
人口と世帯（外国人含む） 2021年４月1日現在人口 ： 429,645人（ 男：210,121人・女：219,524人）（前月より580人増） ／ 世帯 ： 201,449世帯（前月より995世帯増）

5月11日まで緊急事態宣言発出中

第1955号

2021年 
5/1

（令和３年）

号

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

新型コロナ
ウイルス
関連情報→

市内累計感染者数
2380人(4月25日現在)
市内累計退院者数

2085人(4月18日現在)

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

町田市
ホームページ

　市内にお住まいのAさんは、コロナ禍で離職をよぎなくされました。
家賃の支払いに困っています。そこで、生活援護課に相談しました。

　市内で建物を賃借し飲食店を営んでいるCさんは、コロナ禍での
影響により、お客さんが途絶え、売り上げが激減してしまいました。
そこで、産業政策課に相談しました。

会社経営をしているDさんは、コロナ禍で受注件数が減り、資金
繰りが大変厳しい状況です。そこで、産業政策課に相談しました。

　今年、80歳になるBさんは、コロナ禍で外出自粛が続き、これからの
生活に不安を感じています。そこで、福祉総務課に相談しました。

　Aさん「今、仕事を探していますが、住んでいるところの家賃がこ
のまま支払えるか、少し心配です」
　職員「住居確保給付金があります。離職等により住宅を失った、も
しくは失う恐れのある方に対して、支給要件を満たせば賃貸住宅の
家賃を一定期間支給します」

　Cさん「この状況では、資金繰りが厳しいです」
　職員「町田市中小企業者家賃補助事業［第３弾］として要件を満たす
方に家賃の一部を補助します」

　Bさん「子どもたちも遠くで暮らしているし、こんな時に、誰に相
談すればいいのか」
　職員「身近な相談相手として、民生委員・児童委員がいます。高齢で
の暮らしや医療・介護に関する相談、子育ての心配ごとなど、福祉に
関するさまざまな相談に応じ関係機関につないでいます」

Dさん「市の制度で、より有利な融資はありますか」
職員「市の融資制度の中に緊急資金があります。コロナ禍で影響

を受けた中小企業者も対象としています。売上が5％以上減少して
いる場合、利子の全額補助により実質無利子になります」

　詳しくは、　　　　　　　    　 　　　へ 
 問 生活援護課☎☎724・4013

　詳しくは、２面を参照
　 問 産業政策課☎☎724・1136

　詳しくは、４面掲載「５月12日は民生委員・児童委員の日」記事を参照
 問 福祉総務課☎☎724・2537

詳しくは、　　　  　　　　　　  へ
　　 問 産業政策課☎☎724・2129

一人で抱え込まず、すぐに相談を

65歳以上の方（昭和3２年4月１日以前に生まれた方）に、5月１5日（土）までにお手元に届くよう、接種券を郵送します
新型コロナワクチン接種情報

症状がある方の相談窓口

長引くコロナ禍で
下記のような相談が増えています。

市では、下記のような制度を紹介しています。詳細は、町田市ホームページをご覧いただくか、各担当課へお問い合わせください。

個人の方 事業者の方
ケース１ ケース１

ケース２
ケース２

新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎732・3563

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター 0120・761770
接種券がお手元に届いた方は、同封の予診票に記入をお願いします。
接種予約開始日 5月17日（月）午前8時30分
接種開始予定日 5月20日（木）
接種の予約は、インターネットまたは電話から予約できます。
※ 詳細は、接種券に同封する書類をご確認

ください。
※ 16歳以上64歳以下の方の接種券は、7月

中に発送予定です。

全7会場で集団接種訓練を実施しました
シルバー人材センター、まちだサポ
ーターズの皆さんの協力を得て、4
月12〜27日に、
ワクチン接種の
訓練を実施しま
した。 ※この記事の内容は4月26日現在の情報です。

接種の流れなど動画でご案
内中⇒

新型コロナウイルスワクチ
ン接種特設ページ⇒
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　返03・5388・1396（電話での相談が難しい方）

●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）

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。
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　現在、全国的にこれまでより感染力が強い変異株が急
激に増えており、感染拡大のペースが速まっています。
　町田市においても、横ばいであった感染者数は増加
に転じています。
　このような状況から、国は、4月2３日に東京都をはじ
めとする4都府県に対し、4月2５日から5月11日まで、緊
急事態宣言を発出しました。
　町田市でも、感染拡大防止のため、施設利用は原則と
して休止するとともに、小・中学校につきましては、部活
動は中止、校外学習なども延期または中止することにい
たしました。
　新型コロナ感染症は、一人ひとりが感染予防に努め

るとともに、広域的に取り組まなくては、抑えることが
できません。このゴールデンウイーク期間が、感染を抑
制できるかどうかの、大きな山場です。
　不要不急の外出や、飲酒を伴う会食など、感染リスクの
高い行動を控え、手洗いやマスクの着用といった、基本的
な感染予防の徹底をお願いいたします。
　市民の皆さまにおかれましては、新型コロナ感染症
に伴う、長期間にわたる自粛等により、大変な毎日をお
過ごしのことと思いますが、ぜひ、引き続き粘り強く感
染予防対策に努めていただきたいと思います。
　市民みんなで力を合わせて、この難局を乗り切りま
しょう。

市民の皆さまへ 町田市長　石阪丈一「緊急事態宣言」発出に伴うメッセージ

コロナ禍で外出自粛を強いられ、
足腰が衰えてしまった。

この他の支援制度や給付金制度は2面で掲載

検索住居確保給付金市HP

検索緊急資金市HP

コロナ禍で収入が減り、
生活が困難になった。

コロナが影響し、
解雇や雇い止めを受けた。

新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせは（多言語対応可）
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［第２弾］いこいこ町田！
PayPay使って“うふふ”な買い物

最大20％戻ってくるキャンペーン参加店舗募集！

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

町田市中小企業者家賃補助事業［第3弾］の申請受付を5月6日から開始します

町田市デリバリー・テイクアウト支援給付金
～飲食事業者応援事業

まちだを元気にする！支援制度やサービスのご案内

　5月11日まで、緊急事態宣言が発出されました。都県をま
たぐ不要不急の外出や、大人数での会食など、感染リスクの
高い行動を控え、手洗いやマスクの着用といった、基本的な
感染予防の徹底が求められています。
　また、市の施設の利用にも制限があります（7面に関連情
報あり）。詳細は町田市ホームページをご覧いただくか、担
当課へお問い合わせください。

6月1日から30日までの1か月間、市内のPayPay対象加盟店
で、PayPayで支払いをした場合に、最大20％（上限3000円相
当/期間）のポイント（PayPayボーナス）を付与するキャンペー
ンを実施します。実施にあたり、キャンペーンに参加する店舗を
募集します。
※6月1日からキャンペーンに参加するには、5月13日までにPay
Payの導入手続き完了および審査可決する必要があります。

〈PayPayの店舗への新規導入について〉
　PayPay町田市専用ダイヤル（ 0120・936・220、受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前11時～午後6時）
※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よる影響が長期化する中で、子
育てに対する負担の増加や収入の減少等を支援するため、給付
金を児童1人につき5万円支給します。
対次のいずれかに該当する方　
　①令和3年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方
　�②公的年金等を受給していることにより、令和3年４月分の児
童扶養手当を受けていない方（児童扶養手当に係る支給制限
限度額を下回る方に限る）
　�③平成15年４月2日以降に生まれた（一定の障がいがある場合
は20歳の誕生日の前月までの）児童を監護養育されているひ
とり親世帯等で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ水準となっている方

申上記①の方は、申請不要（給付を希望しない方は、届出が必要）で、
児童扶養手当支給口座へ振り込みます。上記②③の方は、申請書を
郵送で子ども総務課（〒19４−8520、森野2−2−22）へ。
※申請書は、町田市ホームページでダウンロードできます。

　1月8日〜3月21日まで発出された新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言による影響で、売上が減少している市内事業者を支援す
るため、中小企業者家賃補助の第3弾を実施します。1事業所あたり
2021年1月〜3月のうち、1か月分の家賃の2分の1（千円未満切り
捨て）を、20万円を上限に補助します。 
対次のすべての要件を満たす事業者　①市内に事業所を有する中
小企業者（本店所在地が市外でも申請可）②市内に事業用の建物を
賃借し、生産や販売、サービス提供等を行っている③2021年1月
～3月のいずれか1か月の売上高が、前年または前々年の同月売上
高と比較して、15％以上減少している④今後も町田市内で事業継
続の意向がある

申申請書類一式（町田市ホームページでダウンロード）をそろえ、
5月6日～6月30日（消印有効）に郵送で町田市中小企業者家賃補
助担当（〒19４−8520、森野2−2−22）へ。　
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請は原則郵送
ですが、事前予約による窓口での相談・申請も可能です。事前予約
・相談は、町田市中小企業者家賃補助担当にお問い合わせくださ
い。また、提出いただいた書類は返却できません。郵送は簡易書留
等郵送物の追跡ができる方法をおすすめします。
※昨年度に実施した第2弾を交付した事業者には、市から個別に
申請書類を送付します。
※申請方法等の詳細は町田市ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている、市内の
飲食事業者を支援するため、飲食物のデリバリーやテイクアウ
トを実施している飲食事業者に対し、1店舗あたり一律で5万
円を支給します。
対以下の要件をすべて満たす飲食事業者
　①中小企業者であること
　②市内に店舗があること
　�③市内の店舗において、飲食店営業または喫茶店営業の許
可を受けていること
　④市内の店舗内に飲食スペースがあること
　�⑤5月1日（土）～6月30日（水）の間に、市内の店舗において
飲食物のデリバリーまたはテイクアウトを実施し、今後も
継続する意思があること
　⑥市税を完納していること
申申請書（町田市ホームページでダウンロード）及び必要書類
を作成し、5月6日～7月30日（消印有効）に郵送で産業政策課
（〒19４−8520、森野2−2−22）へ。
※詳細は、町田市ホームページをご覧ください。

問 子ども総務課☎☎724・2143

問 店舗への新規導入に関すること＝PayPay町田市専用
ダイヤル 0120・936・220、本事業に関すること＝町
田市産業政策課☎☎794・7307

問 町田市中小企業者家賃補助担当（産業政策課内）☎☎724・1136

問 デリバリー等支援担当（産業政策課内）☎☎794・7345

生理用品等の無料配布をしています

　コロナ禍における生活困窮者への支援のため、生理用品等
を無料で配布しています。配布を希望される方は、窓口に置い
てあるミモザカードか、スマートフォン等でミモザカードを
撮り、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）
※今後、配布場所は増える予定です。詳
細は町田市ホームページをご覧ください。
配布物生理用品、梅がゆ、水、ビスケット

問 生活援護課☎☎724・4013

ミモザカード
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健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日６月２日㈬午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定２０人（申し込み順）
申５月２６日までに、イベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
市有財産活用課

会 計 年 度 任 用 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は町
田市ホームページでダウ
ンロードできます。
対大型自動車運転免許を有する方
任用期間７月１日～９月３０日
勤務時間午前８時２０分～午後４時５０
分
勤務場所市有財産活用課（市庁舎地
下１階）
募集人数１人
報酬月額１８万６０００円
選考書類、面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、５月１４日まで（必着）に、直
接または郵送で市有財産活用課（市
庁舎地下１階）へ。
問市有財産活用課☎☎７２４・２１１２

お知らせお知らせ
南大谷、東玉川学園三丁目・四丁目で

住所整理の検討をはじめます
　市では、住所を分かりやすくする
ため、住所整理事業を行っています。
今年度から、南大谷、東玉川学園三丁
目・四丁目において、事業の検討をは
じめます。

【資料の全戸配布の実施】
　５月から、事業の概要などについ
て、対象地域に資料を配布します。
問土地利用調整課☎☎７２４・４２５４
受け付けます

就 学 相 談 会
　町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（８月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
　開催日時のうち、ご都合の良い時
間帯においでください。いずれの日
も都合が悪い場合は、教育センター
へご連絡ください。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害
者手帳のある方はお持ちください。
受け付けの際は保護者と面談を行い
ます。受け付けには３０分～１時間程
度かかります。
※中学校進学の相談は、在学の小学
校を通じて受け付けます。また、私立
小学校等に在学し、都立特別支援学
校または町田市立中学校の特別支援
学級へ進学をお考えの方は、同セン
ター就学相談担当へお問い合わせく
ださい。
対２０２２年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの

保護者
日６月１６日㈬、１７日㈭、１８日㈮、２１
日㈪、２２日㈫、２３日㈬、７月５日㈪、６
日㈫、午前９時～１１時３０分、午後１時
３０分～４時
場同センター１号館２階研修室

【事前説明会を開催します】
　参加は任意です。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０２２年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月１０日㈭、１２日㈯、午前１０時～
正午
場同センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類等の説明
定１００人程度（先着順）

◇
問同センター☎☎７９３・３０５７
会社やお店の広告を載せてみません
か
「 資 源 と ご み の 収 集 
カ レ ン ダ ー」広 告 募 集
　同カレンダーは、毎年９月ごろに
市内全戸に約１９万部を配布してい
るほか、市内転入者や転居者、希望者

にも配布しています。会社やお店の
宣伝にご利用ください。
　掲載できる広告の制限等がありま
す。詳細はお問い合わせください。
対市内または近隣市に事業所を有す
る事業主
費１枠５万円（縦３㎝×横１１㎝）
募集枠数２３枠（３枠まで申し込み可）
市内の事業者を優先のうえ、抽選です。
募集期間６月５日まで
問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１
赤十字の活動にご協力ください

５月は赤十字運動月間です
　日本赤十字社は、皆さんの善意に
よって支えられた活動資金により、
国内外における災害や紛争による被
災者への救援活動や献血の推進な
ど、生命と健康を守るための活動を
行っています。
　赤十字運動月間にあたり、町内会
・自治会の方が、赤十字の協賛委員
として皆さんのご自宅を訪問させて
いただき、活動資金のご協力のお願
いに伺う場合があります。ご理解ご
協力をお願いします。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

２0２1年度　 町田市成人健康診査・がん検診等のご案内
問40歳以上の町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方の健康診査=保険年金課☎☎724・4027／生活保
護等受給者・18～39歳で職場や学校で受診機会がない方の健康診査・がん検診等＝健康推進課☎☎725・5178

成人健康診査 がん検診等

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

町田市教育委
員会定例会

５月７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

町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

５月１７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

町田市廃棄物
減量等推進審
議会

５月１７日㈪午後
６時３０分～８時
３０分

市庁舎２階会
議室２－１

２人
（申し込み順）

５月１４日までに電話で環境
政策課（☎☎７２４・４３７９）へ

町田市街づく
り審査会

５月２６日㈬午前
１０時～正午

市庁舎５階会
議室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎☎７２４・４２６７）へ

健診・検診名 対象（２０２２年３月３１日時点の年齢） 受診期間/通知 健（検）診内容 自己負担額（注１）

成人健康診査

〇４０～７４歳の町田市国民健康保険
加入者
〇後期高齢者医療制度加入者
〇４０歳以上の生活保護等受給者
※４０歳以上で上記対象以外の方は、
ご自身が加入している医療保険者に
お問い合わせください。

以下日程で受診券を送付します。
　〇４月～７月生まれの方＝５月２８日
　〇８月～１１月生まれの方＝７月２６日
　〇１２月～３月生まれの方＝９月２４日
※受診券の有効期限内にお受けください。
※２０２１年度中（４月１日から翌年３月３１日）に７５歳になる
方は、受診券送付時期が上記と異なる場合があります。
※年度途中で転入・健康保険を変更された対象の方は、
担当課へご連絡ください。受診券を送付します。

問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、身
体診察（聴診等）、血圧測定、尿検査（尿糖・
尿蛋

たん

白
ぱく

）、血液検査（ＨＤＬコレステロール・Ｌ
ＤＬコレステロール・中性脂肪・血糖値・Ｈｂ
Ａ１ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
※腎機能検査、貧血検査、心電図検査、眼底
検査、胸部エックス線検査は医師の判断に
より行います（６５歳以上の方は、結核健診
として、胸部エックス線検査を原則実施）。
※４０歳以上で在宅の寝たきりの方は訪問
健診が可能です。

５００円

１８～３９歳で町田市に住民票があ
り、健康診査を受ける機会のない方 ２０２２年３月３１日まで

受診券はありません。
直接、実施医療機関にお
申し込みください。

肝炎ウイルス検診 同時
（Ｂ型・Ｃ型）

４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検
査を受けたことのない方 ２０２２年３月３１日まで 問診、血液検査（ＨＢｓ抗原検査・ＨＣＶ抗体検

査） 無料

胃がんリスク検診 同時
（ＡＢＣ検診）

３０歳以上で過去に胃がんリスク検
診を受けたことのない方 ５月２８日～２０２２年２月２８日 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗

体、血清ペプシノゲン） ８００円

大腸がん検診 同時 ４０歳以上の方 ５月２８日～２０２２年２月２８日 問診、免疫便潜血検査２日法 通常８００円（同時実
施は５００円〔注２〕）

乳がん検診 ４０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２２年３月３１日まで 問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査） ２０００円
子宮頸

けい

がん検診 ２０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２２年３月３１日まで 問診、視診、内診、細胞診 １０００円
同時印の検診は、多くの医療機関で、複数の検診や成人健康診査と同時に受けられます。
（注１）自己負担金が免除となる方
　下記の項目①～③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証書を提示した方（受診後の申請不可）
　①２０２０年度住民税非課税世帯の方＝「町田市成人健康診査受診券」または「自己負担金免除申請審査結果通知書（事前に申請が必要）」
　②生活保護受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または「保護受給証明書」
　③中国残留邦人等支援給付受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または「中国残留邦人等支援給付受給証明書」
※胃がんリスク検診は、②③の方及び年度末（２０２２年３月３１日）時点で３０歳・４０歳の方のみ自己負担金免除となります。
（注２）同時実施とは、「町田市成人健康診査」またはその他の保険者等が実施する「特定健康診査」に相当する健康診断と、大腸がん検診の問診を同時に受けることです。
（注３）昨年度受けることができなかった奇数年齢の方は、「町田市がん検診特例措置」の申請により、受けることができます。

　町田市に住民票がある方は、ご加入の健康保険や、勤務先・学校・人間ドック等で受診の機会のない健診・検診を、実施期間内に１回受けられます。肝炎ウ
イルス検診・胃がんリスク検診は、過去に受けたことがない方が対象で、１回のみの検診です。
　実施医療機関、町田市がん検診特例措置、自己負担金免除等については、町田市ホームページや各市民センター等に設置している案内チラシをご確認く
ださい。市役所代表（☎☎７２２・３１１１）でもご案内しています。
○申込方法　
　事前に実施医療機関へお問い合わせください。受診券は必要ありません（４０歳以上の成人健康診査を除く）。
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お知らせお知らせ
今年も開催！
市民協働フェスティバル�
「 ま ち カ フ ェ ！ 」
　市内を中心に活躍するＮＰＯ法人、
市民活動団体などが一堂に集うイベ
ント、市民協働フェスティバル「まち
カフェ！」を、１１月下旬～１２月に開
催します。会場を市庁舎・市内で分散
し、オンラインでも開催予定です。企
画・運営は、参加団体と企画・運営ボ
ランティアが参加する実行委員会が
主体となって進めます。
　「まちカフェ！」に出展する団体、
企画・運営ボランティア、イベントを
支える協賛団体を募集しています。
不明な点は、お問い合わせください。
申団体名（団体として参加する場合）
・氏名・電話番号・Ｅメールアドレス

を明示し、電話またはＥメールで５月
１４日までに「まちカフェ！」実行委員
会事務局〔町田市地域活動サポート
オフィス内〕（☎☎７８５・４８７１遍ｉｎｆｏ＠
ｍａｃｈｉｄａ－ｓｕｐｐｏｒｔ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２
大地沢青少年センター
１１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５月１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。
※１１月２日、４日、９日、１６日、２４日、
３０日は利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村
１１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５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。
※１１月９日、１０日、１３日は利用でき
ません。

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

町田新産業創造センター　創業・起
業に関する
相談会・オンラインセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
　専門家が創業をサポートします。
日５月１５日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　創業に必要な知識の習得を目的と
したＺｏｏｍミーティングでのオン
ラインセミナーです。
日①５月１３日㈭午後２時～３時②５月
１３日㈭午後３時１５分～４時１５分③５
月２６日㈬午後２時～３時④５月２６日
㈬午後３時１５分～４時１５分
内①経営～補助金にも活用できる！
０からわかる事業計画②財務～徹底
攻略！収支計画　和菓子屋を黒字化
できるか？（収支計画の作成が初め
ての方の参加も可）③人材育成～怒
りで失敗しない！経営者のためのア
ンガーマネジメント④販路開拓～０
から始めるＷｅｂサイト　知らない
とマズイ！サイトの基本とよくある
トラブル（ＩＴ初心者向け）
講①クレドパートナー・岡田勇雄氏
②（株）ウィルパートナーズ・辺見香
織氏③こころサロン創・佐瀬りさ氏
④（株）ウィルパートナーズ・馬場郁
夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後
５時までに、同センター
ホームページで申し込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ

福祉に関する身近な相談相手

５月１２日は民生委員・児童委員の日
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

市民税・都民税課税（非課税）証明書を発行します
問市民税課☎☎７２４・２８７４

　２０２１年度の納税通知書・税額通
知書を右表のとおり発送します。納
期限までに納付をお願いします。
※納税通知書到着後から１週間程度
は、窓口が大変混み合いますのでご
注意ください。
問個人の市・都民税について＝市民
税課☎☎７２４・２１１４、２１１５、法人市民
税について＝市民税課☎☎７２４・
３２７９、軽自動車税について＝市民
税課☎☎７２４・２１１３、固定資産税・都
市計画税について＝資産税課☎☎７２４
・２１１６（土地）、２１１８（家屋）、２１１９
（償却資産）、口座振替について＝納
税課☎☎７２４・２１２１

　民生委員は、厚生労働大臣から
委嘱された非常勤の地方公務員
で、任期は３年です。児童委員を兼
ねていて、地域に暮らす身近な相
談相手として、高齢での暮らしや
健康に関する不安、ご自身や家族
の医療・介護に関する相談、子育て
の心配ごとなど、福祉に関するさ
まざまな相談に応じています。
　また、市の関係窓口や社会福祉
協議会、児童相談所などの関係機
関と連携し、相談内容に応じて、適
切な福祉サービスが受けられるよ
う「地域の方々と行政を繋

つな

ぐパイ

プ役」としても活動しており、子ど
もの問題を専門に担当する主任児
童委員も活動しています。
　民生委員・児童委員には法律に
より守秘義務が課されており、活
動上で知った個人のプライバシー
は厳守します。守秘義務は委員を
退任した後も課されますので、安
心してご相談ください。
　民生委員・児童委員はそれぞれ
担当地域を持って活動していま
す。お住まいの地域を担当する民
生委員・児童委員は、福祉総務課に
お問い合わせください。

　次の日程で、今年度の市民税・都
民税課税（非課税）証明書を発行し
ます。
①給与から市・都民税が差し引か
れる方＝５月１８日以降
②個人で納付する額がある方＝６
月１日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的
年金に係る雑所得がある方＝６月
１４日以降
※①と②を併せて納付される方は
６月１日以降、①または②により納
付される方でも③に該当する方は
６月１４日以降の発行になります。
マイナンバーカードをお持ちの方
は、６月１４日以降にコンビニエン
スストアでの証明書自動交付サー
ビスがご利用いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、所得税確定申告の

期限が４月１５日に延期されまし
た。延期後（３月１６日以降）に申告
した場合、今回お知らせする証明
書発行開始日に申告内容の反映が
間に合わない場合があります。
発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、各市民セン
ター、各連絡所
費１通につき３００円（コンビニエ
ンスストアでの自動交付サービス
を利用の場合は１５０円）
【本人確認書類をお持ちください】
　証明書交付申請のために窓口に
来られる方は、下表の本人確認書
類をお持ちください。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ちください。

市税のお支払いが困難な方は早めのご相談を� 問納税課☎☎７２４・２１２１
　災害や病気等やむを得ない理由（新型コロナウイルス感染症の影響による相当の収入減少を
含む）で市税の支払いが困難な方には、事情に応じた納税相談を実施しています。納税通知書が
届きましたら、お早めにご相談ください。

スマホで！ 自宅で！ 簡単納付！� 問納税課☎☎７２４・２１２１
　スマートフォンを利用してキャッシュレスで市税の納付がで
きます。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。

個人の市･都民税 法人市民税 軽自動車税（種別割） 固定資産税・都市計画税

発送日

6月１日
・65歳以上の公的年金所得のあ
る方＝6月１４日
・給与差し引きの方＝5月１8日
に税額通知書を勤務先へ送付

－ 5月１１日（※３） ４月３0日（※5）

納期限 第１期納期限＝6月３0日 － 5月３１日 第１期納期限＝5月３１日

減免制度
（※１）

①生活保護法の規定による保護
を受けている方
②災害で住宅や家財に損害を受
けた方　等

収益事業を行
っていない公
益社団法人及
び公益財団法
人等（※２）

身体や精神に障がい
のある方が使用する
軽自動車等で、障がい
の程度が一定の要件
に該当する場合（※４）

①集会所や福祉施設、また一般に開放された遊び
場や公園等、公益のために専用する固定資産（有料
で利用するものは除く）
②災害等により価値を著しく減じられた固定資産
③生活保護法により生活扶助を受けている方など
の固定資産

※１　各税目の納期限までに申請が必要です。申請を希望する方は納付前にご相談ください。
※２　該当すると思われる法人には、個別にご案内します。
※３　5月１8日までに届かない場合は、市民税課諸税証明係（☎☎７２４・２１１３）へご連絡ください。
※４　�減免可能な台数は、普通自動車、軽自動車、二輪車及び原動機付自転車等を含めて、いずれか１台限りです。� �

福祉事業に専用する車両等についても、減免となる場合があります。手続きに関する詳細は、町田市ホームページをご覧ください。
※5　5月１３日までに届かない場合は、資産税課管理係（☎☎７２４・２5３0）へご連絡ください。

本人確認書類　（①は１点、②は２点、または②１点＋③１点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カー
ド（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード(写真無し)、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付され
る仮証明書や引換書類、本人宛て納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど
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催し・講座催し・講座
成 年 後 見 制 度 講 演 会

【上映会「ぼけますから、よろしくお
願いします　認知症と成年後見制
度、自分の意思ののこし方」】
　映画を通して認知症について考
え、成年後見人等の役割や制度につ
いて学びます。また、エンディングノ
ート等の活用方法も紹介します。
※講演会は２部制（第１部＝上映会、
第２部＝制度学習等）です。第１部に
は手話通訳、要約筆記・字幕はつきま
せん。
日６月１２日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講（公社）成年後見支援センター ヒ
ルフェ行政書士・寺田康子氏
定８６人（申し込み順・座席指定制）
※参加者には５月２４日以降に申込代
表者の住所に座席番号等の通知を送
付します。
申ハガキに参加希望者の住所・氏名
・電話番号、必要に応じて車いす席
の利用、手話通訳・要約筆記の利用希
望を明記し、（社福）町田市社会福祉
協議会福祉サポートまちだ講演会担
当宛て（〒１９４－００１３、原町田４－９
－８、町田市民フォーラ
ム４階）へ（右記二次元バ
ーコードまたは同協議会
ホームページで申し込みも可）。
※申込代表者１人につき、他２人まで
申し込みできます。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

第５期市民後見人育成研修
　①市民後見人養成コース②サポー
ターコース③聴講コースがあります。
　受講方法は通学のほか、研修会場
をオンラインでつないで受講する方
法と、後日配信される動画を見て受
講する動画配信の方法があります。
　参加希望者は事前に資料をご確認
ください。資料は（社福）町田市社会
福祉協議会ホームページ
（右記二次元バーコード）
で公開しているほか、同
協議会福祉サポートまちだ（町田市
民フォーラム４階）の窓口でも配布し
ています。
※詳細は、同協議会ホームページを
ご覧いただくか、福祉サポートまち
だ（☎☎７２０・９４６１）へお問い合わせ
ください。
対市民後見人として町田市で登録し、
活動を希望する方、成年後見制度に
興味関心のある方
定６０人（申し込み順）

申①５月１０日午前９時～６月４日②③
５月１２日午前９時～６月４日に、直接、
郵送またはＦＡＸで同協議会（〒１９４
－００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム４階）へ（同協議会ホーム
ページで申し込みも可）。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

ダンボールコンポスト講習会
　参加者には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。
※過去にこの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５月２４日㈪、２６日㈬、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
講（一財）まちだエコライフ推進公社
定各１４人（申し込み順）
申５月１１日正午～１６日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０５１１Ｃへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
かしの木山自然公園

自 然 観 察 会
【青葉の頃の生きもの】
日５月１６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

米 作 り 農 業 体 験
　農業委員の指導で、もち米の苗を
植え、育て、収穫し、最後にのし餅を
作ります。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の方（小学生は親子で参加し、中
学生以上の方は１人での参加も可）
日①田植え＝５月３０日㈰午前９時か
ら②草取り＝７月３日㈯午前９時から
③稲刈り＝９月２５日㈯午前９時から
④脱穀等＝１０月２３日㈯午前９時か
ら⑤収穫祭＝１１月２８日㈰午前１０時
から、全５回（雨天実施）
場①～④忠生公園⑤七国山ファーマ
ーズセンター
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月７日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問農業委員会事務局☎☎７２４・２１６９

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日６月１９日㈯午後１時～４時

場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定２０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申５月１１日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０５１１Ｂへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
日５月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「飯島敏
宏」／おはなし＝「九百九十九枚の金
貨」（トルコの昔話）、「みょうが宿」
（日本の民話）、「山のグートブラン
ト」（アルプス地方の昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
定５０人（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０

もっと図書館を使ってみよう！
　ことぶき大学「まちだ探

たん

・探
たん

ゼミナ
ール」の受講生と合同で行います。

【図書館入門講座】
日６月３日㈭午後４時３０分～６時３０分
内中央図書館の書架や書庫を案内す
る館内見学ツアー、館内資料の並び
方や検索パソコンの使い方を説明

【調べもの講座】
日６月１７日㈭午後４時３０分～６時３０
分
内中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介

◇
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和・横浜市在住の１５歳以
上の方（中学生を除く）

場同館
定各５人（申し込み順）
申５月６日午前１０時から直接または
電話で同館４階メインカウンター
（☎☎７２８・８２２０）へ（１回の申し込み
につき２人まで）。

緊 急 事 態 宣 言 中 の 
市立図書館利用について
　５月１１日まで市立図書館は全館
休止します。ただし、資料の予約
と、予約した資料の受け取りはで
きます。詳細は町田市立図書館ホ
ームページをご覧ください。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

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５月１８日、６月１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７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５月１６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７組（申し込み順）

◇
場同センター
申５月６日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

団地をテーマにした遊団地かるた展示会を開催します
問住宅課☎☎７２４・４２６９、イベント内容について＝町田パリオ☎☎７２５・３７１０

町田の未来の子どもたちにより良い教育環境を

まちだの新たな学校づくり審議会の答申がまとまりました
問教育総務課☎☎７２４・２１７２

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「認知症カフェ（Ｄカフ
ェ）」の取り組みをオンライン（Ｚｏ
ｏｍ）で実施しています。認知症の
方や家族、認知症に関心のある方
等、お気軽にご参加ください。
対認知症の方や家族、支援者等

日５月２４日㈪、６月２２日㈫、７月１４
日㈬、午後１時～３時
参加方法ＺｏｏｍでミーティングＩ
Ｄ（８６８ １００６ ７９８４）・パスコー
ド（Ｄｃａｆｅ）を入力
し、入室（右記二次
元バーコードで入
室も可）。

　市は、市内の大規模団地の再生
と活性化に向け、団地の魅力発信
に取り組んでいます。遊団地は、
２０１８年から「団地で遊ぼう！団地
を知ろう！」をテーマに、団地の新
たな魅力をアートのイベントなど
で発信しています。今年は、地域の
学生や住民、アーティストの皆さ
んとともに町田木曽団地をテーマ
にしたオリジナルかるたを一から

作成し、でき上がった遊団地かる
たの展示会を開催します。
○ＴＳＵＴＡＹＡ町田木曽店　
日５月２２日㈯～２８日㈮
○中央図書館　
日６月８日㈫～２０日㈰
○和光大学ポプリホール鶴川　
日６月９日㈬～１５日㈫
※開催時間等の詳細は町田パリオ
ホームページをご覧ください。

　町田市教育委員会は、昨年５月
に「まちだの新たな学校づくり審
議会」を設置しました。審議会で
は、学校統廃合を含めた新たな通
学区域と、学校統廃合を行う際に
建設する新たな学校について審議
しました。４月１６日には佐藤会長
から坂本教育長へその結果が答申
されました。
　市教育委員会では、５月にこの
答申に基づき「町田市新たな学校
づくり推進計画」を決定します。

なお、答申書は町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。

  認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
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催し・講座催し・講座
和光大学共催講座

子どもを虐待から守るために
　児童虐待の問題について考えます。
日６月４日、１１日、１８日、いずれも金
曜日午後６時～８時、全３回
場生涯学習センター
内「福祉心理学の視点からケースを
通じて考える」「司法犯罪心理学の視
点からケースを通じて考える」「社会
で子どもを守り・育てるために」
講和光大学教授・菅野恵氏、熊上崇氏
定１５人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【“こころ”と“からだ”の健康学～「お
口の健康」から考える「からだの健
康」　一生元気に食べましょう】
　お口の衰えは全身の衰えにもつな
がると考えられています。健康寿命
を延ばすため、今からできるお口の
健康法を一緒に考えましょう。
日５月２７日㈭午前１０時～正午
場南市民センター
講日本歯科大学生命歯学部客員教授
・石井良昌氏
定３０人（申し込み順）
申５月２日午前９時～２０日午後５時に
電話で生涯学習センターへ。

【まちだの水とみどり入門～鶴見川
下流を豪雨氾

はん

濫
らん

からまもったのは町
田の緑】
　鶴見川源流の上流域の豊かな緑
は、下流を洪水から守るすぐれた保

水力をもっています。地形から災害の
危機を知り、温暖化豪雨時代にどう適
応したらよいか、考えてみませんか。
日５月２９日㈯午前１０時～正午
場中央図書館
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定３０人（申し込み順）
申１次受付＝５月１日正午～６日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２１０５０７Ｃへ／２次受付＝５月７
日正午～２２日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
【くらしに活きる法律～宇宙活動と
国際ルール】
　宇宙活動は、「宇宙法」と言われる
国際ルールに則

のっと

って行われていま
す。宇宙法にポイントを絞り、現実の
宇宙開発・利用と関連付けて解説し
ます。
日６月１日㈫午後６時～８時
場町田市民フォーラム
講宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）評
価・監査部長　佐藤雅彦氏
定３８人（抽選）
申５月１６日までにイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２１０４２８Ａへ。

◇
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
スマイルパーティー

スマイルママ親子ひろば
　子育て中のママが企画するひろば
です。親子で楽しい時間を過ごしま
しょう。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者
日５月１８日㈫午前１０時３０分～１１
時、午前１１時２０分～１１時５０分（各
回とも同一内容）
場生涯学習センター

内スキンシップ遊び、手遊び、パネル
シアター等
定各８組（申し込み順、入れ替え制）
申５月６日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮ください。
日・内６月１日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝心・体
の発達と病気、２日㈬、午前１０時～正
午＝子どもの食事、午後１時～３時＝
子どもの発達と遊び、４日㈮、午前９
時３０分～午後０時３０分＝普通救命
講習、午後１時３０分～３時３０分＝保
育の心
※初日に会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ちくだ
さい。
場町田商工会議所
費１５００円（普通救命講習の教材費）
申５月２４日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎☎７０３・３９９０返７３２
・３１９３）へ。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

小学校低学年の保護者向け講座
【小学校からのお悩みイロイロ？！
～自分と、子どもと上手に付き合う
方法】
　小学校入学により生じる、さまざ

まな悩みごとについて、同年代のお
子さんを持つ方々との情報交換、ア
ンガーマネジメントや子どもへの対
応について学びます。
対市内在住で、２０２２年度小学校入
学予定～小学校３年生のお子さんが
いる保護者
※子ども同伴での受講はできませ
ん。保育をご利用ください（６月１日
時点で８か月以上の未就学児）。
日①６月４日②６月１１日③６月１８日
④６月２５日、いずれも金曜日午前１０
時～正午、全４回
場生涯学習センター
内①スマホ・ゲームとの付き合い方
②子どもの困りごと、解決のコツ③
感情と上手に付き合う④新しい生
活、これからの私
講臨床心理士・大槻美保子氏
定保育付き＝５人、保育無し＝１５人
／申し込み順
申５月６日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

乳幼児の保護者向け講座
【公開講座「家族の笑顔が増える！夫
婦のコミュニケーション術～イライ
ラしない・怒らない」】
　男性ならではの視点から、子育て
や夫婦のコミュニケーション術をお
教えします。
※別室からリモートで受講していた
だきます。
対市内在住の未就学児の保護者
日５月３０日㈰午前１０時～正午
場生涯学習センター
※保育はありません。なお、親子同室
での受講可能です。
講（特）全日本育児普及協会会長
・佐藤士文氏
定１８人（申し込み順）
申５月６日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

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、相談が中止になる場合があります。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、①～⑤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
（3日～5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 12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不動産相談 11日㈫

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）④登記相談 6日㈭
⑤行政手続相談 13日㈭
⑥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

⑦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

⑧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

⑨空家に関する相談（司法書士・税
理士・宅地建物取引士） 24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）
5月11日午後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に実施

暮らしに関する相談

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
　下記以外の講座やワーク
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等を
ご覧ください
【キャンプスキルワークショップ】
　ロープワークのトレーニングとし
てもご活用ください対市内在住、在

勤、在学の１６歳以上の方日６月６日
㈰午前１０時～午後３時（小雨実施、荒
天中止）場ひなた村童話の森内ロー
プなど手軽な道具でダイナミックな
遊具をつくる参加型の講座定１０人
（申し込み順）費３００円申５月３日午
前１０時から電話でひなた村（☎☎７２２
・５７３６）へ

　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



72021．5．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児ダンス②キッズダ
ンスＡ・Ｂ・Ｃ】
対①４～６歳の未就学児②小学生日６
月８日～７月１３日の火曜日、①午後３
時３０分～４時１５分②午後４時３０分
～７時５０分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全６
回定①１０人②各１５人／抽選費①
３６００円②各４８００円
【①幼児スクール②小学生スクール】
　４月から進級基準が変更となって
います。小学生初級はどの時間でも
選択できます対①４～６歳の未就学
児（火・木曜日はＡクラス、水曜日はＡ
・Ｂクラス）②小学生（火・木曜日はＡ
～Ｃクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）日
６月８日～７月１５日の火～木曜日、午
後３時３０分～７時４５分（Ａ～Ｃクラス
各１時間）、各全６回定①各２０人②各
４０人／抽選費各４８００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
５月２７日まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　大会のため、５月１５日㈯、１６日㈰
はプールの一般利用はできません
（トレーニング室は通常どおり利用
可）。なお、大会前日は、５０ｍプール
が高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、
水温が１～２度ほど低くなりますの
でご注意ください／大会の日程は変
更になる場合がありますので、同プ
ールへお問い合わせください／５月
２１日㈮～２９日㈯は、町田リサイク
ル文化センター焼却炉の法定点検の
ため、プール・トレーニング室の一般
利用はできません
●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円申電話で鶴間公園
へ（鶴間公園ホームページで申し込
みも可）
●町田市フォトサロン
☎☎７３６・８２８１
【野津田公園ばら撮影会】
　新しくなったばら広場で一緒に撮
影しませんか
日５月２２日㈯
午前１０時～正
午（小雨実施）
●町田市自然休暇村☎☎０２６７・９９・
２９１２
【春のトレッキングツアー】
　３日間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６月１６日㈬～１８日㈮、２泊３日
／集合は１６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）内１日目＝
町田市自然休暇村付近の林岳、２日
目＝清里高原・天女山、３日目＝野辺
山・ 飯 盛 山 で ト レ ッ キ ン グ費
２万２０００円～２万３５００円（宿泊費、
１日目夕食～３日目昼食、ツアー手数
料、ガイド料含む）／参加人数によっ
て金額が変わります旅行企画・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５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
／５月２７日以降の取り消しはキャン
セル料が必要です

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。

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間５
月６日～１４日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、各連絡所、
同公社町田窓口センター、都庁等（各
施設で開所日時が異なる）／同公社

ホームページで配布期間中に限りダ
ウンロードも可申郵送で５月１９日ま
で（必着）問同公社都営住宅募集セン
ター☎☎０５７０・０１０・８１０
●東京2020組織委員会～東京2020
大会に伴う交通対策
　高速道路の本線料金所での通行制
限や交通状況に応じた入口閉鎖など
が実施されます。道路の迂

う

回
かい

やルー
トを避けた通行にご協力をお願いし
ます。また、競技会場方面では一般道
路の一部で信号調整が実
施されます問同委員会☎☎
０５７０・０９・2０2０

【休止する主な施設】
　貸出施設（すでに予約済みの施設のキャンセル方法等は各施設にお問
い合わせください）
【休止しない主な施設】
　保育園・学童保育クラブ／市立小・中学校（宿泊行事は延期または中止、
部活動・学校開放は停止）／公園（園内施設は除く）・公園駐車場（都立公園
は除く）

緊急事態宣言発出に伴う5月11日までの
施設等の利用について

詳細はこちら▶

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
（左地図参照）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
（左下地図参照）

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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
５月
１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

２日㈰

午前９時～午後５時 内科

たけいち内科クリニック（小川１-１４-１）☎☎８５０・６５５５

町田駅前内科クリニック（森野１-３９-１６）☎☎７２２・７３７３

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２５-１２） ☎☎７３７・７３７３

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

３日㈷

午前９時～午後５時 内科

たなかだて内科・呼吸器内科クリニック（鶴間３-３-１）☎☎８５０・５０２７

木下内科胃腸科（高ヶ坂３-７-１１） ☎☎７２８・５８８４

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生３-２０-２） ☎☎７９３・４１１４

午前９時～翌朝９時

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

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

４日㈷

午前９時～午後５時 内科

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２９-３）☎☎８５１・７８１８

はやし内科クリニック（真光寺２-３７-１１）☎☎７３６・５５０１

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎☎７０３・１９２０

午前９時～翌朝９時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

５日㈷

午前９時～午後５時

内科
フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-２８-１５） ☎☎７１０・４１００

富医院（大蔵町１０９） ☎☎７３５・５６５５

内科
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘５-２-６） ☎☎７７４・１７００

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

６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

７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

８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

９日㈰

午前９時～午後５時
内科

仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５

鶴川胃腸科（鶴川２-１７-１） ☎☎７３４・１９５８

内科
小児科 武蔵岡診療所（相原町３１９０-１０） ☎☎７８２・６００１

午前９時～翌朝９時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
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

１０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

１１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

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

１３日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１４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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市民課・市民センター・連絡所の窓口
でキャッシュレス決済が利用できる
ようになります

　施設の老朽化により建て替え工事を行って
いた玉川学園コミュニティセンターが、リニ
ューアルオープンします。
　ホールや多目的室の集会施設は、５月２２日
午後１時から貸し出しを再開します。また、玉
川学園駅前連絡所の行政窓口及び児童図書室
は、５月２４日から開所します。

　新しい同センターは、地域社会づくりの場
となる地域活動室をはじめ、ホール前にはホ
ワイエやフリースペース、児童図書室の近く
には授乳室が新たに整備されるなど、多世代
が交流できる地域の拠点としてご利用いただ
けます。また、市立図書館の本のリクエスト・
受け取り・返却ができるようになります。
【玉川学園駅前連絡所を休所します】
　リニューアルオープンに伴い、現在窓口業
務を行っている仮設事務所から玉川学園コミ
ュニティセンターへの移転作業を行うため、
５月２０日・２１日は、同連絡所を休所します。
　住民票の写し、印鑑登録証明書等各種証明
書の発行を申請される方は、市民課（市庁舎１
階）、各市民センター、各連絡所をご利用くだ
さい。

　玉川学園コミュニティセンター３階にオープンし
ます。
　同自転車駐車場は定期利用のみの運営で、２４時間
出し入れ可能です。また、設置及び運営は（公財）自転
車駐車場整備センターが行います。
　詳細は町田市ホームページをご確認ください。
利用台数自転車３０台、バイク小（５０㏄以下）５２台、バ
イク中（５０㏄超１２５㏄以下）２９台
申５月５日午後８時までに右記二次元バ
ーコードから申し込み。定数を超える
応募があった場合は抽選し、５月１７日
ごろに結果を発送します。
※ミニカー（水色のナンバープレート）は利用できま
せん。
※自転車、バイク小、バイク中の３区画に駐車してい
ただきます。それぞれの区画内では駐車場所を指定
しないフリーゾーン制です。

　市内在住の牛島敏裕選手が、昨年１１月２１日・２２日に福岡県で開
催された第３２回全日本ベンチプレス選手権大会のマスターズⅢ
男子８３㎏級、３月に大阪府で開催された第２１回ジャパンクラシッ
クマスターズベンチプレス選手権大会（８３㎏級）でそれぞれ優勝
しました。
　その報告のため４月１６日に市庁
舎を訪れた牛島選手は今後の目標
として、１０月にカザフスタンで開
かれる世界ベンチプレス選手権大
会で世界記録を出して優勝したい
と意欲を語られました。

　今シーズンからＳＣ相模原がＪ２リ
ーグに昇格しました。６年ぶりの直
接対決が実現します。
　これまでの対戦成績は、ＦＣ町田ゼ
ルビアが６勝２敗と勝ち越していま
す。ＦＣ町田ゼルビアへの応援をお願
いします。
　なお、次回のＳＣ相模原との対戦は
７月１８日㈰にＦＣ町田ゼルビアのホ
ームゲームで行います。

　新型コロナウイルス感染防止のた
め、チケット販売方法の変更や、リモ
ート（無観客）による試合開催などの
変更が生じる場合があります。
　試合の詳細や最新情報は、ＦＣ町田
ゼルビア公式ホームページをご覧く
ださい。
日５月９日㈰午後１時から
場相模原ギオンスタジアム（相模原
麻溝公園内）

　５月６日から市民課（市庁舎１階）、各市民センター、各連絡所
で取り扱う証明書等の手数料の支払いに、キャッシュレス決
済が利用できるようになります。ぜひご利用ください。
　利用できるキャッシュレス決済は、クレジットカード・電子
マネー・コード決済です。
　詳細は町田市ホームページをご確認ください。
※一部対象外の決済手段があります。
対象窓口市民課（市庁舎１階）、各市
民センター、各連絡所（玉川学園駅前
連絡所は５月２４日から利用可）
対象となる証明書住民票の写し、戸
籍全部（個人）事項証明書、印鑑登録
証明書等の各種証明書
【ｅ－まち実現プロジェクトとは】
　市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上のため、テ
クノロジーの導入・活用を積極的に推進する庁内横断的な
プロジェクトです。

　市では、市内の公園に記念プレートを付け
たベンチ（まちっこベンチ）を設置するための
寄附を募集しています。
　ベンチは５種類の中から選んでいただくほ
か、記念プレートに刻むメッセージを決めて
いただけます。寄附金額はおよそ２０万円前後
です。詳細はお問い合わせください。
※プレートを設置する位置はベンチの種類に
よって異なります。
申申込書（町田市ホームページでダウンロー
ド、または公園緑地課〔市庁舎８階〕で配布）に
必要事項を記入のうえ、直接公園緑地課へ。

　任期満了により退任した高野克浩
氏の後任として、４月１日付で小泉め
ぐみ氏（１９７４年生まれ、４７歳、税理
士）が識見選任の常勤監査委員に就
任しました。任期は４年です。

　市では、１０月３１日㈰までクール
ビズを実施しています。
　期間中、市職員はノーネクタイ、上
着無しなどの軽装で業務を行うこと
があります。ご理解ご協力をお願い
します。

リニューアルオープンします

玉川学園コミュニティセンター玉川学園コミュニティセンター
問玉川学園駅前連絡所☎☎７３２・９３７２

新
し
い
玉
川
学
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

６月１日オープン

第３２回全日本ベンチプレス選手権大会
マスターズⅢ男子８３㎏級で
牛島敏裕選手が優勝しました

問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

問市民課☎☎７２４・２８６４

常勤監査委員に
小泉めぐみ氏が就任
しました

問監査事務局☎☎７２４・２５４７

５月から１０月まで
市役所はクールビズ期間
です

まちっこベンチを募集して
います 問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

玉川学園二丁目自転車駐車場玉川学園二丁目自転車駐車場
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

ＦＣ町田ＦＣ町田
ゼルビアゼルビア ｖｓ  ｖｓ ＳＣＳＣ

相模原相模原

問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

６年ぶりの直接対決が実現！ゼルビアを応援しよう

“ｅ－まち”実現プロジェクト

問職員課☎☎７２４・２１９９

記念プレートの見本


