推進事業など、厳
しい財政状況においても、今実行すべき真に必要な施策を選択し、集中することを前提に、町田市の未来につながる予算を計上しています。

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事業

予　算　特　集
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２０２０年度　部長の「仕事目標」年度末の評価結果
　２０２０年度 部長の「仕事目標」の主な取り組みについて、年度末の評価結果をご紹介します。町田市ホームページにすべての取り組みの成果及び評価結果を公
開しています。 問経営改革室☎☎７２４・２５０３
政策経営部長

　小池　晃
経営改革室長

　水越　祐介
広報担当部長

　若林　眞一
総務部長

高橋　晃
取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

次期基本構想・基本計画原案の作成 Ａ 行政経営改革プランの推進 Ｂ 市民と共に地域を盛り上げる「まちだ
○
まる

ごと大作戦」の推進 Ｂ 任用制度の見直し Ｂ

シナリオプランニング（※）の研究及び
複数の未来シナリオの作成
※将来、起こる可能性のある複数の未
来（シナリオ）を想定し対応策を検討す
る手法

Ｂ 市役所業務の生産性の向上 Ａ 広報活動（広報紙、ホームページ等）の
質の向上 Ｃ 人材育成の推進 Ｃ

町田駅周辺の公共施設等の複合化 Ａ 庁内全体に関わる行政課題等に関する
情報の収集、整理 Ｃ 市内外の町田市に対する認知度及び好

感度の向上 Ｂ 職員定数の削減 Ｂ

情報システム担当部長
　中田　直樹

財務部長
　堀場　淳

営繕担当部長
徳重　和弘

税務担当部長
鈴木　秀行

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

情報セキュリティ監査の実施 Ｃ 健全で持続可能な財政の確立 Ａ 財政状況と再編計画等を踏まえた公共
施設の維持保全 Ｃ 市税収納率の維持 Ｂ

ＩＣＴを活用した業務の自動化 Ｂ 公会計情報によるマネジメント機能の
強化 Ｂ 施設管理者との連携強化 Ｃ 市の債権一元化による適正な管理 Ｂ

災害時における事業継続性の確保 Ｃ 公用車運転業務の見直し Ａ 受注者・受託者向け提出書類マニュア
ルの強化 Ｃ 電子化推進による市民の利便性向上 Ｂ

防災安全部長
篠﨑　陽彦

市民部長
樋口　真央

市民協働推進担当部長
大貫　一夫

文化スポーツ振興部長
黒田　豊

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

風水害時における避難体制の充実 Ｂ 行政窓口及びコミュニティセンターの
あり方の見直し Ｂ 地区協議会を中心とした地域や庁内の

ネットワークの強化 Ｃ 東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックに向けた気運醸成 Ｃ

自主防災リーダーの育成 Ｃ マイナンバーカード交付率の向上 Ｂ 町田市地域活動サポートオフィスによ
る地域活動の活性化 Ａ オリンピック・パラリンピック文化プ

ログラムの推進 Ｃ

協働パトロールの実施・参加 Ｂ 効率的な窓口業務の推進 Ｂ 町内会・自治会のイベント情報の発信
強化 Ｂ 文化芸術の拠点整備 Ｂ

地域福祉部長
神田　貴史

いきいき生活部長
岡林　得生

保健所長
河合　江美

子ども生活部長
石坂　泰弘

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

市民後見人育成の推進 Ｂ 介護の多様な担い手の確保 Ｂ 新型コロナウイルス感染症対策の実施
及び市民や関係者への情報提供 Ｂ 子どもの活動拠点及び身近な居場所の

整備 Ｂ

障がい者の相談支援体制の充実 Ｃ 次期介護保険事業計画・高齢者福祉計
画の一体的策定 Ｃ がん予防対策の推進    Ｂ 待機児童を解消するための施設整備 Ｄ

生活保護費の不正受給防止対策 Ｄ
フレイル（※）予防の推進
※年齢とともに心身の活力を含む生活
機能が低下し、将来要介護状態となる
危険性が高い状態

Ｂ 自殺対策の推進   Ｂ 子ども発達センター認可通園部門の民
間活力導入 Ｄ

経済観光部長
井上　誠

北部・農政担当部長
守田　龍夫

環境資源部長
荻原　康義

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

事業継続の支援 Ｃ 市内農産物の販路拡大 Ｂ 廃棄物処理事業継続計画の策定 Ｃ 町田リサイクル文化センターにおける
熱回収施設等の整備 Ｃ

町田薬師池公園四季彩の杜ブランドマ
ネジメントの推進 Ａ 北部丘陵を中心とした里山環境の活性

化 Ｃ 次期一般廃棄物資源化基本計画の策定 Ｃ 相原地区における資源ごみ処理施設の
整備 Ｃ

中心市街地活性化の推進 Ｂ 市民が農とふれあえる環境づくり　 Ｃ ごみの減量と資源化の推進 Ｄ 上小山田地区における資源ごみ処理施
設の整備 Ｄ

道路部長
神蔵　重徳

都市づくり部長
萩野　功一

多摩都市モノレール推進担当部長
萩野　功一

都市整備担当部長
平本　一徳

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

駅周辺施設の整備 Ｂ （仮称）都市づくりのマスタープラン策
定 Ｂ モノレール延伸を見据えたバス路線網

再編 Ｃ 鶴川駅周辺街づくりの推進 Ｂ

都市計画道路の整備 Ｃ 団地再生に向けた取り組み Ｃ 交通ターミナル機能再構築を含む町田
駅周辺まちづくり Ｃ 野津田公園スポーツの森の魅力向上 Ｃ

玉川学園前駅デッキの整備 Ｃ 地形地物の変更等に伴う都市計画の見
直し検討 Ｃ 暮らしやすいまちを実現するための沿

線まちづくり Ｃ 芹ヶ谷公園芸術の杜の魅力向上 Ｄ

下水道部長
野田　好章

会計管理者
小田島　一生

議会事務局長
　古谷　健司

選挙管理委員会事務局長
水嶋　康信

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
安心して住める住環境の整備(雨水幹
線等） Ｃ 財務会計事務の見直し（業務の効率化） Ｃ 情報発信の拡大 Ａ 公平・公正な選挙執行体制の確立 Ｃ

総合地震対策整備事業の実施 Ｃ 財務諸表の更なる活用方策の開拓 Ｄ 常任委員会マニュアルの効果の検証 Ｃ 情報発信力の向上 Ｂ

下水処理水の水質向上 Ｃ 適正な物品管理の推進 Ｃ ソーシャルディスタンスを考慮した本
会議及び委員会運営の検討 Ｃ 東京都知事選挙における事務局職員の

負担の軽減 Ｂ

監査事務局長
岡田　成敏

農業委員会事務局長
守田　龍夫

学校教育部長
北澤　英明

生涯学習部長
中村　哲也

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

リスク評価項目の設定 Ｃ 市街化調整区域における農地利用の最
適化 Ｃ 適正規模・適正配置等（良好な教育環境

の整備）の推進 Ｃ 生涯学習センターのあり方の見直し Ｃ

次期定期監査計画の策定 Ｃ 市街化区域における農地利用の最適化 Ｃ 安全・快適な教育環境の整備 Ｃ 「図書館サービスの見直し」のアクショ
ンプランの推進 Ｂ

職員の能力の向上 Ｃ 地域に密着した農業活動の支援 Ｃ 確かな学力と生涯を通じて健やかに過
ごせる体の育成 Ｄ 「文学の扉」事業の推進 Ｂ

市民病院事務部長
服部　修久

取り組み 評価
機能分化と医療連携の推進 Ｃ
医業収益の増収 Ａ
病床の安定稼働 Ｃ

評価基準
Ａ：当初の目標を大幅に上回る成果が上がった
Ｂ：当初の目標を上回る成果が上がった
Ｃ：目標水準を達成した
Ｄ：取り組んだが、成果が不十分である
Ｅ：取り組みが滞っている

　部長は、年度当初に年度目標を設定し、中
間期に進捗状況を確認します。また、年度末
には成果の確認と評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確認し
ます。

部長の「仕事目標」の流れ部長の「仕事目標」の流れ 年度当初 中間期 年度末

目標設定 進捗状況
確認

成果確認
及び評価

市長確認
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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

（特）アスレチッククラブ町田との連携事業

ご利用ください！「総合型地域スポーツクラブの習い事」
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

凸版印刷（株）とＩＣＴ教育に関する包括連携協定を締結しました
問指導課☎☎７２４・２８６７

いよいよ開催！
東京２０２０大会観戦チケットを抽選販売します

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

　市では、地域の日常的なスポー
ツ活動や文化活動の場として、市
民誰もが生涯にわたりスポーツに
親しむことができる地域スポーツ
クラブを支援しています。その１
つ、（特）アスレチッククラブ町田
（町田ゼルビアスポーツクラブ）が
４月から、「総合型地域スポーツク

ラブの習い事」事業を実施してい
ます。走り方教室、ダンスや親子リ
トミック教室など種目を拡充し、
より利用しやすくなりました。
　申込方法等の詳細は、同クラブ
ホームページ（右記二
次元バーコード）をご
覧ください。

　３月２９日に開かれた市議会本会
議での同意を得て、４月１日付で町
田市教育委員会の教育委員に関根
美咲氏が就任しました。任期は
２０２５年３月３１日までです。
　関根氏は１９６３年生まれ、５７歳。
町田市の学校支援ボランティアコ
ーディネーターや町田市社会教育
委員を務めるなど教育分野におい
て積極的な活動をされました。

　２０２１年４月１日以降の教育委員
会の構成は次のとおりです（敬称
略）。

　市は、ＩＣＴ教育を進めるための「ＧＩ
ＧＡスクール構想の実現」に向け、通
信環境の整備を進めてきました。
２０２０年度には、児童生徒１人１台の
タブレット端末の配備と小・中学校
における高速通信環境の整備が完了
しました。
　ハード面の整備を受け、タブレッ
ト端末や高速通信環境を生かした学習支援ソフトの導入を行い、子ども
たちの学力向上につなげることを目的に、３月２４日に凸版印刷（株）と「Ｉ
ＣＴ教育に関する包括連携協定」を締結しました。

　東京２０２０オリンピック・パラ
リンピックがいよいよ開催されま
す。未来を担う子どもたちに、世界
一のスポーツの祭典を体感しても
らうため、東京２０２０大会の観戦
チケットを抽選で販売します。
対市内在住、在学の小・中学生
（２０２１年４月現在）とその保護者

※２～４人を１組とします。
申４月１５日正午～２８日午後１１時
５９分にイベシスコード２１０４１５
Ａへ。
※申し込みはイベシスのみとなり
ます。
※チケットの購入方法は当選者に
郵送でお知らせします。

　３月２９日に開かれた市議会本会議で同意を得
て、副市長に赤塚慎一氏が４月１日付で就任しました。
〈経歴〉
１９７１年生まれ、４９歳。１９９１年東京都入庁。多摩
西部建築指導事務所、都市整備局総務部担当課長
（東京都住宅供給公社派遣）、総務局復興支援対策
部被災地調整担当課長（被災地支援宮城県事務所）、
都市整備局総務部連絡調整担当課長、同局総務部
企画経理課長、同局都営住宅経営部経営企画課長
などを歴任、２０１９年４月から同局総務部総務課長

町田市副市長に赤塚慎一氏が就任� 問秘書課☎☎７２４・２１００

　木島暢夫副市長が３月３１日付で退任しました。
　木島副市長は２０１８年７月１日に就任し、市の発展
に尽力してきました。

木島暢夫副市長が退任

　３月２９日に開かれた市議会本会議での同意を得
て、４月１日付で町田市教育委員会の教育長に坂本
修一氏が再任しました。任期は２０２４年３月３１日
までです。
　坂本氏は１９５４年生まれ、６６歳。１９７８年町田市
役所入庁後、学校教育部指導課副参事、財務部長、
学校教育部長を歴任し、２０１４年４月から教育長を
務めました。

競技名 日　時 会　場 主なプログラム
席種／1枚当
たりの価格／

募集枚数

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

バドミ
ントン

7月24日㈯
午後6時～10時

武蔵野の森
総合スポー
ツプラザ

（調布市）

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（男子・女
子・混合）予選ラウンド

D席／4000円
／24枚

体操
7月25日㈰
午前10時～
午後1時35分

有明体操競
技場

（江東区）
女子予選 C席／4000円

／50枚

陸上
競技

7月30日㈮
午前9時～

午後0時30分 オリンピック
スタジアム

（新宿区）

男子400メートルハー
ドル予選、女子100メー
トル予選等

D席／6000円
／50枚

8月3日㈫
午前9時～

午後0時35分

女子走幅跳び決勝、男
子400メートルハード
ル決勝等

D席／7000円
／30枚

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

バドミ
ントン

9月1日㈬
午後6時～10時

国立代々木
競技場

（渋谷区）

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（混合）予
選ラウンド

B席／1600円
／10枚

9月2日㈭
午前9時～午後9時

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（男子・女
子・混合）予選ラウンド

B席／1600円
／10枚

9月3日㈮
午前9時～午後9時

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（男子・女
子・混合）準々決勝等

B席／1600円
／10枚

9月4日㈯
午前9時～午後9時

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（男子・女
子・混合）準決勝、決勝
等

B席／2000円
／25枚

9月5日㈰
午前9時～午後2時

シングルス（男子・女
子）、ダブルス（男子・女
子・混合）決勝等

B席／2000円
／25枚

教育長に坂本修一氏が再任� 問教育総務課☎☎７２４・２１７２

教育委員に関根美咲氏が就任

役　職 氏　名
教育長 坂本　修一

教育長職務代理者 後藤　良秀
委　員 森山　賢一
委　員 井上　由奈
委　員 関根　美咲

総合型地域スポーツクラブの習い事
種　目 対　象 会　場

チアリーディング

4歳～小学1年生
サークルPAL(成瀬会館) 
と月1回市内の他会場
（教育センター等）

小学2・3年生
小学4～6年生
中学生

タッチラグビー
年長～小学2年生

本町田少年サッカー場小学3～6年生
中学生

アクロバット

5歳～小学3年生
サークルPAL
（成瀬会館）

小学4年生～中学生
小学4年生以上またはアクロ
バット経験者
5歳～小学3年生 NAスポーツクラブA-1

町田店2階第2スタジオ小学4年生～中学生

ダンス

3～6歳
サークルPAL
（成瀬会館）小学生

中学生以上（オープンクラス）

小学生 （株）オンザウェイ内
2階多目的ホール

レスリング 小学3～6年生 協栄スイミングクラブ町田内
ボクシングエリア

フラ
（フラダンス）

小学生

サークルPAL
（成瀬会館）

年少～小学2年生程度とその
保護者

走り方・総合体育
満2歳～年少
年中～年長
小学1～3年生

リトミック
満1歳～2歳未満
満2歳～満3歳

英語科学
（英会話）

年少～小学1年生
小学1～4年生
小学生

プログラミング 小学生
※体験希望・詳細は、（特）アスレチッククラブ町田（町田ゼルビアスポーツクラブ）
担当（☎☎735・6120、受付時間＝祝休日を除く月～金曜日の午前11時～午後6時）
へお問い合わせください。
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東京都議会議員選挙立候補予定者説明会
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・２1６８

マイナポイントの事業期間が９月末まで延長されました
問市民課☎☎８６０・６１９５

　選挙管理委員会では、７月２２日の
任期満了に伴い、７月４日に予定さ
れている東京都議会議員選挙の立
候補予定者説明会を開催します。

日５月２１日㈮午後２時から
場市庁舎２階会議室２－１
※会場の都合により、出席者は候補
者１人につき２人以内に限ります。

　マイナンバーカードの普及促進
等を目的に、キャッシュレス決済
でチャージや買い物をするとポイ
ントが付与される事業です。３月
３１日までの実施期間が９月３０日
まで延長されました。
　国の取り扱いが見直され、マイ
ナポイントの付与に必要なマイナ
ンバーカードの申請期限は、４月

末までとなりました。
　マイナンバーカードの申請はお
早めにお願いします。５月以降の
申請は付与の対象になりませんの
でご注意ください。
　マイナンバーカー
ドの申請方法は右記
二次元バーコードを
ご覧ください▶

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２518
返050・3085・４10７

　多くの方が受験しやすいよう、SPI試験及びWeb面接を実施します。詳細は、町田市
ホームページをご確認ください。

職　　　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（大卒程度） ３０人

○電子申請受付期間
　�４月１９日㈪午前１０時～� �
２８日㈬正午

○第１次試験期間（SPI試験）
　�５月１１日㈫午前１０時～� �
２０日㈭午後３時

２０２２年
４月１日

障がい者対象一般事務 若干名

土木技術（大卒程度） いずれも
５人建築技術（大卒程度）

保育士 いずれも
１０人保健師

土木技術（社会人経験者対象）
いずれも
若干名建築技術（社会人経験者対象）

保健師（社会人経験者対象）
※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」（町田市ホームページでダ
ウンロード）をご確認ください。
※申込受付は電子申請のみです。
Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）でも情報発信しています！
　Twitterアカウント「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」をフォローしてください。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１７０

　いつものジョギングコースの折り
返し点は真光寺公園です。この季節、
野鳥たちはペアになっています。キ
セキレイ、セグロセキレイ、ムクドリ
などが、それぞれ２羽ずつ、芝生の園
地で餌を探していました。公園の周
囲の林から、珍しく、キョロン、キョロ
ンというアカハラの囀

さえず

りが聞こえて
きました。コジュケイ、アオゲラも盛
んに鳴き、尻下がり調子の、ツミの声
も聞こえるようになりました。今年
の４月は気温が一気に上がり、樹

き

々
ぎ

の
芽吹きも気のせいか忙しそうです。
　さて、３月末に、渋谷駅前の会場
で、町田市未来づくり研究所の２か
年研究の中間報告会がありました。
町田市では、今、２０４０年を目標年と
した新しい長期構想〔（仮称）まちだ
未来づくりビジョン２０４０〕を策定
中ですが、未来づくり研究所では、
２０２０～２１年度の研究計画を２０１９
年１２月に定め、「２０５０年の町田の都
市像を、シナリオ・プランニングの手
法で描く」ことになりました（町田市
未来都市研究２０５０）。
　シナリオ・プランニングとは、聞き
なれない言葉ですが、不確実、不透明
な未来をどうやって描くかというと
きの研究手法の一つです。これまで
の、将来計画論・計画手法では、過去

の傾向＝トレンドの延長線で未来を
予測する手法が多かったのですが、
今回は、先行き何が起こるか判

わか

らな
い現代では、いくつかの、未来の姿を
想定して都市像を描こう、というこ
とで研究をスタートしました。
　研究過程では、有識者のヒアリング
調査、複数都市のブランド調査などを
行い、今回の中間報告では、町田市の
未来の姿が４通りのシナリオで描か
れていました。中間報告の内容は、町
田市ホームページ「町田市未来づくり
研究所」を検索してご覧ください。
　研究計画を決めた２０１９年１２月と
いう時期は、新型コロナウイルスの
パンデミックなど誰も予想していな
い時期で、これまでのトレンドの延
長線上にはないことを想定するとい
う、今回の研究手法は、時宜にかなっ
た手法です。

町田市未来づくり研究所
中間報告会の様子

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

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

４月２１日㈬午
後６時～８時

市庁舎１０階会
議室１０－３・４

３人
（申し込み順）

事前に電話で地区街
づくり課（☎☎７２４・
４２６７）へ

町田都市計画事業鶴
川駅南土地区画整理
審議会

４月２６日㈪午
前１０時～正午

和光大学ポプ
リホール鶴川

５人
（申し込み順）

４月２３日までに電話
で地区街づくり課
（☎☎７２４・４２１４）へ

町田市環境審議会
４月２７日㈫午
後６時３０分～
８時３０分

市庁舎
※会場の詳細は
申込時にお伝え
します。

３人
（申し込み順）

４月２６日までに電話
で環境政策課（☎☎
７２４・４３８６）へ

町田市外郭団体監理
委員会

５月２０日㈭午
前１０時から

市庁舎５階会議
室５－３

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎☎７２４・２１０８）へ

健康案内健康案内
受付時間を変更します

受動喫煙防止対策専用相談窓口
　受動喫煙対策に関するご不明点・
ご相談等を受け付けている専用窓口
の対応時間を下記のとおり変更しま
した。
受付時間正午～午後５時（土・日曜
日、祝休日、年末年始を除く）
来所相談市庁舎７階７０５窓口
相談電話番号☎☎８６０・７８３０
市HP 受動喫煙防止対策  検索
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

血管アンチエイジング
（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の１８～７４歳の方
日５月２１日㈮、午前９時１５分～１１時
５分、午前１０時４５分～午後０時３５分

（各回とも同一内容）
場健康福祉会館

内血管年齢測定（希望者のみ）、保健
師・栄養士の講話（血管を若く保つた
めの生活習慣）
定各１６人（申し込み順）
申４月２０日正午～５月１６日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０４２０Ｃへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

募　集募　集
指定管理者を募集します

【町田市七国山ファーマーズセンタ
ー】
　詳細は募集要項をご覧ください。
対農業に関する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
有する法人、その他の団体
対象施設町田市七国山ファーマーズ
センター（野津田町３４９７番地１）
指定期間２０２２年４月１日～２０２７年
３月３１日（５年間）
申５月１７日～２１日に直接農業振興

課（市庁舎９階）へ。
※募集要項・仕様書・申請書は農業振
興課で配布しています（募集要項及
び仕様書は町田市ホームページでダ
ウンロードも可）。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

お知らせお知らせ
ご協力ください

アフターメダルプロジェクト
　市は、ごみ減量と携帯電話資源化
につながるアフターメダルプロジェ
クトに参加しています。
　同プロジェクトは、東京２０２０オ
リンピック・パラリンピックで使用
するメダルを作成するために実施さ
れた「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト（２０１９年３月
末で終了）」のレガシーを引き継ぐ新
たなプロジェクトです。
　回収された携帯電話等は再資源化
され、その売却益の一部が知的障が
い者のスポーツ振興を目的に開催さ
れるスペシャルオリンピックスの活
動費として寄付されます。また携帯
電話の分解等再資源化の作業では知
的障がい者を雇用しています。
　皆さんの自宅に眠っている携帯電

話の資源化や、知的障がいのある方
の支援につながります。ぜひ、小型家
電回収ボックスやリサイクル広場に
携帯電話をお持ちください。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
国民年金制度

学生納付特例のご案内
　国民年金制度には、２０歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。利用を希望する方
は、年度ごとに申請が必要です。必要
書類等、詳細は町田市ホームページ
をご覧ください。
市HP 学生納付特例  検索
問保険年金課☎☎７２４・２１２７

高齢者のための暮らし 
の て び き　２０２１ 年 版

　市のサービスや制度、相談窓口等
についてまとめた「高齢者のための
暮らしのてびき」の２０２１年版が完
成しました。高齢者福祉課（市庁舎１
階）、各市民センター、各連絡所、各ふ
れあい館、各高齢者支援センター、各
あんしん相談室で配布しています。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１



72021．4．15コードマークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めますイベント申込システム イベシス 検索

町田市公式動画チャンネル 検索YouTube「町田市公式動画チャンネル」 町田市の魅力や取り組みを動画でご紹介

策定しました
町田市障がい者プラン２１－２６

【第６次町田市障がい者計画・町田市
障がい福祉事業計画（第６期計画）】
　市では、これまで障がい者施策の
理念計画である「町田市障がい者計
画」と、福祉サービスの必要量の見込
みなどを定めた「町田市障がい福祉
事業計画」に基づき、障がい者施策を
推進してきました。その間にも、東京
都における障がい者差別解消条例の
施行や、障がいがある人の高齢化・重
度化の進展等、障がいがある人を取
り巻く環境は変化し続けています。
　このような状況に対応しつつ、障
がい者施策を効果的に推進していく
ため、２つの計画を一体化した総合
的な計画を策定しました。計画期間
は２０２１年度から６年間とし、２０２１
年度から２０２３年度までの３年間を
前期、残りの期間を後期とします。
　計画では「地域での暮らしを生涯
にわたって支える仕組みをつくる」
「障がい理解を促進し、差別をなくす」
の２つを大きな目標に掲げ、今後さま
ざまな取り組みを展開していきます。
　計画の冊子は、通常の冊子のほか、
要点をまとめた「概要版」と、この度
初めて知的障がいがある方などが見
やすいよう、やさしい文章やイラス
トを用いた「わかりやすい版」も作成
しました。
　これらの冊子は、各市立図書館で閲
覧できるほか、５月中旬ごろから障が
い福祉課（市庁舎１階）で配布します。
なお、町田市ホームページでダウンロ
ードもできます。
※音声読み上げ対応のテキスト版も
あります。点字版・音声版について
は、お問い合わせください。

問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３
策定しました

未来につなぐ下水道事業プラン 
（町田市下水道事業経営戦略）
　市の下水道事業は、２０１１年度に
策定した「町田市下水道ビジョン」に
定めた、下水道事業の基本理念及び
基本方針を実現するための実行計画
である「町田市下水道アクションプ
ラン」により事業を進めてきました。
　これからも下水道事業を持続・安
定させていくためには、自らの経営
状況について的確に現状把握を行
い、徹底した効率化・経営の健全化を
図ることが必要です。
　そこで２０２１年度から２０３０年度
までの１０年間の中長期的な経営の
基本計画である「未来につなぐ下水
道事業プラン」（町田市下水道事業経
営戦略）を３月２日に策定しました。
　本計画の製本版は、市政情報課（市
庁舎１階）で販売しています（１冊
２８００円〔税込み〕）。なお、概要版は
申し出により無償で配布します。
※本計画は、町田市ホームページで
ダウンロードもできます。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５

民生委員・児童委員に
異 動 が あ り ま し た
　次の地区・地域を担当していた民
生委員・児童委員が退任されました。
後任は決定次第、お知らせします。
地区・地域南第一・金森５丁目全、６丁
目２２～５１
※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

町田市葬祭事業のご案内
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて必要なも

のを１つずつ選べます。
　貸出用具、販売用品によって費用
は異なりますので、詳細はお問い合
わせください。
※この事業は市が（公社）町田市シル
バー人材センターに委託して、町田
市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢や身体が不自由
などの理由で来所できない方

◇
問町田市葬祭事業所☎☎７９１・３８６１
（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉
総務課☎☎７２４・２５３７

小・中学校に通うお子さんのための

就学援助費・奨励費のお知らせ
問学務課☎☎７２４・２１７６

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
５月１日㈯～５日㈷はコンビニエン
スストアでの証明書自動交付サー
ビスを終日休止します。
　交付の再開は、５月６日午前６時
３０分からです。ご理解ご協力をお
願いします。
問市民課☎☎７２４・２８６４

　お子さんを小・中学校に就学さ
せることが経済的に困難な保護者
に対して、学校で必要な費用の一
部や入学準備金等を援助していま
す。
　市内在住で町田市立以外の小・
中学校（義務教育学校前期・後期課
程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の
方も申請できます。
　なお、小学１・４年生、中学１年生の
お子さんがいる方は、前年度受給
していても改めて申請が必要です。

【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世
帯全員の２０２０年中の合計所得の
合算が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍

の方は、給食費は対象外です。
【就学奨励費】
対①町田市立小・中学校の特別支
援学級に在籍する児童・生徒の保
護者②小・中学校の通常の学級に
在籍し、特別支援学校に入学可能
な障がいの程度に当てはまる場合
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費・宿泊訓練費
等の援助（世帯の所得により援助
の内容が異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通
級費のみを支給します。

◇
申４月３０日までに直接学校または
学務課（市庁舎１０階、郵送も可、４
月３０日消印有効）へ。
※申請書は市立小・中学校で配布
します（まちだ子育てサイトでダ
ウンロードも可）。みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

未来をつくる、みんなのビジョン
Vol.16

問企画政策課☎☎７２４・２１０３
　誰もが夢を持ち、その夢を実現
できる、一人ひとりが輝けるまち
をつくりたい。市民の皆さんのそ
んな想

おも

いを集めてつくっているの
が「（仮称）まちだ未来づくりビジ
ョン２０４０」です。このビジョンに
は、他にはない特長が２つありま
す。１つ目は、どんな世代の方であ
っても輝けるようにライフステー
ジを意識した政策を掲げているこ
と。２つ目は、政策の実現を支える
ために行政経営の手法も示してい
ることです。
　全部で９つの「まちづくり基本

目標」と３つの「経営基本方針」は、
多様なライフスタイルとこれから
の人の生き方を思い、誰もが夢を
持ちその夢を実現できるように、
みんなで考えてつくりました。
　詳細は、町田市ホームページ、
（仮称）まちだ未来づくりビジョン
２０４０特設サイト（右
記二次元バーコード）
でご覧いただけます。
　皆さんそれぞれの暮らしに合っ
た目標や一緒にできることを見つ
けてみませんか。ぜひ一度、のぞい
てみてください。

パブリック
コメント
公　表

　市では、「町田市地域防災計画　２０２０年度修正案」の修正に当たり、皆
さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画修正の参考にさ
せていただきました。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　１月５日㈫～２月３日㈬
○応募者数　１人　　○意見件数　３件

ご意見ありがとうございました
町田市地域防災計画　２０２０年度修正案

問防災課☎☎７２４・３２１8

　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。
防災課（市庁舎３階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、各市民センター、各連絡所、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、各市立図書館、町
田市民文学館

ご意見の概要 市の考え方
根岸地区は境川に面しており、台風や集
中豪雨の度、洪水の心配をしている。この
心配の主な要因は、市土地区画整理事業
に合わせ境川５０㎜対応の護岸等河川改
修工事が完成したにもかかわらず、管理者
の神奈川県が根岸橋上流において逐次下
流への流量制限する底上げ工事などをし、
３０㎜対応にしたためである。町田市が仲
介して経過や今後の対応などの説明会を
開催してもらいたい。

河川管理者である神奈川県に対して、神
奈川県の整備計画が早期に実現するよう
要望しています。今後も引き続き、要望を
伝えてまいります。

加入率4０％の町内会の資金力では、町内
の洪水浸水などの災害に対する自主防災
隊体制維持や活動に限界がある。水防用
防災備蓄倉庫の設置や未加入世帯等の相
当分の補助金など町内規模に見合った支
援を願いたい。

現在、市では自主防災組織に対して、基本
額１万6０００円と構成する世帯数に１００を
乗じて得た額の合計額を補助金として交
付しています。地域で活用する防災備蓄倉
庫は、自主防災組織へ交付している補助
金を活用して購入して頂くようご案内をし
ています。町内会未加入世帯分の補填に
つきましては、現時点では予定はありませ
ん。

たくさんのご応募ありがとうございました
問都市政策課☎☎７２４・４２４８

　本紙２月１日号特集で掲載した、「みん
なで描くまちだの未来」のアイデア募集
は、８０８作品のご応募をいただきました。
　いただいたアイデアは今後まちづくり
のさまざまな検討に活用させていただき
ます。

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

みんなのアイデア
の紹介ページ

皆さんから届いたアイデア
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お知らせお知らせ
町田市旧跡に指定しました

伝鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）
　文化財保護審議会からの答申に基
づき、町田市指定史跡であった「（通
称）鎌倉井戸」を、町田市指定旧跡「伝
鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）」として
指定しました。
　この指定旧跡は、新田義貞が鎌倉
幕府を攻める途中で軍馬に水を与え
たという伝承が残っています。近世
の絵図により鎌倉へ通じる道の付近
にあった可能性が高いことから、指
定の種別と名称を変更しました。
所在地山崎町１０５０番地３付近
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
町田市自然休暇村

夏 期 利 用 申 し 込 み
　２泊３日での申し込みとなります。
※１泊、３泊の場合は、抽選後の受け
付けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月
１５日～１７日㉒８月１７日～１９日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、代表者住所（市内在勤・在学の方
はその旨を明記）・氏名・電話番号・利

用施設（本館／キャビンの別）・利用
希望日の番号（第３希望まで可）・利
用予定人数（大人〔中学生以上〕・小学
生・幼児〔寝具利用の有無〕）・キャビ
ン申し込みの方は「ペット連れの有
無」「動物アレルギーの有無」を明記
し、５月３１日まで（必着）に、ハガキ、
ＦＡＸまたはＥメール（１グループ１通、
重複申込は無効）で町田市自然休暇
村（〒３８４－１４０３、長野県南佐久郡
川上村秋山５３－１５、返０２６７・９９・
２２４０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒ
ａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧くださ
い。
問自然休暇村☎☎０２６７・９９・２９１２

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。
　また、感染防止のため、開催場所
や開催時間が変更になる場合があ
ります。ご協力をお願いします。

高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下します。この機会
にご自身の状態を把握し、改めて安
全運転について考えてみませんか。
※運転免許証の更新時に受講が義務
づけられている法定講習とは異なり
ます。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）がご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
ください。

対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日５月２０日㈭午前９時１０分～午後０
時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（抽選、結果は５月１３日ごろ
送付）
申４月１６日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０４１６Ｄへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

地 域 介 護 予 防 教 室
【運動と俳句で脳をトレーニング】
　俳句の詠み方について学びます。
講座終了後は学んだ仲間でウォーキ
ングを楽しみながら、俳句を作る活
動を継続していきます。
対市内在住のおおむね６５歳以上の方
日５月１０日～６月２１日の毎週月曜
日、午後２時～４時、全７回
場南第３高齢者支援センター
講健康運動指導士・柴田智氏、認知症
予防ファシリテーター・米田富士子
氏、俳句講師・佛渕健悟氏
定１５人（申し込み順）
申４月１５日午前９時～５月８日午後４
時に電話で南第３高齢者支援センタ
ー（☎☎７２０・３８０１）へ（日曜日、祝休
日を除く）。
※当日及び講座については、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
未経験者応援プログラム

介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶ研修です。全課程を修了する
と修了証が発行され、介護の資格研
修（まちいきヘルパー養成研修、介護
職員初任者研修等）が一部免除され
る場合があります。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は研修終了後も介護の仕事へ
のマッチングなど、継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい

方、介護を学びたい方等
日５月２０日、２７日、６月３日、１０日、
１７日、いずれも木曜日午前１０時～
午後４時、全５回
※５月２０日は午後４時３０分まで、６
月１０日は午後３時までです。
場町田商工会議所
定３０人（申し込み順）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に記載
の必要事項を明示し、５月７日まで
（必着）に電話、郵送またはＥメール
で同センターへ。
問同センター☎☎８５１・９５７８（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
あなたの経験を介護の仕事に活かし
ませんか

町田市介護人材バンク
【出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民センタ
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４月２４日㈯午後１時３０分～４時
場鶴川市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
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

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日５月２５日㈫午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。

南多摩斎場　施設保守点検に伴う臨時休業
問南多摩斎場☎☎７９７・７６４１

町田リサイクル文化センター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問資源循環課☎☎７９７・９６１５

４月２３日～５月１２日は　こどもの読書週間です
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

　火葬炉の保守点検を行うため、下表のとおり臨時休業します。ご理解ご
協力をお願いします。

　町田リサイクル文化センター周
辺の大気中のダイオキシン類測定
を実施しましたので、その結果を
お知らせします。測定結果は、環境

基準に適合していました。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

【小学校入学のお祝いに図書館利
用券用カードケースをプレゼン
ト】
対市内在住の小学１年生
場各市立図書館
申「としょかん１ねんせい・ひきか
えけん」（市内公立小学校で全員に
配布）に必要事項を記入し、必ずお
子さんと一緒に図書館へお持ちく
ださい。
※引換券がない方は図書館カウン
ターで配布します。
※図書館利用券をお持ちでない方
は、登録が必要です。

【中垣ゆたかさんイラスト入り「子
ども向け読書手帳」を使ってみま
せんか？】
　読書手帳とは、自分が読んだ本
を記録するための手帳です。
　各市立図書館・町田市民文学館
では、市内在住の絵本作家・中垣ゆ
たかさんのイラスト入り子ども向
け読書手帳を配布しています。読

んだ本１冊に
つき、図書館
または町田市
民文学館でス
タンプを１個
押すことがで
き、１５個集め
るとシールが
もらえます。
対５歳～小学２年生

【どんな本とであえるかな？本の
おたのしみぶくろ】
　子ども向けおすすめの本をラッ
ピングして、「おたのしみぶくろ」
として貸し出します。どんな本が
入っているかは、借りてからのお
楽しみ。１袋に３冊入っています。
小学校１・２年用、３・４年用、５・６年
用、乳幼児用、未就学児用があり、
各３０袋用意します（先着順）。
配布日程４月２４日㈯から（無くな
り次第終了）
場中央図書館４階児童コーナー

単位：pg－TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準

小山田小学校 0.022 0.0090 0.0079 0.014 0.013
0.6
以下小山田中学校 0.012 0.010 0.0092 0.016 0.012

図師小学校 0.0098 0.0075 0.0094 0.023 0.012
測定日： 春季＝2020年4月24日～5月1日／夏季＝2020年7月10日～17日／秋

季＝2020年10月16日～23日／冬季＝2021年1月8日～15日

保守点検に伴う業務予定� （○平常どおり ×休業）

火葬業務 式場利用 受　付 霊安室
(※1）告別式 通　夜 電話申込(※1） 使用料（※2）

5月10日㈪ ○ ○ × ○ ○ ○
5月11日㈫
通常休業日
(友引日)

× × × ○ × ○

5月12日㈬ 
臨時休業日 × × ○ ○ × ○

5月13日㈭ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※1　電話申込・霊安室の業務時間は午前8時30分～午後10時です。
※2　使用料の受付時間は午前8時30分～午後5時です。



92021．4．15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

申４月３０日までに鶴見川源流ネット
ワークホームページ
（＝右記二次元バーコ
ード）の申し込み画面
で要領を確認して申し
込み。
※参加者には５月１日～３日にイベン
トのＵＲＬとパスワードをメールで送
信します。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７、
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
☎☎７９８・２６９３
自由民権資料館
市 民 協 働 企 画 展

【歴史を学び、考える～仲間とともに
深め合う】
　２００９年に立ち上げた歴史講座
「町田自由民権カレッジ」は、今年で
１２年目を迎えました。
　本展では、同カレッジの講座内容
を紹介するとともに、受講生が執筆
した卒業論文の内容を、展示という
手法で紹介します。また、同カレッジ
卒業生が組織する「まちだ自由民権
カレッジ同窓会」とその分科会活動
にもスポットを当て、紹介します。
会期４月２４日㈯～５月３０日㈰
休館日月曜日（祝休日の場合は開館

忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【青葉の頃の花と昆虫】
日５月２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４月２２日午前９時から電話で同公
園（☎☎７９２・１３２６）へ。
鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント
鶴見川源流こども交流会

【「花咲く鶴見川アクションプラン」
関連イベント～カンゾウの移植】
　花粉症誘発性の外来植物を抑制す
る在来のカンゾウを、上小山田みつ
やせせらぎ公園の広場に移植するイ
ベントです。今年の作業は、小山田小
学校の子どもたちと主催関係者限定
で行います。この作業の様子を、流域
各地におけるカンゾウ群落の育成状
態と合わせて、オンライン（Ｚｏｏｍ）
で紹介します。
日５月９日㈰午後１時～２時３０分
定４０人（抽選）

し、翌日休館）
場自由民権資料館企画展示室
問同館☎☎７３４・４５０８
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（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）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。
【①美ってなんだろう？～美学の世
界へご招待】
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日５月１日㈯午後２時～４時１０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
内美についての伝統的・基礎的な考
え方を学び、自分自身の感性と向き
合う術を演習的に探る
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定２５人（申し込み順）
費１５００円

【②デッサンから学ぶ日本画】
　初心者のための日本画体験講座で
す。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日５月２２日㈯、２３日㈰、午前１１時～
午後４時、全２回
場町田市生涯学習センター
内鉛筆の握り方からモチーフの捉え
方、描き方を学ぶ
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・木村みな氏
定１２人（抽選）
費８５００円（材料費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、４月２７日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。
※②は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

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

天まで届け！緑のカーテン　ゴーヤの苗を配布します
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

　市では、節電意識の啓発を目的と
して、快適に夏を過ごせるようゴー
ヤなどのつる性植物による緑のカー
テンの普及を進めています。
　事前申込制で苗の配布を行います。
【①市民向け苗の配布】
　ゴーヤの苗を無料で配布します。
日５月９日㈰午前９時１５分～午後４時
場市庁舎前
定６００人（１世帯２～５苗まで、申し込
み順）
【②団体向け苗の配布】
　市内の企業、社会福祉法人等の施
設、有志の団体にゴーヤの苗を無料
で配布します。
日５月１０日㈪午前１０時～午後４時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車
場有り）

定１００団体（５０苗まで、申し込み順）
【③町内会・自治会向けの苗の配布】
　イベントやお祭りでゴーヤの苗を
配布し、緑のカーテンの普及にご協
力いただける市内商店会を募集しま
す。
日５月１０日㈪午前１０時～午後４時
場下小山田苗圃（下小山田町、駐車場
有り）
配布数１団体３００苗まで（申し込み
順）

◇
申１次受付＝４月１５日正午～２０日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２１０４２１Ａ②２１０４２１Ｂ③
２１０４２１Ｃへ／２次受付＝４月２１日
正午～２９日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。

町田市民文学館開館１５周年・ＺＡＲＤ３０周年ＹＥＡＲ

「ＺＡＲＤ／坂井泉水　心に響くことば」展
問同館☎☎７３９・３４２０

　「負けないで」や「揺れる想
おも

い」など
数多くのヒット曲を生みだし、時代
を走り去ったＺＡＲＤ・坂井泉水
（１９６７年～２００７年）。１９９１年にデ
ビューして以来、人々の心に寄り添
い、励ます歌を作り続けました。
　本展では、代表曲を振り返りなが
ら、坂井が愛唱した石川啄木の短歌
や「詞」に込められた想いに注目し、
直筆歌詞やレコーディング資料など
を通して、詞が紡ぎだされるまでを
ひもときます。
会期５月１５日㈯～７月１１日㈰
休館日毎週月曜日、６月１０日㈭、７月
８日㈭
観覧時間午前９時３０分～午後５時
場同館２階展示室
観覧料一般６００円、大学・高校・中学
生３００円、小学生以下無料
※日時指定予約制です。チケットの
情報は詳細が決まり次第同館ホーム
ページでご案内します。

関連イベント  
【講演会「啄木短歌と坂井泉水のこと
ば」】
　坂井が影響を受けた石川啄木の短
歌を紹介していただきながら読み解
きます。
日５月１５日㈯午後２時～４時
場同館２階大会議室
講明治大学教授・池田功氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝４月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド２１０４１６Ｂへ／２次受付＝４月１６
日正午～５月１３日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。

◯ＺＡＲＤ検定   
　会期中いつでも参加できます。
詳細は決まり次第、同館ホームペ
ージでご案内します。

「＃映える風景を探して－古代ローマから世紀末パリまで」展
　＃映える風景は、どのように作ら
れるのでしょうか。本展では、版画を
中心に、１６～１９世紀の西洋風景画の
歴史をたどります。ローマやエジプト
の古代遺跡から世紀末パリのにぎや
かな街角まで、その時々の風景画の
スタイルや楽しみ方を紹介します。
会期４月２４日㈯～６月２７日㈰
休館日月曜日（ただし、５月３日は開
館し、６日は休館）
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）
場同館企画展示室１・２
観覧料一般９００円、高校・大学生４５０
円、中学生以下無料
※ＳＮＳ割引があります。「＃映える風
景」「＃町田市立国際版画美術館」の
ハッシュタグを付けて同館周辺の風

景をシェアすると、観覧券が１００円
引きになります。その他の割引につ
いては同館ホームページをご覧くだ
さい。
※展覧会初日は入場無料です。また、
４月２８日㈬、５月２６日㈬、６月２３日㈬
は、シルバーデーのため、６５歳以上
の方は無料です（状況によって中止
の場合も有り）。
※会期中の土・日曜日、祝休日及びシ
ルバーデーは、無料送迎バスを運行
します。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「クロード・ロランと理想風
景画～１７世紀から１９世紀へ」】
　当日有効の観覧券と整理券が必要
です。整理券は当日正午から１階受
付で配布します。
日５月２９日㈯午後２時から（約１時間

３０分）
場同館講堂
講元静岡文化芸術大学教授・小針由
紀隆氏
定６０人（先着順）
【公開制作「＃映える細密銅版画のつ
くりかた」】
　同館１階エントランスで銅版画の
刷りを中心に実演します。
日５月１５日㈯午後１時３０分～３時
講版画家・尾﨑ユタカ氏
定着席＝１５人、立ち見＝１５人／先
着順
【赤ちゃんのための鑑賞会「おうちで
版画美術館」】
　オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催します。
対０～２歳とその保護者
日６月９日㈬午前１０時～１１時
講（特）赤ちゃんからのアートフレン
ドシップ協会代表理事・冨田めぐみ

氏
定１５組（申し込み順）
※申込方法等の詳細は同館ホームペ
ージをご覧いただくか、お問い合わ
せください。

同時開催
まちだゆかりの作家　門坂流
会期６月２７日㈰まで
場常設展示室

問市役所代表☎☎７２２・３１１１、
　国際版画美術館☎☎７２６・２７７１、０８６０
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10 2021．4．15 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。町田市イベント申込システム 検索イベシス

日4月19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

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、①～⑥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
（26日～30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
※4月23日は予約受付を行いません。次回分
は4月30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 21日、28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 20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 27日㈫
⑤登記相談 15日㈭
⑥行政手続相談 22日㈭
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

⑩空家に関する相談
（4月26日は司法書士・税理士・宅
地建物取引士、5月10日は弁護士
・宅地建物取引士）

A=4月26日㈪
B=5月10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）

A=4月19日、B=4月23日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
（☎☎724・4269）へ
※第2月曜日は弁護士・宅地建物取引士。第4月曜日は司法書士・
税理士・宅地建物取引士。いずれも祝休日の場合は翌火曜日

暮らしに関する相談

情報コーナー情報コーナー
住、在勤で、今後子育て支援員として
就業する意欲のある方申所定の申込
書（町田市子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、同財団ホームページでダ
ウンロードも可）に必要事項を記入
し、４月２３日～５月１３日（必着）に書
留で郵送問同財団☎☎０３・３３４４・
８５３３、本研修制度全般について＝
東京都福祉保健局少子社会対策部計
画課☎☎０３・５３２０・４１２１
●町田消防署～町田消防少年団員募
集
　現在、小学生～高校生の団員４6人

と指導者１9人が在籍しています。防
火・防災の知識や技術を身に付け、規
律ある団体・奉仕活動を通じ、未来の
防災リーダーを育成することを目指
しています対市内在住、在学の小学
生～高校生内消防に関する訓練・学
習（月１回程度）、市内約３０ｋｍを歩
く徒歩訓練、夏季キャンプ等の屋外
活動問町田消防署警防課消防少年団
事務局☎☎７9４・０１１9（内線３２３）
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の6０歳以上で、健康で働

く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日５
月７日、6月２日、午前9時３０分から場
わくわくプラザ町田申電話で同セン
ター（☎☎７２３・２１４７）へ
●人事院関東事務局～国家公務員募
集
受付期間一般職試験（高卒者試験、社
会人試験〔係員級〕）＝6月２１日～３０
日第１次試験日9月５日申国家公務員
試験採用情報ＮＡＶＩホームページで
申し込み問人事院関東事務局☎☎０４８
・７４０・２００6～２００８

●東京都福祉保健局～令和３年度東
京都子育て支援員研修（第１期）の受
講生募集
　子育て支援分野で従事するうえ
で、必要な知識や技能等を有する「子
育て支援員」の養成研修です。今回は
「地域保育コース」の募集です。実施
方法や日程等の詳細は、募集要項ま
たは（公財）東京都福祉保健財団ホー
ムページをご覧ください対都内在

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）
合気道と護身術の講習 ４月１８日午後１時～３時 市立総合体育館柔道場 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ ５～７０歳　自分を守る方法
話し方教室　自分の思いを自分の言葉で ４月２９日㊗午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター学習室２ 無料 水口☎☎７９６・１９８４ 家庭的です　随時受付
第１０回町田落語会 ４月２９日㊗午後２時開演 町田市民文学館大会議室 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
高尾山・だれにも会わない森の山歩き教室 ４月３０日㊎、５月８日㊏午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人程度
映画「ステップ」上映 ５月８日㊏午前１０時２０分／午後１時５０分 町田市民ホール １０００円 土屋卓子☎☎７９３・５５５０ 主催　良い映画を観る会

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つ学習会～老後資
金２０００万円問題はどうなる？】
　年金や老後資金がこれからどうな
るのかについて考えます。
日５月１２日㈬午前１０時～正午
講ファイナンシャルプランナー・高
伊茂氏
定２０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～糖
質オフ、ロカボって何？調味料の糖
度を測ってみよう！】
　調味料の糖度を計測しながら、糖
質と糖類の違いを正しく理解します。
日５月２１日㈮午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定８人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム

申①５月５日まで②４月１6日正午～５
月１6日に、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５6５6）またはイベシスコード
①２１０４１４Ａ②２１０４１6Ｅ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２２日まで②５月
9日までに併せて申し込みを。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

銅 版 画 一 日 教 室 
（ ド ラ イ ポ イ ン ト ）
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日５月２８日㈮、２9日㈯、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各８人（抽選、結果は５月１４日ごろ
郵送）
費３０００円
申５月１０日までにイベントダイヤル
（☎☎７２４・５6５6）またはイベシスコ

ード２１０４１３Ｈへ。
問同館☎☎７２6・２８８9
保育付き～家庭教育支援学級

わ く わ く マ マ
　心理学の専門家を講師に迎え、子
どもの育ちや親子で楽しく過ごせる
遊びを、仲間と一緒に学びます。
対市内在住の、年間を通して受講で
きる子育て中の方
日５月２５日、6月８日、２２日、７月6日、
9月７日以降隔週火曜日（２０２２年２
月２２日まで）、午前１０時～正午、全
１５回
場生涯学習センター
講和光大学現代人間学部心理教育学
科准教授・後藤紀子氏
定保育付き＝１6人、保育無し＝５人
／申し込み順
※材料費等の実費がかかる場合があ
ります。
申４月１6日午前9時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（５月１
日時点で８か月以上未就学児）は併
せて申し込みを。

問同センター☎☎７２８・００７１
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日５月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「あんもちみっつ」（脚本／水谷章
三、画／宮本忠夫）「ひゃくまんびき
のねこ」（原作／ガァグ、脚本／高橋
五山、絵／川本哲夫）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
定４０人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、定員制となります。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は４月１５日午前9
時から電話で同館（☎☎７３9・３４２０）
へ。
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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、またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６

【子どものための日本舞踊
教室】
対市内在住、在勤、在学の全回参加で
きる小学生～１８歳の方日５月１９日、
６月１６日、７月７日、９月８日、１０月１３
日、１１月１０日、いずれも水曜日午後
５時～６時３０分、全６回場ひなた村和
室内浴衣を着て半幅帯を結び、所作
や踊りを体験して日本文化に触れる
講尾上流師範・尾上菊右佐氏定５人
（申し込み順）費１回３００円申４月１７
日午前１０時から電話でひなた村へ
／その他の講座やワークショップに
ついては、子ども創造キャンパスひ
なた村ホームページをご覧ください

●大地沢青少年センター☎☎７８２・３８００
【親子陶芸教室】
　お皿やマグカップを作ります対市
内在住、在学で、陶芸初心者の小学生
と同居の家族日５月３０日、６月２７日、
いずれも日曜日午前１０時～午後０時
３０分場同センター内１日目＝粘土を
成形、２日目＝絵付け定５組（付添人
を含めて１組４人以内、抽選）／結果
は５月１５日ごろ発送します費１人
６００円申ハガキに「親子陶芸教室申
込」と書き、参加者全員の住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・年齢（学年）・
送迎バス利用の有無を明記し、５月
１０日まで（必着）に大地沢青少年セ
ンター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１

【フラダンススクール】
日５月１３日～７月２２日の木曜日（５
月２７日、６月３日、７月１日を除く）、午
後３時～４時、全８回定１５人（抽選）費
６４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、４月２９日まで（必着）に同プ
ールへ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１

【バレーボール教室】
対①小学３～６年生②中学生女子日５
月１１日～７月１３日の火曜日、①午後
６時～７時３０分②午後７時３０分～９
時、各全１０回定各２８人（申し込み
順）費１回２０００円申４月１９日から電
話で同館へ
●野津田公園☎☎７３６・３１３１

【パークヨガ～園内屋外を 
利用したヨガ教室】
対２０歳以上の方日５月１２日～７月
２８日の水曜日、午前１０時３０分～正
午、全１２回講全米ヨガアライアンス
２００Ｈ認定講師・河本真由子氏定３０
人（申し込み順）費７２００円（保険料
込み）申４月１５日午前９時から電話
で同公園へ（受付時間＝午前９時～
午後５時）
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０

【フローヨガ】
対１６歳以上の方日毎週水
曜日、午後７時４０分～８時４０分定各

１２人（申し込み順）費９９０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）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５

【①お茶摘み体験】
　摘んだ茶葉で作った新茶は後日お
渡しします日５月１日㈯午前９時３０
分～正午、午前１１時３０分～午後２時
（小雨実施、荒天時は翌日に順延）定
各３０人（申し込み順）費１２００円（茶
摘み料、昼食代、参加記念品）

【②新緑の小野路をめぐるツアー】
　「まちだ観光案内人」のガイドで、
小野路の自然・歴史を学びます日５
月１４日㈮午前９時３０分～午後３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）

【③小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
　小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２５日㈫午前１０時３０分～午後３
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、資料代、昼食代）

◇
申①４月２０日正午～２７日②４月２７
日正午～５月１１日③４月２８日正午～
５月２０日に、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
① ２ １ ０ ４ ２ ０ Ｂ② ２ １ ０ ４ ２ ７ Ｂ③
２１０４２８Ｂへ

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。

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、「フォトプレー
ト」を予定しています。
日５月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
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）。
【テント張り体験会Ⅰ】
　家族ごとに、一般的なドームテン
トを建てる体験をします。
対テント泊未経験の家族
日５月１５日㈯午前１０時～正午（雨天
実施）
定５組（申し込み順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、同居の家族単位での申し込みに
限ります。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

◇
場同センター
申４月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ。

ＹｏｕＴｕｂｅで公開します

まちだすいとんレシピ
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

　まちだすいとんとは、小野路町
の農家が昔から食べていたすいと
んを保健予防課と町田地域活動栄
養士会がレシピにおこしたもので
す。
　中力粉を使ったモチモチの生地
と、しっかり炒めた野菜の風味が

特徴で、普通のすいとんとはひと
味違います。
　レシピ等の詳細は、
右記二次元バーコード
からご覧いただけま
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
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

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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
４月
１５日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６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
１７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

１８日㈰

午前９時～午後５時 内科
さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６
増子クリニック（能ヶ谷７-１１-５） ☎☎７３５・１４９９
こじま内科（小山町３２４５-１） ☎☎７７０・２５１３

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

１９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
２０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
２１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２２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
２３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
２４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

２５日㈰

午前９時～午後５時
内科
小児科

佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎☎７１０・２２５１
小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎☎７２５・８４１１

内科 Dr.はん診療所（図師町１７８２） ☎☎７８９・７２７０

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

２６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
２７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
２８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

２９日㈷

午前９時～午後５時 内科
いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３） ☎☎７０６・２６３０
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６）☎☎７３５・５６６７
おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎☎８６０・０３２６

午前９時～翌朝９時
内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

外科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８
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 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
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　まん延防止等重点措置の適用により、施設の貸出方法が
変更になる場合があります。最新の情報は町田市ホームペ
ージで確認してください。
※この記事の内容は４月８日現在の情報です。

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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）
返03・5388・1396（電話での相談が難しい方）

　国からのワクチン供給量等により内容が変更になる場合があります。
　最新の情報は上記新型コロナワクチン接種相談コールセンターにお問い合わせください。

　ご案内には次のお知らせが入っています。
①接種券
②接種のお知らせ（予約方法を記載）
③実施場所一覧表
④ワクチン接種の説明書
⑤予診票（記入例も同封）

新型コロナウイルス
感染症特設ページ

新型コロナウイルス
ワクチン接種特設ページ

　ご案内に同封されている②接
種のお知らせのチラシの手順に
沿って接種日を予約します。
　インターネットまたは電話か
ら予約可能になる予定です。

①受付で予約確認
接種券と予診票の確認と
検温実施

④ワクチン接種
肩に接種

②予診票確認
予診票の記載内容の確認

⑤接種済証交付
接種券に接種済証シールを
貼付

③医師による予診
医師が予診票・お薬手帳を元に予診

⑥経過観察
接種後15分程度待機。体調
に変化がないか経過観察

新型コロナワクチン接種情報

接種会場での流れ

接種のご案内は全員に郵送します。
接種の予約方法は同封書類を確認し
てください。

65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）
接種券発送予定＝5月中旬
接種開始予定＝6月から

16歳以上64歳以下の方
　６5歳以上の方のワクチン接種状況を踏まえ、
順次接種券を発送し、接種を開始する予定です。

●事前準備●

●接種日当日● 接種会場にお越しの際は、３密を避けるため予約時間通りにおいでください。また接種の際、肩を出しやすい服装でおいでください。

市の施設の利用に関するお知らせ

症状がある方の相談窓口

接種・接種券等に関するお問い合わせは
新型コロナワクチン接種相談コールセンター ☎☎７32・3563

ワクチン接種のご案内を郵送します

・接種券　・予診票　
・お薬手帳（お持ちの方）
・本人確認書類（運転免
許証、健康保険証等）

※本人確認書類について
は、提示を求めることが
あります。

持ち物

接種日の予約

　お手元にご案内
が届きましたら、
同封の⑤予診票を
記入します。

予診票の記入

慣れない日常で ウイルスを引き寄せないために
　引き続き不要不急の外出を避けるなど、１日
も早い感染拡大収束にご協力をお願いします。

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。

接種スケジュール(4月9日現在）

接種までの流れ

市内累計感染者数　2249人（4月8日現在）
市内累計退院者数　2080人（4月4日現在）

　これからの季節は、マスク着用で熱がこもり、体温調節もしづらくな
り熱中症のリスクが高まります。マスクの着用方法を工夫して、感染症
と熱中症の両方を予防しましょう。

○気温が高い時は、人との距離を十分取れる場合マスクを外しましょう。
○マスク着用時は激しい運動はさけましょう。
○のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
○室内ではエアコン使用中もこまめに換気しましょう。
○�暑さに備えた体づくり（暑熱順化）も効果的です。暑くなり始めの頃
から適度な運動を心がけましょう。

問健康推進課☎☎724・4236
熱中症予防 新型コロナウイルス感染防止

接
種
終
了

スタート新 生 活

ワクチンの効果などを▶
動画でご案内中

12 2021．４．15 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。


