
まちだの

つなぐ人野菜と を
町田市は作付面積・産出額ともに都内トップクラスを誇る農業の盛んなまちです。

今回は、新鮮でおいしい町田産野菜をさらに広め、
大切な農地を守っていくために取り組まれている方々にお話を伺いました。

「まちだV
ベ ジ ハ ブ

EGEHUBフェスタ」ってなんだろう？
詳細は2面でご紹介します！

土地利用調整課 ☎724・4254、農業振興課 ☎724・2166問

株式会社マチコロ代表
中坪さん

細野さん農家
河合さん農家

　農業体験受け入れの経験から、皆さんに気
軽に農と触れ合っていただくために、現在開
催中のまちだV

ベ ジ ハ ブ
EGEHUBフェスタで簡単な

作付けや収穫作業を体験する「少しだけ農業
体験プログラム」を実施しています。

　町田発の地産地消産直サービスを展開
しています。ネットショップを活用して
農業者の方々の出荷の負担を減らし、皆
さんに新鮮な町田産野菜を楽しんでいた
だくサービスを実施しています。

野菜を
つくる人

野菜を
届ける人 中坪さん

株式会社マチコロ代表

河合さん、細野さん
農家

皆さんについてご紹介

細野さん　町田産野菜といえば鮮度！冷凍等の
加工をしなくても、採れたてで安心な野菜がす
ぐに食べられることが魅力です。

河合さん　町田産野菜の魅力は産地と消費者の
距離が近いところです。私たちは新鮮でおいし
い、いろいろな野菜を販売しています。

�中坪さん　四季折々の旬な野菜をどこよりも新
鮮な状態で楽しめるのも地産地消ならでは。町
田市内のおいしいお野菜を新鮮な状態でお届け
します！

食べてみて町田産野菜
をおいしい

人口と世帯（外国人含む） 2021年11月1日現在人口 ： 430,618人（ 男：210,555人・女：220,063人）（前月より11人増） ／ 世帯 ： 202,889世帯（前月より152世帯増）
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　  まちだ　  まちだのの野菜野菜 とと人々人々ををつなぎたいつなぎたい

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

まちだまちだVV
ベ ジ ハ ブベ ジ ハ ブ

EGEHUBEGEHUBフェスタフェスタ
実証実験　12月19日（日）まで開催中 まちだの野菜や農を楽しもう！ 　市では、12月19日（日）までに市内各所で皆さんとまち

だの農地・農業・地元野菜をつなぐため、さまざまな方法
で参加できるフェスタを開催しています。
詳細はまちだVEGEHUBフェスタHP（右記
二次元バーコード）をご覧ください。

　町田産野菜は、生産者の顔が見えることへの安
心や地元の畑で作っているからこそ味わえる旬の
味覚が大きな魅力です。おいしい町田産野菜を皆
さんにお届けするための取り組みをご紹介します。食べる

野菜を

町田産野菜が購入できる販売所

　市内の認定農業者が作った町田産新
鮮野菜の販売です。 毎月第1日曜日に
開催しています。

●日曜朝市

場　所 教育センター駐車場

●アグリハウス
　ＪＡ町田市が運営する直売所で
す。市内5か所で毎朝農家が持ち込
む新鮮な野菜が購入できます。
※ 営業時間等の詳細はJA町田市HP（右記

二次元バーコード）をご覧ください。

　昔も今も「お買い物のまち」として栄える町田市は、にぎわ
いのある中心部からちょっと外れると、住宅地と農地が混在
する表情豊かなまちです。このにぎわいと「みどり」の共存は、
町田市自慢の魅力のひとつです。

　生産緑地とは、計画的に農地を保全するため、都市計画で定
められた市街地の中にある農地のことです。市内の生産緑地
は、都内で2番目となる約208ヘクタール（2021年1月現在）
の大きさを誇り、そこで生産された新鮮な野菜は、JAの直売
所や農家さんの軒先で販売されています。
　市は、これからも市街地と農地が混在する生活環境という
特徴を維持し、まちの中で農地を残しやすい制度の整備や、皆
さんに農業をもっと身近に感じていただけるような取り組み
を進めていきます。

都市農地を保全するために
農地を生産緑地に追加しませんか。
詳細は3面をご覧ください。

マチコロHPから
簡単にお好きな
商品・数量を選んで
購入できます

　市HPでは、まち☆ベジを使用した料理を提供しているお店などを紹介
するまち☆ベジBOOK「大地のごちそう」を公開しています。ぜひご覧く
ださい。 市ＨＰ 大地のごちそう 検索

ってこんなまちまちだまちだ

楽
し
む

ま
ち
だ
の
農
を

もっっとと 食べる

　実は農地は、野菜の供給だけではな
く、景観を守ること、防災としての機
能、農体験を通して農家さんとの交流
を生む場など、さまざまな役割を担っ
ています。
　こうした豊かな可能性を持つ農地
を守るため、市では、高齢化や次世代
の就農者不足等さまざまな課題に対して、みんなで地元の野菜を食べ、農に触れ、農業を盛り上
げられるようなつながり作りを考えています。
　まちだVEGEHUBフェスタは、皆さんに農家さんから集荷した野菜を届ける取り組みや、農
地で直接農業をお手伝いする取り組みなど、皆さんと農家さんをつなぐ「HUB＝ハブ」関係を作
るための実証実験として展開しています。

生産緑地ってご存じですか？

つながりをこんな
つくりたい

　市内各地で不定期に町田産の新鮮な野菜を販売するマルシ
ェを開催しています。まちだで採れた安心でおいしい旬の野
菜をお楽しみください。

町田産野菜を買いにいく町田産野菜を買いにいく

マチコロ
（インスタグラム）

里のマルシェ
（インスタグラム）

　より身近に町田産野菜を楽しんでいただくため
に、株式会社マチコロと連携し、ネットショップを活用した
新鮮な町田産野菜をお届けします。詳細は右記二次元バーコ
ードをご覧ください。

新鮮な町田産野菜を届けてもらう新鮮な町田産野菜を届けてもらう
（まちだ野菜お届けサービス）（まちだ野菜お届けサービス）

●市役所まち☆ベジ市
日　時 毎月第3月曜日午前11時～午後1時

場　所 市庁舎前
農業振興課☎724・2166問

　簡単な作付けや収穫作業な
ど、土や野菜に触れて日常の
農作業を体験することができ
ます。暮らしの中で農と触れ
合う機会や、農業に関する知
識がない方も気軽にまちだの
農に触れることができる体験
プログラムです。
　申し込みには専用サイト

「aini（アイニ）」での会員登録
・予約が必要です。

少しだけ農業体験少しだけ農業体験
プログラムプログラム

土地利用調整課☎☎724・4254問

問 農業振興課☎☎724・2166

日　時 12月5日、19日㈰午前7時30分～
8時30分（売り切れ次第終了）
※19日は特別日曜朝市です。

土地利用調整課☎☎724・4254問

場所 河合農園（矢部町・図師町）

場所 細野農園（小川）

日時

▶12月4日㈯
　…午前9時～正午
▶12月7日、14日㈫
　…午後2時～5時

日時 ▶12月7日、14日㈫
　…午前8時30分～正午

河合農園で体験

細野農園で体験

遠方から参加してくれる熱心な方
もいらっしゃいます。農への関心
の高まりを感じますね。

実際に土に触れて農作業を味わえ
ることが魅力です。
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健康案内健康案内
血管アンチエイジング（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の１８～７４歳の方日１２月
１５日㈬、午前９時１５分～１１時５分、
午前１０時４５分～午後０時３５分（各
回とも同一内容）場健康福祉会館内
血管年齢測定（希望者のみ）、保健師
・栄養士講話（血管を若く保つため
の生活習慣）定各１６人（申し込み順）
申１２月３日正午～１２日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１１２０３Ａへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

募　集募　集
都市政策課
会 計 年 度 業 務 職 員
●一般事務（産休代替職員）　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（右記
二次元バーコード）でダ
ウンロードできます。
対パソコンや文書作成・表計算ソフ
トの基本操作ができる方（資格不要）
任用期間１月４日～３月３１日勤務時
間月～金曜日、午前８時２０分～午後
５時５分、月１６日勤務場所都市政策
課（市庁舎８階）募集人数１人報酬月
額１９万２２００円（別途通勤手当相当
分支給）選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１２月１０日まで（必着）に、
直接または郵送で、都市政策課へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７

お知らせお知らせ
国民年金保険料の免除について
　国民年金保険料を納めるのが困難
な場合、学生には「学生納付特例制
度」が、学生以外の方には「免除・納付
猶予制度」があります。申請を希望す
る場合は、身分証明書（学生の方は加
えて学生証）をお持ちのうえ、保険年
金課（市庁舎１階）またはお近くの各
市民センターへおいでください。
●２０歳になった方について　２０歳
になった方には、おおむね２週間以
内に、国民年金加入のお知らせ・国民
年金保険料納付書・国民年金の加入
と保険料のご案内等が日本年金機構
から送付されます（厚生年金または

共済年金に加入している方を除く）。
送付される書類等についての詳細
は、八王子年金事務所（☎☎０４２・６２６
・３５１１）へお問い合わせください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２７
都市農地を保全するために
農地を生産緑地に追加しませんか
　詳細はお問い合わせください。
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内にある②登記地目及び固
定資産税の課税地目が田・畑（農地）
である③現に耕作されており、３０年
以上農業経営等の継続が期待できる
④公害・災害の防止、農業と調和した
都市環境の保全等に相当の効果があ
り、公共施設等の敷地の用に供する
土地として適している⑤一団を形成
する区域の面積が３００㎡以上の規模
である申生産緑地地区指定願書、案
内図、公図の写し、全部事項証明書
（発行日から３か月以内の原本）、申
出書（農地転用届出農地の場合）を、
１月１１日～３１日に直接農業振興課
（市庁舎９階）へ（正午～午後１時を除
く）。生産緑地地区指定願書は農業振
興課で配布します（市ＨＰでダウンロ
ードも可）。
問農業振興課☎☎７２４・２１６９
都市計画の原案への
公 述 申 出 と 公 聴 会
●住宅市街地の開発整備の方針　
対対象区域の住民及び利害関係人対
象区域特別区、市、瑞穂町及び日の出
町期間１２月１５日㈬まで（土・日曜日
を除く）計画案の縦覧・申出書の配布
場所東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課（都庁第二本庁舎１２
階北側、受付時間＝午前９時～１１時
３０分、午後１時～５時）、町田市都市
政策課（市庁舎８階、受付時間＝午前
８時３０分～午後５時）／申出書は同
局ＨＰでも入手できます。
＜公述の申し出＞
　１人１０分以内で公述できます。公

述申出書を１２月１５日まで（必着）に
直接または郵送で同局都市づくり政
策部都市計画課（〒１６３－８００１、新
宿区西新宿２－８－１）へ。意見要旨等
を考慮し選定します。
●公聴会を傍聴できます（多摩部）　
日①１月２０日㈭午後７時から②１月
２４日㈪午後２時から場①東京都庁都
民ホール（新宿区西新宿２－８－１）②
立川市女性総合センターアイムホー
ル（立川市曙町２－３６－２）／公述申
出が無い場合は中止になります。詳
細は同局ＨＰをご覧ください。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎☎０３・５３８８・３３３６、町田市都市政
策課☎☎７２４・４２４７
配布しています
ハートページ２０２１～２０２２年・町田市版
　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０２１～２０２２年・町田市
版」を次の場所で配布しています。な
お、詳細は右記二次元バ
ーコードでもご覧いただ
けます。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎☎７２４・４３６５
介護保険の住宅改修に関する
施 工 業 者 向 け 研 修
　来年４月から３年間、町田市で介護
保険住宅改修の「受領委任払い事業
者」として登録を希望する住宅改修
施工業者に、登録・更新に必要な研修
を実施します。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から、書面
実施とします。後日、受講確認書を提
出していただくことで受講完了とな
ります。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者申１月１４日までに電話で介護保険
課（☎☎７２４・４３６６）へ。

ワクチン接種の予約方法
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
☎☎７８５・４１１７（受付時間＝午前８時３０分～� �
午後７時〔１２月２９日～１月３日を除く〕）
※番号のかけ間違いにご注意ください。
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新型コロナワクチン　追加接種（３回目）が始まります
問�新型コロナワクチン接種相談コールセンター��
☎☎７３２・３５６３（受付時間＝午前８時３０分〜� �
午後７時〔１２月２９日〜１月３日を除く〕）

ワクチン
情報詳細
はこちら▶

■�医療従事者（※）を対象に、３回目接種券を発送しました
※３月、４月に２回目の接種を完了した方

詳細は接種券に同封する書類をご覧ください。
【接種券の発送】１１月１９日㈮
【予約の開始日】１２月３日㈮午前８時３０分から

＜３回目接種について＞
【接種対象者】�２回目の接種を完了した日から、おおむね８か月経過した

方
【接種の開始時期】決まり次第、お知らせします
【接種券の発送】�接種を受けられる日のおおむね１か月前に発送予定。
※�接種券の発送等、詳細は、今後の本紙や市ＨＰでお知らせします。

＜「町田市新型コロナワクチン接種予約サイト」の一時運休について＞
　追加接種（３回目）の実施に伴いシステム改修を行うため、予約サイト
を運休します。その間、インターネット及び電話の予約受付ができなく
なります。
◯運休…１２月２日㈭午後６時～３日㈮午前８時３０分

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎724・2199

職　　　　　種 採用予定
数 申込期間 採用日

（予定）
任期付職員

(e-まち推進担当課長) 1人 12月20日(月)正午まで 2022年
4月1日

※�受験資格や試験日等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」(市HPでダウンロード)
をご確認ください。

※申込受付はメールのみです。

町田市民病院　採用 検索

町田市民病院職員募集 問同病院総務課
☎☎722・2230（内線7412）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 10人程度
看護師の資格を有する、
または2022年春までに
取得見込みの方

○受け付け
12月24日（金）まで�
（必着）
○試験日
1月22日（土）

2022年�
4月1日

助産師 若干名
助産師の資格を有する、
または2022年春までに
取得見込みの方

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要
項を十分に確認してください。

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

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

12月13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

町田市教育委員会定例
会

12月15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

町田市立図書館協議会 12月24日㈮午後2時～4時
町田市民文学
館2階大会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書
館（☎☎728・8220）へ

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。
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お知らせお知らせ
町田市要約筆記者登録試験
　聴覚障がいのある方の情報保障を
援助支援する要約筆記者の登録試験
を行います。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２２年４月時点で２０歳以
上で、要約筆記者養成課程修了相当
の方日２月２０日㈰午後１時から場市
庁舎内筆記・実技試験・面接申申込書
（障がい福祉課〔市庁舎１階〕、各障が
い者支援センター、町田ボランティ
アセンターで配布、市ＨＰでダウンロ
ードも可）に記入し、１２月１７日まで
（必着）に直接または郵送で、障がい
福祉課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８
町田市の環境の状況を報告します
環 境 白 書 ２ ０ ２ １
　市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進捗状況や目標達成状況を
点検・評価するとともに、環境の現状
や動向を広く市民の皆さんに公表す
るため、「町田市環境白書２０２１」を
発行しました。環境白書は、環境の状
況及び施策の実施状況を明らかにし
た「活動報告」と、市の環境の現状に
関するデータをまとめた「データ集」
の２分冊になっています。
　「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）・各市民センター等で配布、「デ
ータ集」は市政情報課で販売してい
ます（１冊２００円）。また、両冊とも市
ＨＰでダウンロードできます。

問環境政策課☎☎７２４・４３８６

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。申し込みには所定の書類の提出
が必要です。希望の方は、１２月２４日
までにお問い合わせください。なお、
２０２１年度の申請は、１月３１日まで
です。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方（中途退学者や浪人生
等）／収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎☎
７２２・４８９８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕）、町田市福祉総務課☎☎
７２４・２１３３
ご利用ください
地 域 市 民 相 談 室
　市民の皆さんの悩みごと、ご近所
関係などの地域の困りごと、誰に相
談したらいいのか分からないなどの
問題を解決するお手伝いを行ってい
ます。相談のある方はお気軽におい
でください。
日・場第１・３火曜日＝小山市民セン
ター、第２・４火曜日＝堺市民センタ
ー、第１・３水曜日＝南市民センター、
第２・４水曜日＝なるせ駅前市民セン
ター、毎週木曜日＝忠生市民センタ
ー、毎週金曜日＝鶴川市民センター、
午前１０時～午後３時３０分
問市民協働推進課☎☎７２４・２７８３

シニアシニア
シルバーピア「あいはら」入居者募集
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通報
等）を備え、生活相談や安否確認等を
行う協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たしている
方　①６５歳以上である②市内に継
続して３年以上居住している③常時
介護を必要としない程度に自立した
生活が可能である④配偶者がいな
い、かつ単身で居住している⑤
２０２０年中の所得が２５６万８０００円
以内である⑥住宅に困っている⑦暴
力団員でない募集戸数単身用１ＤＫ３
戸入居時期３月１日以降申込用紙配
布期間１２月１４日㈫まで配布場所高
齢者福祉課（市庁舎１階）、各市民セ
ンター、各連絡所／各施設で開所日
時が異なります申申込書に必要事項
を記入し、１２月１４日まで（必着）に

直接または郵送で高齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

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。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１２月
２１日㈫、受付時間＝①午後１時～１時
３０分②午後２時～２時２０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
場小山市民センター定①３０人②２０
人／申し込み順申１２月２日正午～
１２日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
２１１２０２Ｃへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

青少年の薬物乱用防止ポスター・標語作品を表彰しました 問健康推進課☎☎７２４・４２３６

年末年始は道路工事を控えます
問道路管理課☎☎７２４・１１４９

１２月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

　青少年の薬物乱用防止対策の一環で、薬物乱
用に対する問題意識を持ち、啓発活動への積極
的な参加を促すことを目的として、ポスターと
標語を募集しました。市内中学校からポスター

３０６作品、標語２６８作品の応募があり、選考の結
果、東京都薬物乱用防止推進町田地区協議会会
長賞３作品、市長賞２作品が選ばれました。
　１０月２８日に市庁舎で表彰式を行い、同協議

会の山下会長と石阪市長から表彰状が手渡され
ました。
※作品は市ＨＰでもご覧いただけます。

　年末年始の交通渋滞の緩和や事
故の防止のため、１２月２６日㈰～１
月５日㈬は、市が管理する道路の
工事を抑制します。抑制期間中は
原則、道路の維持管理作業、警察が
管理する施設の工事、ライフライ

ン等の緊急工事以外の工事は行い
ません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区
は、１２月１８日㈯～２５日㈯の昼間
も道路工事を抑制します。
　詳細は市ＨＰをご覧ください。

　令和３年（２０２１年）第４回市議会
定例会（１２月議会）が１１月２９日に
開会されました。
　市長は、今議会に令和３年度
（２０２１年度）一般会計補正予算な
ど１７議案を提出しました。
　議案等の内訳は予算４件、条例９
件、契約３件、報告承認１件です。会
期は今月２２日までです。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
２７億５０８７万９千円の増額、特別会
計が６１６４万２千円の減額、合計で
２６億８９２３万７千円の増額です。
　主な内容は次のとおりです。
○国から新型コロナウイルスワク
チンの３回目接種の体制確保の要
請を受け、速やかに円滑な接種に向
けた体制を確保し実施する「新型コ
ロナウイルスワクチン接種事業」
○新型コロナウイルス等の感染拡
大防止の観点から、東京都の制度
を活用して、市内の高齢者施設等
に対し、簡易陰圧装置の設置、ゾー
ニング環境等の整備などに係る費
用の一部を補助する「高齢者施設
等感染症対策事業」
◯「デジタルデバイド」の解消に向

けた取り組みとして、中央図書館
にＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、デジタル
サービスを安心して利用するため
の講座などを実施する「デジタル
デバイド対応促進事業（図書館サ
ービス利用支援）」
などです。

条 例 案 等
◯小山田子どもクラブの開設の延
期に伴い、関係する規定を整備す
るため、所要の改正をする「町田市
子どもセンター条例の一部を改正
する条例の一部を改正する条例」
○地区の特性を活

い

かした個性ある
街づくりを推進するため、町田市
住みよい街づくり条例の全部を改
正する「町田市住みよい街づくり
条例」
○町田市立鶴川駅前図書館の開館
時間及び休館日を変更するため、
所要の改正をする「町田市立図書
館条例の一部を改正する条例」
○市有財産であるひかり療育園の
園舎及び倉庫について、当該園舎
等を活用して生活介護事業を引き
継ぐ社会福祉法人に無償で譲渡す
る「市有財産の無償譲渡について」
などです。

前列左から、小林さん、中野さん、松本さん、後列
左から山下会長、森澤さん、川越さん、石阪市長

○東京都薬物乱用防止推進町田地区協議会会長賞 ○市長賞

松本和佳菜さん
町田第三中学校３年

「
必
要
な
の
は
　
断
わ

る
勇
気
　
輝
く
未
来
を

守
る
た
め
」

川越柚稀さん
町田第三中学校２年

「
断
る
勇
気
が
未
来
を

つ
く
る
」

小林碧さん
町田第三中学校２年

中野愛子さん
成瀬台中学校１年

森澤洋貴さん
薬師中学校１年

　市では、障がいについての関心や理解を深めるため、さま
ざまな取り組みを行っています。

問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０5０・３１０１・１６5３

1212月月33日日～9～9日日はは障害者週間障害者週間ですです
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子ども・子育て子ども・子育て
冬 の 環 境 学 習 ２ ０ ２ １
対市内在住、在学の中学生日１２月
２８日㈫午後１時３０分～３時場市庁舎
内温室効果ガス削減の切り札として
注目されている水素エネルギーにつ
いて実験を通して学ぶ定２０人（申し
込み順）申１２月２日正午～２０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・5656）ま
たはイベシスコード２１１２０２Ｂへ。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
町田市こどもマラソン大会で
マイボトルキャンペーンを開催します
　当日マイボトルを持参した方に、
こどもマラソンオリジナルマイボト
ルステッカーをプレゼントします。
日１２月４日㈯午前８時～午後１時３０
分場町田ＧＩＯＮスタジアムバックス
タンドのゲート付近
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０5３０

ベビー用リユース品無料回収会
　市では、修理等を必要としない再
使用可能な大型育児用品やベビー服
飾雑貨等を無料で回収し、必要な方
に無償で提供する、ベビー用リユー
ス品の回収会と配布会を開催してい
ます。回収したベビー用品は、２～３
月に開催予定の配布会で希望者に提

供する予定です。この活動は、リユー
スを通じたごみの減量やリユース意
識の浸透を目的に開催します。
○回収会実施概要
対市内在住の方日・場１２月４日㈯＝
子どもセンターただＯＮ、5日㈰＝子
どもセンターぱお、１１日㈯＝子ども
センターつるっこ、１８日㈯＝子ども
センターばあん、１９日㈰＝境川クリ
ーンセンター、午前１１時～午後２時
／ベビー用リユース品は、回収会当
日に直接会場へお持ちください。な
お、汚れがある、安全面に問題があ
る、部品等に不足がある、動作に不具
合がある等の場合は、対象品目であ
っても回収できません／回収品目や
注意事項等の詳細は市Ｈ
Ｐ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０5３０
おうち時間をもっと楽しく！
絵本読み聞かせのコツを教えます
　絵本の選び方、読み方のアドバイ
スの連続講座です。午前は初級者向
け、午後は読み聞かせ講座を受講し
たことがある中級者向けです。
対全回参加できる、０～２歳児を子育
て中の保護者日１月９日㈰、２３日㈰、
初級者編＝午前１０時３０分～正午、
中級者編＝午後１時３０分～３時、各
全２回場町田市民文学館講よちよち

屋店主・中本茂美氏定各１5人（申し
込み順）申１２月２日正午～１6日午後
5時に電話で同館へ。保育希望者（6
か月～２歳児、申し込み順に5人）は
併せて申し込みを。１月6日の保育面
談にもご参加ください。
問同館☎☎７３９・３４２０
子ども創造キャンパスひなた村
工 作 ク ラ ブ
●竹スキーを作ろう！
対市内在住、在学の小学生日１月８日
㈯午前１０時～正午定１１人（申し込
み順）申１２月３日午前１０時から電話
でひなた村（☎☎７２２・5７３6）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。
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１２月７日、１４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１２月
１９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１２月２日午前９時か
ら電話で同センター（☎☎７２８・
００７１）へ。

催し・講座催し・講座
中央図書館
展 示 会 作 品 募 集
　来年5月から入れ替え制で、中央
図書館４・5階展示コーナーで展示す
る作品を募集します。
対絵・写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、町田市立図書館の利用
登録要件に該当する方、またはその
方を代表とする団体申申込用紙（各
図書館に有り）に記入し、作品の写真
１枚以上（サービス判で可、返却はし
ません）を添えて、１月３１日まで（必
着）に直接または郵送で中央図書館４
階カウンター（〒１９４－００１３、原町
田３－２－９）へ（結果は２月中に通
知）。応募は１人（１団体）１件までです。
問同館☎☎７２８・８２２０

１２月１日～７日

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
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

　年末は交通事故が増える時期で
す。一人ひとりが交通ルールやマ
ナーを守り、交通安全の輪を広げ
ましょう。詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
【推進重点】
○子どもと高齢者を始めとする歩
行者の安全な通行の確保
○飲酒運転等の悪質・危険な運転
の根絶と歩行者等の保護など安全
運転意識の向上

○自転車の交通事故防止（自転車
安全利用五則）
１．�自転車は車道が原則、歩道は例
外
２．車道は左側を通行
３．�歩道は歩行者優先で、車道より
を徐行
４．安全ルールを守る
5．子どもはヘルメットを着用
○二輪車の交通事故防止
○違法駐車対策の推進

【軽自動車税の改正】
　３輪以上の軽自動車のうち、一定
の環境性能を有する車両について、
取得（新車新規登録）の翌年度課税
分の種別割税率を軽減するグリー
ン化特例が２年間（令和３年４月１日
～令和5年３月３１日の新車新規登録
分）延長されました（表１・２参照）。
問市民税課☎☎７２４・２１１３
【納税はキャッシュレスで安心・便
利！】
　町田市税は、口座振替やスマー
トフォン決済アプリ、クレジット
カード支払いによるキャッシュレ
スで納付できます。詳細は、市ＨＰ

（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
　また、２０２２年度か
らの口座振替の申し込みを受け付
けています。申込書を送付します
ので、納税課へお問い合わせくだ
さい。
問納税課☎☎７２４・２１２１
【１２月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ
強化月間」です】
　新型コロナウイルス
感染症の影響等により
納税が困難な方は、お
早めにご相談ください。
問納税課☎☎７２４・２１２１

　①１２月２０日から②～⑤１２月１5日から、下記5件のパブリックコメント
（意見公募）の実施を予定しています。

案件名

①（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第５次町田市
男女平等推進計画）（案）
②町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）（素案）
③第4次町田市農業振興計画　改訂版（案）
④（仮称)町田市里山環境活用保全計画（案）
⑤町田市民病院第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）（案）

募集期間
①12月20日㈪～1月20日㈭
②⑤12月1５日㈬～1月14日㈮
③④12月1５日㈬～1月17日㈪

案の公表
方法

・本紙12月1５日号に概要を掲載
〈①12月20日以降②～⑤12月1５日以降〉
・市ＨＰに詳細を掲載（⑤は町田市民病院ＨＰにも掲載）
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布（⑤は町田
市民病院でも閲覧、配布）／各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便・FAX・メール
・①男女平等推進センター（町田市民フォーラム3階）②市民生活安全課
（市庁舎3階）③④農業振興課（市庁舎9階）⑤町田市民病院／その他指定
の窓口への提出
※③④は市ＨＰ上の回答フォームで提出も可。

担当課
①男女平等推進センター☎☎723・2908②市民生活安全課☎☎724・4003
③農業振興課☎☎724・2166④農業振興課☎☎724・2164⑤町田市民病院
事務部経営企画室☎☎722・2230

条例・計画などの策定を進めるに当たり、
市民の皆さんにご意見を伺います

パブリックコメント予告

　年末年始は、会食の機会が増える季節です。作り過ぎや注文のし過ぎ
に気を付けて食べきり、「食品ロスゼロ」を心掛けましょう。
　市内の公共施設、協力店舗や神奈川中央交通バス車内にキャンペー
ンポスターを掲示します。
運動期間１月３１日㈪まで

食品ロスゼロ 家庭でもお店でもきれいに家庭でもお店でもきれいに
食べきりましょう食べきりましょう！！問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

市税に関するお知らせ

表１　グリーン化特例適用税率
種　別 電気自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン軽自動車またはハイブリッド軽自動車

税率（額）A 税率（額）B 税率（額）C
軽3輪 1000円 対象外 対象外

軽4輪
乗用 自家用 2700円 対象外 対象外

営業用 1800円 3５00円 ５200円

貨物 自家用 1300円 対象外 対象外
営業用 1000円 対象外 対象外

表２　グリーン化特例対象区分
グリーン化特例対象区分 税　率内燃機関 詳細要件

電　気 － 税率（額）
A天然ガス 平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制適合車かつ

平成21年排出ガス基準10％以上低減車

ガソリン
平成17年排出ガス規制適合車かつ平成
17年排出ガス基準7５％以上低減車、また
は、平成30年排出ガス規制適合車かつ平
成30年排出ガス基準５0％以上低減車

令和12年度燃費基準90％達成
かつ令和2年度燃費基準達成車

税率（額）
B※

令和12年度燃費基準70％達成
かつ令和2年度燃費基準達成車

税率（額）
C※

※表1内の乗用営業用車に限る
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催し・講座催し・講座
祝「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録！
町田にもいたそっくりさん
　今年７月に「北海道・北東北の縄文
遺跡群」が世界遺産に登録されたこ
とを記念して、町田の縄文資料の中
で北海道・東北地方とつながりのあ
る資料の展示を行います。

日１２月２０日㈪～２４日㈮、午前８時
３０分～午後５時（１２月２０日のみ午
後１時～５時）場イベントスタジオ
（市庁舎１階）
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 料 理 教 室
●国産大豆でみそを手作りしよう！　
　遺伝子組み換え食品の現状と表示
を学び、国産大豆でみそを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方日１月２５
日㈫、２月２日㈬、午後１時～３時（各
回とも同一内容）場町田市民フォー
ラム講コンシューマー技術教育研究
会・福岡ひとみ氏定各１２人（抽選）／
１月１２日までに抽選結果が届かない
場合は、お問い合わせください費
１０００円（材料費）申往復ハガキ（１人
１枚）に、講座名・参加希望日（第１・２
希望）・住所・氏名・電話番号・在勤ま
たは在学の方はその旨を明記し、１２
月２４日まで（必着）に消費生活セン
ター（〒１９４－００１３、原町田４－９－

８、町田市民フォーラム３階）へ。保育
希望者（１歳以上の未就学児）は、保
育希望の旨と子どもの氏名・年齢（２
歳以下は月齢まで）・性別を併せて明
記してください。
問同センター☎☎７２５・８８０５
生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●学びとしての公共施設を考える　
　全国的に公共施設の再編が進めら
れている中で、社会教育施設（公民
館）はどうあるべきかを考えましょ
う。
対全回参加できる方日１月１５日、２２
日、２月５日、１９日、２６日、いずれも土
曜日午前１０時～正午、全５回場同セ
ンター講多摩住民自治研究所理事・
大和田一紘氏、まちだ未来の会代表
・薗田碩哉氏、東京都立大学教授・荒
井文昭氏、法政大学教授・荒井容子氏
定２０人（申し込み順）申１２月２日午
前９時から電話で同センターへ。
●どうして「生きづらい」の？～ひと
りで悩まないで　生きづらさについ
てみんなで考えよう　生きづらさを
感じている人の問題を理解し、改善
するきっかけ作りを学びます。
対全回参加できる方日１月２３日㈰、
２月５日㈯、１９日㈯、３月５日㈯、１９日
㈯、午後１時３０分～４時３０分、全５回
場同センター講（特）ここからねっと
理事長・池亀厚子氏、はなす場こむぎ
代表・中村小麦氏、法政大学キャリア
デザイン学部教授・遠藤野ゆり氏、
（特）ゆどうふ・三井泰平氏定３０人
（申し込み順）申１２月５日午前９時か
ら電話で同センターへ。
●「児童期から思春期の心と性」講座　
　親子で参加できる性教育講座もあ

ります。
対市内在住の全回参加できる５歳～
小学生の保護者日①１月２１日㈮②１
月２８日㈮③２月４日㈮④２月２０日㈰
⑤２月２５日㈮、①午前１０時３０分～
午後０時３０分②③④⑤午前１０時～
正午、全５回場同センター（④のみ健
康福祉会館）講法政大学文学部心理
学科教授・渡辺弥生氏、ゆるみ☆子育
て代表・堀内祐子氏、（特）ピルコン・
キムハリム氏、助産院ＬｕｎａＬｕｎａ助
産師・山西朋子氏定２０人（申し込み
順）申１２月２日午前９時から電話で
同センターへ。

◇
問同センター☎☎７２８・００７１

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
するフリーマーケットを開催しま
す。「おもちゃ病院まちだ」も開設し
ます（正午まで）。野菜の販売もあり
ます。なお、混雑時は駐車できない場
合もあります。詳細は、（一財）まちだ
エコライフ推進公社（☎☎７９７・
９６１７）へお問い合わせいただくか、
同公社ＨＰをご覧ください。
日１２月１２日㈰午前９時～午後２時場
町田リサイクル文化センター隣接地
○フードドライブを同時開催　

　各家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄付するフードドライブを同時
開催します。
特に喜ばれるもの調味料、レトルト
食品、缶詰、お菓子、お茶等（賞味期限
が２か月以上あるもの）
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
写真パネル展
和菓子×工芸－町田市立博物館所蔵品より
　本展では、「つかう」ことにスポッ
トをあて、所蔵品の陶磁器やガラス
器に、和菓子を盛り付けました。普段
の展覧会とは、ひと味違う作品の姿
を、町田の銘菓とともに紹介します。
町田菓子組合協力のもと開催しま
す。

日１２月２１日㈫～１月１６日㈰、火・水
・金曜日（祝日を除く）＝午前１０時～
午後８時、木・土・日曜日・祝日＝午前
１０時～午後５時休館日月曜日、第２
木曜日、１２月２９日～１月４日場中央
図書館４～５階展示コーナー
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

町田市議会議員選挙・市長選挙立候補予定者説明会
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・２１６８

　３月８日の任期満了に伴い、２月２０
日に予定されている町田市議会議員
選挙・市長選挙の立候補予定者説明
会を開催します。
※会場の都合により、出席者は候補者

（本人または代理人）１人に限ります。
※受付時に受付票をご提出いただき
ます。詳細は市ＨＰをご覧ください。
日１２月１５日㈬午後２時から
場市庁舎３階会議室３－２・３

　２０２０年度に同センターに寄せられた相談件数は３７０９件で、前年度より
９．４％、３８４件減少しました。最近の相談事例を紹介します。
【事例１　定期購入のトラブル】
　インターネット広告で初回５００円のサプリメントがあった。回数に縛り
がなく、次回発送の８日前までに連絡すれば解約できると書いてあったの
で購入した。解約しようと電話をしたが、何度かけてもつながらない。２回
目が届き代金は６５００円とあるが返品したい。
○アドバイス　
　健康食品や化粧品の定期購入の相談は多く、最近は事例のように回数に
縛りはないが、解約の連絡が通じないというパターンが増えています。通じ
ても電話口で待たされ通話料金がかさむ苦情もあります。申し込み前に購
入条件や返品特約等を確認しましょう。
【事例２　「くらしのレスキューサービス」でのトラブル】
　夜間、トイレが詰まりインターネットで事業者を探し、来てもらった。
「９８０円から」と書いてあったのに、代金５５万円を請求された。仕方なく払
ったが高額だと思う。
○アドバイス　
　トイレの詰まりや水道のトラブル、鍵の紛失等、急なトラブルで「くらし
のレスキューサービス」に依頼し、思わぬ高額請求を受けた等の相談が多数
寄せられています。広告の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、見
積もりを取って検討しましょう。納得できない料金を請求された場合は、そ
の場で支払わず交渉しましょう。
【事例３　火災保険を使った雨

あま

樋
どい

修理】
　自宅のポストに、「雨樋交換無料のお知らせ」のチラシが入っていた。無料

で交換してもらえるのなら頼みたい。チラシは公的機関が配ったように見
えるが、自治体が委託しているのか。
○アドバイス　
　チラシの文面に「火災保険加入者対象」と記載があったので、無料で交換
ではなく、保険金で修理をすることになると説明しました。また、保険金申
請のサポート料金として保険金の３０～４０％を請求された、保険金を全額
渡したのにずさんな工事だった、という相談事例もあります。火災保険は火
事だけでなく、台風や大雪等の自然災害でも請求できますが、保険金の申請
の際、嘘の理由で請求すると詐欺に該当するおそれがあるので、気を付けま
しょう。
クーリング・オフ制度
　訪問販売・電話勧誘等で契約した場合、契約日から８日間（一部は２０日
間）は、工事の完了や商品の使用（消耗品を除く）とは関係なく無条件に
解約できます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、販売方法や契約書
に問題があれば解約できる場合がありますので諦めずにご相談くださ
い。また、クーリング・オフ対象外のものもあるので、詳細は同センター
へお問い合わせください。
困ったときは消費生活センターへ
対市内在住、在勤、在学の方
◯相談専用電話☎☎７２２・０００１（受付時間＝月～土曜日、午前９時～正午、
午後１時～４時、祝休日、年末年始を除く）
◯消費者ホットライン（消費者庁）☎☎１

い

８
や

８
や

最寄りの相談窓口をご案内します。

　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

「おかしいな」と思ったら～２０２０年度の消費生活相談 問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

▲詳細はこちら

　オンラインセミナ
ーを、動画コンテン
ツにより無料で配信
しています。

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
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まちだくらしフェア２０２２
参 加 団 体 募 集
　消費者問題（衣食住・健康・環境・経
済・福祉など日々の暮らしに関わる
こと全般）をテーマとした講演会や
展示などを、市民の皆さんと行政が
協働して行う消費生活展「まちだく
らしフェア２０２２」（７月２９日、３０日
に町田市民フォーラムで開催予定）
の参加団体を募集します。なお、今年
参加した団体には個別に通知しま
す。第１回実行委員会を、１月１４日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。
対市内で消費者問題に携わる団体
（個人も可）申１２月２４日までに電話
で消費生活センター（☎☎７２５・
８８０５）へ。

や き も の 体 験 講 座
●粘土から作るＭｙ茶碗Ｍｙ箸置　講
師が釉

ゆう

薬
やく

をかけ、焼成を行い、完成品
は２～３か月後に着払いで発送します。
対小・中学生とその保護者（応募者多
数の場合は市内在住の方を優先／小
学４年生以下は保護者１人同伴、保護
者の見学のみの参加は不可）日１月
１６日㈰午前１０時～正午、午後２時～
４時（各回とも同一内容）場三輪コミ
ュニティセンター講アトリエ方丈庵
主宰・くつわだりえ氏定各１０人（抽
選、結果は１２月２３日ごろまでに電話
で連絡）費１２００円（送料別）申１２月２
日正午～１７日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコー

ド２１１２０２Ｄへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
大地沢青少年センター
焼 き 板 づ く り 体 験 会
　家族ごとに、鉈

なた

で割った薪を利用し
て、かまどで火をおこして焼き板作り
をします。焼き板とは、火で板の表面を
焼き、たわし等で焦げをこすり取り油
性ペンで文字や絵を描いた作品です。
対市内在住、在勤、在学の同居の家族
日１２月１８日㈯、１９日㈰、午前１０時
～正午／雨天実施場同センター定各
５組（申し込み順）／新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、同居の家
族単位での申し込みに限ります費１
人１００円申１２月１日午前９時から電
話で同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
両日ともＪＲ横浜線相原駅西口～同
センター間の無料送迎バスを運行し
ます。
仕事の希望、介護職への疑問、相談できます！
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
ー　資格や経験は不問です。希望職
種や勤務形態などに応じた多様な働
き方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方日
１２月２２日㈬午後１時３０分～４時場
南市民センター第１会議室／事前予
約は同バンクへ（予約無しでの参加
も可）。詳細は同バンクＨＰ（下記二次
元バーコード）をご覧くだ
さい。
問同バンク☎☎８６０・６４８０

（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～午後５時）、町田市い
きいき総務課☎☎７２４・２９１６

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●ダリア作品展　ダリア撮影会の作
品のほか、町田ダリア園で撮影した
写真の公募展です。
日程１２月２２日㈬～１月１０日㈷休館
日１２月２８日㈫～１月４日㈫場同サロ
ン１階展示室
問同サロン☎☎７３６・８２８１
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１２月１８日㈯、１月１５日㈯、２月１９
日㈯、３月１９日㈯、販売時間＝午前９
時３０分から（数に限り有り、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
２０２２都民芸術フェスティバル
都 民 寄 席
対小学生以上の方日２月１９日㈯午後
１時３０分開演場和光大学ポプリホー
ル鶴川出演柳亭市馬、神田伯山　他
申ハガキに「２月１９日・和光大学ポプ
リホール鶴川」と書き、住所・氏名（１
人のみ）・電話番号・年齢を明記し、
１２月２４日まで（消印有効）に、都民寄
席実行委員会（〒１６０－００２３、新宿
区西新宿６－１２－３０、芸能花伝舎２
階、落語芸術協会内）へ。往復ハガキ

での申し込みはできません。なお、抽
選結果は入場券の発送をもって代え
ます。公演内容・申し込みに関するこ
とは、同実行委員会（☎☎０３・５９０９・
３０８１、受付時間＝午前１０時～午後６
時）へお問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

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
●こどもスポーツチャレンジ！
２０２１～健康測定会を実施します
　詳細は、同館ＨＰをご覧ください。
日１２月１１日㈯午前１０時～
午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児スクール②小学生スクール
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１月１１日～３
月１７日の火～木曜日（２月２３日は除
く）、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８０００
円（各全１０回）、水コース＝７２００円
（全９回）申往復ハガキに必要事項を
明記し、１２月２３日まで（必
着）に同プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●フローヨガ
対１６歳以上の方日毎週水曜日午後７
時４０分～８時４０分定各１２人（申し込
み順）費９９０円申電話で同
公園へ（同公園ＨＰで申し
込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　いずれも詳細は募集案内を参照配
布期間①１２月１０日まで②１２月９日
まで配布場所市庁舎１階総合案内、
各市民センター、各連絡所、同公社町
田窓口センター等（各施設で開所日
時が異なる）／配布期間中に限り、同
公社ＨＰでダウンロードも可
【①公営・公的住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯家族向〔３人以
上＝３戸〕、若年ファミリー向〔３人以

情報コーナー情報コーナー 上＝３戸〕、単身者向シルバーピア＝１
戸）、都営住宅地元割当（一般世帯家族
向〔２人以上＝１３戸、３人以上＝４戸〕）
【②東京都施行型都民住宅】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります

◇
申郵送で①１２月１６日まで②１２月
１４日まで／必着問同公社都営住宅
募集センター①☎☎７１３・５０９４②☎☎
０３・３４９８・８８９４／受付時間＝午前
９時～午後６時、土・日曜日、祝休日を
除く

抗ウイルス・抗菌コーティングの

無償施工の寄贈を受けました
問市有財産活用課☎☎724・2165

　１２月１日に定期巡回随時対応型訪
問介護看護アットプレオ根岸(根岸
２-３０-１０)が開所しました。
　日中、夜間を通して、定期巡回や緊
急時等、必要に応じて随時対応します。

対要介護１～５の方
※詳細は事業所にお問い合わせくだ
さい。
申電話で指定訪問介護アットプレオ
根岸(☎☎８６１・９１７０)へ。

定期巡回随時対応型訪問介護看護 
アットプレオ根岸が開所しました

問いきいき総務課☎☎724・3291

中央図書館で「まちだ旅する絵本」の展示をします！
問まちだ旅する絵本☎☎725・3710、同館☎☎72８・８220

　同館では、まちだ○
まる

ごと大作戦の
取り組み「まちだ旅する絵本」の展示
を行います。まちだ旅する絵本は、１
冊の絵本が人から人へと１年かけて
旅をするもので、今回は旅を終えて
帰ってきた絵本と旅の記録を紹介し
ます。その他、オリジナルロゴを作成
した絵本作家・中垣ゆたか氏・新井洋
行氏の共著『ごしごしきゅっきゅ』の
ミニ原画展を同時開催します。また、
１２月１１日㈯には、中垣ゆたか氏の
ワークショップやスペシャルイベン

トも行います。詳細は、まちだ旅する
絵本ＨＰ（下記二次元バーコード）を
ご覧ください。
日程１２月１０日㈮～１月
１２日㈬
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館）、１２月２９日～１月４日
場同館４階児童コーナー

自由民権資料館　昔の暮らしと運ぶ道具
問同館☎☎734・450８

　生活が大きく変化した昭和３０年
代以前の農家で使われていた「運ぶ
道具」にスポットを当て、どのような
場面で使われていた道具か、どのよ
うに現代の生活道具へと変化してい
ったのかを紹介します。
会期１２月４日㈯～２月２７日㈰
開館時間午前９時～午後４時
休館日月曜日（祝休日の場合は開館
し、翌日休館）、１２月２９日～１月３日

場三輪の森ビジターセンター１階郷
土資料展示室

食事を運ぶ道具「おかもち」

　市庁舎で献血を実施します。
継続的なご協力をお願いします。
日１２月１７日（金）、午前１０時～１１
時４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）

問福祉総務課☎☎7２4・２537
献血にご協力ください献血にご協力ください

　１１月２０日に、（株）木下抗菌サー
ビスから「市庁舎の感染症防止対策
の一助に」との善意による、抗ウイル
ス・抗菌コーティングの無償施工の
寄贈をいただきました。
　実施場所は、市庁舎１階・２階の各
窓口カウンターやエレベーターボタ
ン等です。酸化チタン・銀イオンを含
んだコーティング剤を噴霧・定着さ
せ、ウイルスや細菌を不活性化する

ことで、感染症予防対策が強化され
ました。今回の寄贈により、市民の皆
さんがさらに安心してご利用いただ
ける庁舎となりました。

施工時の様子
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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。なお、1月1日～3日分は12月15日号に掲載します

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
12月
1日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

2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
3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
4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

5日㈰

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

沼田医院（鶴川６-2-1） ☎☎735・2019
泰生医院（小山町2470-5） ☎☎797・7423

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

６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
7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
8日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1
9日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 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 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111
11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

12日㈰

午前9時～午後5時 内科
園田クリニック（南成瀬1-8-21） ☎☎739・7322
内山胃腸科（旭町1-15-23） ☎☎728・1371
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-1-5）☎☎737・7271

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 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1６６8

13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
14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
15日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
1６日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎☎798・1121
17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
18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

19日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 虫明婦人科内科小児科医院(金森3-19-10）☎☎79６・4807

内科 原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-29-3）☎☎851・7818
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
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
20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
21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
22日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1
23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
24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
25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

2６日㈰

午前9時～午後5時 内科
はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎☎79６・1111
横沢クリニック（大蔵町5002-2） ☎☎708・8550
さくらメディカルクリニック（常盤町3200-1）☎☎797・9６71

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111
町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

27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
28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

29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
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田4-1-17）☎☎732・5120
鶴川診療所（鶴川６-7-1） ☎☎735・2387
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎☎8６0・032６

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 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎☎797・1511
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1６６8

30日㈭

午前9時～午後5時
内科

とくとみ内科医院（南成瀬1-19-4） ☎☎729・1６1６
近藤医院（成瀬1-６-7） ☎☎728・６898
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-2-1）☎☎8６0・20６1

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 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎☎798・1121

外科系
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

31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
榛名坂たなか内科クリニック（金井3-17-13）☎☎737・38６0

内科
小児科 中村クリニック（木曽東3-20-28） ☎☎792・0033

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 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111

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

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　1２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

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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