
男女平等推進センター　☎☎723・2908問

高橋さん一家の日常
高橋さん一家は、家族で協力して暮らしていくために数々の工夫をしています。
今回は、ご夫婦へのインタビューを通して家族間のコミュニケーションのヒン
トをご紹介します。

　新型コロナウイルスの流行によって、家族だけで過ご
す時間が増え、子どもたちの成長に以前よりも細かく気
が付けるようになりました。
　ストレスを感じることもありますが、我が家では週末
に大人と子どもがそれぞれ映画とお菓子を楽しむパジャ
マパーティーを開催して、平日とのメリハリをつけてみ
んなで楽しみながら過ごしています。

家族時間が増え、子どもの成長を身近
に感じる

　妻は、以前から在宅勤務制度とフレックス勤務を併用
しています。一方、夫は最近初めて在宅勤務が可能にな
り、育児や家事に使える時間が増えました。夫は育児休暇
を取得していませんが、平日は早く帰宅することで積極
的に育児に参加しています。

新しい日常の中で、仕事環境も大きく
変化

市内に住む高橋さん一家は、夫婦と3人のお子さんで暮らしています。妻の陽子さんは、町田市男女平等参画協議会の委員を務めています。

　平日も家族そろって夕食を取っているほか、子どもたちが寝た後には夫婦でお
茶を飲みながら話す時間を意識的に取り、すれ違いを減らす工夫をしています。
　夫婦の家事分担について、「言わなくても通じること」は理想ですが、口に出
して伝えることでお互いの困りごとに気付くことができます。
　例えば、家事をすごく大変な思いをして終わらせたのか、余裕をもって終わ
らせたのかは、はたから結果だけを見ると分かりません。しかし「ここがすご
く大変だった」と過程を言葉で伝えることで「次は参加しよう」という行動に
つながりますよね。

我が家の家族コミュニケーションは毎日の会話を
大切にすること

　社会全体で、さまざまな働き方があることが当たり前の世の中になれば、家
族の生活も大きく変わると思います。他にも、学校の先生との面談がオンライ
ン化すれば、父親も母親も休みをとらずにオフィスからでも気軽に参加でき
ます。また、父親の立場から言えば、男性も入りやすいおむつ替えスペースが
もっと増えると良いですね。

新しい日常が進化すれば家族の生活も変わっていく

おうち時間は
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という考えをどう思いますか「男性は仕事・女性は家庭」

そう思う

2021年度

2016年度

どちらかといえばそう思わない
どちらかといえばそう思う
そう思わない 無回答

どちらともいえない
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人々の意識が
変わってきている
ことが実感できます

利用したいと
回答した男性が
増えていますね

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

つらいことがあったら相談してみましょう　悩みの相談窓口
● よりそいホットライン錆0120・279・338…24時間受け付け（年中無休）
●  町田市女性悩みごと相談☎☎721・4842
　  …第3水曜日を除く月～土曜日午前9時30分～午後4時、水曜日のみ午後1時～8時
●  性自認及び性的指向に関する相談（ＬＧＢＴ電話相談）☎☎721・1162
　 …祝休日を除く毎月第2水曜日午後3時～8時

この他にも相談先を紹介しています▶

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で顕在化した課
題として、外出自粛等による在宅時間の増加によって、
配偶者によるＤＶ、性犯罪・性暴力に関する相談件数
が増加していることが指摘されています。
　さまざまな悩みを抱える方を支援するため、困った
時の相談窓口を開設しています。

　「男性は仕事・女性は家庭」「男性・女性はこうあるべきだ」
　そんな言葉やイメージによって息苦しさを感じたことは
ありませんか。
　4月〜5月に市内在住の満20歳以上の男女3000人を対
象に行った「男女平等参画に関するアンケート調査」や昨年
度行われた国の調査では、前回調査と比較すると育児休業
制度や介護休業制度に対する考え方や、家庭内での男女の
役割分担などにも変化が現れていることが分かりました。

育児休業や
介護休業制度の
利用について

「制度を利用したい」と回答した人

2016年度と
2021年度を
比較すると…

全体 ……… 65.3％ （5.6％アップ）
男性 ……… 53.3％ （7.8％アップ）
女性 ……… 73.7％ （3.6％アップ）

　家庭内の役割分担は各家庭の状況によって異なりますが、家族全員が自分にできることをこの機
会に考え、話し合ってみませんか。

 わたしたちの暮らし
わ変 始り め る

問男女平等推進センター☎︎☎︎７２３・２９０８

ちょっとした気づかいがコツ！ 家族のコミュニケーション

▶12月～2022年1月…パブリック・コメントの実施
　計画案に関して、皆さんからのご意見を募集します
▶ 2022年3月…………計画公表
　�計画の策定状況は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧ください

今後のスケジュール（予定）

（仮称）第5次町田市男女平等推進計画 の策定を進めていますの策定を進めています
　現在策定中の計画は、これまでの取り組みや社会情勢の変化、市民意識調査の結果
等をふまえ、2022年3月の公表を目指し、検討を行っています。

▶政策・方針を決定する場などへの女性の参画を推進
▶男女間のあらゆる暴力（ＤＶ等）の根絶
▶性の多様性を認め、お互いを尊重し合う意識の醸成
▶�ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境の
整備や、育児・介護などをはじめとする支援の充実
▶男女平等参画に関する情報提供による市民意識の向上

重点項目（案）

　家族間で家事に求める基準が異
なっているかもしれません。「この方
法でいいか？」をお互いに確認するこ
とですれ違いを防ぐことができます。

●よく聞いて確認する
　「できて当たり前」や駄目出しばかりの態度では、
お互いのモチベーションを維持することはできませ
ん。取り組んだことに感謝を伝えることがその後の
気づかいにつながります。

●やってくれたことに「ありがとう」の気持ち
大人も子どもも、
おうちのことで
できることを
楽しんで
やってみよう！

新型コロナウイル
スの影響で男性の
育児参加が活発に
なっている一方で、
女性の育児時間も
増加していますね 出典： 2021年度町田市男女平等参画に関するアンケート調査、内閣府「令和2年度男女共同参画の視点からの新型

コロナウイルス感染拡大の影響に関する調査報告書」

仕事や家庭に
かかる時間は
変化した？

仕事時間 … 女性　- 34分　男性　- 25分
家事時間 … 女性　-   2分　男性　＋  1分
育児時間 … 女性　＋30分　男性　＋24分
介護時間 … 女性　- 13分　男性　- 25分

2019年度と
2020年度を
比較すると…
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募　集募　集
病児保育施設職員（保育士）
　詳細は施設へお問い合わせくださ
い。
対有資格者
○はやしクリニックキッズケア・ルー
ム（☎☎７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

２０２２年度　町田市私立幼稚園等
園 児 募 集
　詳細は各私立幼稚園等へお問い合
わせください。
　子ども・子育て支援新制度移行園
の詳細は、まちだ子育てサイトをご
覧ください。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１０月は、「市・都民税、国民健康保
険税」の納付月です。新型コロナウイ
ルス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

全 国 地 域 安 全 運 動
　１０月２０日まで、全国地域安全運
動が実施されています。この運動は、
防犯協会を始めとする地域の安全に
資する関係機関や民間団体、地域住
民、自治体及び警察が連携して、地域
安全活動を強力に推進することで、
地域安全活動の効果を上げ、安心し
て暮らせる安全な地域社会の実現を
目指す運動です。
　この機会に地域の見守り活動への
参加や、自宅の防犯設備の見直しな
ど、安全・安心なまちづくりにご協力
ください。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町
田警察署☎☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎☎０４２・６５３・０１１０

　市では、市民の方の健康づくりを増進するため、１１月を「町田市総合
健康づくり月間」と位置付けています。市内各所で開催するイベントの
詳細は、市ＨＰ（下記二次元バーコード）をご覧ください。
　イベントに参加し、ウェブアンケートに回答していただい
た方の中から抽選で４００人に、「まちだ名産品の引換券（引換
場所=町田ツーリストギャラリーのみ）」を発送します。

町田市総合健康づくり月間2021町田市総合健康づくり月間2021
問健康推進課☎☎724・4236

新型コロナウイルス感染症に伴う
水道料金・下水道使用料の支払い猶予の受付期間を延長します
問�徴収猶予について＝東京都水道局多摩お客さまセンター☎☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤ
ル）または☎☎０４２・５４８・５１１０、記事について＝町田市下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５

　新型コロナウイルス感染症に伴う収入の減少などで、一時的に水道料
金・下水道使用料の支払いが困難な方に対して、支払い猶予の受付期間を
２０２２年３月３１日㈭まで延長します。個人、法人ともに対象です。
　詳細は、東京都水道局ＨＰをご覧ください。

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。

新型コロナワクチン接種情報　　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

ワクチン情
報の詳細は
こちら▶

施設の利用に関する情報、市内の感染者数等の情報は
右記二次元バーコードからご覧いただけます

※この記事の内容は１０月１１日現在の情報です

１０月末までに約７８％の方が２回目接種を終える見込みです！
　１１月からは、接種会場を縮小していきます。１１月については、原則、２回目の
接種を受ける方のための予約枠とします。接種を希望している方で、まだ接種
を受けられていない場合は、１０月中に１回目の接種を受け、１１月に２回目の接種
を受けるよう、お願いします。
　なお、１２月の接種会場は未定です。ご都合に合わせて、お早めに予約をお願い
します。

■１２～１５歳の方が接種する際の注意事項
・�１５歳以下の方が接種を受けるためには、保護者の同意が必要です。
また、接種時には、原則、保護者の同伴が必要です。
・�新たに１２歳になる方は誕生日の前日から接種を受けることができ
ます。接種の予約は、誕生月の前月の１日からとなります。
■妊婦の方とそのご家族の接種について
・�妊婦健診を受診している医療機関の医師にご相談ください。
■基礎疾患で医療機関にかかっている方
・�かかりつけ医に受診し、ご相談ください。
・�かかりつけ医での接種が困難な場合は、新型コロナワクチン接種相
談コールセンター（☎☎７３２・３５６３）にご連絡ください。

■町田市の接種状況� 【10月11日午前0時現在】

年齢 人口
1回目 2回目

接種者数 接種率 接種者数 接種率
65歳以上 116,195人 107,168人 92.2% 104,928人 90.3%
40～64歳 152,415人 124,252人 81.5% 113,627人 74.6%
12～39歳 120,592人 75,515人 62.6% 47,993人 39.8%
合計 389,202人 306,935人 78.9% 266,548人 68.5%

※人口は、2021年1月1日現在の住民基本台帳に基づく人数
※接種者数は、ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）のデータに基づくものです。市の集団接種
会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域
接種会場で接種を受けた方を含みます。
※市HPでは、最新情報を公開しています。

　万松寺谷戸から結道へ、秋の里山
を歩きました。この季節、野鳥は留鳥
だけですが、それでも、小型の鷹のツ
ミやアオゲラ、コジュケイの声が谷
戸に響き、シジュウカラ、エナガ、メ
ジロなどの混群も見られるようにな
りました。
　稲刈り直前の谷戸田周辺の枯れ色
のなか、野草のほうはまだ賑

にぎ

やかで、
ややピンクがかった赤、オペラ色の
ツリフネソウが目につきました。か
なりの数の株数で、谷戸の景色を引
き立たせるように、光を放っていま
した。
　さて、市民・地域団体・企業の皆さ
まの活躍で大変な盛り上がりを見せ
た「まちだ〇

まる

ごと大作戦１８－２０＋
１」（以下、同作戦）も年内で終了とな
ります。先日、この同作戦実行委員会
の深澤委員長、安達副委員長と私の
３人で、振り返りの座談会を持ちま
した。
　同作戦のきっかけは、市制６０周年
の記念事業をどうするか、という議
論から始まり、記念式典などは省略
させていただき、町田市全域の市民
が参加できる企画でいくことになり
ました。

　実行委員長も副委員長も「最初は
どうなるか、みんなが積極的に参加
して盛り上がるのか、正直、心配だっ
た」と振り返っての感想でした。しか
し、３００以上の作戦がエントリーさ
れ、事業に参加した市民は２００万人
を超え、「市民の力、発想力を感じた、
人と人のつながり・結束が感じられ
た」との評価もお話しされました。
　スタートの時の議論で「みんなの
やりたいことを実現する」という趣
旨を提案した際に、ある地区の会長
さんから「やりたいことに規制をか
けているのは市役所ではないか」と
のお叱りをいただき、市役所の職員
は、少なくとも同作戦の際の「規制」
をどれだけ緩和できるか、それが職
員のチャレンジだ、ということにな
りました。
　同作戦で自主的・独創的なアイデ
アが作戦として実際に数多く実行で
きたのは、もちろん市民の力ではあ
りますが、職員の陰の努力も少しは
あったのかなと思っています。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１７６

まちだ〇
まる

ごと大作戦１８－2０＋１「作戦会
議」の様子

■３回目の接種について
　国の要請を受け、接種がスムーズに行えるよう接種会場や医
療従事者の確保等を進めています。開始時期は未定です。詳細が
決まり次第、市ＨＰや本紙等でお知らせする予定です。
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お知らせお知らせ
ご意見を募集します
町田市自転車活用推進計画（素案）
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止と社会経済活動の両立を図る新し
い日常に対応する移動手段として、
また、脱炭素社会の実現に向けた環
境に優しい移動手段として、自転車
の活用がさらに注目されています。
　そうした社会変化に対応しなが
ら、地域の中を快適に移動できる環
境をつくり出すため、ハード・ソフト
両面から総合的に自転車の活用を推
進する「町田市自転車活用推進計画」
を策定します。
　計画（素案）は、市ＨＰに掲載するほ
か、下記の窓口で閲覧及び資料の配
布を行っています。
計画期間２０２２年４月～２０２７年３月
資料の閲覧・配布交通事業推進課（市
庁舎８階）、広聴課・市政情報課（市庁
舎１階）、男女平等推進センター（町
田市民フォーラム３階）、各市民セン
ター、各連絡所、生涯学習センター、
各市立図書館、町田市民文学館（各窓
口で開所日時が異なります）。
ご意見の提出方法書式（様式は自由）
に住所・氏名・連絡先・件名を明記し、
１１月５日まで（消印有効）に、直接、郵
送、ＦＡＸ、またはメールで交通事業
推進課（市庁舎８階、返０５０・３１６１・
６３２２、墳ｍｃｉｔｙ５１３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布してい

る窓口に直接提出も可）。意見提出の
際の注意事項等詳細は、お問い合わ
せください。なお、寄せられたご意見
の概要及び市の考え方は、個人情報
を除き、２０２２年３月ごろに市ＨＰで
公表します。
問交通事業推進課☎☎７２４・４２６１
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
●生産緑地地区の変更
縦覧期間１０月２５日㈪～１１月８日
㈪、午前８時３０分～午後５時（土・日
曜日、祝休日を除く）場都市政策課
（市庁舎８階）内町田都市計画生産緑
地地区の変更
●南町田グランベリーパーク駅周辺
地区関連
縦覧期間１０月２５日㈪～１１月８日
㈪、午前８時３０分～午後５時（土・日
曜日、祝休日を除く）／南町田駅前連
絡所は、月～金曜日の午前８時３０分
～午後７時、土・日曜日の午前１０時～
午後５時（祝休日を除く）場都市政策
課（市庁舎８階）、南市民センター、南
町田駅前連絡所内町田都市計画地区
計画の変更（南町田グランベリーパ
ーク駅周辺地区地区計画）、用途地域
の変更、高度地区の変更

◇
対住民及び利害関係人意見書の提出

１１月８日まで（消印有効）に、直接、郵
送またはメールで都市政策課（市庁
舎８階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、墳ｍｃｉｔｙ４７１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．
ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７
生涯学習センター
タブレット端末の貸し出しを始めます
　生涯学習センター６～８階の貸出
施設利用者を対象に、タブレット端
末（ｉＰａｄ、アンドロイド各１台ずつ）
の貸し出しを始めます。それに伴い、
各貸出施設内でＷｉ－Ｆｉが使用でき
るようになりました。
申タブレット端末の貸出希望の方
は、施設予約後に直接または電話で
同センター（☎☎７２８・００７１）へ。

令和３年８月大雨災害義援金の受け付け
　日本赤十字社では、「令和３年８月
大雨災害義援金」を２０２２年３月３１
日㈭まで受け付けています。ご協力
をお願いします。
○町田市での受け付け
福祉総務課（市庁舎７階）、各市民

センター、各連絡所等の窓口で受け
付けています。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１９０－２－６９７１６７
加入者名日赤令和３年８月大雨災害

義援金／受領証発行希望の方は、通
信欄に「受領証希望」と明記してくだ
さい。
○銀行による送金
振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５７３、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５７１、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５２９
口座名義日本赤十字社（３行共通）／
受領証発行希望の方は、氏名（受領証
の宛名）・住所・電話番号・寄付日・寄
付額・振込金融機関名と支店名を日
本赤十字社パートナーシップ推進部
へご連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎☎７２４・２５３７
新たに委嘱されました
民 生 委 員・ 児 童 委 員
　民生委員・児童委員が新たに委嘱
されました。担当地区は次のとおり
です。なお、その他の担当は、お問い
合わせください。
地区・地域忠生第一・下小山田町１～
２３１、２７２０～２７２７、２７３０～２７３２、
２７４１～２７４３、２７４６～２７５１、２８１３
～３１１８、３３１５、３３５２、４０００～４０１８
担当委員氏名稲田公明（新任）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

町田市表彰式

自治功労者などを表彰しました
問秘書課☎☎７２４・２１００

　９月１８日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発
展に貢献され、市民の福祉の向上
にご尽力いただいた個人８６人と９
団体を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次の
とおりです（敬称略、順不同）。
【自治功労】
佐藤和彦／松岡みゆき／森本せい
や／わたべ真実／内田宏／足立達
也／畠山節夫／坂井雅 ／竹本成
豊／関隆行／野﨑孝幸／佐藤登／
平瀨勲／藤井広樹／花房福至／佐
藤儀之／吉野淳／佐藤秀彦／青山
豊子／藤嶋善子
【一般表彰】
浅野哲夫／金沢健雅／後藤晶子／
髙木澄雄／中川種栄／萩原得弘／
山口夏央／井上由美／岩崎けい子
／小倉豊司／柿澤美代子／ 岡賢
／酒井かづ江／成富眞砂子／福島
祐子／増井ヱイ子／八木肇／山﨑
みのり／高田直樹／長澤満子／西
川郷子／山名裕子／鬼澤明誉／佐
藤洋介／塙祥太／須﨑敦司／太刀
川眞弘／吉岡輝／榎本智／早坂哲

治／佐川勝由／吉川恵佑／小田急
金森わさび田自治会自主防災隊／
新常盤自治会自主防災隊／大川原
久／福岡正道／Ｄ５１保存会／町
田市少年少女発明クラブ／倉光典
子／本間美夜子／嶋﨑昌久／町田
市空手道連盟／町田市少林寺拳法
協会／町田市馬術連盟／町田市レ
スリング協会／出口則之／小倉宏
則／末廣智彦／古田利文／三浦孝
幸／村瀬晃啓／若林眞一／門脇久
美子／小川やよい／小野田睦朗／
河原孝子／佐原義雄／日垣昌士／
城森ひとみ／大谷光雄／内田三郎
／木村惠里子／髙梨成男／竹村俊
幸／ 村久実／猪熊マリ／中込勝
子／林安喜子／株式会社イズミ／
朝日寛治／内山たま江／齋藤修一
／佐藤幹子／下川浩之／渡邉哲男

境川金森調節池の上部（旧西田スポーツ広場）の
利用に向けた説明会

問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７

　境川金森調節池の上部（旧西田
スポーツ広場）の利用に向けて説
明会を開催します。説明会に参加
できない方は、説明会の内容等を、
市ＨＰ（右記二次元バーコード）で
ご覧いただけます。
対境川金森調節池の近
隣にお住まいの方
日１０月２３日㈯、午前１０時から、午
後２時から

場南中学校体育館多目的室
定各５０人（先着順）
【郵送やメールでもご意見を提出
できます】
申１１月５日まで（必着）に郵送また
はメールで下水道経営総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、墳
ｍｃｉｔｙ５１７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．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

町田市環境マネジメントシステ
ム外部評価委員会

11月4日㈭午
後6時～8時

市庁舎2階
※会場の詳細
は申込時にお
伝えします。

3人
(申し込み順)

11月2日 ま で
に環境政策課 
(☎☎724・4386)
へ

町田市指定管理者管理運営状況
評価委員会(対象施設＝小野路宿
里山交流館、デイサービス三輪、
つくし野デイサービスセンター、
本町田高齢者在宅サービスセン
ター、デイサービスあいはら)

11月18日㈭
午後1時から

市庁舎2階会
議室2-2

4人
(申し込み順)

事前に電話で
総務課(☎☎724
・2108)へ

２０２０年度決算

国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎☎７２４・４０２７

【２０２０年度は２２．２億円の赤字】
　２０２０年度は、国民健康保険事業
の費用のうち保険税等で賄う収入が
２２．２億円不足し、この赤字を、市税
等を財源とした一般会計からの繰入
で補

ほ

塡
てん

しました。２０１９年度決算に
比べると赤字を補塡するための繰入
額は０．１億円減少したものの、繰入
に依存する厳しい財政状況が続いて
います。
　赤字が生じる原因として、保険税
率が国民健康保険法に基づいて算出
される標準的な水準（標準保険料率）
に比べて低いことや、被保険者の高
齢化等に伴って、事業の運営に係る
被保険者１人当たりの費用が増加傾
向にあることが挙げられます。
【財政健全化に向けた取り組み】
　国民健康保険事業会計は、保険給
付費や納付金などの歳出を、保険税
や交付金などの歳入で賄い運営する
独立採算が原則です。そのため、国民
健康保険の財政健全化に向け、赤字
額の計画的・段階的な削減に取り組

んでいます。保険税率の見直しを毎
年度行うとともに、保険給付の適正
化、医療費の適正化、保険税の徴収の
適正な実施の取り組みを推進してい
きます。
国民健康保険事業会計の決算状況
（2020年度)

事務費・事業費等　18億円

赤字に対する繰入　22億円

※歳入歳出の差額は2021年度に繰り越し

保険給付費
263億円都の交付金等

306億円

国民健康保険事業費
納付金
122億円保険税収入

83億円

歳出　403億円歳入　411億円



52021．10．15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 2021．10．15

から電話でひなた村へ。その他講座
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
未来乗せ　僕らの町にモノレール
町田　未来駅シンポジウム
日１０月３０日㈯午後２時～３時４５分
場町田市文化交流センター内多摩都
市モノレール町田方面延伸の現状、
未来が分かる！町田市長・有識者・市
民の方で送るディスカッション定
１００人（申し込み順）申電話で町田商
工会議所へ（右記二次元
バーコードで申し込みも
可）。
問同会議所☎☎７２４・６６１４、町田市多
摩都市モノレール推進室☎☎７２４・
４０７７

ゆうゆう版画美術館まつり
　詳細は国際版画美術館
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
日１０月３０日㈯、３１日㈰、午前１０時
～午後４時場国際版画美術館内木版
画摺

す

り体験、キッズ・アートスペース
（万華鏡工作）、ゆうゆうプロムナー
ドコンサート、玉川大学・桜美林大学
の学生によるアートイベント
問同館☎☎７２６・２７７１

移動図書館そよかぜ号　
巡回日程表を配布しています
　そよかぜ号の日程表は、各市立図
書館、各市民センター等で配布して
います（町田市立図書館ＨＰでダウン
ロードも可）。そよかぜ号では本の貸
し出し・返却・予約のほか、利用券の
発行もできます。日程表をご覧いた
だき、ぜひご利用ください。巡回場所
等の詳細は、町田市立図
書館ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧ください。
問さるびあ図書館☎☎７２２・３７６８、堺
図書館☎☎７７４・２１３１

シニアシニア
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。改めて安
全運転について考えてみませんか。
なお、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ＨＰ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１１月１８日㈭午前９時１０分
～午後０時３０分場同スクール（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１１
月１０日ごろ送付）申１０月２０日正午
～３１日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１０２０Ｂへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
健康寿命を延ばそう！
フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。
運動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等で現在の状
態を確認し、専門家によるミニ講座
を行います。
○ふれあいいちょう館会場
対鶴川地区在住の、おおむね６５歳以
上の方日１１月９日㈫午前１０時～正

午講理学療法士・倉地洋輔氏定２５人
（申し込み順）申１１月２日午後５時ま
でに電話で鶴川第２高齢者支援セン
ター（☎☎７３７・７２９２、受付時間＝祝
休日を除く午前８時３０分～午後５
時）へ。当日の内容については鶴川第
２高齢者支援センターへお問い合わ
せください。
○健康福祉会館会場
　当日の運営は町田市シルバー人材
センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方日１１月
１７日㈬、受付時間＝①午後１時～１
時３０分②午後２時１５分～２時４５分
／所要時間は２時間程度です。どち
らかの受付時間を選んで申し込んで
ください定①２２人②２３人／申し込
み順申１０月２０日正午～１１月７日に
イベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１１０２０Ａへ。

◇
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
届かない方はご連絡を
就 学 時 健 康 診 断 通 知 書
　来年４月に小学校に入学する児童
（２０１５年４月２日～２０１６年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１０月末から１１月中に市立各小学校
で行います。対象の方には、通知書を
１０月５日ごろに届くようお送りしま
した。まだ通知書が届いていない方
は、ご連絡ください。　
問保健給食課☎☎７２４・２１７７
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
１１月２２日㈪、午前１０時～正午＝入
会説明会、午後１時～３時＝子どもの
発達と遊び、２５日㈭、午前１０時～正
午＝保育の心、午後１時～４時＝普通
救命講習、２６日㈮、午前１０時～正午

＝子どもの食事、午後１時～３時＝心
・体の発達と病気／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１１月１３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
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。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者日１１月１９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、リズム遊び等定各８組（申し
込み順）申１０月２６日午前９時から電
話で生涯学習センター（☎☎７２８・
００７１）へ。
子ども創造キャンパスひなた村
親子で「葛のつるでかご編み」
　ひなた村産の葛のつるを使って、
かご編みに挑戦しましょう。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１１月２３日㈷午前１０時～正
午（雨天実施）定１２人（申し込み順）
費１個３００円申１０月１７日午前１０時

高齢者の方へ配付したごみ袋の交換を再開します
問高齢者福祉課☎☎７2４・21４1

　高齢者の方へ配付したごみ袋の交換を中止していましたが、交換を再
開します。配付されたごみ袋の大きさや種類の交換を希望する方は、交換
する袋の容量と同じ容量に限り、原則未開封の状態（１０枚単位）で交換が
できます。交換希望の方は、直接会場へおいでください。
※交換期間中に、緊急事態宣言が発出された場合、臨時交換及び常設交換
の再開を延期します。延期した場合、再開の日程は改めて本紙等でお知ら
せします。

【臨時交換】
日　時 会　場

１０月２６日㈫～２７日㈬

午前９時～午後４時

町田市民ホール第４会議室
１１月２日㈫ 鶴川市民センター
１１月８日㈪ なるせ駅前市民センター
１１月９日㈫ 南市民センター
１１月１６日㈫ 木曽山崎コミュニティセンター
１１月１７日㈬ 堺市民センター

【常設交換】
　１１月１８日㈭から、午前８時３０分～午後５時に受け付けます（土・日曜
日、祝休日、年末年始を除く）。
場高齢者福祉課（市庁舎１階）

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし
問道路管理課☎☎７2４・３25７

　１０月２２日㈮～３１日㈰に、東京
都及び近隣３県（埼玉県・千葉県・
神奈川県）及び５政令指定都市（千
葉市・さいたま市・横浜市・川崎市
・相模原市）で、一斉に「駅前放置
自転車クリーンキャンペーン」を
実施します。
【放置自転車に対する取り組み】
　町田駅周辺に放置された自転車
は年々減少していますが、夕方以
降や土・日曜日を中心として自転
車が放置されています。
　昨年度の放置自転車及び放置バ
イクの撤去の台数は、自転車
１３０９台、バイク１１９台の合計
１４２８台です。「ちょっとの時間だ
から」「他にも止めている自転車が
ある」等の軽い気持ちが、多くの放
置自転車やバイクを生み出す状況
を作り出します。

【道路は通行するための公共施設
です】
　歩道等に放置された自転車やバ
イクは、歩行者の安全な通行への
支障となり、街の美観も損ないま
す。また、火災発生時などの緊急車
両の通行や、災害時の避難・救助活
動の妨げになり、大きな事故につ
ながる要因にもなります。
【放置自転車の撤去活動を強化し
ます】
　キャンペーン期間中、放置自転
車の問題を広く周知するため、放
置自転車の撤去・移送活動を強化
します。安全で安心できる住みよ
い街づくりのため、自転車やバイ
クを利用する際には、交通マナー
を守り、決められた場所に駐車し
ていただきますよう、ご協力をお
願いします。

町田市新たな学校づくり　市民説明会
問教育総務課☎☎７2４・21７2

　８月２日発行の「まちだの教育学校統合特別号」で開催をお知らせして
いた１１月の市民（地域）説明会を下記のとおり会場変更して開催します。

日　時 開催方法／
会場／定員 申込方法 申込期限

１１月 
６日㈯

午前１０時～
正午、午後２
時～４時

○会場参加
場市庁舎
定各１００人

（申し込み順）
○Ｗｅｂ会議
参加

（ＧｏｏｇｌｅＭｅ
ｅｔを使用）

○会場参加の場合
下記二次元バーコードで申し込
み。または電話で教育総務課へ。
○Ｗｅｂ会議参加の場合
右記二次元バーコー
ドで申し込み。

１０月２９日
まで

１１月
２７日㈯

１１月１９日
まで
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催し・講座催し・講座
消費生活センター・東京都共催
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●免疫力を高めるための毎日の食事
や栄養バランスを考える　商品を選
ぶ時の栄養成分表示の見方や、特定
保健用食品・栄養機能食品・機能性表
示食品の違いも解説します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
１２日㈮午後２時～３時３０分場町田市
民フォーラム講東京家政学院大学現
代生活学部食物学科准教授・上薗薫
氏定２０人（申し込み順）申１０月１９日
正午～１１月７日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１１０１９Ａへ。
問同センター☎☎７２５・８８０５
男女平等推進センター登録団体企画
～コロナ禍のストレス対策に
「アートセラピー（コラージュ）」を試みよう
　コロナ禍のストレスは、さまざま
な悪影響を及ぼしています。そのス
トレス対応の一つの方法として、心
理療法の「アートセラピー（コラージ
ュ）」を学び、対策に役立てませんか。
日１１月２１日㈰午後２時～４時場町田
市民フォーラム講臨床心理士・杉浦
京子氏定２０人（申し込み順）申１０月
１９日正午～１１月１４日にイベントダ
イ ヤ ル ま た は イ ベ シ スコード
２１１０１９Ｂへ。保育希望者（１歳６か月
以上の未就学児、申し込み順に３人）は、
１１月７日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

介護の基本を学びたい方へ
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１１月２８日㈰午後２時～４時３０分
場町田商工会議所講（公社）東京都介
護福祉士会定２０人（申し込み順）申
住所・氏名・電話番号を明示し、１１月
１５日午後５時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
（☎☎８６０・６０７１、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
ゲートボール
秋 の 初 心 者 教 室
●地域の人とゲートボールでつなが
りませんか　用具は無料で借りられ
ます。運動できる服装でおいでくだ
さい。
対市内在住の、両日参加できるゲー
トボール初心者日１１月１０日㈬、１１
日㈭、午前９時３０分～午後３時３０分
（予備日は１２日）、全２回場芹ヶ谷公
園申所定の用紙（町田市ゲートボー
ル協会に有り）に記入し、１１月２日午
後３時までに直接同協会へ（月・土・
日曜日、祝休日を除く）。同協会未登

録の場合は、同協会（せりがや会館
内、☎☎７２２・２２５３）へご相談くださ
い。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

絵本の読み聞かせ講座（基礎編）
対市内小学校・学童保育クラブなど
で読み聞かせに関わる活動をしてい
る保護者・ボランティア日１１月１９
日㈮午前１０時１０分～正午場中央図
書館内主に小学校低学年を対象にし
た本の選び方や読み聞かせ方につい
て定１５人（申し込み順）申１０月１９日
から直接または電話で同館へ（１回
の申し込みにつき２人まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０
１１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）。
●薬学の視点から考える身近な健康
のお話～身体の画像診断法　がんの
発見や治療に関わる薬学的観点から
の最先端の技術について解説しま

す。
日１１月２５日㈭午後２時～３時３０分
場町田市生涯学習センター講昭和薬
科大学薬品分析化学研究室教授・唐
澤悟氏定１６人（申し込み順）費１２００
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

野 津 田 公 園
●植物観察教室
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学４年生未満の参加も可、
大人１人での参加も歓迎）日１０月２３
日㈯午前９時～正午講（株）アスコッ
ト代表・若林芳樹氏定２０人（申し込
み順）費中学生以上５００円、小学４～
６年生３００円（保険料・材料費込み）／
小学４年生未満は１人まで無料、２人
目からは１人につき３００円必要申１０
月１５日午前９時から電話で同公園
（☎☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時）へ。

町田市民文学館　浅生ハルミン　ブック・パラダイス展
問同館☎☎７３９・３４２０

自由民権資料館　特別講座

『町田市史史料集』を読む～江戸時代編①
問同館☎☎７３４・４５０８

芹ヶ谷公園

フューチャーパークラボ
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　イラストレーター、文筆家、現代美
術家など多方面で活躍する浅生ハル
ミン氏の展覧会を開催します。ハル
ミン氏の人気の秘密は、活動の多彩
さと彼女自身の個性に基づいたオリ
ジナリティー。本展は、『私は猫スト
ーカー』『三時のわたし』などの著作
から雑誌に掲載された作品を通し
て、ハルミン氏の魅力に迫る初めて
の本格的な個展です。
会期１０月２３日㈯～１２月２６日㈰、午
前１０時～午後５時
場同館２階展示室
休館日毎週月曜日、１１月１１日㈭、１２
月９日㈭

関連イベント �

【対談「こけしをめぐる冒険」～軸原ヨ
ウスケ（デザイナー）×浅生ハルミン】
　本展のポスターや展示室内のデザ
インを手掛けたＣ

コ チ ャ エ

ＯＣＨＡＥの軸原ヨ
ウスケ氏と、浅生ハルミン氏の仕事

や「こけし愛」について熱く語ってい
ただきます。
日１１月３日㈷午後２時～４時
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１６日正午～１８日
午後７時にイベシスコード２１１０１９
Ｅへ／２次受付＝１０月１９日正午～
１１月１日にイベントダイヤルまたは
イベシスへ。
【ワークショップ～消しゴムはんこ
でつくる猫の蔵書票】
日１１月７日㈰午前１１時～午後４時
講イラストレーター・松村せい子氏
定１２人（申し込み順）
費７００円
申１０月１６日正午から電話で同館
へ。
【文学散歩～秋の鶴川遊歩「可喜庵」
見学会】
　ハルミン氏がふすま絵を描いた鶴
川の「可喜庵」周辺を探訪します。リ
ノベーションされた江戸古民家と現

代作家の作品が調和した空間を味わ
います。
日１１月１３日㈯午後１時３０分～３時
３０分
定１５人（申し込み順）
※詳細は参加者にハガキで連絡しま
す。
申１０月１６日正午から電話で同館
へ。
【ワークショップ～こけし絵付け体
験　マイこけしを作ろう！】
　こけし好きのハルミン氏と一緒に
オリジナルのこけしを作ります。
日１２月５日㈰午後１時３０分～４時
定１２人（申し込み順）
費１５００円
申１１月６日正午から電話で同館へ。
【穂村弘×浅生ハルミン対談「猫のい
る風景／本のある情景」（動画配信）】
　ＹｏｕＴｕｂｅ「町田市公式動画チャン
ネル」に動画を公開します。ハルミン
氏の著書『私は猫ストーカー完全版』

であとがきを担当した歌人の穂村弘
氏と、古書・本にまつわる思い出や記
憶、短歌や俳句に猫を登場させるこ
との効能など、自由にお話しいただ
きます。　
配信日程１２月１日㈬～２６日㈰　

　『町田市史』と同時期に刊行され
た『町田市史史料集』から近世前期
（１７世紀から１８世紀初め）の史料
を中心に選択し、その史料を深く
読み解くことによって見えてくる
時代背景や地域歴史像を考えま
す。今回取り上げる史料
を市ＨＰ（右記二次元バー
コード）に掲載します。
【村掟を読む】
日１１月１４日㈰午後２時～４時
講國學院栃木短期大学教授・坂本
達彦氏
【年貢と土地～検地帳を読む】
日１１月２８日㈰午後２時～４時

講専修大学大学史資料課長・瀬戸
口龍一氏
【村方騒動を読む】
日１２月５日㈰午後２時～４時
講明治大学准教授・野尻泰弘氏

◇
場中央図書館６階ホール
定各５０人（申し込み順）
費各５００円（資料代）
申１次受付＝１０月１５日正午～２５
日午後７時にイベシスコード
２１１０２６Ａへ／２次受付＝１０月
２６日正午～１１月１３日にイベント
ダイヤルまたはイベシスへ。

　芹ヶ谷公園の将来の姿を想像・
創造するための実証実験イベント
を行います。
　当日は、ペットボトル風鈴作り
や竹の楽器作りのクラフトワーク
ショップなどの開催を予定してい
ます。

　詳細は市ＨＰ（右記二次
元バーコード）をご覧く
ださい。
日程１０月１６日㈯、１７日㈰
※天候の状況により、変更・延期の
可能性があります。
場芹ヶ谷公園多目的広場周辺
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「争い」を避けて快適な生き方のヒントを知ろう！
女性のためのコミュニケーション講座
日１１月１０日㈬午前１０時～正午場町
田市民フォーラム内争いに巻き込ま
れない方法等、心理学の視点からも
っと楽に生きるためのコミュニケー
ション術を学ぶ講ＤＶ加害者更生プ
ログラム「リエゾンちょうふ」代表・
中島由子氏定２４人（申し込み順）申
１１月３日までにイベントダイヤルま
たはイベシスコード２１１００５Ｃへ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に３人）は、１０月２７日
までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

市 役 所 ま ち ☆ ベ ジ 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日１０月１８日、１１月１５日、１２月２０
日、いずれも月曜日午前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

里山散策とさつま芋掘り体験
　北部丘陵の里山と谷戸を散策し、
小野路町奈良ばい谷戸でさつま芋掘
りを楽しみませんか（さつま芋のお
土産付き）。
対８歳以上の方（小学生を含む場合
は保護者同伴）日１１月１３日㈯午前

１０時～正午（雨天時は２０日に延
期）、集合は浅間神社下の駐車場定
１０組程度（申し込み順）費１組１０００
円（材料費、保険料等）申住所・氏名
（ふりがな、参加者全員の分）・電話番
号を明記し、１０月２７日までにメー
ルで（特）まちだ結の里事務局（墳ｙｕｉ
－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４

街角ピアノｉｎ版画美術館
●世界三大ピアノ　ベーゼンドルフ
ァーを弾こう　楽譜はご持参くださ
い。
対ピアノを習い始めて１年以上で、
通しで曲が弾ける方日１２月１０日㈮
午後１時～４時、１１日㈯午前１０時～
午後４時、１２日㈰午前１０時～正午場
国際版画美術館定４４枠（１枠１０分以
内の演奏）／申し込み順申１１月１５
日までに電話またはメールで東京町
田ロータリークラブ（☎☎７２６・１３３１
墳ｔｏｋｙｏｍａｃｈｉｄａｒｃ３２５＠ｔｒｉｔｏｎ．ｏ
ｃｎ．ｎｅ．ｊｐ）へ。
問同館☎☎７２６・２７７１、同クラブ☎☎
７２６・１３３１（受付時間＝月～金曜日
の午前１０時～午後４時）

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 総 合 体 育 館
●ニュースポーツ体験教室　
対１８歳以上の方日１０月２９日～２０２２
年３月１８日の毎週金曜日、午前１０時
～１１時３０分、全１０回内ネオテニス
・ソフトバレーボール・ラージボー
ル卓球等、さまざまなニュースポー
ツを体験定２０人（申し込み順）費
５０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、同館へ（同館ＨＰ
で申し込みも可）。
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
＜お知らせ＞� �
　水泳競技大会のため、１１月１３日
㈯、１４日㈰はプールの一般利用はで
きません。また、会議室事業も中止と
なります。なお、大会前日は５０ｍプ
ールが高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）とな
り、水温が１～２度ほど低
くなりますのでご注意く
ださい。� �
問同プール☎☎７９２・７７６１

三 輪 み ど り 山 球 場
●スポーツデー　
日１１月７日㈰午前９時３０分～午後２
時内青空ヨガ教室、ディスコダンス
教室、ＡＳＶペスカドーラ町田フット
サル教室、走り方教室等
費各５００円申電話で同球
場（☎☎８５０・９７０７、受付時

間＝午前９時～午後８時）へ。

鶴 間 公 園
●ポールウォーキング　
対１６歳以上の方日水曜日（奇数週）、
正午～午後１時定各１４人（申し込み
順）費９９０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

まちだの体力向上プロジェクト
●「誰でも簡単！お家で椅子エクサ
サイズ！」動画配信　椅子を使った
エクササイズの動画で
す。市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）から視聴でき
ます。
●「イスとタオルを使った簡単スト
レッチ＆トレーニング」教室　新型
コロナウイルスの影響で運動不足に
なりがちの方のために、椅子とタオ
ルを使ってストレッチや筋力トレー
ニングを行います。
対市内在住、在勤、在学の５０歳以上
の方日１１月１０日㈬午前１０時～１１
時場南市民センター講コナミスポー
ツ（株）インストラクター・山下竜司
氏、力石淳子氏定１５人（申し込み順）
費１００円申１０月１９日正午～１１月８
日にイベントダイヤルまたはイベシ
スコード２１１０１９Ｄへ。

◇
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

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１１月１５日号です。次回申込締切日＝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
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）
ボッチャ・誰にでも簡単に楽しくできるボール投げ １０月１６日・３０日午後１時〜３時 鶴川団地２丁目集会所 ２００円／回 ボッチャ・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ お気軽にお越し下さい
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 １０月２２日㊎、１１月７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
歌と笑いとリズムで脳活！歌いながら介護予防体操 １０月２４日㊐午前１０時〜１１時３０分 わくわくプラザ町田 ５００円 サークルジョワ中野☎☎０９０・９９７８・１４４０ 駅徒歩６分　タオル持参で
まちだ　歌声の会 １０月２７日㊌午後１時３０分 町田市民フォーラムホール １２００円 酒井芳博☎☎７３５・３６９４ 検温、換気マスク歌声
第七回落語を気軽に楽しむ会　アマチュア落語会 １１月３日㊗午後２時３０分〜３時３０分 玉川学園コミュニティセンター 無料 石黒☎☎０９０・５３１７・７０５６
第８回鶴川朗読会 １１月５日㊎午後１時３０分〜３時４０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ 要予約
ウクレレで「アロハ・オエ」が１時間で弾ける １１月２１日㊐午後２時〜４時 町田市民フォーラム４階 無料 佐藤☎☎０８０・４３６１・３１２４

　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、①～⑧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。

暮らしに関する相談 「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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談
月～金曜日

（10月25日～29日、
11月3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
※10月22日は予約受付を行いません。次回
分は10月29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 10月20日、27日、
11月10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 10月19日、11月2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 10月26日、11月9日㈫
⑤登記相談 10月21日、11月4日㈭
⑥行政手続相談 10月28日、11月11日㈭
⑦少年相談 10月26日、11月9日㈫ 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

⑧国の行政相談 11月2日㈫ 午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け） 電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

⑨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

⑩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

⑪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

⑫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）

Ａ=11月8日㈪
Ｂ=11月22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=10月26日、Ｂ=11月9日、いずれも午後4時までに電話で住宅
課(☎☎724・4269)へ
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日に相談を実施。
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問道路整備課☎☎７２４・１１２５

玉川学園前駅デッキの利用開始玉川学園前駅デッキの利用開始
１０月２８日  

　市内のごみ処理施設である町田リサイクル文化センターは、１９８２年の運転開始から今
年で３９年が経過し、老朽化が進みました。そこで２０１６年から、将来にわたって安定したご
み処理を安全に行っていくため、新たなごみ処理施設の整備を始め、２０２２年１月に町田市
バイオエネルギーセンターとして本稼働を迎えます。
　この本稼働に先立ち、粗大ごみの受付業務は１１月から同センターへの持ち込みに変更に
なります。なお、申込方法は変更ありません。

対市内在住の方　日１１月１日から
場町田市バイオエネルギーセンタ
ー（下小山田町３１６０番地）
費１０キログラム当たり２５０円（変
更無し）
申まちだエコライフ推進公社HP
でインターネット予約、または、電
話でまちだエコライフ推進公社粗
大ごみ予約専用ダイヤル（☎☎７９７
・１６５１）へ。

　１０月２５日から、３Ｒ推進課は町田市バイオエネル
ギーセンター１階・３階へ、資源循環課は同センター３
階へ移転します。

　衆議院議員選挙による影響で、広報まちだ１１月１日号
は新聞折込、市内各拠点への配架を１０月３１日に行います。
問広報課☎☎７２４・２１０１

●アプリ「マチイロ」
●Web閲覧サービス「マイ広報紙」
●TAMA ebooks

町田市名誉市民に伊賀健一氏
　９月３０日に町田市在住で東京工業大学の名誉教授・元
学長の伊賀健一氏に町田市名誉市民の称号を贈りました。
　名誉市民とは、町田市民または市に縁故が深く、その功
績が顕著で市民の尊敬に値する方に贈られる称号です。
　伊賀氏は、１９４０年広島県呉市に生まれ、１９６８年から
町田市に居住されています。「半導体レーザー」の発光方
法の考え方として、これまで半導体チップに対して水平
面からレーザーを発光させていたものを、垂直面から発
光させる新たな考え方を創案されました。伊賀氏の創案
された「面発光レーザー」を基に、多くの機関で研究が進
められ、現在では光ファイバーやパソコン用のマウス、ス
マートフォンの顔認証機能などの光源として実用化さ
れ、世界に大きな影響を与えました。
　また、プライベートでも町田フィルハーモニー交響楽団発足、室内楽アンサンブルの
町田フィル・バロック合奏団を立ち上げ、町田市表彰式を始めさまざまな式典などで演
奏に携わり、コントラバス奏者としても活躍されています。
　伊賀氏は、挨拶で「２０１３年のフランクリン賞／バウワー賞の受賞時に市民栄誉彰を
いただき、そして今回、ＩＥＥＥ／エジソンメダルを受賞し、名誉市民の称号をいただき、
身に余る光栄です。科学技術や理科に興味を持つ子が増えるように、名誉市民となった
ことを励みにまた努力をしたい」と喜びの気
持ちを述べられました。
　伊賀氏の名誉市民の顕彰は、版画家の畦地
梅太郎氏、文筆家の白洲正子氏、造形美術家
の三橋國民氏、指揮者の荒谷俊治氏に次い
で、５人目となります。

　１０月２８日午前１１時
から、玉川学園コミュ
ニティセンターと玉川
学園前駅をつなぐデッ
キの利用、及び玉川学
園前駅北口の駅前道路
からデッキフロアを昇
降するエレベーターの
利用を開始します。デッキの開通に伴い、北口の駅前道路に挟
まれていた地域の交通ネットワークが整備され、車いすやベ
ビーカーを利用する方々など、誰もが安心して玉川学園前駅
に移動できるバリアフリー環境が整います。
　なお、階段部分、駅前花壇など一部の工事は１２月に完了す
る予定です。

【概要】
◯デッキ
全長：５９．４ｍ
幅員：３．０ｍ～３．５ｍ
◯エレベーター
定員：２０人
稼働時間：小田急線玉
川学園前駅の始発から
終電に合わせて稼働

１１月から

３Ｒ推進課・資源循環課が移転します
問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１、資源循環課☎☎７９７・９１５５

▲粗大ごみ持ち込み口

　新型コロナウイルス感染症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店舗当た
り一律で１０万円を支給します。
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
⑤�１０月１日～２０２２年１月３１日の間に、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（市HPでダウンロード）及び必要書類を作成し、
１０月１８日～２０２２年２月４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、市HP（右記二次元バーコード）をご覧
ください。

「広報まちだ」はアプリ等でもご覧
いただけます 問広報課☎☎７２４・２１０１

問秘書課
☎☎７２４・２１００

至 日大三高 至 鶴川

図師大橋

馬駈

根岸桜美林学園東

芝
溝
街
道

市立
室内

プー
ル

町田街道

大賀藕絲館
ぐう し

桜美林学園

尾根緑道

至 八王子

持
込
入
口 来

所
者
入
口

町田市バイオエネルギーセンター

【伊賀氏の主な受賞歴】
２０００年 東京都科学技術功労者表彰
２００７年 町田市功労者表彰（文化芸術功労）
２０１３年 フランクリン賞／バウワー賞
２０１３年 町田市市民栄誉彰
２０１８年 日本国天皇瑞宝重光章
２０２１年 ＩＥＥＥ／エジソンメダル

問産業政策課（デリバリー等支援担当）☎☎７９４・７３４５

町田市デリバリー・テイクアウト町田市デリバリー・テイクアウト
支援給付金～飲食事業者応援事業支援給付金～飲食事業者応援事業

第２弾粗大ごみの持ち込み場所が変わります
問資源循環課☎☎７９７・９１５５

町
田
市
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー（
完
成
予
想
図
）

完成予定図

8 2021．10．15 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。
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