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町田市の２０５０年の
未来を考えるシンポジウム
　町田市と東京都市大学が共同で２
年間にわたり研究している「町田市
未来都市研究２０５０」について成果
報告を行います。
日４月７日㈭午後５時３０分～７時３０
分場東京都市大学世田谷キャンパス
（世田谷区）／オンライン（Ｚｏｏｍ）
でも配信します定会場＝５０人、オン
ライン＝１０００人／申し込み順申会
場＝３月１７日正午～４月３日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０３１７Ｈへ。オ
ンライン＝Ｚｏｏｍ申し
込みフォーム（右記二次
元バーコード）で申し込
み。
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

吹きガラスに挑戦ｉｎ芹ヶ谷公園
　移動式のガラス炉を使って、ガラ
ス作家の指導のもと、１人１つ、コッ
プを作ります。金属製のさおの先に
溶けたガラスを巻き取り、息を吹き
こんでガラスを膨らませて成形しま
す。できたコップは冷ましてから約
２週間後に発送します。
対小学生以上の方（保護者の見学可）
日①４月２日㈯②４月３日㈰、午前１０
時～１１時３０分、午後０時３０分～２
時、午後２時３０分～４時（雨天時は①
４月２３日②４月２４日に延期）／各回
とも同一内容です場芹ヶ谷公園講ガ
ラス作家・なかのかずひろ氏定各３
人（市内在住の方を優先のうえ抽選、
結果は３月１８日ごろまでに連絡）費

２５００円（送料込み）申３月３日正午～
１０日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
２２０３０３Ｂ②２２０３０３Ｃへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

次世代自動車って実際どうなんですか？
　地球温暖化対策の一つ、次世代自
動車について解説していただきま
す。市庁舎～町田市バイオエネルギ
ーセンター間を、水素で動くバスで
送迎します。
対市内在住、在勤、在学の方日３月１９
日㈯午後２時から／集合は午後１時
に市庁舎正面玄関前です場町田市バ
イオエネルギーセンター講モーター
ジャーナリスト・清水草一氏定５０人
（申し込み順）申３月２日正午～１０日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０３０２Ｂへ。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
デジタルデバイド講習会
は じ め て の ス マ ホ 体 験
　実際にスマホを触りながら分かり
やすく学べる体験講座です。利用経
験、利用機種、携帯会社に関係なくお
気軽に参加いただけます。この講座
では、貸出機を１人１台用意します。
対スマートフォンを持っているが使
いこなせない方、これから使いたい
方日①３月１５日㈫②３月２４日㈭③３
月２７日㈰、午後２時～４時ごろ／各
回とも同一内容です場中央図書館講
スマホ認定講師定各１５人（申し込み
順）申３月２日正午から①３月１３日ま
で②③３月２１日までに、イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ

シスコード２２０３０２Ａへ（申し込み
は２人まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０

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４月１６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４０人（申し込み
順）費１５００円（教材費）申３月３日正
午～１１日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０３０３Ａへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
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問議会事務局☎☎７２４・４０４９3月定例会・常任委員会を開催します
　本会議・委員会を下表のとおり開催
します。開会時間は午前１０時です。

Twitterアカウント名＝町
田市議会（町田市公式）＠
ｍachida_gikai

Twitterで情報発信

※請願・陳情の受付締切は
３月１１日㈮午後５時です。
※本会議・常任委員会は町
田市議会ＨPでライブ中継
・録画配信をしています。
スマートフォンやタブレッ
ト端末でご覧いただけま
す。
※会場は市庁舎３階の本会
議場及び委員会室で行いま
す。
※会議の日程・時間等は変
更になることがあります。

月 日 曜日 内　　　　容

３

９ 水 本会議（議会構成）
※議案審議はありません。１０ 木

１１ 金
本会議（包括外部監査結果報
告・補正予算・施政方針・新年
度議案）

１４ 月 議案説明会

１５ 火 議案説明会(予備日)・全員協
議会

１７ 木 本会議(質疑)
１８ 金 総務常任委員会･健康福祉常

任委員会・文教社会常任委員
会・建設常任委員会２２ 火

２３ 水 常任委員会予備日
２５ 金 本会議(表決・一般質問)
２８ 月

本会議(一般質問)２９ 火
３０ 水

　２月２０日㈰に町田市議会議員選挙・町田市長選挙を執行しました。投票
率及び開票結果は下表のとおりです。

●投票率
町田市長選挙 ４２.５１%
町田市議会議員選挙 ４２.５２%

●開票結果　町田市長選挙
※順位は得票順、あん分票は小数点以下第３位まで記載。
順位 候補者名 党派名 得票数 結果
１ 石阪　丈一 無所属 ５３,３２３ 当選
２ よしわら　修 無所属 ３6,6３２.０８２
３ おくざわ　高広 日本維新の会 ３１,０１１
４ 清原　おさむ 無所属 ２２,７８０.９１７
５ 黒川　あつひこ つばさの党   ３,２０４
6 宮井　ひろなお 無所属   １,３１４

●開票結果　町田市議会議員選挙（定数3６人）
※順位は得票順、あん分票は小数点以下第３位まで記載。
順位 候補者名 党派名 得票数 結果
１ 𠮷田　つとむ 無所属 ９,２０6 当選
２ 矢口　まゆ 日本維新の会 ８,５２４ 当選
３ おぜき　重太郎 日本維新の会 ５,９５０ 当選
４ 今村　るか 無所属 ４,９９０ 当選
５ 森本　せいや 無所属 ４,6８９ 当選
6 田中　美穂 日本共産党 ４,５３７.３４０ 当選
７ 木目田　ひでお 自由民主党 ４,４４５ 当選
８ 東　友美 立憲民主党 ４,１１７ 当選
９ 藤田　学 自由民主党 ３,９２７.５４５ 当選
１０ とのむら　健一 日本共産党 ３,７３１ 当選
１１ おく　栄一 公明党 ３,6４７ 当選
１２ 山下　てつや 公明党 ３,３８２.００８ 当選
１３ 三遊亭　らん丈 自由民主党 ３,３３８.１８１ 当選
１４ 白川　てつや 無所属 ３,３２１.９９１ 当選
１５ 渡辺　げんたろう 自由民主党 ３,３０５.３４6 当選
１6 秋田　しづか 無所属 ３,２９５ 当選
１７ 小野寺　まなぶ 公明党 ３,２９２.２７２ 当選
１８ 小野　りゅうじ 立憲民主党 ３,２４４ 当選
１９ 細野　りゅう子 日本共産党 ３,２３０.４０５ 当選
２０ 松岡　みゆき 無所属 ３,２１４ 当選
２１ 松葉　ひろみ 公明党 ３,０１6 当選
２２ 加藤　まさひこ 自由民主党 ２,９７９ 当選
２３ おんじょう　由久 公明党 ２,９７２ 当選
２４ 佐々木　とも子 日本共産党 ２,９４７ 当選
２５ 若林　あきよし 自由民主党 ２,９３３ 当選
２6 戸塚　正人 無所属 ２,８７９ 当選
２７ いわせ　和子 自由民主党 ２,８２１.５９４ 当選
２８ 新井　よしなお 無所属 ２,７6１ 当選
２９ 熊沢　あやり 自由民主党 ２,７３９ 当選
３０ 村まつ　俊孝 公明党 ２,７１２ 当選
３１ 石川　よしただ 自由民主党 ２,6３５ 当選
３２ 渡辺　さとし 立憲民主党 ２,6２０.6５３ 当選
３３ 佐藤　かずひこ 無所属 ２,４66.８７１ 当選
３４ 佐藤　伸一郎 自由民主党 ２,４４３.８５４ 当選
３５ 中川　幸太郎 都民ファーストの会 ２,４０6 当選
３6 笹倉　みどり 町田・生活者ネットワーク ２,２２１ 当選
３７ 大野　まこと 日本共産党 ２,１００
３８ 土谷　まさみ 町田・生活者ネットワーク １,９２７
３９ 友井　かずひこ 無所属 １,８１6
４０ 佐藤　りょうじ 無所属 １,6７９.２７４
４１ なんぶ　渚 無所属 １,５９１
４２ 兼松　けんいち つばさの党 １,５８１
４３ 広田　ゆう大 無所属 １,４７１
４４ ちだ　伸也 立憲民主党 １,３１２
４５ はすぬま　毅 無所属 １,２８２
４6 深沢　ひろふみ 無所属 １,１３４
４７ 田中　修三 無所属    ９７７.6５９
４８ 平田　ひさし 無所属    ３6８
４９ 新飯田　塁 子供の未来を守る党    ２９７
※少数点以下の得票数は「あん分票」です。あん分とは、同じ氏や名の候補者が数名い
る場合に、その氏や名のみが記載された投票をその候補者の得票数の割合に応じて分
けることです。例えば、候補者「町田忠生」さんと「町田つくし野」さんが７００票と３００
票だった場合、「町田」とだけ記載された１票は、０.７票と０.３票にあん分されます。

●有効投票数
町田市長選挙 １４８,２6５票
町田市議会議員選挙 １４８,４７6票

全国中学生人権作文コンテストで表彰されました
問福祉総務課☎☎７２４・２１３３

　令和３年度全国中学生人権作文コ
ンテストが行われ、町田市では１５校
の中学校から２２８４編の応募があり
ました。
　都大会では、町田市の中学生が優
秀賞や奨励賞、作文委員会賞を受賞
しました。また、多摩西地区大会では
５人が多摩西人権擁護委員協議会長
賞を受賞するなど、優秀な成績を収
めました。
　その功績をたたえ、町田市から、受
賞者全員に優秀賞が授与されまし
た。
※町田市の表彰式は新型コロナウイ
ルス感染防止のため中止しました。

　受賞されたのは、次の皆さんです
（敬称略、カッコ内は中学校名）。
○優秀賞（都大会）　
原田日向（南中）、山口美空（鶴川二
中）
○奨励賞（都大会）　
清水宏郁（南大谷中）
○作文委員会賞（都大会）　
榎木碧生（南大谷中）、玉田悠真（鶴川
中）、𠮷住結芽（忠生中）
○多摩西人権擁護委員協議会長賞
（多摩西地区大会）　
神野映李奈（町田二中）、前岡里奈（薬
師中）、薗部大歩（忠生中）、森下梨々
華（山崎中）、中村紗和（小山中）

開票結果
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・２１６８

町田市議会議員選挙
町田市長選挙


