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　昨年に引き続き、コロナ禍で過ごす一年になりました。ここ　昨年に引き続き、コロナ禍で過ごす一年になりました。ここ
数年、市からのお知らせに、SDGｓ、自然災害、支え合い、など数年、市からのお知らせに、SDGｓ、自然災害、支え合い、など
の話題が増えました。またこれまで見慣れない、おうち時間、の話題が増えました。またこれまで見慣れない、おうち時間、
新型コロナワクチン、などの言葉がみられるようになりまし新型コロナワクチン、などの言葉がみられるようになりまし
た。た。
　広報まちだに掲載した記事を振り返ると、コロナ禍でも懸　広報まちだに掲載した記事を振り返ると、コロナ禍でも懸
命に自分の暮らしを守り、周囲と支え合う市民の皆さんの姿命に自分の暮らしを守り、周囲と支え合う市民の皆さんの姿
がありました。がありました。

明るいるい 未来へへ
のの支支ええ合合いい 一年

え合いえ合い支 うち時間うち時間お

型コロナワクチン型コロナワクチン新 京2020オリンピック・京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会パラリンピック競技大会
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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）

今号の紙面から 　●3面　新型コロナワクチン追加接種（3回目）が始まります　●5面　パブリックコメント予告（5件）

第1969号

2021年 
12/1

（令和３年）

号

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

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

町田市
ホームページ

〈記載がない場合の市外局番は（042）です〉

新型コロナウイルス
感染症特設ページ

ながりながりつ

　新型コロナウイルス感染症に加え、インフル
エンザが流行する季節を迎え、町田市医師会で
理事を務める渡邉智子先生に、感染症予防のた
めの基礎知識や関連用語を分かりやすく解説し
ていただきました。

感染症予防のための基礎知識
　市内在住の黒津さんは、子ども向けの出前環
境授業「ハチドリ教室」で、ごみ減量の呼び掛け
を行っています。誰でもできる、ちょっとした工
夫で、ごみを減らすコツを教えていただきまし
た。

ごみ減量で地球を冷やそう
６月15日号 11月１日号

　日常生活を送るうえでちょっとした支援が必
要な方に、買い物・掃除・ごみ出しなどのお手伝
いをする生活支援団体が、市内各地で活動して
います。その輪を広げるために組織された生活
支援団体ネットワークを紹介しました。

「お互いさま」の支え合い
　この夏は、新型コロナウイルス感染症の影響
で、子どもたちの生活の中のさまざまな楽しみ
が制限されていました。そうした中で、市内の青
少年施設では、密を避け、自然の中でテント張り
や虫かご作りなど、元気にのびのびと過ごせる
事業を実施しました。

この夏は五感で遊ぼう
８月15日号 ７月15日号
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◉  町田市成人式  
「二十祭まちだ2021」をオンラ
イン開催

◉  子ども・子育て情報ツイッター
開始

◉  「2021町田さくらまつりウィー
ク」開催

　7月から9月は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会が開催され、市内では聖火リレー関連イベント・自転車競技ロー
ドレース・インドネシアパラバドミントン代表チーム事前合宿な
どを実施し、さまざまな形で盛り上がりを見せました。その他、文
化イベントや各地での社会実験の実施、新たな施設利用の開始な
ど、市内各地でさまざまな出来事がありました。

１月～３月
◉  国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八幡平遺跡）の一般公

開を開始
◉  町田薬師池公園四季彩の杜西園の開園1周年アニ

バーサリーを実施
◉  ５月20日から、6５歳以上の方の新型コロナワクチ

ン接種開始
◉  玉川学園コミュニティセンターリニューアルオー

プン（玉川学園前駅デッキは10月28日利用開始）

◉  町田ＧＩＯＮスタジアムの
バックスタンド完成

◉  国際版画美術館で「浮世
絵風景画－広重・清親・巴
水　三世代の眼」展開催

◉  e-まち実現プロジェクト　
市民課・各市民センター・各連絡所の窓口
でキャッシュレス決済が可能に

４月～７月

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

東京2020オリンピック自転車競技ロードレース
熱き闘いの2日間（7月24日、25日）が町田へ（7月1日号）

町田市ゆかりの選手が出場した、
東京2020パラリンピック5人制サッカー

　5位入賞！（10月1日号）

町田で事前キャンプを実施した、インド
ネシアパラバドミントン代表チームが、
金メダル2個・銀メダル2個・銅メダル2
個の大活躍！（9月15日号）

1964年東京オリンピックの聖火リレ
ー随走者、原町田在住の大塚光明さんに
当時の思い出をお話しいただきました 

（7月1日号）
北京2022冬季オリンピックを目指す次
世代アスリート　冨高日向子選手を紹
介しました（10月1日号）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

2021年　他にも、こんな出来事がありました

振り返り

　コロナ禍の開催で多くの制約はありましたが、町田シバヒロには東京都聖火リレーの初日にオリンピック聖火が灯り、自
転車競技ロードレースでは、選手たちが圧巻のスピードで町田街道を駆け抜けました。市立総合体育館で行われたインドネ
シアパラバドミントン代表チーム事前合宿ではオンラインインタビューや公開練習を通して選手と市民が交流しました。
　市では、今後も、市民ボランティア「まちだサポーターズ」の活動充実やパラスポーツの魅力発信、ホストタウンの取り組
みを続けていきます。

元気元気をくれた
さまざまさまざまな出来事出来事

８月～１2月
◉  マイナンバーカードセンターがレミィ町田５階にオープン
◉  町田第一中学校が新しく生まれ変わり、2学期から利
用開始

◉  2021年Ｅｄｉｓｏｎ Ｍeｄａｌ受賞の伊賀健一氏が、５人目
の町田市名誉市民に

◉  町田市民文学館ことばらんど開館1５周年を記念し
て「浅生ハルミン ブック・パラダイス展」開催

◉  市内各地で実証実験（まちだＶＥＧＥＨＵＢフェスタ、
芹ヶ谷公園　フューチャーパークラボ、2021原町
田大通り滞留空間創出社会実験と原町田中央通り

社会実験2021）実施
◉  石阪昌孝生誕180年・自由民権1４0年・開館３５周年記念～自由民権資料

館特別展「石阪昌孝－豪放磊
らい

落
らく

な民権家の生涯」開催
◉ まちだ◯

まる

ごと大作戦18‒20+1終了

◀�アプリ等の� �
詳細はこちら

▲�町田市名誉市民▲�町田市名誉市民
に伊賀健一氏に伊賀健一氏

● アプリ「マチイロ」
● ウェブ閲覧サービス「マイ広報紙」
● ＴＡＭＡ ebooks（たまイーブックス）

今回、紹介した広報まちだは
市HPやアプリでも確認できます

　市ＨＰでは、広報まちだの発行日（毎月1日号、1５日号）にＰＤＦ版を公
開しています。また、スマートフォン・タブレット用アプリ等でもご覧
いただけます。 検 索市ＨＰ

▲�リニューアルオープ▲�リニューアルオープ
ンした玉川学園コミンした玉川学園コミ
ュニティセンターュニティセンター
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差引収支
59億円

医療・生活
支援のため
1245億円

医療・生活
支援のため
1245億円

市政運営のため
228億円
市政運営のため
228億円

教育のため
169億円
教育のため
169億円

道路・公園等整備のため
144億円
道路・公園等整備のため
144億円

市債の返済のため
76億円
市債の返済のため
76億円

消防・防災のため
50億円
消防・防災のため
50億円

その他（議会、産業振興）
50億円
その他（議会、産業振興）
50億円国庫支出金

836億円
国庫支出金
836億円

市税
693億円
市税
693億円

都支出金
237億円
都支出金
237億円

市債
147億円
市債
147億円

繰入金
56億円
繰入金
56億円

繰越金
51億円

使用料手数料
31億円
使用料手数料
31億円 その他

185億円
その他
185億円

一般会計一般会計
歳入
2236億円2236億円

一般会計一般会計
歳出
2177億円2177億円

保健衛生環境のため
215億円
保健衛生環境のため
215億円

２０２０年度の決算状況と２０２１年度上半期の財政状況をお知らせします
問財政課☎☎724・2149

２０２０年度決算状況 　市民の皆さんに納めていただいた市税がどのように使われ、市の決
算がどのようになったかをお知らせします。

※金額等は、表示単位未満を四捨五入及び端数調整を行っているため、合計値と合致しない場合があります。

■歳入歳出決算状況 ■主要な事業と決算額

〈２０１９年度決算との比較〉
　歳入総額は、前年度より６３２億円増加しました。これは、国庫支出金が５３６億円、市債が３８億円、
繰越金が２６億円増加したことなどによります。
　歳出総額は、前年度より６２４億円増加しました。これは、医療・生活支援のための支出が４５２億
円、保健衛生環境のための支出が７５億円増加したことなどによります。

●●Ⅰ将来を担う人が育つまちをつくる
教育の情報化推進事業（２４億３５２８万円）、待機児童対策事業（４億８１５０万
円）、えいごのまちだ事業（２億９８０万円）

●●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
玉川学園コミュニティセンター整備事業（９億８０９９万円）、温浴施設整備事
業（３億４２９２万円）

●●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
野津田公園スポーツの森整備事業（３４億３３２７万円）、町田薬師池公園四季
彩の杜整備事業（２億８６２８万円）、芹ヶ谷公園芸術の杜・（仮称）国際工芸美
術館整備事業（８５１５万円）

●●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
循環型施設整備事業（９３億１０８４万円）、多摩都市モノレール延伸促進事業
（３億１５１５万円）

　多摩２６市における、町田市の財政指標等の順位は以下のとおりです。※カッコ内は２０１９年度決算の数値、順位。■多摩２６市の中の町田市
●経常収支比率（低い順）・・・９１．９％・１３位（９３．３％・１１位）／多摩２６市平均＝９１．９％（９３．７％）※臨時財政対策債を歳入に含む。
　市税など経常的な収入が、どの程度人件費や市債の償還等の経常的な支出に充てられているかを表す数値です。低いほどいろいろな事業に使えるお金の余裕
がある状態です。
●�基金積立金現在高（多い順・市民１人当たり）・・・５万６６９円・２１位（４万４４６３円・２２位）／多摩２６市平均＝８万７９５１円（８万３６３９円）　
　基金積立金現在高とは、家計における預貯金残高に当たります。
●�市債元金現在高（少ない順・市民１人当たり）・・・２０万３７９３円・１５位（１８万６４４０円・１３位）／多摩２６市平均＝１９万４９７４円（１９万４０６２円）　
　市債元金現在高とは、家計におけるローンに当たります。

　市民の皆さんに納めていただいた税金、市債（長期借入金）などについて、
２０２１年度上半期（２０２１年４月１日～９月３０日）の財政状況をお知らせします。２０２1年度上半期財政状況（２０２1年９月３０日現在）

■一般会計・特別会計の状況

会　計 予算額(a) 収入済額(b) 収入率（b/a)
支出済額(c) 執行率（c/a）

一 般 会 計 1910億2505万円  814億2795万円 42.6％
 682億9589万円 35.8％

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 417億7022万円  163億3513万円 39.1％
 153億5737万円 36.8％

介 護 保 険 事 業 会 計 381億360万円  173億3479万円 45.5％
 143億6442万円 37.7％

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計  121億5714万円  54億3816万円 44.7％
 37億4692万円 30.8％

鶴川駅南土地区画整理事業会計 1億884万円 2671万円 24.5％
931万円 8.6％

小 計  921億3980万円  391億3479万円 42.5％
 334億7802万円 36.3％

合 計 2831億6485万円  1205億6274万円 42.6％
 1017億7391万円 35.9％

■企業会計の状況
（税込み）

区　　　分
病院事業会計 下水道事業会計

予算額 収入済額 収入率 予算額 収入済額 収入率
執行額 執行率 執行額 執行率

収益的
収支

収入 135億8384万円 77億3835万円 57% 129億9350万円 71億9741万円 55.4%
支出 149億4595万円 63億1057万円 42.2% 127億9205万円 56億3348万円 44%

資本的
収支

収入 19億9146万円 7758万円 3.9% 33億4967万円 2億513万円 6.1%
支出 29億78万円 4億8087万円 16.6% 59億3419万円 18億3096万円 30.9%

収入・支出の状況

利用状況と料金収益 （税抜き）
病院事業会計 下水道事業会計

患者数 料金収益 有収水量 料金収益
入院 5万8490人 39億9755万円 2118万1618㎥ 25億2528万円
外来 11万8157人 15億2674万円

財産の種類 ２０２１年９月3０日時点現在高
土地　（公園、学校など） 68１万8775.44㎡
建物　（学校、下水処理施設など） 84万4９3０.０９㎡
物権　（地役権、地上権） 8２6.１6㎡
無体財産権　（著作権、商標権など） ９９件
有価証券　（株券） ２66０万円
出資金 ２4億6９56万7０００円
物品　（美術品、学校備品など） １834点
債権　（貸付金、和解金など） 3２54万円
基金 ２０7億5９66万円

■市有財産の状況
　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や、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。

※利子の支払見込総額は、今後支払いが予定されている総額です。

会　計 2021年9月30日時点 
元金現在高

（参考）2021年9月30日時点元金現
在高に対する利子の支払見込総額※

一 般 会 計 846億8403万円 20億6295万円
下 水 道 事 業 会 計 425億3931万円 50億6429万円
病 院 事 業 会 計 95億7642万円 13億4311万円
合 計 1367億9976万円 84億7035万円

　市債とは、都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入
れたお金です。市債の元金及び利子を施設の耐用年数の範囲内で償還していくことによ
り、整備をしたときの市民と将来利用する市民の世代間で負担の公平を図っています。

■市債の状況

■単位当たりコスト　�　市では、２０１２年４月から新公会計制度を導入しています。２０２０年度決算では、２３８の課・事業・会計について、フルコスト情
報や資産・負債の情報に加え、事業の成果を記載した「課別・事業別行政評価シート」を作成しました。２３８事業の課別・事業別行
政評価シートのうち、市民の皆さんが身近に感じられる行政サービスの単位当たりコストをご紹介します。
　※カッコ内は２０１９年度決算の数値。

●生活保護
被保護世帯１世帯当たりコスト＝年間２４５万１４４９円
（２５４万９１３０円）
月別被保護世帯数の平均＝５７９４世帯（５６９５世帯）

●学童保育
入会児童１人当たりコスト＝年間４１万１４３３円（３９万７７５７円）
学童保育クラブ入会児童数＝３７５６人（３７２９人）
施設の利用者負担の割合＝１６．３％（２１．３％）

●小学校給食
給食１食当たりコスト＝６２３円（５８９円）
年間延べ給食提供食数＝３８９万２５１１食
（４１０万６３６４食）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師 若干名

1981（昭和56）年4月2
日以降に生まれた、薬剤
師の資格を有する、また
は2022（令和4）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

※ 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。

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） 水素自動車「ＭＩＲＡＩ」お披露目会を開催します

問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

　脱炭素の取り組みを推進するた
め、新たに町田市バイオエネルギ
ーセンターに水素自動車「ＭＩＲＡＩ」
を導入します。お披露目会では、Ｍ
ＩＲＡＩの紹介のほか、３Ｒ推進・ごみ
減量のシンボルであるスケルトン
ごみ収集車“みえるくん”の展示等

を行います。
日１２月１５日㈬午後１時から
場市庁舎こもれび広場
同時開催【リサイクル広場】―
日毎月第３水曜日午前１０時～午後
３時
場市庁舎
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募　集募　集
町田市農業委員会委員・町田市
農地利用最適化推進委員候補者
　任期満了に伴い募集します。
対次のすべてに該当する方　①農業
に関する識見を有し、農業委員会の
所掌事務を適切に行うことができる
②法令等により農業委員会委員また
は農地利用最適化推進委員と兼職を
禁止されている職にない任期２０２２
年４月１日～２０２５年３月３１日（３年
間）募集人員町田市農業委員会委員
＝１４人、町田市農地利用最適化推進
委員＝６人選考書類（必要に応じて
面接）申所定の申込用紙（農業振興課
〔市庁舎９階〕で配布、市ＨＰでダウン
ロードも可）に必要事項を記入し、
１２月２０日～１月２１日（消印有効）に
直接または郵送で農業振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。詳
細は、市ＨＰをご覧いただくか、お問
い合わせください。
問農業振興課☎☎７２４・２１６９

常設型冒険遊び場活動団体
　４月１日～２０２３年３月３１日に、芹
ヶ谷公園、鶴川中央公園、谷戸池公
園、三ツ目山公園内の冒険遊び場活
動エリアで冒険遊び場を開催する団
体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を１
月１１日までに直接児童青少年課（市
庁舎２階）へ。募集要項等の書類は、
児童青少年課で配布します（まちだ
子育てサイトでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

思春期の子を持つ保護者向け講座
●子どもの“思春期時代”と向き合う
…１５の私に書く手紙　
対思春期の子どもを持つ保護者日１
月３１日、２月７日、１４日、２８日、いず
れも月曜日午前１０時～正午、全４回
場鶴川市民センター内子どもの思春
期を問い直す、「今の中学生の現実か
ら考える。思春期の子どもが向き合
う自分の今と未来」、“思春期時代の
私”と出会う～大学生が書いた「１５
の私への手紙」、“思春期時代の私”と
出会う～参加者が自分に贈る「１５の
私への手紙」講都留文科大学特任教
授・宮下聡氏、町田市立中学校教諭定
２０人（申し込み順）申１２月１６日午前
９時から電話で生涯学習センター
（☎☎７２８・００７１）へ。

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
２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月３日㈭、午前１０時～正
午＝子どもの食事、午後１時～３時＝
保育の心、２月４日㈮、午前１０時～正
午＝子どもの発達と遊び、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２．４
㎝、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１月２４日までに電話
またはＦＡＸで同センター（☎☎７０３・
３９９０返７３２・３１９３）へ。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

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１２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

町田駅周辺合同歳末特別警戒
　市では、相模原市と警察、各関係団
体と合同で、町田駅を中心とした防
犯パトロールを実施します。
日１２月１７日㈮午後７時～８時１５分
場町田ターミナルプラザ市民広場
（開会式）
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

子ども・子育て子ども・子育て
子ども創造キャンパスひなた村
森 で ア ド ベ ン チ ャ ー
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１月１６日㈰午前１０時～午後３時（雨
天中止）定１５人（申し込み順）費３００
円申１２月１７日午前１０時から電話で
ひなた村（☎☎７２２・５７３６）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。

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

市民センターで
マイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎☎８６０・６１９５

　申請用写真を無料で撮影し、そ
の場でカードの申請ができます。
カードの発行には１か月半程かか
ります。
対マイナンバーカードの申請をし
たことがない市民の方
実施時間午前の部＝午前１０時、

１０時３０分、１１時、１１時３０分からの
各３０分、午後の部＝午後１時３０分、
２時、２時３０分、３時からの各３０分
定各２０人（申し込み順）
申電話で予約受付ダイヤル（☎☎
７３２・３８８８）へ（毎週月曜日、祝休
日、１月１６日、２月２０日は休止）。

　冬が来ました。鶴川団地の通りに
色どりを添えていたイチョウやプラ
タナスも葉を落とし、里山の雑木林
もクヌギ・コナラの濃い茶の色を残
して、冬枯れの景色になりました。我
が家の庭は猫の額ほどの狭い空間で
すが、そこに植えたザクロとユスラ
ウメの木に、モズの「ハヤニエ」を見
つけました。モズ類は昆虫などの獲
物を冬に備えて木の枝などに刺して
おき、「貯食」する習性があり、ハヤニ
エと呼ばれています。ハヤニエは２
つ見つかり、トカゲとバッタでした。
こうした貯食行動は、ほかにもヤマ
ガラや、ホシガラスなども木の実を
蓄えておくことが知られており、リ
スも、ドングリやクルミを地面に埋
めて、冬になって取り出して食べる
ことが知られています。
　さて、先日、七国山ファーマーズセ
ンターで餅つきがあり参加しまし
た。毎年、町田市農業委員会が主催し
て子どもたちに農業の大切さと収穫
の喜びを感じてもらう体験プログラ
ムの一環で、子どもたちは忠生公園
内にある水田で、田植え、草取り、稲
刈りをします。体験プログラムの最

後、仕上げがお餅つきです。子どもの
時の体験は、長く記憶に残るもので
す。のし餅を切り分けて食べた時に、
子どもたちは参加してよかったと実
感したと思います。
　もう一つ、子どもの参加イベント
ですが、先日、第４９回町田市こども
マラソン大会が町田ＧＩＯＮスタジア
ムで開催されました。こちらは、新型
コロナウイルスの影響もあって、３
年ぶりの開催となりました。規模縮
小ということもあって、小学校３・４年
生は今回参加できませんでしたが、
最後まで走り抜く５・６年生の真剣な
表情、頑張りを見てこちらが元気を
もらいました。この大会は、学校関係
者やスポーツ推進委員の方を中心と
した実行委員会と大勢の協力者のご
尽力で楽しいものとなりました。
　コロナ禍という現状はあります
が、こういう時こそ、子どもたちに、
屋外での活動や運動をする機会をも
っと増やし、運動不足とストレスの
解消をさせてあげたいと思います。

「ハヤニエ」のバッタ

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１７８

実施日 会　場 電話予約受付期間
１月１１日㈫ 鶴川市民センター １２月２８日、１月４日〜８日
１月１８日㈫ 堺市民センター １月５日〜１５日
１月２０日㈭ 忠生市民センター １月７日〜１５日
１月２５日㈫ 南市民センター １月１１日〜２２日
１月２７日㈭ 小山市民センター １月１３日〜２３日
２月３日㈭ なるせ駅前市民センター １月２０日〜３０日
２月８日㈫ 鶴川市民センター １月２５日〜２月５日
２月１０日㈭ 忠生市民センター １月２７日〜２月６日
２月２２日㈫ 小山市民センター ２月８日〜１９日

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（右
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

■１２月２７日に追加接種（３回目）の接種券を発送します
【対象】�５月１日～６月２０日に２回目の接種を完了した方（１８歳以上）
【３回目接種が可能となる日】２回目接種日から８か月経過した日以降
　接種券が届き次第、予約を取ることができます。３回目の接種を受け
られるのは、２回目の接種日から８か月経過した日以降になりますので、
ご注意ください。詳細は接種券に同封する書類をご覧ください。
※�４月３０日以前に２回目接種を完了している方の接種券は発送済みです。
※�次回以降の接種券発送や接種対象等の情報は、今後の本紙や市ＨＰ等
でお知らせします。
■�１２月２０日からマイナンバーカードでワクチン接種証明書
（電子版）が取得できます
　マイナンバーカードがあれば、スマートフォンの専用アプリから申
請できるようになります。詳細は厚生労働省ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧ください。なお、ワクチン接種の当日に配
布された接種済証（ワクチンシール付き）は、引き続きワクチ
ン接種を証明する書類となりますので、大切に保管してください。

◀市内の感染者数等の情報はこちらからご覧いただけます
※この記事の内容は１２月９日現在の情報です。

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〕）

ワクチン情報の
詳細はこちら▶
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市民の皆さんからご意見を募集します

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）� 問男女平等推進センター☎☎723・2908
　SDGｓの推進、女性の政策・方針決定過程への参画促進、DＶや性暴力被害
の顕在化など、男女平等参画を取り巻く社会や環境の変化を踏まえて、一人
ひとりがその人らしく生きることができる社会を実現するため本計画を策
定します。
○計画期間　2022年度～2026年度
○計画の基本理念　その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして
○計画のめざすべき姿　⑴一人ひとりの人権を尊重するまち⑵一人ひとり
が個性と能力を生かして活躍できるまち
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）
� 問市民生活安全課☎☎724・4003
　市民、地域団体、事業者、警察等が連携して防犯に取り組んだ結果、市内の
犯罪件数は減少しています。一方で、生活の変化に乗じた新たな犯罪被害が
懸念されています。本計画は、このような社会変化に対応して、安全安心ま
ちづくりを進めるために策定します。
○計画期間　2022年度～2026年度
○計画の理念　「安心して暮らせる地域社会の形成」の実現
○取り組みの方向性　⑴自分を守る意識づくり⑵新たな担い手の創出⑶持
続的な防犯環境づくり
③第4次町田市農業振興計画　改訂版（案）� 問農業振興課☎☎724・2166
○計画期間　2017年度～2026年度
○改訂の目的　第4次町田市農業振興計画は「市民と農をつなぐ、魅力ある
町田農業の推進」に向けた、町田市の農業施策を示す基本計画です。農業分
野における環境変化、都市農業に関する法制度の整備、社会情勢の急激な変
化等に対応するため、計画策定から5年を経過する2021年度に中間見直し
を行い、計画を改訂します。
○改訂の主な内容　基本理念や目標は保持しつつ、「市民」と「農業者」のそ
れぞれに対する課題を踏まえ、事業内容の修正や、新規取り組みの追加を行
います。
④（仮称）町田市里山環境活用保全計画（案）� 問農業振興課☎☎724・2164
　町田市は、都市の近郊でありながら、豊かな自然環境を有しています。ま
た、今でも農の環境が残っており、歴史・文化の足跡も見ることができます。
これらは町田市の魅力の一つであり、価値ある資産・資源であるといえま
す。こうした資産・資源を有効に活用し、持続可能なものとしていくため、多
様な主体による連携・協働により「住む人も 訪れる人も居心地のよい まち
だの里山」を実現していくための計画として策定します。
○計画期間　2022年度～2031年度
⑤町田市民病院�第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）（案）
� 問町田市民病院事務部経営企画室☎☎722・2230（内線7431、7432）
　「社会のニーズに対応した　質の高い医療の提供」をスローガンとした、
新しい計画（案）がまとまりました。地域医療の中核を担う急性期病院とし
ての役割を果たすため、「良質な医療の提供」「5疾病5事業の医療提供体制
確保と充実」「健全経営の推進」「人材育成と働き方改革の推進」の4つの項
目に取り組みます。
○計画期間　2022年度～2026年度
�
○募集期間　①12月20日㈪～1月20日㈭②⑤1月14日㈮まで③④1月17
日㈪まで
○資料の閲覧・配布　計画（案・素案）及び改訂内容の概要は、市HPに掲載

（⑤は町田市民病院HPにも掲載）するほか、次の窓口で閲覧及び資料の配布
を行っています（各窓口で開所日時が異なります）。
　市政情報課・広聴課（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、②のみ＝市民生活安全課（市庁舎3階）、各子どもセンター、3
Ｒ推進課（町田市バイオエネルギーセンター内）／以下は資料の閲覧・配布
のみ実施：各障がい者支援センター、各高齢者支援センター、各ふれあい館、
各子どもクラブ、③④＝農業振興課（市庁舎9階）、③のみ＝町田市ふるさと
農具館、七国山ファーマーズセンター、④のみ＝小野路宿里山交流館、三輪
の森ビジターセンター、⑤のみ＝町田市民病院（1階総合案内）、保健予防課

（健康福祉会館1階）
○意見等の提出方法　郵送、FAX、メール、または各担当課ほか、資料を配
布している窓口へ直接提出してください（書式は自由、住所・氏名・連絡先を
明記）。郵送の場合は配布資料に添付している専用封筒（料金受取人払郵便）
をご利用いただけます。
　意見提出の際の注意事項等詳細は各担当課
までお問い合わせください。なお、③④⑤は右
記二次元バーコードからもご意見を提出でき
ます。
○担当課　①男女平等推進センター（返723・2946墳mcity5280@city.
machida.tokyo.jp）②市民生活安全課（返050・3160・8039墳mci
ty5260@city.machida.tokyo.jp）③農業振興課（返050・3101・9913墳
mcity5190@city.machida.tokyo.jp）④農業振興課（返050・3101・
9913墳mcity5200@city.machida.tokyo.jp）⑤町田市民病院事務部経
営企画室（返720・5680墳mcity5230@city.machida.tokyo.jp）
○送付先　①〒194-0013、原町田4-9-8、町田市民フォーラム3階②～④
〒194-8520、森野2-2-22⑤〒194-0023、旭町2－15－41
※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、①2月ごろ
②⑤4月ごろ③④3月ごろに、市HP及び上記資料配布場所で公表します。

③ ④

①（仮称）町田市地域ホッとプラン②町田市都市づくりのマスタープラン
③第3次町田市環境マスタープラン

問①市民協働推進課☎☎724・4362、福祉総務課☎☎724・2133�
②都市政策課☎☎724・4248③環境政策課☎☎724・4386 　

　「（仮称）町田市地域ホッとプラン」「町田市都市づくりのマスタープラン」
「第3次町田市環境マスタープラン」の策定に当たりご意見を募集しまし
た。いただいたご意見は、各計画策定の参考にさせていただきます。
○募集期間　いずれも9月15日～10月14日
○応募者数　①51人②55人③33人
○意見件数　①127件②134件③138件
※②と同時に実施した「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の
方策（案）」に関する市民意見募集は、8人から14件の意見をいただきまし
た。
○意見概要　市HPで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。市政
情報課・広聴課（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）、生涯学習センター、各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民
文学館、①のみ＝市民協働推進課（市庁舎2階）、福祉総務課（市庁舎7階）、健
康福祉会館、ひかり療育園、子ども発達センター、各子どもセンター、各高齢
者支援センター、各障がい者支援センター、②のみ＝都市政策課（市庁舎8
階）、③のみ＝環境政策課（市庁舎7階）、資源循環課（町田市バイオエネルギ
ーセンター内）

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

町田市自殺対
策推進協議会

１月２０日㈭午後１
時３０分〜３時３０
分

市庁舎２階
会議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で健康推
進課（☎☎７２４・４２３６）
へ

　本計画は、大規模な自然災害が
発生しても、市民の生命や市域の
社会経済活動が致命的な被害を負
うことがない「強さ」と、迅速に回
復する「しなやかさ」を併せ持つ、
強靭な地域をつくることを目的
に、既に策定しているさまざまな
分野の個別計画を防災や減災、市
域の強靭化という観点から新たに
まとめ上げました。
計画期間2022年4月から

　市では、公共施設が最も多く点
在している町田駅周辺に焦点を当
て、公共施設の再編により目指す
姿等を示す「（仮称）町田市町田駅
周辺公共施設再編構想」の策定に
向けた検討を進めています。また、
木曽東にある教育センターの複合
化を契機として、境川団地地区の
再生を推進するため、まちづくり
の目標・実現に向けた方策等を示
す「（仮称）町田市境川団地地区　
まちづくり構想」の検討も併せて
進めています。これらの構想の策
定に向け、ご意見を募集します。

　市では、悲惨な交通事故を減ら
すため、第3次町田市交通安全行
動計画（素案）を策定しました。皆
さんのご意見をお寄せください。

◇
資料の閲覧・配布市政情報課（市庁
舎1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、①②＝企画政策課（市庁舎4
階）、②③＝広聴課（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）、町田市民文学
館、②のみ＝国際版画美術館、健康
福祉会館、町田市保健所（中町庁
舎）、教育センター、わくわくプラ
ザ町田、子ども発達センター、町田
新産業創造センター、③のみ＝市
民生活安全課（市庁舎3階）、各子
どもセンター、3Ｒ推進課（町田市
バイオエネルギーセンター内）／
以下は資料の閲覧・配布のみ実施：
各障がい者支援センター、各高齢
者支援センター、各ふれあい館、各
子どもクラブ
※各窓口で開所日時が異なりま
す。※市HPでもご覧いただけます。
ご意見の提出方法①②書面（様式
は自由）に件名とご意見を明記し、
①1月14日まで②1月13日まで
に、直接、FAXまたはメールで企
画政策課（返050・3085・3082①
墳mcity5310＠city.machida.to
kyo.jp②墳mcity2980＠city.ma
chida.tokyo.jp）へ（①は資料を
配布している窓口へ直接提出も
可）③書面（様式は自由）に件名と
ご意見を明記し、1月14日まで（必
着）に直接、郵送、FAXまたはメー
ルで市民生活安全課（〒194－
8520、森野2－2－22、返050・
3160・8039墳mcity5250＠cit
y.machida.tokyo.jp）へ。
※意見提出の際の注意事項等詳細
は各担当課までお問い合わせくだ
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、いずれも3月ごろに市HPで
公表します。

③（仮称）第3次町田市交通安全行
動計画（素案）� �
 問市民生活安全課☎☎724・4003

②（仮称）町田市町田駅周辺公共施
設再編構想、（仮称）町田市境川団
地地区　まちづくり構想  
� 問企画政策課☎☎724・2103

①町田市国土強靭化地域計画（案）�
 問企画政策課☎☎724・2103

⑤

ご意見を
お寄せください

ご意見ありがとう 
ございました パブリックコメント概要 パブリックコメント公表
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催し・講座催し・講座
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト　市民向け講座
使おう！わたしの受診券～町田市の
成人健康診査及び各種検診について
　成人健診・がん検診・歯科健診につ
いて、医師や歯科医師が分かりやす
く説明します。１月２１日は上映会、
２２日以降はオンライン
（同プロジェクトＨＰ〔右
記二次元バーコード〕）で

視聴できます。
対市内在住、在勤、在学の方日１月２１
日㈮午後２時～３時場町田市民フォ
ーラム公開期間１月２２日㈯から講町
田市医師会、町田市薬剤師会　他定
会場のみ８０人（申し込み順）申氏名
・電話番号を明示し、１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ｉｎ
ｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同プロジ
ェクトＨＰで申し込みも可）。

問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
インターネットで開催
生 涯 学 習 セ ン タ ー ま つ り
　今年度は、新型コロナウイルスの
状況等を鑑み、生涯学習センターで
の活動実績がある団体の活動を市Ｈ
Ｐで紹介します。
公開期間３月３１日㈭まで
問同センター☎☎７２８・００７１

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つ学習会～日本のエ
ネルギー事情はどうなる？　電力問
題を中心に現状と将来を見据える　
　脱炭素社会の実現に向け、日本の
電力事情や将来の見通しを学びます。
対市内在住、在勤、在学の方日１月２０
日㈭午前１０時～正午場町田市民フ
ォーラム講グリーンピープルズパワ
ー（株）・竹村英明氏定２０人（申し込
み順）申１次受付＝１２月１５日正午～
午後７時にイベシスコード２１１２１６
Ｃへ／２次受付＝１２月１６日正午～１
月１３日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
●おうちも外も危険がいっぱい～子
どものヒヤリハット　子どもの日常
生活には危険が潜んでいます。住宅
模型や等身大着せ替え人形パネルを
見て、触って、確認しましょう。世界
の子どもたちの入賞絵画作品や、生

涯学習センターの受講者が作成した
パネルの展示もあります。直接会場
へおいでください。
日１月１７日㈪～２１日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１月１７日のみ正午か
ら）場イベントスタジオ（市庁舎１
階）

◇
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
大地沢青少年センター
初 心 者 の た め の 陶 芸 教 室
　マグカップを作ります。
対市内在住、在勤、在学の陶芸初心者
（小学生以下は保護者同伴）日１月２３
日、２月１３日、いずれも日曜日午前
１０時～午後０時３０分場同センター
内１日目＝粘土を成形、２日目＝絵付
け定２０人（抽選、結果は１月１２日ご
ろ発送予定）費１人６００円申ハガキ
に「初心者のための陶芸教室申込」と
書き、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢（学年）・送迎バ
ス利用の有無を明記し、１月７日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４－０２１１、相原町５３０７－２）へ／
ハガキごとに抽選します。グループ
で申し込みの場合、ハガキ１枚に全
員の情報を明記してください／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。
問同センター☎☎７８２・３８００

地区別懇談会
問福祉総務課☎☎724・2133、市民協働推進課☎☎724・4362

　地区の未来について、みんなで話し合う地区別懇談会を開
催します。
申各地区開催日の１５日前までに電話で福祉総務課または市
民協働推進課へ(右記二次元バーコードで申し込みも可)。

　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、①～⑪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

(12月27日、28日、年末年
始、1月10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
※12月24日は予約受付を行いません。次回
分は12月28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 12月15日、22日、
1月12日㈬ 午後1時30分～4時 相談日の1週間前から電話で予約

③人権身の上相談
(人権侵害などの問題）

12月17日、24日、
1月7日、14日㈮ 午後1時30分～4時15分

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 12月21日、1月4日㈫

午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 1月11日㈫
⑥登記相談 12月16日、1月6日㈭
⑦行政手続相談 12月23日、1月13日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 1月5日㈬
⑨少年相談 1月11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
⑩国の行政相談 1月4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⑪建築・耐震相談 1月5日㈬
⑫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、年末年始を除く）
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

⑬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

⑭消費生活相談 月～土曜日
（祝休日、年末年始を除く）

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

⑮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=1月11日㈫
Ｂ=1月24日㈪

午前9時～正午
（相談時間は50分）

市内に家屋を所有の方
（空家・居住中問わず）

Ａ=12月22日、Ｂ=1月12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。

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２０２２年５月15日号です。次回申込期間は2022年2月
1日～４月20日です。
　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）
第１３回町田落語会 １２月１９日㊐午後２時開演 町田市民文学館大会議室 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度　予約不要
マチーダ楽団ミニライブｗｉｔｈペッカー １２月１９日㊐午後３時３０分～４時３０分 つくし野コミュニティセンター １０００円 山崎☎☎７２３・５２５０　要予約 ラテンビッグバンドです！
ピアノのある方、脳トレにピアノ始めませんか １２月２２日午後２時から 玉川学園コミュニティセンター ５００円 須佐☎☎７２２・３４９９ 経験・年齢問わず　要連絡
合気道講習会　護身術に最適です １２月２６日㊐午前９時３０分 図師小学校　体育館 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ 大人も子供も楽しく体験
健康社交ダンス講習会　フラワーダンスクラブ １月８日㊏午前１０時から 健康福祉会館 無料 松岡☎☎７３２・７２１７ 初心者大歓迎　気軽に
「かしの木山」で冬鳥たちに逢おう！～探鳥会 １月９日・２月１３日午前９時３０分から かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ広田☎☎７２５・２４０７ 中央広場集合・雨天中止

地 区 開催日時 会　場
木曽 1月23日㈰午前10時～正午 教育センター
町田第二 1月30日㈰午前10時～正午 市庁舎
相原 2月5日㈯午前10時～正午 堺市民センター
鶴川 2月6日㈰午前10時～正午 鶴川市民センター
高ヶ坂・成瀬 2月13日㈰午後2時～4時 成瀬コミュニティセンター
忠生 2月26日㈯午後2時～4時 忠生市民センター
玉川学園・南大谷 2月27日㈰午前10時～正午 玉川学園コミュニティセンター
南 2月27日㈰午後2時30分～4時30分 南市民センター
小山 3月5日㈯午後2時～4時 小山市民センター
町田第一 3月6日㈰午前10時～正午 町田市民文学館
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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　1月1日～3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

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。

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）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

1月
1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

なるせクリニック（西成瀬1-57-17）☎☎721・６６8６

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2）☎☎793・4114

午前9時～翌朝9時

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎☎797・1511

南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

2日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 虫明クリニック（金森3-19-11） ☎☎788・5078

内科 たまがわ医院（玉川学園4-1６-40） ☎☎720・3888

内科
小児科 たかはしクリニック（常盤町3200-1）☎☎798・7755

午前9時～翌朝9時

内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

外科系
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1６６8

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

3日㈪

午前9時～午後5時

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

内科
小児科

若山クリニック（金井2-3-18） ☎☎73６・7720

小出クリニック（木曽東1-15-40） ☎☎721・2918

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

南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

12月分の「急病のときは」は、12月1日号最終面に掲載

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講終了後に、認知症サポー
ターの証しとなる認知症サポーター
カードを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日１月１５
日㈯午後７時～８時３０分場成瀬コミ
ュニティセンター定４０人（申し込み
順）申１２月１６日正午～１月１１日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２１１２１６Ｂ
へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

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
●脳を鍛えるリフレッシュ体操教室
対市内在住、在勤、在学の運動が苦手
な１５歳以上の方（中学生を除く）日１
月１２日～２月９日の水曜日、午前９時
３０分～１１時、全５回定２０人（初参加
者優先のうえ抽選）費２０００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、１２月

２２日まで（必着）に同館へ
（同館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●キッズチアダンススクール
日１月１４日～２月２５日の金曜日、午
後３時３０分～４時１５分、全７回費
５６００円
●フラダンススクール
日１月２０日～３月１７日の木曜日、午
後３時～４時、全９回費７２００円

◇
対１６歳以上の方定各１５人（抽選）申

往復ハガキに必要事項を明記し、１２
月２８日まで（必着）に同プ
ールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

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

町田市民文学館

「ことばらんどショートショートコンクール２０２１」受賞者発表
問同館☎☎７３９・３４２０

国際版画美術館

新収蔵作品展～Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ ｙｏｕ
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１、０８６０

　今年度、初めて開催した「ことば
らんどショートショートコンクー
ル」は、市内在住、在学の小・中・高
校生から個性あふれる９３９作品の
ご応募をいただきました。受賞者
が決定しましたので発表します。
また、これに併せて記念のミニ展
示と表彰式を行います。
【受賞者と作品名（敬称略）】
○市長賞
小林宗太「星のない夜」
小林七緒「いつでも貴方の背中を
押すよ」
○教育長賞
くつざわ知広「へんてこ発表会」
畠澤希颯「イカした防犯カメラ」
○東京町田・中ロータリークラブ
会長賞
増永慶「人食い蓮」
谷口陽和香「ストックファミリー」

○審査員賞
長島花歩「おわってしまった夕暮
れ」
酒井唯井「冷える電子レンジ」
○ことばらんど賞
小林結生「ふしぎな通学路」
李有吾「イメージシェアリング」
鈴木晴菜「訪問者」
【ミニ展示】
日１月５日㈬～２月６日㈰、午前９時
～午後１０時
場同館１階文学サロン
【表彰式】
日１月３０日㈰午後２時から（開場
は午後１時３０分）
場町田市民フォーラム３階ホール
定５０人（先着順）
※受賞内容、ミニ展示、表彰式等の
詳細は市ＨＰに掲載します。最新の
情報は市ＨＰをご確認ください。

　２０２０年度後半から本年度前半
にかけて新たに収蔵した１２０６点
の作品の中から、川瀬巴水、横尾忠
則、村上早らの作品約５０点を紹介
します。
会期１２月１８日㈯～２月２０日㈰
場同館企画展示室２
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）

休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）、１２月２８日㈫～１
月４日㈫
※来館前に同館ＨＰまたは同館ＳＮ
Ｓ（ツイッター・インスタグラム）
をご確認ください。

同時開催�

【奈良美智と版画のなかの子ども
たち】
会期４月１０日㈰まで
場同館常設展示室

せせらぎのせせらぎの里 里 町田市自然休暇村町田市自然休暇村
1月15日㈯～16日㈰
川上村スキー・スノーボードツアー1回目

２日間シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳でスキー・スノー
ボードを行います。詳細は自然休暇村ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）をご覧ください。

問自然休暇村
☎☎0267・99・2912

ご参加を

問産業政策課☎☎724・2129

入浴料大人＝４８０円、小学生＝１８０円、未就学児＝８０円
○ゆず湯　�日・場１２月２２日㈬、大蔵湯（☎☎７２３・５６６４）＝午後２時～１１

時、金森湯（☎☎７９６・５９２６）＝午後４時～１１時
○朝湯　　日１月２日（日）午前８時～午後２時場大蔵湯、金森湯

公衆浴場でゆず湯・朝湯を実施公衆浴場でゆず湯・朝湯を実施
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一般業務
　一般の業務は、年末は２８日㈫まで、年始は４日㈫からです。
○�出生、婚姻など戸籍関係の届け出は、市庁舎１階の休日・夜間受付窓口で、
業務時間外もお預かりします。
○�コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービスは、２９日㈬〜３日
㈪は終日休止します。４日㈫午前６時３０分以降は通常稼働します。
○�閉庁時間中のお問い合わせは、市役所代表（☎☎７２２・３１１１、受付時間＝午
前７時〜午後７時）へ。なお、問い合わせ内容によっては、年始の開庁後に
再度お問い合わせをお願いする場合があります。

し尿のくみ取りはお早めに
問下水道整備課☎☎７２４・４３０６

　し尿のくみ取りは、年末は２８日㈫まで、年始は４日㈫から行います。
　年末のくみ取りは大変混雑します。日程に余裕を持って予約してくださ
い。混雑状況によっては、年内の申し込みでもくみ取りが年明けになること
があります。

○漏水などの故障が起きた時は
　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）へ。１月１日㈷・２日㈰は休業日です。
※漏水事故など緊急の用件については、全日２４時間ご案内しています。
○トイレ等の排水管が詰まった時は
　１２月２９日㈬〜１月３日㈪は、町田市管工事協同組合（☎☎７２２・２５８３、受
付時間＝午前９時〜午後５時）へご相談ください。なお、集合住宅にお住ま
いの方は各管理者へご相談ください。

ご用件はお早めに 保
存
版 市の業務のご案内

年末年始　資源とごみの収集日程等
問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１

　年末年始の資源とごみの収集日程は、お住まいの地区の「資源とごみの収
集カレンダー（２０２１年１０月〜２０２２年９月版）」をご覧ください。
　年末年始は例年、ごみや交通量が多くなるため、通常の収集時間帯とは異
なる場合があります。必ず収集日の午前８時３０分までに、所定の場所へお出
しください。
【資源とごみの収集日程等】
お間違えのないよう、ご注意ください。

年　末 年　始

燃やせるごみ

月・木曜日
（１～４番地区、
南１～南４番地区）

３０日㈭まで
収集します

６日㈭から
収集します

火・金曜日
（５～８・１３番地区、
南５～南８番地区）

２８日㈫まで
収集します

４日㈫から
収集します

水・土曜日
（９～１２番地区、
南９～南１２番地区）

２９日㈬まで
収集します

５日㈬から
収集します

燃やせるごみ以外の資源とごみ
（粗大ごみを除く）

各地区の「資源とごみの収集カレンダー」に
掲載されているとおり

剪
せん
定
てい
枝資源化センター
☎☎７０８・４７７２

２９日㈬午後５時まで
持ち込めます

４日㈫午前８時３０分
から持ち込めます

リサイクル
広場

☎☎７９７・０５３０
（３Ｒ推進課）

リサイクル広場
まちだ

２８日㈫午後４時まで
持ち込めます

４日㈫午前８時３０分
から持ち込めます

その他の
リサイクル広場 １２月２９日㈬～１月３日㈪は開催しません

粗大ごみ
※要事前予約

戸別収集 ２８日㈫まで収集します ４日㈫から収集します
清掃工場への
持ち込み

３０日㈭まで
持ち込めます

４日㈫から
持ち込めます

粗大ごみの
予約受付

※希望日の受
付枠が埋まっ
た時点で締め
切りとなりま
す。

インターネット
予約受付

２４時間　年中無休
※パソコン、スマートフォン、タブレットから
予約できます。詳細は市ＨＰをご覧ください。

粗大ごみ専用ダイヤル
☎☎７９７・１６５１

（祝日を除く月～土曜
日の午前８時３０分
～午後５時）

３０日㈭まで
受け付けます

※２９日・３０日は持ち
込みの予約のみ

４日㈫から
受け付けます

※粗大ごみの収集予約は、大変混み合っています。

年末年始の主な施設の業務日程
　施設の貸し出しについては、各施設へお問い合わせください。

施設名 年　末 年　始

市民セン
ター等

各市民センター、各連絡所、男女平等推進センタ
ー、消費生活センター、マイナンバーカードセン
ター

２８日㈫まで ４日㈫から

集会・学習
施設 町田市民フォーラム、各コミュニティセンター ２８日㈫まで ４日㈫から

文化・生涯
学習施設
※１

国際版画美術館、自由民権資料館 ２６日㈰まで ５日㈬から
町田市フォトサロン ２７日㈪まで ５日㈬から
生涯学習センター、和光大学ポプリホール鶴川、
小野路宿里山交流館 ２８日㈫まで ４日㈫から

各市立図書館、町田市民文学館 ２８日㈫まで ５日㈬から
町田市文化交流センター ３０日㈭まで ３日㈪から

スポーツ
施設
※２

市立総合体育館、市立室内プール（※３）、各テニ
スコート（※４）、忠生公園ソフトボール場、各グラ
ウンド（※５）、町田ＧＩＯＮスタジアム、鶴間公園
運動広場、鶴間公園多目的室、木曽中夜間校庭開
放、球場（町田市民・藤の台・鶴川・小野路・野津田）

２８日㈫まで ４日㈫から

サン町田旭体育館（※６） ２７日㈪まで ５日㈬から
温水プール（南中・鶴川中） ２６日㈰まで ６日㈭から
温水プール（町一中） ２８日㈫まで ８日㈯から
球場（三輪みどり山） ３０日㈭まで ３日㈪から

子ども
施設

各子どもセンター（分館を含む）、各子どもクラ
ブ、子ども創造キャンパスひなた村、大地沢青少
年センター（２７日は日帰りのみ）

２７日㈪まで ５日㈬から

高齢者
施設 各ふれあい館 ２８日㈫まで ４日㈫から

保健施設 健康福祉会館、町田市民病院、鶴川保健センタ
ー、保健所中町庁舎 ２８日㈫まで ４日㈫から

その他の
施設

町田リス園 ２６日㈰まで ３日㈪から
町田薬師池公園四季彩の杜西園　ラボ・体験工房 ２８日㈫まで ４日㈫から
町田シバヒロ ３０日㈭まで ２日㈰から

※１　�町田市民ホールは、改修工事のため休館しています。臨時事務所（町田市民フォー
ラム３階）は年末は２８日㈫まで、年始は４日㈫から。

※２　�常盤公園は年末年始も休まず営業します。
※３　�室内プールのトレーニング室は、リニューアル工事のため営業を休止しています。
※４　�成瀬クリーンセンターテニスコートは、年末は３０日㈭まで、年始は３日㈪から／

野津田公園テニスコートは年末は２９日㈬まで／相原中央テニスコートは２・３日
も営業します（午後３時まで）

※５　�相原中央グラウンドは２・３日も営業します（午後３時まで）／山王塚公園グラウン
ドは２９日㈬～３日㈪は占有利用を中止し、一般開放しています。

※６　�サン町田旭体育館は、１月５日㈬～２月１５日㈫は照明器具交換工事のためアリーナ
の利用を中止します。

【電話申込・霊安
室の業務時間】
午前８時３０分〜
午後１０時
【使用申請及び
使用料の受付時
間】午前８時３０
分〜午後５時

○平常どおり　×休業

火葬
業務

式場利用 受付
霊安室告別式 通夜 申込 申請・

使用料
１２月３０日㈭ ○ ○ × 〇 〇 〇
１２月３１日㈮ × × × ○ × ○
１月１日㈷～３日㈪ × × × ○ × ○
１月４日㈫ ○ × × ○ ○ ○
１月５日㈬ × × 〇 〇 × 〇
※１２月２９日㈬まで及び１月６日㈭からは通常営業

水道の故障や排水が詰まった時は 南多摩斎場 問同斎場☎☎７９７・７６４１

年 末 年 始

8 2021．12．15 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。




