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●5面 まちだのポケふた 1周年をお祝いしよう！

いな
たのし

子どもたちにとって、
待ちに待った夏休みがやって来ます。
新型コロナウイルス感染症の影響でさまざまな楽しみが
制限されていますが、この夏は、まちだの自然に囲まれて普
段の生活では味わえない時間を過ごしてみませんか。

はじ
めて
でき でも
た!

大地沢青少年センター
大地沢青少年セン
ターは、町田市の最も西側
の、市内で一番高い草戸山のふも
ひなた村
とに位置し、境川の源流地点でもあ
ります。豊かな自然の中で非日常的な体
験ができる魅力ある施設です。
5月15日に開催された「テント張り体験
会」では、キャンプ初心者に向けたテントの張
り方の講習会が行われ、
「キャンプデビューにつなが
りそう」など、楽しそうな参加者の声が聞こえました。
問大地沢青少年センター☎
☎782・3800

２ 面では、ひなた村など
さまざまな施 設をご紹 介しています！
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大地沢
青少年
ー
センタ

山や川に囲まれて
全身を使って遊べる

大地沢青少年センターは、市内で唯一の公共宿
泊施設です。約22万平方メートル（東京ドーム4.7
個分）
の敷地内にはさまざまな動植物が生息し、大
自然に触れ合うことができます。
屋外に点在するキャビンやテントサイト、本館

In st ag ra mも
見てね！

内の宿泊室や、日帰りでも利用できる野外炊事場、
ホールを備えており、さまざまな用途に合わせた
利用が可能です。アウトドア初心者の方でも気兼
ねなく野外での体験を楽しむことができます。利用方
法等の詳細はまちだ子育てサイトをご
覧ください。
所在地相原町5307-2
☎782・3800
問大地沢青少年センター☎

たくさんのプログラムが
子どもの可能性を広げる

子ども
創
キャン 造
パス
ひなた
村

子ども創造キャンパスひなた村は、市の中心部の緑豊かな小高い丘に位置する、
子どもたちのための施設です。
6月20日には、
「虫に会いに行こう！～簡単虫かごを作ろう」が行われ、約2時間で
身近な材料を使った虫かごを作りました。参加者は親子で協力し、思い思いの虫か
ごを完成させました。
同施設には、林の中の広場やレクリエーションルーム、カリヨンホール等を備
え、自然の中で思い切り遊ぶことができます。野外体験・創作活動・担い手育成等の
事業を行うほか、施設の貸し出しなど、市民の活動の拠点として親
しまれています。
所在地本町田2863
☎722・5736、町田市児童青少年課☎
☎724・4097
問同キャンパスひなた村☎

冒険
遊び場

「やってみたい」が実現する！
冒険遊び場は、公園の一
部を利用して「自分の責任
で自由に遊ぶ」ことで、冒険
・挑戦・体験を全身で体感できる子ど
もの遊び場です。常駐するプレーリー
ダーが見守り、子どもの「やってみた
い」を後押しします。利用方法は各冒険
遊び場によって異なります。詳細はま
ちだ子育てサイトをご覧ください。
☎724・4097
問児童青少年課☎

家族で林間学校

ちょっと
ブレイク

せせらぎの里 町田市自然休暇村
せせらぎの里 町田市自然休暇村は、長野県
川上村の標高1500mの自然豊かな場所にあ
り、自然の中でくつろぐことができる保養施
設です。
どなたでも宿泊することができます
（町田市民は
市民料金で利用可）
。
スポーツや登山などのサークル活動
や、各種団体の宿泊拠点としても
利用されています。
問町田市自然休暇村☎
☎0267
・99・2912、大地沢青少年セ
ンター☎
☎782・3800

夏の子ども向けイベントを掲載

夏休み子どもフェア2021
夏休みの子ども向け市内イベント情報冊子「夏休み子どもフェア
2021」
を配布しています。楽しいイベント情報が盛りだくさんです。冊
子の内容は市HPでもご覧いただけます。
配布場所児童青少年課（市庁舎2階）
、各市民センター、各子どもセンタ
ー、
各市立図書館等
※市立小学校の児童には各校で配布します。
☎724・4097
問児童青少年課☎

今も未来も大切に

町 田 市 の ＳＤ Ｇ ｓ

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

20２０年度

番号間違いにご注意ください

市では毎年２回
（７月、
１２月）
財政状況を公表しています。今
回は、２０２０年度
（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）
の財政
状況をお知らせします。また、
決算状況の詳細は、
今後の本紙
でお知らせします。

町田市の財政状況

※金額は、表示単位未満を四捨五入しています。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合
があります。

問 財政課 ☎７２４・２１４９

一般会計・特別会計予算の執行状況
会

計

予算現額(a)

一 般 会 計

2341億9046万円

特別会計

国民健康保険
事 業 会 計

410億9661万円

介 護 保 険
事 業 会 計

347億5702万円

後期高齢者
医療事業会計

118億468万円

小
合

計
計

収入率（b/a)

支出済額(c)

執行率（c/a）

2235億9406万円

95.5%

2176億5387万円

92.9%

410億5924万円

99.9%

403億2011万円

98.1%

352億3769万円

101.4%

337億5476万円

97.1%

118億2446万円

100.2%

117億891万円

99.2%

881億2139万円

100.5%

857億8378万円

97.9%

3117億1545万円

96.9%

3034億3765万円

94.3%

876億5831万円
3218億4877万円

収入済額(b)
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企業会計の状況

差引額
（ｂ-c）
59億4019万円
7億3913万円
14億8293万円
1億1555万円
23億3761万円

病院事業会計
新型コロナウイルス感染症の影響
などにより、患者数は対前年度比
１２．９％減、料金収益は９．２％減とな
りました。また、新型コロナウイルス
感染症関連の補助金や医療機器購入
により、収益的収入は８．７％増、資本
的収入は５５４．７％増、資本的支出は
４３．６％増となりました。

下水道事業会計
２０２０年度の町田市下水道の使用
状況は有収水量が対前年度比２．８％
増加となりました。有収水量の増加
に伴い、料金収益では０．６％前年度
を上回りました。
なお、当年度純利益は７億９５４８万
円で、当年度未処分利益剰余金は
７億９５４８万円となりました。

利用状況と料金収益

（税抜）

利用状況と料金収益

（税込）

収入・支出の状況

患者数
11万1994人
22万6469人

入 院
外 来

収入・支出の状況
82億7780万円

※金額は２０２１年４月１日〜５月３１日の出納整理期間を含んでいます。

収益的収支
収入額 148億335万円
支出額 137億9476万円

料金収益
73億4271万円
29億4524万円

資本的収支
5億1597万円
13億1145万円

有収水量
4249万5307㎥

（税抜）

料金収益
50億6886万円

収益的収支
収入額 130億8895万円
支出額
122億52万円

（税込）

資本的収支
17億650万円
44億6412万円

市有財産の状況

ローン（市債）の状況

市では、
集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっ
ている土地、取得価格１００万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を
所有しています。

市には、公共施設を整備するために国や銀行などから借りた長期のロ
ーン（市債）があります。
施設などは長期に利用できるので、整備した時の市民だけでなく、将来
利用する市民にもその費用を公平に負担してもらうようにしています。

財産の種類
土地 （公園、学校など）
建物 （学校、下水処理施設など）
物権 （地役権、地上権）
無体財産権 （著作権、商標権など）
有価証券 （株券）
出資金
物品 （美術品、学校備品など）
※取得価格100万円以上
債権 （貸付金、和解金など）
基 金

2020年度末現在高
681万4438.36㎡
84万4935.04㎡
826.16㎡
99件
2660万円
24億6956万7０００円

一

1833件
3254万円
240億7241万円

会

計

般

会

2020年度末元金現在高

（参考）
2020年度末元金現在高に
対する利子の支払見込額

計

874億8292万円

21億9504万円

下水道事業会計

438億6045万円

54億1809万円

病院事業会計

99億5753万円

14億3969万円

合

1413億90万円

90億5282万円

計

※利子の支払い見込額は、
今後支払いが予定されている総額です。

市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額
医療・生活支援、教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただ
いた税金を使って行われています。２０２０年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口で割って、市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額
を計算しました。
市民１人当たりの市税負担額：１６万１１９５円
市民１人当たりの一般会計支出額：５０万６５９０円 ※人口：４２万９６４５人（２０２１年４月１日現在）

記事内の表記について
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム。インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／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
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※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。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
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。

認

可

募 集

保

育

所

職

員

詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○こうりん保育園（☎
☎７２５・７０７０）
＝保育士（常勤の一般保育士、常勤の
主任保育士候補者）
○ユニケ保育園（☎
☎７９１・０８００）＝
保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３８

きる③基本的なビジネスマナーを心
得ている任用期間１０月１日～２０２２
年１月３１日勤務時間月～金曜日、午
前８時２０分～午後５時５分勤務場所
スポーツ振興課（市庁舎１０階）募集
人数１人報酬月額１９万２２００円選考
１次＝書類、２次＝面接申募集要項を
参照し、応募書類に自筆で記入のう
え、７月２６日午後５時まで（必着）に、
直接または郵送でスポーツ振興課
（市庁舎１０階）へ。
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

スポーツ振興課

会 計 年 度 任 用 職 員
●一般事務職員 詳細は募集要項を
ご覧ください。募集要項
・応募書類は市ＨＰでダウ
ンロードできます。
対次のすべての要件を満たす方 ①
心身ともに健康でデスクワーク・軽
作業等の業務に支障がない②パソコ
ン操作（ワード・エクセル・メール等）
及び電話応対を中心とした接客がで

プレママ・パパクラ
ス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳
食講習会等のご案内
開催日等の詳細
は右記二次元バー
コードをご確認く
ださい。
問保健予防課☎
☎７２５・５４７１

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内

場

７月２９日㈭午
町田市食育推進計画
市 庁 舎５階 会
後１時３０分 ～
策定及び推進委員会
議室５－４
３時３０分

定

員

２人
（先着順）

申し込み
直接会場へ問保健予
☎７２２・７９９６
防課☎

町田市環境審議会

市庁舎
８月３日㈫午後
８月２日 ま で に 電 話
※会場の詳細
３人
６時３０分 ～８
で 環 境 政 策 課（ ☎
は申込時にお （申し込み順）
時３０分
７２４・４３８６）へ
伝えします。

町田市景観審議会

事前に電話で地区街
８月１６日㈪午
市庁舎１０階会
５人
☎ ７２４・
づくり課（☎
後１時３０分 ～
議室１０－３・４ （申し込み順）
４２６７）へ
４時
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凡例

お知らせ

国民健康保険限度額適用
認定証は再申請が必要です

日 日時

場 会場

内 内容

課税所得が１４５万円以上６９０万円未
満の世帯である／詳細はお問い合わ
せください申申請書（市ＨＰでダウン
ロード）に必要事項を記入し、直接ま
たは郵送で保険年金課（市庁舎１階、
〒194－8520、森野２－２－２２）へ。
申請書の郵送を希望する方はお問い
合わせください。新型コロナウイル
ス感染防止のため、郵送での申請に
ご協力ください。各市民センター等
では交付できません。
問保険年金課☎
☎７２４・２１３０

資源とごみの収集時間について
７月２４日㈯は、東京２０２０オリン
ピック自転車競技ロードレース開催
に伴う交通規制により、コース付近
となる小山町、
小山ヶ丘、相原町をは
じめとした市内全域で、資源とごみ
の収集時間が通常と異なることが予
想されます。資源とごみは、午前８時
３０分までにお出しください。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・７１１１

対 対象

住宅改修に伴う固定資産税
（ 家 屋 ）の 減 額 制 度

国民健康保険に加入している７５
歳未満の方（後期高齢者医療制度加
入者を除く）
が現在お持ちの、入院時
等に医療費の負担が少なくなる「国
民健康保険限度額適用認定証」、また
は
「国民健康保険限度額適用・標準負
担額減額認定証」
の有効期限は、７月
３１日です。８月からは、２０２１年度住
民税課税状況により、改めて所得区
分を判定します。２０２１年度の住民
税を未申告の方は、申告後に申請を
してください。
今後、入院等で医療費
が高額になる可能性がある方や、高
額な外来診療を受ける予定のある方
は、
再申請してください。
対次のいずれかに該当する方 ①
７０歳未満で国民健康保険税に未納
が な い ②７０歳 以 上７５歳 未 満 で
２０２１年度住民税非課税世帯である
③７０歳以上７５歳未満で２０２１年度

１戸当たり５０万円を超える住宅の
耐震改修工事で、自己負担額が５０万
円を超えるバリアフリー工事または
省エネ改修工事を行った場合、改修
工事が終了した年の翌年度分の固定
資産税を減額します。工事が完了し
た日から３か月以内に申告してくだ
さい。詳細は、納税通知書または市Ｈ
Ｐをご覧ください。また「固定資産税
のあらまし」を資産税課（市庁舎２
階）で配布しています（市ＨＰでダウ
ンロードも可）。
問資産税課☎
☎７２４・２１１８

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
７月は、
「固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税」の納付月です。新型
コロナウイルス感染症の影響等で納
税が困難な方はご相談ください。
問納税課☎
☎７２４・２１２１

東京都議会議員選挙

開票結果

問選挙管理委員会事務局☎
☎724・2168

7月4日㈰に東京都議会議員選
挙が執行されました。
投票の際にはマスクの着用等、
新型コロナウイルス感染症対策に
ご協力いただき、ありがとうござ
いました。

投票率及び町田市選挙区の開票
結果は各表のとおりです。
市HP 東京都議会議員選挙 検索
投票率
東京都全体
42.39％

町田市
44.63％

東京都議会議員選挙
（町田市選挙区）
開票結果
【定数４】
順位

候補者名

1

こいそ

2

藤井

3

星

4
5

善彦

公明党

27,006

当選

25,951

当選

自由民主党

21,445

当選

友一

日本共産党

20,298

当選

烈

立憲民主党

17,000

だいすけ
鈴木

得票数（町田市選挙区） 結果

都民ファーストの会

あきら

池川

党派名

6

𠮷田

つとむ

無所属

15,543

7

松岡

みゆき

自由民主党

14,223

るか

無所属

13,952

真

（略称）土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党

8
9

今村
古田

427

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

心身障害者福祉手当を受給している
方へ

施設入所の確認通知を送付しました
施設入所の確認通知は、手当の受
給資格を確認するための重要な通知
ですので、必ずご確認ください。まだ
通知が届いていない方も、施設に入
所した場合は速やかにご連絡くださ
い。なお、資格喪失となる施設に入所
した方で、連絡が遅れたために手当
の過払いが生じた場合は、返還手続
きが必要となります。通知には今年
度の手当支払予定日も併せて記載し
ています。
問 障 が い 福 祉 課 ☎ ７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３
７月は強調月間です

社 会 を 明 る く す る 運 動
●犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ 社会を明るく
する運動とは、すべての国民が犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、それぞれ
希望する方に

広報まちだを無料
配布しています

問 問い合わせ

の立場で力を合わせて犯罪や非行の
ない地域社会を築くための全国的な
運動です。犯罪や非行をなくすため
には、立ち直ろうとする人を受け入
れ、支えていく社会を作ることが大
切です。この運動をきっかけに、犯罪
や非行のない安全で安心な暮らしを
実現するために何ができるのか考え
てみましょう。新型コロナウイルス
感染防止のため、例年開催している
町田大会は今年度は開催しません。
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
裁判所の調停委員による

家 事 調 停 の 利 用 相 談 会
遺言、遺産分割、配偶者居住権、財
産分与、離婚、養育費、年金分割、養子
縁組の問題などの「家事上のもめご
と」について、裁判所の調停委員が秘
密厳守、無料で相談に応じます。弁護
士の委員も参加します。
日８月６日㈮午前９時～正午場市民相
談室（市庁舎１階）申７月１５日から直
接または電話で広聴課（市庁舎１階、
☎７２４・２１０２）へ。
詳細は、右記二次元バー
コードをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問広報課☎
☎724・2101

ている、マイナンバーカードです。広
報まちだの７月１日号でもお知らせ
しましたが、今月２５日に「マイナン
バーカードセンター」が原町田６丁
１７３
目にあるレミィ町田５階にオープン
します。ここでは、顔写真の撮影から
町田市長 石阪丈一
カードの申請、暗証番号の設定・変
６月15日号でも触れたところです 更、カードの受け取りまですべてを
が、最近、市内でもカシノナガキクイ 取り扱います。
ムシによる、ナラ枯れの被害が広が
昨年の、新型コロナウイルスに関
っています。先日、忠生一丁目にある 連した給付金の手続きの際には、国
忠生公園を訪れました。公園入り口 全体として、やや混乱も見られまし
近くの「忠生がにやら自然館」では、 たが、諸外国の例を見ると、例えば、
小学３年生のK君の調査研究リポー 特別給付金同様の支給事務が速かっ
トが展示されていました。調査場所 たり、新型コロナワクチン接種の情
は芹ヶ谷公園で、園内の木々133本 報管理にも使われたりしています。
を調査しています。町田市内でナラ やはり、マイナンバーでの手続きは
枯れの発生が確認され、被害が顕著 速くて、効率的です。
に な っ た の は2020年 以 降 で し た
今後は、マイナンバーカードが、健
が、K君はそれ以前から調査をして 康保険証や自動車運転免許証として
おり、その着眼点や探求心には感心 も使えるようになる計画ですので、
してしまいました。
カードの用途も広がります。国全体
「忠生がにやら自然館」は子どもに としてカードの普及も加速されてい
自然への興味をもたせるような展示 くものと思われます。まだ、カードを
の工夫をしています。同館で毎月出 お持ちでない方は、ぜひとも、マイナ
している「がにやら通信」は、専門的 ンバーカードセンターにお出かけく
な知見に裏付けられていて、このカ ださい。
ワセミ通信より面白いので、覗いて
みてください。
季節は梅雨の末期、忠生公園も雨
の中。たわわに実を付けた、大きなオ
ニグルミの木の先は田んぼで、今は、
勢い良く稲が育っています。毎年、子
どもたちが、農業委員会の指導のも
と、田植えや草取り、稲刈りをしてい
ます。
さて、昨年から何かと話題になっ
レミィ町田５階にオープン！

カワセミ通信

のぞ

配布しています

マイホームとあなたのためのプランニングノート

問住宅課☎
☎７２４・４２６９

市では、空家の発生を予防する 涯学習センター、各高齢者支援セ
ため、
（株）
ホープと協働し、住宅の ンター／無くなり次第終了
所有者に向けて「マイホームプラ
ンニングノート」
を作成しました。
この冊子は、住宅の賃貸・売却、
相続や管理など、
マイホームの「こ
れから」と所有者の「これから」を
考えるきっかけとして、また所有
者に“もしも”のことがあった時の
備えとして活用いただくためのも
のです。
対自身が所有する住宅にお住まい
の方
配布場所住宅課（市庁舎８階）、生

会社やお
会社
やお店
店の広告
広告を
を載せてみませんか

ECOまちだ広告募集

詳細は右記二次元バーコードをご確認ください。
問環境政策課☎
☎724・4386

町田市ホームページ URL http://www.city.machida.tokyo.jp/ パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話等でご覧いただけます

シニア

で配布）をご覧ください。
のうち、主治医が集団保育を実施す
●音楽コース
ることが適切であると認めた３歳児
日９月２９日～１２月１日の水曜日、午
クラス以上の児童入所開始日２０２２
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
後２時～４時、全６回場町田市民フォ
年４月１日保育時間月～金曜日の午
ーラム等内エッセイスト、作曲家、免
前８時３０分～午後４時３０分（１日８時
●出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
疫医療の専門家等から音楽の魅力に
間）対象施設市内公立保育所定３人
ー 資格や経験は不問です。希望職
ついて、さまざまな観点から話を伺 （選考、１園につき１人）申事前に入園
種や勤務形態などに応じた多様な働
う定６０人（抽選）
相談が必要です。相談予約は、８月１６
き方を支援します。
●脳トレコース
日までに電話で保育・幼稚園課へ。お
日７月３１日㈯午後１時３０分〜４時場
日９月１４日～１１月３０日の火曜日、
子さんの状況等により、ご希望の保
南市民センター第１会議室／事前予
午後１時３０分～３時、全６回場中央図
育所を変更していただく場合があり
約は同バンクへ（予約無しでの参加
書館内誰でもできる簡単なゲームや
ます。なお、申請方法や必要書類等の
も可）
。
健康体操を体験し、脳科学に基づき、 詳細は、入園相談時に説明します。
●町田の介護を支える仕事 相談面
脳の活性化の方法を具体的に学ぶ定
問保育・幼稚園課☎
接会 介護にかかわる仕事やボラン
☎７２４・２１３７
３０人（抽選）
ティアに興味のある方のための相談
子ども創造キャンパスひなた村
◇
面接会です。市内の法人と町田市社
人 形 劇 を つ く ろ う
対市内在住の２０２１年４月１日現在
会福祉協議会が参加します。未経験
６０歳以上の方申１次受付＝７月１５日
者も歓迎、希望に応じた多様な働き
●マリオネット・モンスター
正午～１９日午後７時にイベシスコー
方等を相談できます。
対市内在住、在勤、在学の小学生～
ド２１０７２０Ｈ／２次受付＝７月２０日
日８月４日㈬午後１時～４時場町田商
１８歳の方日８月１日㈰午前９時３０分
正午～８月１９日にイベントダイヤル
工会議所定３０人（申し込み順）申７月
～正午定８人（申し込み順）費３００円
またはイベシスへ。
３０日までに電話で同バンクへ（同バ
申７月１７日午前１０時から電話でひ
問生涯学習センター☎
ンクＨＰで申し込みも可）。
なた村へ。その他講座やワークショ
☎７２８・００７１
◇
ップについては、同キャン
対介護施設に就職を希望する方／詳
パスひなた村ＨＰ等をご覧
細は同バンクＨＰ（右記二次
ください。
医療的ケアを必要とする児童の
元バーコード）からご覧く
問同キャンパスひなた村☎
☎ ７２２・
保育所への入所申込の受け付け
ださい。
５７３６
問同バンク☎
☎８６０・６４８０（受付時間
保育所の利用にあたっては、市が
みんけん体験講座
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
策定した「医療的ケア児の保育所等
くらべてみよう！昔と今のエコライフ
時～午後５時）
、町田市いきいき総務
受入れガイドライン」により決定し
課☎
ます。なお、対応可能な医療的ケア
☎７２４・２９１６
シュレッダーなどの廃材紙を使用
は、
「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」、 し、紙すき体験を通じ昔のエコライ
２０２１年 度 後 期 こ と ぶ き 大 学
「喀痰の吸引（口腔・鼻腔内吸引）」、
フを学び、現代のエコライフについ
ては、
「みえるくん」の講座から学び
詳細は、
募集案内
（生涯学習センタ 「導尿」です。
ます。
対保育所で保育を必要とされる児童
ー、
各市民センター、各市立図書館等
対５歳以上の方（未就学児は保護者
同伴）日８月１４日㈯、８月１５日㈰、午
あなたも市民大学で学びませんか？
前１０時～正午、午後１時３０分～３時
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

子ども・子育て

かく たん

① まちだの芸術・文芸
② まちだの福祉
“こころ”と“からだ”
の健康学
まちだのまちとく
④
らしのエコ入門
まちだの市民国際
⑤
学
③

⑥ 人間関係学
⑦ 町田の歴史（来場）
⑧

町田の歴史（録画配
信）

び

くう

申１次受付＝７月１５日正午～１９日
午後７時にイベシスへ（コードは
下表参照）／７月２０日正午～８月
２３日にイベントダイヤルまたは
イベシスへ。
※いずれも市内在住の方を優先の
うえ、抽選です。

９月から始まる、まちだ市民大
学ＨＡＴＳの受講生を募集します。
詳細は、
募集案内
（生涯学習センタ
ー、
各市民センター、各市立図書館
等で配布、市ＨＰでダウンロードも
可）
をご覧ください。
場生涯学習センター等（④は野外
中心）
。
講座名

こう くう

日時／定員／費用
イベシスコード
10月15日～11月26日の金曜日、午前10
210720G
時～正午、全5回／30人／2000円
9月17日～12月3日の金曜日、午後6時30
210720A
分～8時30分、全7回／30人／2000円
9月9日～11月25日の木曜日、午前10時か
210720C
ら正午、全6回／30人／2000円
9月12日～11月20日の土・日曜日の日中、
210720F
全8回／20人／2000円
9月14日～11月30日の火曜日、午後6時～
210720D
8時、全8回／60人／3000円
9月15日～11月17日の水曜日、午後6時～
210720E
8時、全8回／50人／3000円
9月17日～11月12日の金曜日、午後2時～
4時、全8回／33人／3000円
210720B
録画映像を各回の翌日以降に配信／50人
／3000円

お

詫

び

７月１日号４面に掲載した、
「町田 日の翌日の日曜日、年末年始（１２
市マイナンバーカードセンターが 月２９日～１月３日）。システムメン
オープンします」記事内の休所日 テナンスにより、臨時休所をする
の記載と、
駐車場・駐輪場の記載に 場合があります。
誤りがありました。お詫びして訂 （誤）※駐車場、駐輪場はありませ
正します。
ん。公共交通機関をご利用くださ
（誤）
日曜日、祝休日、毎月第３土曜 い。
日の翌日の日曜日、年末年始（１２ （正）
※マイナンバーカードセンタ
月２９日～１月３日）。システムメン ーご利用者用の駐車場はありませ
テナンスにより、臨時休所をする ん。公共交通機関をご利用くださ
場合があります。
い。
（正）
月曜日、祝休日、毎月第３土曜 問市民課☎
☎８６０・６１９５

2021．7．15

5

３０分（各回とも同一内容）／両日と
も正午～午後１時にスケルトン収集
車「みえるくん」による「資源とごみ
の出前講座」を開催します（参加自
由）場三輪の森ビジターセンター講
和紙アーティスト・森島花氏定各８
人（申し込み順）費５００円（材料費、保
険料）申７月１６日正午～８月１２日に
イベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１０７１６Ｂへ。
問自由民権資料館☎
☎７３４・４５０８

町田市フォトサロンの催し
●「はすの花写真展」作品募集 薬師
池公園の大賀ハスをはじめ、各地で
撮影された、はすの花の写真を募集
します。
定３０人（先着順）費５００円写真サイ
ズＡ４申写真裏面に応募用紙を貼付
し、８月９日午前１０時から直接同サ
ロンへ（１人２点まで）。
問同サロン☎
☎７３６・８２８１
国際版画美術館

リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日９月３日㈮、４日㈯、午前１１時～
午後４時（各回とも同一内容）場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）講
版画家・小森琢己氏定各８人
（抽選、
結
果は８月２０日ごろ郵送）費３０００円
申８月１６日までにイベントダイヤル
またはイベシスコード２１０７１４Ｈへ
（同館ＨＰで申し込みも可）／両日へ
の申し込みはできません。
問同館☎
☎７２６・２８８９

展示作品を募集します

ミニ展示「まちだのポケふた１周年
をお祝いしよう！」

問広報課☎
☎７２４・２１０１

芹ヶ谷公園に６枚のポケふたを
設置してから、８月２１日で１年を
迎えます。１周年
を記念してミニ展
示を実施します。
日８月１０日 ㈫ ～
２０日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日
曜日を除く）
場イベントスタジオ
（市庁舎１階）
【展示作品募集】
展示する作品等を「ポケふた×
町田の魅力」をテーマに、下記の２
つの方法で募集します。詳細は市
ＨＰ（上記二次元バーコード）をご
覧ください。
①野生の生きものを調査せよ！ま
ちだの生きもの発見レポート
市内に生息し、ポケモンに似て
いる「野生の生きもの」の情報を募
集します。
対象の生きものほ乳類、鳥、は虫
類、両生類、魚、虫、野草等
投稿方法市民通報アプリ「まちピ
カ町田くん」で野生の生きものの
写真２枚（遠景・近景）、位置情報、
通報・レポート内容を選択し、詳細
欄に「似ているポケモンの名前」を
入力して７月２８日㈬までに投稿。

②まちだのポケふたぬりえ大集合
！みんなのぬりえ作品
まちだの「ポケふたぬりえ」を塗
った作品を募集します。
※ぬりえ用紙及び申込用紙は下記
施設で配布しています（市ＨＰで
ダウンロードも可）。
用紙の配布及び回収施設広報課
（市庁舎４階）、各子どもセンタ－、
生涯学習センター、中央図書館、町
田市民文学館
投稿方法作品裏面に申込用紙を貼
付し、８月２日まで（必着）に上記施
設内の回収ＢＯＸまたは郵送で広
報課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
〇ポケふたとは
（株）ポケモンが各地の来訪促進
を目的に全国に寄贈しているマン
ホールふたで、それぞれ世界に１
枚しかないオリジナルデザインで
製造されています。
© ２ ０ ２ １ Ｐｏｋéｍｏｎ．© １ ９ ９ ５ －
２０２１Ｎｉｎｔｅｎｄｏ／Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ Ｉｎ
ｃ．／ＧＡＭＥ ＦＲＥＡＫ ｉｎｃ．
ポケットモンスター・ポケモン
・Ｐｏｋéｍｏｎは、任天堂・クリーチ
ャーズ・ゲームフリークの登録商
標です。
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アトリエ内①体験のみ（所要時間約
５分）②解説付きで摺りを体験（所要
時間５０分）／①のみ同伴の保護者１
人、入室できます定①１５人②１０人
／先着順費１人１００円
問同館☎
☎７２６・２８８９

国際版画美術館～「浮世絵風景画－
広重・清親・巴水 三世代の眼」
展

関

連

イ

ベ

ン

ト

す

●復刻浮世絵版木摺り体験２０２１①
子どもの巻②大人の巻 整理券が必
要です。当日正午から同館１階受付
で配布します。
対①小・中学生②小学５年生以上の
方日７月２４日㈯①午後１時３０分～２
時３０分②午後３時～３時５０分場同館

国際版画美術館～館長連続講座

浮

世

絵

を

知

る

●第１期 浮世絵の風景画 同館館長
・大久保純一氏による連続講座です。

自由民権資料館特別展

町田と江戸－ヒトとモノの交流史

問自由民権資料館☎
☎７３４・４５０８

巨大都市・江戸と町田地域の村々
が相互に影響を受けていたことに焦
点を当て、
両者の関係を紹介します。
会期７月１７日㈯～９月５日㈰
休館日月曜日（祝休日の場合は開館
し、
翌日休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場自由民権資料館企画展示室
関連イベント
【記念講演会
「近世多摩地域の百姓と
江戸出府」
】
日８月２１日㈯午後２時から
場町田市民文学館
講茨城大学教育学部教授・千葉真由
美氏
定５０人
（申し込み順）
申７月２１日正午～８月１９日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１０７２１Ｂへ。
【出張展示解説】
展示史料を紹介しながら自由民権

資料館の学芸員が展示内容を解説し
ます。
日①７月３０日㈮②８月１８日㈬、午後
２時から（各回とも同一内容）
場①町田市民文学館②堺市民センタ
ー
定各５０人（申し込み順）
申７月２１日正午から①７月２８日まで
②８月１６日までに、イベントダイヤル
またはイベシスコード２１０７２１Ａへ。

猿若町芝居之略図
自由民権資料館／下小山田町・
若林照雄家

東京２０２０オリンピック自転車競技ロードレース
「沿道での観戦自粛」のお願い

７月２４日、２５日に開催される本競
技について、コース沿道での観戦は
お控えください。
競技の模様は、当日インターネッ
トでライブ配信される予定です。ご

自宅での観戦・応援をお
願いします。詳細は市ＨＰ
をご確認ください。
問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２

日９月５日、１０月１０日、いずれも日曜
日午後１時３０分～３時、全２回場同館
内テーマ「富士を描く～葛飾北斎」
「江戸を描く～歌川広重」定５０人（申
し込み順）費５００円（資料代）申７月
２７日正午～８月２３日にイベントダ
イヤルまたはイベシスコード
２１０７２７Ａへ。
問同館☎
☎７２６・０８６０

定２０人（申し込み順）申７月１６日正
午～８月２２日にイベントダイヤルま
たはイベシスコード２１０７１６Ｃへ／
詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
問 生 活 衛 生 課 ☎ ７２２・
６７２７
忠生公園

夜

犬と楽しく暮らすための

基

礎

講

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日８月２５日㈬午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）内犬の健康管理、しつけ、飼育マ
ナー等を学ぶ講ダクタリ動物病院ま
ちだドギーリーグ院長・後藤理人氏、
スマイルドッグクラブ・瀧浦祐子氏

状況

住民がとるべき行動
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災害発生
または切迫

命の危険！
直ちに安全確保

新幹線、特急列車、フェリー、路線
バス、地下鉄について、絵本原画を通
して紹介するとともに、人と人、街と
街をつなげる“のりもの”の魅力をお
伝えします。
会期７月３１日㈯～１０月３日㈰
休館日月曜日（ただし８月９日、９月
２０日は開館）、８月１２日㈭、９月９日
㈭
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室
ワークショップ
①③は担当学芸員、②はアトリエ
ｍｉｎａｍｏによる講座です。
【①ダンボールで電車をつくろう】
日８月１１日㈬、午前１０時～１１時３０
分、午後２時３０分～４時（各回とも同
一内容）
定各１５人（申し込み順）
費６６０円（材料費）
【②鉄道ジオラマをつくろう】
日８月２０日㈮、午前９時３０分～１１時

気象庁が
発表

緊急安全確保 ※１

災害発生情報
（発生を確認した時に発令）

危険な場所から
全員避難

避難指示 ※２

避難指示
（緊急）
避難勧告

3

災害のおそれ
あり

危険な場所から
高齢者等は避難

高齢者等避難 ※３

避難準備・高齢者等避難開始

1

今後気象状況
悪化のおそれ

自らの避難行動を確認

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

災害への心構えを高める

早期注意情報
（気象庁）

「避難」とは「難」を「避」けること
○事前にハザードマップ等を確認し、自宅が安全か確認しておきましょう。
○安全な場所にいる人は避難施設に行く必要はありません。
○小・中学校等の避難施設に避難することだけが避難ではありません。
○安全な場所にある親戚や知人宅に行くことも避難です。
○ハザードマップで危険な区域になっていなくても、災害が起きる可能性があります。身の危険を
感じたら躊躇なく自発的に避難しましょう。
ちゅう ちょ

変更前

これまでの避難情報等

災害のおそれ
が高い

気象状況悪化

会

問防災課☎
☎７２４・２１０７

4

2

察

３０分、午後２時～４時（各回とも同一
内容）
定各１５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
【③木で作るピンポンバス】
日８月２４日㈫、午前９時３０分～１１時
３０分、午後２時～４時（各回とも同一
内容）
定各１５人（申し込み順）
◇
対小学３年生～中学生
場同館
申７月１６日正午から電話で同館へ。

新たな避難情報等

警戒レベル4までに必ず避難！
町田市が
発令

観

問町田市民文学館☎
☎７３９・３４２０

変更後（５月20日から変更）
警戒レベル

然

のりものえほん展

「避難指示」で必ず避難！～「避難勧告」は廃止です
どこが
知らせる？

自

●セミの羽化とカラスウリの開花観
察
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）日８月７日㈯午後６時３０分～
８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１５人（申し込
み順）申７月２１日午前９時から電話
で同公園（☎
☎７９２・１３２６）へ。

座

つながる・つながれ！

の

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

※１市町村が災害の
状況を確実に把
握できるもので
はない等の理由
から、警戒レベ
ル５は必ず発令
される情報では
ありません。
※２避難指示は、こ
れまでの避難勧
告のタイミング
で発令されるこ
とになります。
※３警戒レベル３は、
高齢者等以外の
人も必要に応じ
普段の行動を見
合わせ始めたり、
避難の準備をし
たり、危 険を感
じたら自主的に
避 難するタイミ
ングです。

◯防災行政無線 避難情報を放送
◯防災行政無線フリーダイヤル

（錆０８００・８００・５１８１）
防災行政無線を電話で確認
◯風水害時の避難施設一覧＝①
◯各種ハザードマップ＝②
◯市HP 大 規模災害発生時はトップ
ページでお知らせ＝③

①

②

③

町田市メール配信サービス 防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス
８月講座

さ が ま ち カ レ ッ ジ
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HPでダウンロ
ードも可）
。
●養蚕村から政令市へ～相模原の近
現代
日８月２７日㈮午後２時～４時場ユニ
コムプラザさがみはら（相模原市）
内
明治時代の養蚕村から平成の政令指
定都市へと急速な発展を遂げた相模
原の変貌ぶりを地理的に概観する講
桜美林大学リベラルアーツ学群教授
・浜田弘明氏定３５人
（申し込み順）
費
１５００円申講座案内チラシ裏面の受
講申込書に記入し、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ＨＰで申し
込みも可）
。
問同事務局☎
☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎
☎７２８・００７１
へん ぼう

障がいのある人のための学習講座
●聴覚障がい編～
「きこえない」とと
もに暮らす 障がいのある方もない
方も参加できます（手話ができなく
ても受講可）
。ＦＣ町田ゼルビアの試
合観戦を楽しみ、交流します。ＦＣ町
田ゼルビア・野村卓也氏指導のもと
レクリエーションなどをするほか、
ろうあ者の歴史、地域の防災につい

問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

て考えましょう。なお、ＦＣ町田ゼル
ビア試合観戦チケット付きです。
日１０月１６日㈯、２４日㈰、３１日㈰、
１１月１４日㈰、２８日㈰、１２月１２日
㈰、午後２時～４時（10月24日のみ午
前１０時～午後５時３０分）、全６回場生
涯学習センター等定３０人（申し込み
順）
申住所・氏名（ふりがな）
・連絡方
法及び連絡先（電話・ＦＡＸ番号また
はメールアドレスのいずれか）
・希望
する支援（手話、要約筆記、その他）を
明示し、７月１６日午前９時から電話、
ＦＡＸ、メールで同センター（返７２８・
００７３墳ｈａｔｓ０１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔ
ｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問同センター☎
☎７２８・００７１

３Ｒ施設見学ツアー参加者募集
町田駅付近から大型バスで、リサ
イクルやごみ処理を行っている王禅
寺処理センター〔川崎市〕と（株）ハイ
パーサイクルシステムズ〔千葉県〕の
２施設を見学し、資源の行方や３Ｒの
大切さを学ぶツアーです。
対市内在住の小学生とその保護者日
８月１７日㈫午前８時～午後５時３０分定
１０組
（小学生１人、保護者１人の２人が
上限）／昼食代は自己負担です申７月
１６日正午～３０日にイベントダイヤル
へ。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

スポーツ

オンライン

ゲートキーパー養成講座
ゲートキーパーとは、
特別な資格で
はなく、問題を抱えて悩んでいたり、
つらい気持ちの人の身近な支えにな
る人のことです。市民向けと地域ネッ
トワーク向けに養成講座をオンライ
ンで実施します。なお、
講座にはＷｅｂ
会議ツール
（Ｗｅｂｅｘ）
を使用します。
日①市民向け＝８月２６日㈭午後２時
～３時②地域ネットワーク向け＝９月
２９日㈬午後２時～３時内ゲートキー
パーの基本的な役割について講精神
保健福祉士・伊藤次郎氏定各５０人
（申
し込み順）申７月２７日から①８月２４日
まで②９月２７日までに、イベシスコー
ド①２１０７２７Ｂ②２１０７２７Ｃへ。

申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

市

立

総

合

体

育

館

●初心者アーチェリー教室
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日９月４日～１０月２日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回定２０
人（初参加者を優先のうえ、抽選）費
３０００円 申 往 復 ハ ガ キ に 必 要 事 項
（在勤の方は勤務先、在学
の方は学校名）を明記し、８
月２０日まで（消印有効）に
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検索

同館へ。
問同館☎
☎724・3440

市

立

室

内

プ

ー

ル

●肩膝腰痛改善運動教室 除外日が
あります。詳細はお問い合わせくだ
さい対１６歳以上の方日毎週木曜日、
午後１時～１時５０分定各２０
人（先着順）費６００円
問同プール☎
☎７９２・７７６１

室内プール棟と健康増進温浴
施設棟の接続工事に伴う施設
利 用 の 制 限 に つ い て
室内プール棟と健康増進温浴施
設棟の接続工事を行います。工事
期間中は、トレーニング室の一般
利用はできません。また、室内プー
ル棟の入り口が変更になります。
使用できない期間等の詳細は、市
ＨＰでお知らせします。
工事期間７月２０日～１０月末
（予定）

鶴

間

公

園

●ヨガベーシック
対１６歳以上の方日毎週土曜日、午後
０時５分～０時５０分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で
同公園へ（同園ＨＰで申し込
みも可）。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

「暮らしに関する相談」は、毎月15日号7面に
1か月分をまとめて掲載しています

暮らしに関する相談

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、
市ＨＰ
（右記二次元バーコード）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

①法律相談
②交通事故相談
③国税相談
④不動産相談
⑤登記相談
⑥年金・社会保険・労務相談
⑦少年相談

日

時

対

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（７月２２日～３０日、
ださい
８月９日～１３日を除く）

象

市内在住の方

７月２１日、２８日㈬

相談日の１週間前から電話で予約

７月２０日、８月３日㈫
７月２７日㈫

午後１時３０分～４時

８月４日㈬

市内在住の方

７月２７日㈫
８月３日㈫

⑨建築・耐震相談

８月４日㈬

電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

電話予約制
（次回分まで受け付け）

７月１５日、８月５日㈭

⑧国の行政相談

午前９時～午後４時

事前に電話で八王子少年センター（☎
☎０４２・６７９・１０８２）へ

午後１時３０分～４時

電話予約制
（次回分まで受け付け）

⑩電話による女性悩みごと相談
月～土曜日
午前９時３０分～午後４時
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（祝休日、第３水曜日を除く）
（水曜日のみ午後１時～８時）
毎月第２水曜日
（祝休日を除く）

午後３時～８時

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

Ａ＝８月２日㈪
Ｂ＝８月２３日㈪

午前９時～正午
（相談時間は５０分）

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
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

電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

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

市内在住、在勤、
☎７２１・１１６２）へ
電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
在学の方

⑪電話による性自認及び性的指向
に関する相談

⑬空家に関する相談（Ａ＝弁護士・
宅地建物取引士、Ｂ＝司法書士・税
理士・宅地建物取引士）

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※８月６日は予約受付を行いません。次回分は８月
１３日から受け付けます。

☎７２２・０００１）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
☎
市内に家屋を所 Ａ＝７月２０日、Ｂ＝８月６日、いずれも午後４時までに電話で住宅課（☎
へ
有の方
（空家・居 ７２４・４２６９）
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日に相談を実施。
住中問わず）

●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11月15日号です。次回申込期間＝8月15日〜10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（市HP
検索
。
市HP 市民の広場
でダウンロードも可）
問広報課☎
☎724・2101

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
想い出のパレット展（水彩画）
夏季吟詠大会・町田市吟詠連盟各会派会員・青少年
合気道と護身術により自分を守る講習会
青空の下でグラウンド吹矢を御一緒に吹きませんか

日
時
７月１８日まで午前１０時～午後５時
７月１８日㊐午前１０時～午後３時
７月２５日・８月１日㊐午前９時３０分
７月30日㊎午前９時～１１時

会
場
国際版画美術館市民展示室
木曽山崎コミュニティセンター
図師小学校体育館
鶴川野球場

費 用
無料
無料
無料
５００円

連 絡 先
小山田☎
☎７２５・６９７９
川添☎
☎７２８・０４６８
茂野☎
☎７９８・２３３５
吹き矢・和田☎
☎０９０・３１０２・２１４５

備考（対象等）
１８日のみ午後３時まで
ご見学ください。
小学生から 指導員親切に
何方でも気軽にお越下さい
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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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新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種のお知らせ

☆１２〜１５歳の方の接種券は７月１５日㈭に発送します
対象年齢
（接種日時点）
６５歳以上の方
６４～６０歳の方
５０～５９歳の方
４０～４９歳の方
１８～３９歳の方
１２～１７歳の方

問新型コロナワクチン接種相談コールセンター ワクチン情
報の詳細は
☎７３２・３５６３（毎日午前８時３０分～午後７時） こちら▶
ワクチン接種の予約方法

予約・接種が可能な接種会場
町田市内
国等が実施する
（ファイザー社製ワクチン）
大規模接種
（モデルナ社製ワクチン）
集団接種
個別接種
○
○
○
○
○
○
○
○
○
７月１６日午後１時から予約開始
○
決まり次第お知らせ
○
決まり次第お知らせ
×
（７月９日現在）

①パソコン・スマートフォンから予約
右記二次元バーコードから２４時間予約可能です。

②電話で予約

町田市新型コロナワクチン接種予約センター ☎０４２・７８５・４１１７
（受付時間＝午前８時３０分～午後７時）
※番号のかけ間違いにご注意ください。

国等が実施する大規模接種会場での接種予約は
こちらから▶

※ワクチン供給量にあわせて、予約を受け付けていきます。

市での予約が重複している場合は、速やか
に市での予約を取り消してください。また、２
回目の接種も同じ場所・種類のワクチン接種
を受けてください。

新型コロナウイルス感染症
問町田市自立支援金コールセンター
☎０３・６６２８・７２６６
新型コロナウイルス感染症が長期化して
います。社会福祉協議会の総合支援資金の
再貸付が終了した等により生活に困窮する
世帯に対して、
自立支援につなげるため、新
型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支
援金を支給します。
対市内在住の生活困窮者（支給要件有り）。
※生活保護を受給している方は対象外。
支給額
以下の支給額を３か月間支給します。
世帯人数

１か月当たりの支給額

１人

６万円

２人

８万円

３人以上

１０万円

※自立支援金受給期間中は、定められた求
職活動及び必要書類の提出を毎月行う必要
があります。確認が取れない場合は支給中
止となります。
申８月３１日まで（消印有効）に郵送で生活援
護課自立支援金対応センター（〒１９４－
８５２０、
森野２－２－２２）へ。
※詳細は、市HP（右記二次元バ
ーコード）
をご覧ください。
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厚生労働 省 新型コロナワクチンコールセンター 錆０１２０・７６１７７０
（日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語＝毎日午前
９時～午後９時／タイ語＝毎日午前９時～午後６時／ベトナム語＝毎
日午前１０時～午後７時）
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副反応はいつ出るのですか▶▶▶接種後１～２日後に出ることがありますが、ほとんどは３日以
内に回復します。
どんな症状が出ますか▶▶▶接種部位の痛みやだるさ、頭痛・筋肉痛・発熱などの他、悪寒や関節
痛が出る方がいます。発熱時は解熱剤を使っても構いません。
アナフィラキシー反応とは何ですか▶▶▶重いアレルギー反応のことです。ワクチン接種後、数
分から数時間の間に発疹、発赤、かゆみや腹痛、嘔吐、血圧の低下、呼吸器の症状などが出ること
です。２０万接種に１回程度起こるとされています。治療により回復し、後遺症は残りません。
おう

と

飲食事業者応援事業〜期間を2か月間延長しました！

問産業政策課☎
☎７９４・７３４５

町田市デリバリー・テイクアウト支援給付金

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
飲食事業者を応援するため、デリバリーまたはテイクアウトを
実施している市内の飲食事業者に対し、実施に係る経費として、
一律５万円を給付しています。
デリバリーやテイクアウトの実施を促進するため、
事業期間を２か月間延長しています。
詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。

地産地消のススメ

５月１日〜８月３１日のデリバリー
・テイクアウト事業が対象です。
申申請書（市ＨＰでダウンロード）及
び必要書類を作成し、９月３０日まで
（消印有効）に郵送で産業政策課へ。

町田産の元気野菜を食卓へ

地元野菜の地域内流通 社会実験を実施中

問土地利用調整課☎
☎７２４・４２５４

市では、市内に残された都市農地の保全や、都市農業の活性化に向けた取り組みを行っています。農
業者の出荷負担や、食品ロスの軽減と、市民の皆さんがより身近に地元野菜を楽しめることを目的に、
現在ネットショップを活用したまちだの地元野菜販売の社会実験を行っています。
実施期間７月２９日㈭まで
※事業の詳細はマチコロHP（右記二次元バーコード）からご覧いただけます。

まちだ都市農業チャレンジとは
市内には多くの都市農地が点在し、家の近くに畑
がある環境なのに、日常的な暮らしの中では、なかな
か農とふれあう機会がないのが現状です。そこで、市
では町田の都市農地の保全に向けて、市民の
新しい農とのふれあいの機会をつくるため、
社会実験等の試行を実施しています。詳細は
右上二次元バーコードをご覧ください。
広

告

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。
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円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

生活困窮者自立支援金

副反応について

大規模接種会場等での接種を予約した
方へ

しん がた

新型コロナワクチンに
コロナワクチンに関
関する
する一
一般的な問い合わせ
わせ先
先（多言
語対応可）
今号の広報紙は、 万３１４１部作成し、１部当たりの単価は

注意事項
〇ワクチン接種を受けるためには、１回目、２回目それぞれの予約が必要です。
〇接種会場に行く前に、ご自宅で予診票を記入してください。
○接種会場に接種券を忘れると、接種を受けることができませんので、必ずお
持ちください。
○３密を避けるため、接種会場には、時間通りにおいでください。
○体調不良などで予約日に接種会場に来られなかった方は、１回目、２回目と
もに予約を取り直してください。

