
人口と世帯（外国人含む） 2021年7月1日現在人口 ： 429,935人（ 男：210,181人・女：219,754人）（前月より165人増） ／ 世帯 ： 202,184世帯（前月より166世帯増）
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～玉川学園・南大谷地区協議会
　市内全１０地区に設立されている地区協議会は、地区の地域交流や課題解決に取り組む団
体のネットワークです。その中の１つ玉川学園・南大谷地区協議会では、日々の暮らしの中
で感じる「こうなったらいいな」という思いを、一つずつ実現するため、地域のさまざまな団
体の活動を支援しています。今回は、同地区協議会が後押ししている、おむすび食堂の活動
などをご紹介します。� 問市民協働推進課 ☎☎724・4362

　子育ての悩みなどを気軽に相談できたり、子どもも大人も楽しくホッと
できる、地域の多世代がゆるやかにつながる場所を作りたい…そんな思い
から、子育て仲間のお母さん4人で始めた料理教室型の子ども食堂です。
　玉川学園なかよし公園で開催しており、遊びに来た人たちが気軽におし
ゃべりできる場となっています。

おむすび食堂ってどんな活動？

⃝�玉川学園・南大谷地区協議会代表・服部
知行さんからおむすび食堂にエール！

⃝おむすび食堂　代表・秋田史津香さんから一言
　おむすび食堂で、地域の方々に会えることがとてもうれしいです。世代間がゆるやかに
つながり、ここで暮らす多くの方が玉川学園をふるさとと感じ、もっともっと好きにな
ってくれたらと思います。地区協議会のイベントは地域の方の「あったらいいな」から
生まれた優しさや思いやりに包まれた手作りの行事です。お気軽にご参加いただける
とうれしいです。私たちの活動も、玉川学園なかよし公園だけではなく、市内のあっち
こっちの公園で開催し、地域がゆるやかにつながる場所として広げていけたらと思い
ます。町田で過ごす時間が皆さんの人生を豊かにしてくれるといいなと思っています。

　おむすび食堂は食事を提供するだけでなく、
みんなが集まって、楽しく食事をして遊んで過
ごす場を提供する、ステキな時間と場所
です。子どもたちの成長を見守ること
ができる、大人にとっても貴重な時
間になっていると思います。

新しい知り合いが
増えてうれしい

服
部
さ
ん 秋

田
さ
ん

外で食べる
ごはん

おいし～い！

楽しみながら
開催しています
（スタッフ）

水鉄砲楽しいなぁ♪

ひととひとをむすぶ
心地よい居場所

インタビュー
全文は市HPで
公開中！
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各地区協議会ではこんなことに取り組む予定です
2021年度

　地区内の団体及び住民への活動の周知と理解の促進のため、広報紙を制作
❶南地区協議会  広報広聴事業 

　防災マップの作成を通して災害に対応できる体制を構築
❸原町田地区協議会  防災事業 

　安心・安全に登下校できる地域を目指し「下校時のいっせい見守り」を実施
❹町田第二地区協議会  子どもの見守り事業 

　空き家にしない、街が寂れない工夫や先進事例等を新聞で紹介
❺玉川学園・南大谷地区協議会  空き家にしないための啓発事業 

　�小学校での実験教室や疑似体験を通して防災意識を高める事業を実施
❻木曽地区協議会  地域活性・交流事業 

　�地区の子どもたちの活動を発表する「忠生子どもフェスティバル」を開催
❼忠生地区協議会  交流親睦事業 

　�鶴川市民センター地域活動室で、週2回、スマホの使い方なんでも相談
窓口を設置

❽鶴川地区協議会  くらしの総合相談事業 

　「人生100年生き生き健康クラブ」としてボッチャや麻雀を通して交流
❷高ヶ坂・成瀬地区協議会  地域交流事業 

　�生きがい作りや異世代交流の場として、ガラスのアクセサリー作りなど
の事業を実施

❿相原地区協議会  住民の生きがいづくり事業 

※番号は右記地図上の番号と同一

玉川学園・南大谷地区協議会
⃝街かど・なんでも相談室
　2019年度から行っている「まちの中に気軽に立ち寄っ
て、相談できる場」をつくる取り組みです。商店街の店舗の

定休日にお店を借りて、月に３回ほ
ど開催しています。
　玉川学園地区社会福祉協議会に
登録している団体の専門相談員が、
子どもから高齢者まで、幅広い世代
の相談を受け付けています。相談だ
けでなく、気軽に立ち寄っておしゃ
べりできる場にしていくことも目
指しています。

　日常生活で困っていること
を住民同士で支え合うための
活動です。
　「小さなことでも気軽に頼め
る」という方と「ちょっとの時
間ならお手伝いできる」という
方の橋渡しを行い、「お互いさま」を合言葉にサービスを提
供しています。
　買い物への同行や見守り、庭掃除、子育てなど、さまざま
なお手伝いをしています。

⃝玉ちゃんサービス

こんな活動にも取り組んでいます！

❶❶

❸❸ ❹❹

❺❺❻❻ ❼❼

❽❽ ❾❾ ❿❿

❷❷

　私たちの協議会は、「住みやすく安心して住み続けら
れる魅力ある地域を作る」という共通の目標や課題を

持つ団体のネットワークです。地区協議会の活動は「できるときに、できる
ことを、できる範囲で、一生懸命やる」感じで良いと思います。何でもよいか
ら参加してみる。そこから人と人との繋がりや、やりがい、楽しみなどが見
つかることもあると思います。ダメだったりイヤだったりすれば辞めれば
良いのです。まずは気楽に参加してみてください。

できるときに、できることを、
できる範囲で、一生懸命やる

玉川学園・南大谷地区協議会　代表・服部知行さん

　「地域おうえんコーディネーター」がご案内し
ます。まずは市民協働推進課（☎☎724・4３62）に
お問い合わせください。

地区協議会のイベントに参加したいのですが・・・

って
なんですか？地 区 協 議 会

地区の課題解決や
魅力向上に取り組む

地区協議会

イメージ図

町田市町内会・
自治会連合会
の地区連合会

青少年
健全育成
地区委員会

青少年
健全育成
地区委員会

民生委員
児童委員
協議会

民生委員
児童委員
協議会

消防団

学校学校

社会福祉法人

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人

　地区協議会とは、さま
ざまな団体が集まって、
地区の課題の解決や魅
力の発信・向上に取り組
むネットワークです。

構成する団体は、地区
によって異なります

　個人宅や地域の花壇などを一般に公開するオープンガーデンを開催
❾小山・小山ヶ丘地区ネットワーク協議会  オープンガーデン事業 

各地区協議会の活動について
詳しくは市HPをご覧ください

市民協働推進課
☎☎724・4362問

　玉川学園・南大谷地区協議会では、他に
も、はなびら市、ご近所さん会や認知症対
策など2021年度は11事業を実施予定
です。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

❶

❸
❹ ❺

❻

❼ ❽
❾



❷
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財政見通し
　歳入は、徴収率の向上などから「市税」が計画額を上回った
ほか、前年度繰越金や臨時財政対策債など「その他」の項目で
計画額を上回りました。
　歳出は、義務的経費では「扶助費」、その他の経費では「繰出
金等」が計画額を下回りましたが、その他の経費で「経常事業
費」や「政策的事業費」が計画額を上回りました。

※�表の金額は、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。

計画額（一般財源）【歳入－歳出＝△10億円】

歳
入

906
億
円

市税 677億円
譲
与
税・

交
付
金
等

　144
億
円

そ
の
他

　 50
億
円

そ
の
他

　 50
億
円

基金繰入金 35億円

歳
出

916
億
円

義務的経費
411億円

経常事業費
258億円

繰出金等
191億円

その他の経費 505億円

経常事業費
341億円

繰出金等
163億円

基金繰入金 41億円決算見込額（一般財源）【歳入－歳出＝42億円】

歳
出
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億
円
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409億円

その他の経費 574億円

歳
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円

そ
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　ＩＣＴを活用した教育を推進するため、
市立小・中学校全６２校に児童生徒１人１
台のタブレット端末を整備しました。
また、教育のデジタル化促進を図り、更
なる充実化を実現することを目的とし
て、凸版印刷株式会社とＩＣＴ教育に関す
る包括連携協定を締結しました。

　「まちだ○
まる

ごと大作戦１８－２０」のスタートから３年
が経過し、２２８件の取り組みが市内各地域で実施に結
びつき、取り組み参画・参加人数が延べ２００万人に達
しました。２０１８年〜２０２０年の３か年の取り組みと
して始まりましたが、新型コロナウイルスの影響を
考慮して１年延長し、２０２１年末まで実施します。

　プロスポーツ観戦や大規模スポー
ツ大会開催等に対応するため、町田
ＧＩＯＮスタジアム（市立陸上競技場）
の観客席増設工事を行いました。ス
タジアム全体の観客席数は、これま
での１．５倍となる１万５０００席となり
ます。

　児童・生徒の熱中症対策と快適な学習環境を確保するため、小学校７
校・中学校１８校の体育館に空調機を設置し、小学校３５校・中学校２校の
設計を実施しました。

重点事業プラン

2020年度の計画額と決算見込額との比較2020年度の計画額と決算見込額との比較

行政経営改革プラン

　スマートフォン決済サービス（ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ）を活用し
た市税等の納付におけるキャッシュレス決済を導入しました。

市民の利便性を向上するための取り組み

公共施設再編の推進
　「みんなで描こう より良いかたち 町田市公共施設再編
計画」に基づき、市民へのアンケート調査や民間事業者への
サウンディング型市場調査を実施しました。また、市場調査
等の結果を踏まえ、健康福祉会館・保健所中町庁舎の集約及
び教育センターの複合化に向けた「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」を策定しました。

こんなことに取り組みましたこんなことに取り組みました

計画の達成状況

こんなふうに進んでいますこんなふうに進んでいます

まちだの未来の設計図

61％
（100事業中61事業）

76％
（46取り組み中35取り組み）

目標達成率 目標達成率

2020年度に実施した
「重点事業プラン」

2020年度に実施した
「行政経営改革プラン」

児童生徒１人１台のタブレット端末を整備

あなたの夢をみんなで実現！
まちだ○

まる

ごと大作戦１８－２０を実施

学校体育館に空調機を設置

町田ＧＩＯＮスタジアム（市立陸上競技
場）の観客席を増設

　「町田市5ヵ年計画17－21」は、町田市の基本計画である「まちだ
未来づくりプラン（2012年度～2021年度）」の後期5年間の計画で、
市が力を入れて取り組む事業を示したものです。
　市民の皆さんや市外に住む方に「まちだって住みやすい」「このま
ちが好き」と思ってもらえる市になるためのいわば「まちだの未来の
設計図」です。「重点事業プラン」「行政経営改革プラン」「財政見通し」
の3つで成り立っています。

　この計画に基づいて、2020年度に取り組んだ事業の主な成果を
紹介します。

20202020年度年度ははこんなことこんなことにに取り組み取り組みましたました
問 経営改革室経営改革室☎☎７２４・２５０３７２４・２５０３

「町田市５ヵ年計画１７−２１」２０２０年度の取り組み結果は、市HP
または市政情報課（市庁舎１階）、各市立図書館でご覧いただけ
ます。 市HP  ５ヵ年計画１７-２１    検索

町田市5ヵ年計画17町田市5ヵ年計画17－－2121
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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９月１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８月２５日までにイベン
トダイヤルへ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

お知らせお知らせ
８月１０日は「道の日」です
８月は「道路ふれあい月間」
●「道路ふれあい月間」推進標語最優
秀賞作品
【小学生の部】
ゆずりあい　道路で示す　日本の美
【中学生の部】
この町の　歴史と笑顔を　つなぐ道
【一般の部】
ポイ捨てしたら俺泣くよ

　「道路ふれあい月間」は、道路の役
割や重要性を再認識し、正しい利用
と愛護を呼び掛けることを目的に制
定されました。この機会に、道路の存
在や役割を考えてみませんか。
●道路をより良くする運動「みちピ
カ町田」　市では、道路愛護運動「み
ちピカ町田」を啓発・推進していま
す。この運動に参加される方に、みち
ピカ町田のステッカー等を道路管理
課（市庁舎９階）で配布しています。
●アダプト・ア・ロード事業　市と協
定を結んだ市民団体の活動を通し
て、市が管理している道路施設や道
路用地等を、より良い環境にする事
業です。現在、５１団体の皆さんが、歩
道の清掃活動や花壇での園芸活動を
行っています。
●放置自転車防止ポスターの募集　
　放置自転車防止を呼び掛けるポス
ターの作成にご協力ください。詳細
は市ＨＰをご確認ください。
対中学生以下の方

◇
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

９月は東京都「自殺対策強化月間」です
　新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮して、市では、８月からさまざ
まな取り組みを行いま
す。詳細は市ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
●市内各駅での普及啓発キャンペー
ン　「ゲートキーパー」の役割を周知
するポスターの掲示や手引きを記載
したクリアファイルを配布します
（無くなり次第終了）。
●ゲートキーパー手帳・悩みの相談

先一覧をリニューアルしました　
配布場所各市民センター、各連絡所、
各市立図書館等の市内施設
●総合相談会　自殺の背景にある経
済・生活・健康・家庭問題等の悩みを
解決する糸口を一緒に探すため、各
種専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。申請・手続きの助言や関係機
関、行政の担当窓口などもご案内し
ます。家族・友人の相談もできます。
対市内在住、在勤、在学の方日９月９
日㈭午前１０時３０分～午後４時場市
庁舎申８月３日午前９時から電話で健
康推進課へ（相談は３０分単位、相談
内容別に時間指定制、１人２枠まで）。

◇
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

シニアシニア
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①９月１６日②９月３０
日③１０月１４日、いずれも木曜日午
前８時５０分～午後３時、全３回／集合
は①町田バスセンター１４番乗り場
②玉川学園前駅③鶴川駅北口やすら
ぎ公園です内①尾根緑道②金井③三
輪の各コース（各約７Ｋｍ）を歩く定
３０人（抽選、結果は８月２３日ごろ発
送）費１２００円申８月５日正午～１１日
にイベントダイヤルまたはイベシス
コード２１０８０５Ａ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

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。

新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種のお知らせ 問新型コロナワクチン接種相談コールセンター
　☎☎７３２・３５６３（毎日午前８時３０分～午後７時）

　現在４０歳以上の方のワクチン接種の予約を受け付けています。その他の方は、ワクチンの供給量にあわせて予約受付を開始します。

対象年齢
（接種日時点）

予約・接種が可能な接種会場
町田市内（ファイザー社製ワクチン） 自衛隊

大規模接種センター
（モデルナ社製ワクチン）集団接種 個別接種

４０歳以上の方 ○ ○ ○
３０～３９歳の方

８月中に受付開始予定
（詳細は決まり次第お知らせ）

○
（１８歳以上の方のみ）２０～２９歳の方

１６～１９歳の方
１２～１５歳の方 ×（７月２７日現在）

ワクチン接種の予約方法
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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
（ワクチンパスポート）を発行しています

①パソコン・スマートフォンから予約
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。

自衛隊大規模接種センターでの接種予約はこちらから▶

【注意事項】
◯ワクチン接種を受けるためには、１・２回目それぞれの予約が必要です。
◯�大規模接種会場等での接種を予約し、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
同じ種類のワクチン接種を受けてください。
◯�接種券を忘れると、接種を受けられません。必ずお持ちください。
◯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。
◯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。

問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３

　新型コロナワクチン接種時に町
田市に住民登録があり、海外渡航の
ために必要な方にのみ発行します。
海外渡航の予定がない方は申請で
きません。
【申請方法】
①直接専用窓口（市庁舎１階）に提出
※�提出書類に不備がない場合は証
明書を即日発行します。
②�各市民センターに提出（提出のみ
受け付け可）
③�郵送で臨時接種推進室（〒１９４－

８５２０、森野２－２－２２）へ
※�②③には、切手を貼付した返信用
封筒が必要です。１週間程度で証
明書を発送します。

【必要書類】
旅券（パスポート）、接種券（接種券
番号を確認できる書類）、接種済証
または接種記録書（接種の記録を確
認できる書類）等
※�申請に必要な書類等の詳細は、市
ＨＰ（＝上記二次元バーコード）で
ご確認ください。

ワクチン情
報の詳細は
こちら▶
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総務部法制課担当課長（法務担当）を公募します
問職員課☎☎７２４・２１９９

　市では、法律に関する高度な専門
的知識のある人材を採用し、法務の
充実・強化を図るため、法務部門に任
期付職員を募集します。
対次の２つの要件を満たす方　①法
律に関する高度な専門知識を有し、
訴訟活動に関する実務経験がある②
司法修習生の修習を終えている
役職担当課長（法務担当）
募集人数１人
採用日２０２２年４月１日（予定）
※欠員状況等で４月１日より前に採
用することもあります。
任用形態特定任期付職員（２年間）

職務内容争訟事務、庁内弁護士とし
ての法務相談、法務能力向上に係る
人材育成、市の顧問弁護士との連絡
・調整
※給与等は条例等の定めによります。
選考１次＝書類、２次＝面接
※詳細は、実施要項（市ＨＰでダウン
ロード）をご覧ください。
応募方法受験申込書（市ＨＰでダウン
ロード）と司法修習終了証の写しを、
８月３１日までにメールで職員課（墳ｓ
ａｉｙｏｕ－ｉｎｆｏ＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙ
ｏ．ｊｐ）へ。

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 ８月６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
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シニアシニア
地 域 介 護 予 防 教 室
●仲間とめざそう元気生活！ポール
ウォーキングを始めませんか！　ポ
ールウォーキングの方法を習得しま
す。また、栄養講座もあります。教室
終了後は、地域の歴史や自然に親し
み、活動を継続する内容です。
対市内在住のおおむね６５歳以上の方
日９月１７日〜１０月２９日の毎週金曜
日、午前１０時〜正午、全７回場金森市
営住宅集会室（金森東）及び金森わさ
び田児童公園講日本ポールウォーキ
ング協会・村上政司氏、管理栄養士・高
橋きみ子氏　他定１５人（申し込み順）
／希望者のみポールの貸し出しがあ
ります（１回４００円）申８月２日〜３１日
に電話で南第２高齢者支援センター
（☎☎７９６・３８９９）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

子ども・子育て子ども・子育て
児童扶養手当
現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。現況届を
提出しない場合は、１１月分（翌年１月
振り込み）からの手当が受けられな
くなります。なお、手当の受給開始か
ら５年を経過した方等には６月下旬
に「児童扶養手当一部支給停止適用
除外事由届出書」を送付しています
ので、現況届と一緒に提出してくだ
さい。こちらの提出がない場合や提
出が遅れた場合は、１１月分からの手
当が２分の１に減額されます。

提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３１日ま
で（消印有効）に郵送で子ども総務課
へ。新型コロナウイルス感染防止の
ため、同封の返信用封筒を使用し、原
則郵送での提出にご協力ください。
各市民センター等での受け付けは行
いません。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
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
９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、３日㈮、午前１０時〜
正午＝保育の心、午後１時〜４時＝普
通救命講習／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
８月２１日までに電話またはＦＡＸで
同センター（☎☎７０３・３９９０鯖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

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用

戦没者のご冥福と世界平和を祈り

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

国民健康保険被保険者証（更新証）をお送りします
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

問�市政情報課（市政情報やまびこ）
☎☎７２４・８４０７

「 キ ラ リ ☆ ま ち だ 祭２０２１」 
中 止 の お 知 ら せ
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、１１月に開催を予定していた
「キラリ☆まちだ祭２０２１」は、中
止となりました。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

お 　 詫 　 び
　７月１５日号３面に掲載した、
「２０２０年度町田市の財政状況」記
事内の「一般会計・特別会計予算の
執行状況」の表において、「鶴川駅
南土地区画整理事業会計」の記載
が漏れておりました。お詫びして
訂正します。
　最新の情報は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）に掲載しています。
問財政課☎☎７２４・２１４９

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用ください。
　市が行う業務は「情報公開制度」や
「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。
【「情報公開制度」とは】
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせください。
【「個人情報保護制度」とは】
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。
【「会議公開制度」とは】
　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や市Ｈ
Ｐ等でお知らせしています（開催状

況は表３を参照）。
【「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには】
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
ください。職員が分かりやすくご説
明します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担
当課で文書の検索、公開・開示等の決
定をするので手続きには数日かかり
ます。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。　

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、太平洋戦争が終結してから７６年
が経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界平
和を願い、原爆投下の日と終戦の日
に黙とうの呼び掛けを行っています。
　今年も右記の日時に、防災行政無
線で呼び掛けの放送をします。戦没

者のご冥福をお祈りするとともに、
二度と戦争の起こらない平和な世界
を願い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　８月６日㈮午
前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　８月９日（振
休）午前１１時２分から
○終戦の日　８月１５日㈰正午から

　国民健康保険に加入している方が
現在お持ちの「国民健康保険被保険
者証」の有効期限は、９月３０日です。
１０月１日からお使いいただく被保険者
証は、９月中に世帯主の方宛てに簡
易書留（転送不可）でお送りします。
【窓口で受け取りを希望の場合】
　留守が多いなど郵便では都合の悪
い方には、窓口でお渡しすることも
できます（世帯主または世帯主の委

任を受けた同世帯の家族に限る）。
申８月２日〜２０日（月〜金曜日）に保
険年金課へ電話予約のうえ、９月８日
〜２７日（土曜日・第３日曜日・祝日を
除く）に保険年金課（市庁舎１階）へ、
現在使用中の被保険者証・世帯主か
らの委任状（家族が代理で受け取る
場合）をお持ちください。
※期間内に受け取りをしなかった場
合は、後日特定記録でお送りします。

問�企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

㉕㉕みんなでつくる

公共施設の再編に関する 
アンケ－トにご協力ください
　民間事業者とのコラボレーション
により、２つの保健施設（健康福祉会
館・保健所中町庁舎）の集約と、子ど
も発達センター・わくわくプラザ町
田の教育センターへの複合化を目指
しています。皆さんからご意見やア
イデアをいただきながら、検討を進
めていきます。
　あなたの思う公共施設のより良い
かたちをお聞かせください。
回答方法　１２月５日までに市ＨＰ（右記二次元バーコード）の
アンケート専用ページから回答。

　その他、公表を前提として作成さ
れたもの、市政の推進や市民の理解
を得るために提供することが望まし
いものは、本紙や市ＨＰ等で情報提供
を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用ください。

（表１）2020年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 55（内取り下げ9）

決定内容別件数

公　開 23
部分公開 18
非公開 2
不存在 12
存否応答拒否 1
合　計 56

※�1件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計
と請求件数は一致しません。

（表2）2020年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 43

決定内容別件数

開示等 14
部分開示等 17
非開示等 2
不存在 13
存否応答拒否 1
合　計 47

※�「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の
中止」をいいます／2020年度は、すべて開示請求で
した／1件の請求で複数の決定があるため、決定内容
の合計と請求件数は一致しません。

（表４）情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子
請求、ＦＡＸ 窓口のみ

費　用 無　料 無　料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※�情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希望
する方は、送料は請求者負担となります。

（表3）�2020年度審議会等の会議
の開催状況

開催した会議の回数合計 658

内　訳
公　開 214
一部公開 4
非公開 440

※傍聴人数は131人です。

公共施設のより良
いかたちを一緒に�
考えよう！

▲新たな保健施設のイメージ
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子ども・子育て子ども・子育て
オンライン離乳食講習会（初期）
　栄養士による離乳食開始について
の講話です。会場で開催している離
乳食講習会（初期）と同じ内容です。
なお、オンラインでの受講が難しい
方は、会場開催にご参加ください。
対４～６か月児の保護者で、オンライ
ン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が可能な方日
９月１３日㈪午前１０時３０分～１１時
２０分定３０人（申し込み順）申８月１日
正午～９月１日にイベシスコード
２１０８０１Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
ごみ収集のおじさんたちが
中央図書館にやってくる！
　市では幼稚園・保育園に通う３～５
歳児を対象に、紙芝居や歌でごみの
勉強をする「ごみと環境の出前講座」
を実施しています。また、小学４年生
を対象に、ゲストティーチャーとし
てごみ学習の授業も行っています。
お子さんと一緒に身近な環境問題の
ごみについて考えてみませんか。人
気の「ごみ収集車のうた」も歌いま
す。
対市内在住、在勤、在学の未就学児と
その保護者（小学生以上の方の個人
での参加も可）日８月２８日㈯午前１０
時３０分～１１時３０分場中央図書館定
５０人（申し込み順）申８月３日正午～
１８日にイベントダイヤルまたはイ
ベシスコード２１０８０３Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
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８月２４日、９月７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、スキンシップ遊び、
子育て情報交換、歌・絵本の紹介等
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８月
２９日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）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８月２日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。
子ども創造キャンパスひなた村
キャンプスキルワークショップ
●ネイチャークラフト・ゲーム・自然
体験編　森の中にある物を使った工
作や遊びを体験します。野外の遊び
を楽しむ・考える参加型の講座です。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日９月１１日㈯午前１０時～午後１
時（小雨実施、荒天中止）定１０人（申
し込み順）費３００円申８月４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、同キャンパスひなた
村ＨＰ等をご覧ください。
問同キャンパスひなた村
☎☎７２２・５７３６

催し・講座催し・講座
９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）。

●写真という画像の魅力にせまる～
ピンホール・カメラ作りを通して
対１５歳以上の方（中学生を除く）日９
月１２日㈰午前１０時～午後２時３０分
場女子美術大学相模原キャンパス
（相模原市）講女子美術大学芸術学部
非常勤講師・内野博子氏定１５人（申
し込み順）費２５００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、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
生涯学習センター
なんでもスマホ相談室を始めます
　デジタル端末の利用に苦手意識の
ある方向けに、スマートフォンの基
本操作、メールの送受信、インターネ
ット検索など初歩的な相談をマンツ
ーマン形式で行います。スマートフ
ォンをお持ちでない方には、タブレ
ット端末を貸し出します。
対市内在住の方日８月２１日以降の第
１・３土曜日、第２・４火曜日、午後１時
～５時／相談時間は１人３０分です場
同センター定各５人（申し込み順）申
８月２日午前１０時から直接または電
話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。

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。
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８月３０日㈪、３１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８月３日正午
～１７日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１０８０３Ａへ。

問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

介護の基本を学びたい方へ
●①介護講習会　車いすの移乗、立
ち座りや歩行の介助、コミュニケー
ションの取り方について実技を交え
ながら学ぶ講習会です。
対市内在住の家庭で介護をしている
方、介護の仕事をしてみたい方等日
９月１２日㈰午後２時～４時３０分場木
曽山崎コミュニティセンター講（公
社）東京都介護福祉士会定２０人（申
し込み順）
●②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など）
が一部免除される場合があります。
なお、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９月２１日、
２８日、１０月５日、１２日、１９日、いずれ
も火曜日午前１０時～午後４時（９月
２１日は午後４時３０分まで、１０月１２
日は午後３時まで）、全５回場町田商
工会議所定３０人（申し込み順）

◇
申住所・氏名・電話番号（②のみ生年
月日も必要）を明示し、①８月３０日ま
で②９月７日までに、電話またはメー
ルで町田市介護人材開発センター
（☎☎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、墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）
へ（同センターＨＰ〔右記
二次元バーコード〕で申
し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

該当する方は申請を

心身障害者福祉手当
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

　心身障害者福祉手当（下表参照）
は、８月に年度の更新を行います。
これまでに申請をして所得超過に
より却下となった方で、２０２１年
度（２０２０年中）の所得が限度額以
内の場合は、８月中に再度申請を

してください。
　所得限度額等の詳細については
お問い合わせください。
※現在手当を受給中で、２０２１年
度の所得が限度額を超える方には
別途通知を送付します。

　起業・創業に関する基礎
知識が習得できる無料オン
ラインセミナーと
無料相談会を毎月
開催しています。▲詳細はこちら

問町田新産業創造センター☎☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２9
町田創業 ファーストステップセミナー・相談会

　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

対　象　者 所得限度額（２０２1年度の所得） 手当額（月額）扶養人数 受給者本人所得
①～④のいずれかに該当する、心
身に障がいがある２０歳以上の方
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
※新規で申請する方は６５歳未満で
あること。
※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
福祉手帳は対象外です。

０人 ３６０万４０００円

1万５５００円

1人 ３９８万４０００円
２人 ４３６万４０００円
３人 ４７４万４０００円
４人 ５1２万４０００円

以降、扶養人数1人につき３８万円
加算

※所得限度額は目安であり、個別に判断をする必要がありますので、詳細はお問い合
わせください。

オリンピック聖火が町田シバヒロにやって来た！

　東京都聖火リレー初日の７月９
日㈮に、待ちに待ったオリンピッ
ク聖火が町田シバヒロにやって来
ました。この日は世田谷区、狛江
市、稲城市、町田市の順で、点火セ
レモニーが行われました。
　新型コロナウイルス感染症の感
染防止のため、残念ながら公道で
の走行は中止となりましたが、町
田シバヒロに設置されたス
テージでは町田市内を走る
予定だった聖火ランナー
３３人が次々にトーチキス
で聖火をつないでいきまし
た。
　また、最終ランナーは、
２０１６年リオデジャネイロ
・パラリンピックに出場し、
自転車ロードタイムトライ

アルで銀メダルを獲
と

った鹿沼由理
恵さん。最後に、聖火皿に聖火をと
もす大役を果たしました。「この灯
が皆さんの応援のチカラとなっ
て、選手の頑張る力になることと
思います」と感想を笑顔で語られ
ました。
　詳細はこちら▶

ＶＯＬ．1
東京オリンピック・パラリンピック通信東京オリンピック・パラリンピック通信
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２
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催し・講座催し・講座
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
●覗いてみよう！鶴川の自然　鶴見
川にいる、いろいろな昆虫や動物など
を室内で一緒に観察してみませんか。
日８月１８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
的室講和光大学地域連携研究センタ
ー地域・流域共生フォーラム　齋藤
透氏定各２５人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１
認知症サポーター
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日９月２日㈭午後１時３０分～４
時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申８月３日正午～２９
日にイベントダイヤルまたはイベシ
スコード２１０８０３Cへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

分譲マンション管理に関する相談会
●マンション管理士があなたのご相
談にお答えします　
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日９月７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。
ふるさと農具館
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８月２１日㈯、９月１８日㈯、１０月１６
日㈯、１１月２０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
問同館☎☎７３６・８３８０

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●写真展開催～キヤノンイーグルス

写真展　オフィシャルフォトグラフ
ァー・水谷たかひと氏撮影による写
真展です（キヤノンギャラリーで開
催した写真展を再構成）。
日程８月２６日㈭～９月５日㈰場同サ
ロン２階展示室
●はすの花写真展　薬師池公園の大
賀ハスをはじめ、各地で撮影した写
真を展示します。
日程８月２６日㈭～９月６日㈪場同サ
ロン１階展示室
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　館内清掃のため、８月２３日㈪～２５
日㈬は臨時休館します。
問同サロン☎☎７３６・８２８１

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９月１８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８月３日正
午～１３日にイベントダイヤルまた
はイベシスコード２１０８０３Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
町田市自然休暇村　せせらぎの里
き の こ 狩 り ツ ア ー
　地元のきのこ鑑定人と職員が同行
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①９月
２６日㈰～２７日㈪②１０月３日㈰～４
日㈪、１泊２日、集合は①９月２６日②
１０月３日、午後０時３０分に自然休暇
村／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）／
最少催行人数は各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、保
険料、ガイド料含む）旅行企画・実施Ｊ
ＷＴ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
旅行業協会会員・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８月１日午
前８時３０分～１１日午後５時に電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）
へ。①９月６日以降②９月１４日以降の
取り消しはキャンセル料が必要で
す。

スポーツスポーツスポーツ
　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 室 内 プ ー ル
●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になって
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９月７日～１０
月２８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）
定①各２０人②各４０人／抽選費火・
木コース＝各５６００円（各全７回）、水
コース＝６４００円（全８回）
申往復ハガキに必要事項
を明記し、８月２６日まで

（必着）に同プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

市 立 総 合 体 育 館
●チャレンジマッスル２０２１　子ど
もたちが体を動かせるアスレチック
エリア（マットや跳び箱、平均台等）
や、大人向けのパラスポーツ体験、健
康測定会ブースもありま
す。
日８月３日㈫午前９時３０分
～午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

鶴 間 公 園
●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円申電話で同公
園へ（同公園ＨＰで申し込
みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等の発
見が遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月２日～１１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ＨＰで配布期間中に限りダウ
ンロードも可申郵送で８月１６日まで
（必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー☎☎０５７０・０１０・８１０
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
【今年度の更新手続きは郵送となり
ます】
　新型コロナウイルス感染症への対
応のため、昨年度と同様、郵送で行い
ます。現在、東京都シルバーパスをお
持ちの方には、８月中旬に同協会か
ら「シルバーパス更新手続きのご案
内」が送付されます。更新を希望する
方は、必ずご確認のうえ、更新手続き
をしてください対現在、有効期限が
２０２１年９月３０日までの東京都シル
バーパスをお持ちの方／新しいパス
の有効期限は、２０２２年９月３０日ま

でです問同協会シルバーパス専用電
話☎☎０３・５３０８・６９５０（受付時間＝
土・日曜日、祝休日を除く午前９時～
午後５時）
●自衛隊町田募集案内所～一般曹候
補生・航空学生募集
　詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ＨＰを参照対①一般曹候補生＝採用
予定月の１日現在、１８歳以上３３歳未
満の方（ただし、３２歳の方は採用予
定月の１日から起算して３か月後に
達する日の翌月の末日現在、３３歳に
達していない方に限る）②航空学生
（海上）③航空学生（航空）＝高校卒業
者または高等専門学校３年次修了者
（いずれも見込み含む）で、②１８歳以
上２３歳未満の方③１８歳以上２１歳未
満の方申①９月６日まで②③９月９日
まで／必着問同案内所☎☎７２３・１１８６
●町田商工会議所～まちだの飲食店
の未来を応援する地域飲食店応援プ
ロジェクト「みらい飯」を実施してい
ます
　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、厳しい経営を余儀なく
されている市内飲食店を、クラウド
ファンディングを通じて応援する事
業です。下記二次元バーコードから
参加できます実施期間８
月３１日まで問同会議所☎☎
７２２・５９５７

情報コーナー情報コーナー

大人も子どもも非日常体験！
大地沢に行こう　２０２１秋

問大地沢青少年センター☎☎７８２・３８００

まちだ創業スクール２０２１
問町田商工会議所☎☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２９

　本格的な創業を目指す「本格コ
ース」と、コロナ禍にマッチした副
業を学ぶ「副業コース」がありま
す。事前に無料で受講できる「プレ
セミナー」も用意しました。受講ス
タイルはコースによって異なりま
すので、下表をご確認ください。創
業知識取得の場としてご利用くだ

さい。
場同会議所
※ＷＥＢ講座はまちだ創業スクー
ル２０２１特設サイトで行います。
申電話で同会議所（まちだ創業ス
クール２０２１特設サイ
ト〔右記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可）へ。

　同センターでは、９月・１０月はた
くさんの新規事業を企画して皆さ
んの参加をお待ちしています。日帰
りで野外炊事場や風呂の利用もで
きます。人気の定番事業である青
空アトリエや陶芸教室、キャンプ体
験会など、大自然の中で非日常体
験をしてみませんか。イベントの詳
細や申込方法等は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
【新しい事業（予定）】
○境川源流散歩とフレイル予防
○俳画
○火おこし体験
○はたらく自動車展示
○乳幼児イベント
○ニュースポーツ体験　等

　まちだ子育てサイ
トやＩｎｓｔａｇｒａｍで、
イベントの様子を発
信中！

日　時 定員（抽選） 費用（税込み）
通学講座 ＷＥＢ講座 通学講座 ＷＥＢ講座

プレセミナー ８月２１日㈯午後１時～３時
いずれも
３０人

上限無し 無　料

本格コース
９月４日、１１日、２５日、い
ずれも土曜日午前１０時～
午後４時、全３回

３０００円

副業コース
１０月５日、１２日、１９日、
２６日、１１月２日、９日、い
ずれも火曜日午後６時３０
分～９時、全６回

１００人 １０００円
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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

（原町田5-8-２１）
☎☎返７２5・２２２5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 受付時間＝午後７時～9時3０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
（原町田5-8-２１）
☎☎７１０・０9２７
返７１０・０9２8

日曜日
祝休日

受付時間＝午前9時～午後４時3０分（電話受付は午前8時
４5分から）

「急病のときは」は、毎月1日号に1か月分をまとめて最終面に掲載しています

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

8月
１日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイ
クリニックは午前１０
時から診療開始

内科

さぬき診療所（小川２-２5-１４） ☎☎７０６・8７６６

ミーナ町田ジェイクリニック（原町田４-１-１７）☎☎７3２・5１２０

グリーンヒルクリニック（小野路町１６5１-１）☎☎７3６・７8７７

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４99-１5）☎☎７２5・１１０8

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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

おか脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

２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

3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

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

5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

６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

７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

8日㈷

午前9時～午後5時 内科

熊谷医院（金森東４-33-４） ☎☎７95・53２5

近藤医院（成瀬１-６-７） ☎☎７２8・６898

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 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

9日（振休）

午前9時～午後5時

内科 なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬４-２-35）☎☎７１０・６１55

内科
小児科 若山クリニック（金井２-3-１8） ☎☎７3６・７７２０

内科 南東京ハートクリニック（木曽西２-１8-１２）☎☎７89・8１００

午前１０時3０分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎☎７２０・０53０

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
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１０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

１１日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１２日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１3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

１４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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１5日㈰

午前9時～午後5時
内科

こばやしクリニック（原町田６-3-3） ☎☎７１０・3１83

小野寺クリニック（本町田４39４-9） ☎☎７3２・5６０5

内科
小児科 木曽診療所（木曽東４-２１-3７） ☎☎７9１・２０88

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

１６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

１７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

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

１9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

２０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

２１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

２２日㈰

午前9時～午後5時

内科
南町田クリニック（鶴間3-２-２） ☎☎７9６・１555

町田エールクリニック（中町１-9-２２） ☎☎７39・5533

内科
小児科 小出クリニック（木曽東１-１5-４０） ☎☎７２１・２9１8

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川１-２-3２） ☎☎７9６・8７33

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

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

２3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

２４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

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

２６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

２７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

２8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

２9日㈰

午前9時～午後5時 内科

栄山医院（金森２-２5-3０） ☎☎７２２・７４3０

にしむら内科クリニック（大蔵町２２２２-5）☎☎７０8・１０２４

ただお整形外科・内科（忠生２-２8-5）☎☎７93・０２０１

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

3０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

3１日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

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・眼科の医院については、東京都耳鼻咽喉科医会HP
または東京都眼科医会HPの「休日診療」のページをご覧ください。

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。

急病急病ののときはときは
保存版　8月1日～31日

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

○東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（２４時間、年中無休）
　☎☎０3・５２７２・０3０3返０3・５２8５・8０8０
○小児救急相談　子供の健康相談室（東京都）
　�（受付時間＝月～金曜日の午後６時～翌朝8時／土・日曜日、祝休日、年末
年始は午前8時～翌朝8時）
＃8０００または☎☎０3・５２8５・8898

○東京消防庁救急相談センター（２４時間、年中無休）
＃７119または☎☎０４２・５２1・２3２3、同センターHP ＃７119  検索


