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市・都民税等

申告はお済みですか ● ５面

町田市議会議員選挙・町田市長選挙

一歩前進！

● ３面

新しい

今号の紙面から

開票結果

歳

18

歳から

20

歳に引き下げられます。

18

４月１日から改正民法が施行され、

成年年齢が

19

これによって、４月１日の時点で

歳・ 歳に達している方は成年を迎え、

「大人」の仲間入りをすることになります。

今回は大人として羽ばたく方々に、

注意しておきたいポイントを紹介します。

この機会に、家族みんなで「大人」について

話し合ってみましょう。

18

18歳になったら何が 変わる？
契 約 が 結べる
携帯電話やクレジットカード、部屋の賃貸やローンの契約が自分一人
でできるようになります。

資 格 などが 取 得 できる

変わること
※選 挙権は、2016年か
ら 満18歳 以 上 の 方 に
付与されています。

公認会計士などの国家資格や、10年間有効なパスポート等が取得でき
るようになります。

性 別 の 取り扱い変 更審 判 が 受けられる
親の同 意なしに結 婚 できる
男女問わず、18歳からは自分の判断で結婚ができるようになります。

変わらないこと

人口と世帯（外国人含む）

20歳→18歳に

国民年金の納付、飲酒・喫煙、競輪・競馬・競艇
町田市の成人式への出席

男性：18歳、女性：16歳
（ともに親の同意が必要）

→18歳（親の同意が不要）に
20歳から
20歳

（前月より170 人減）／ 世帯 ： 202,954 世帯（前月より31 世帯減）
人口 ： 430,215 人（ 男：210,367人・女：219,848人）

2022年2月1日現在
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大人になるあなたに知ってほしい

気を付けたい消費者トラブル
消費者トラブル
問消費生活センター☎︎
☎︎７２５・８８０５

エステや
美容整形

4％

気を付けたい消費者トラブルの事例
成年を迎えると、自分の意思で商品の購入や契約を自由に行
うことができます。一方で、保護者がお子さんの契約を取り消す
ことはできなくなります。
市に寄せられる相談の多くは、
「注文した商品が届かない」
「届
いた商品が不良品だった」等の商品の購入・契約に関する相談
や、
「初回無料と聞いていたのに、その後も商品が届き、代金を請
求される」といった定期購入のトラブルに関するものです。
また、エステ・美容整形の契約や、情報商材の購入に関するト
ラブルは、特に若い方々が被害に遭いやすく、注意が必要です。

動画配信サイト・
出会い系サイト 等

10％

情報商材・
マルチ商法・
ビジネス関係

e
Cut P
O
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2020年度

24歳以下から
寄せられた

相談

商品の
購入・契約

43％

定期購入

15％

具体的なトラブルの事例

※2020年4月1日～2021年3月31日に同センターに寄せられた相談のう
ち、
当事者が24歳以下のものを集計し、小数点以下を四捨五入しています。

〝 簡単に稼げる〟って本当かな？

サークルの先輩から「ＳＮＳを利用した簡単に稼げるビジネスが
ある」
と誘われた。大学の卒業生に会い、そのビジネスでたくさん
もうかったという話を聞かされた後、マニュアルが入っていると
いうＵＳＢメモリーを５０万円で購入するよう勧められた。
高すぎると思ったが、
「５０万円くらいならすぐに稼げるよ。学生
ローンで借金すれば大丈夫」と強く勧められたので、断り切れずに
購入してしまった。
ＵＳＢメモリーの内容は抽象的なことばかりで全く収入につな
がらない。結局借金だけが残ってしまい、月々の返済が厳しい。

消費生活センター専門相談員からのメッセージ

契約
書
契約
書

14％

14％

事例１

契約書

その他の相談

事例２

お試しのつもりが○○万円に…

ＳＮＳの広告で「初回お試し価格３０００円」というエステサロ
ンを見つけたので、軽い気持ちで行ってみた。お店のスタッフ
からほめられて、すごくきれいになったような気がしたので、
勧められるまま全部で１２回の施術を契約してしまった。
金額は合計約３０万円。高いと思ったけれど、分割にすれば
月々の支払いは少ないので大丈夫と言われた。６０回の分割払
いにしたものの、やっぱり払えそうになくて困っている。

わたしたちがお手伝いします

消費生活相談（下欄参照）では、皆さんからの相談を受け付ける時に、本人が何に困っているのか、また本人の気が付いていない問

題点を引き出す信頼関係が作れるような聞き取りを心掛けています。
これから成年を迎える方に、
「ちょっと待って！その契約は大丈夫？おいしい話には裏がある」のメッセージを贈ります。簡単にも
うかる話はありません。インターネットの情報をすぐに信用せず、まずは消費生活センターに相談しましょう！

ささいなことでも大丈夫

困ったときは相談してください

大人になり、自分一人でできることが増えたという
ことは、
契約や行動について責任を持ち、自分で考えて
判断する力が必要になるということです。
しかし、困ったときには自分一人で抱え込まず、身近
な家族や周囲の方に相談しましょう。

消費生活相談
専門の相談員が、商品やサービスに関する契約上
のトラブルや、その他の消費生活に関する相談を受
け、
助言やあっせん等を行います。

市では、事業者との契約トラブルに関する相談先を
設けています。
不当な勧誘行為を受けている場合は、契約を取り消
すことができる場合もあります。
まずは気軽に相談してください。
対

象

市内在住、在勤、在学の方

相 談 日

祝休日を除く月～土曜日

受付時間

午前9時～正午、午後1時～4時

申し込み

電話で消費生活センター相談専用電話（☎
☎722・0001）へ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、電話相談をご利用ください。
※メールでの相談は行っていません。

「若者のトラブル１１０番」を実施します。詳細は６面をご覧ください。
「悩み」の
相談先一覧

生活や仕事、子育てやいじめなどさまざまな悩み
について、市民の方が利用できる相談
窓口を紹介しています。詳細は市ＨＰ
（右
記二次元バーコード）
をご覧ください。

今も未来も大切に

町 田市のＳＤ Ｇｓ

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

コンピューターで処理している項目を公表します

問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎
☎７２４・４４３２
☎７２４・８４０７
個人情報保護制度について＝市政情報課☎

概

要

保健給食課
☎７２４・２１７７

証明書等のコンビ 各種証明書をコンビニで交付するため 市民課☎
☎７２４・２８６４
ニ交付システム のシステム
☎７２４・２８７４
市民税課☎
家屋評価システム

固定資産税家屋評価業務にかかる作図
・評価計算などを行うためのシステム

資産税課
☎７２４・２１１８

人事給与システム

職員情報の管理と正確な給与計算のた
めのシステム

職員課
☎７２４・２１４２

総合文書管理シス 文書の収受、起案書作成、決裁、施行等
テム
を行うためのシステム

総務課
☎７２４・２１０４

ホームページ管理 町田市ホームページの管理を行うため
システム
のシステム

広報課
☎７２４・２１０１

職員間や外部関係者（学識関係者委員、
ビジネスチャット 事業者）とのコミュニケーション手段
として利用しているシステム

情報システム課
☎７２４・４４３２

リモート会議シス オンラインで会議を行うためのシステ
テム
ム

情報システム課
☎７２４・４４３２

市・都民税、
事業所税、所得税、贈与税、消費税、個人事業税

申告はお済みですか

問市・都民税＝市民税課☎
☎７２４・２１１４、２１１５、事業所税＝資産税課家屋係
☎７２４・２１１８、所得税・贈与税・消費税の確定申告＝町田税務署☎
☎７２８
・７２１１、個人事業税＝八王子都税事務所☎
☎０４２・６４４・１１１１
申告書の提出期限は３月１５日
（個人事業者の消費税は３月３１日、
法人の事業所税は事業年度終了の
日から２か月以内）です。新型コロ
ナウイルス感染防止のため、郵送
または電子等で申告をお願いしま
す。なお、
３月１６日以降に提出した
所得税確定申告については、６月

の令和４年度市民税・都民税当初
課税決定に反映が間に合わない場
合がありますのでご了承くださ
い。その場合、７月以降に税額変更
等を行い通知します。また、国民健
康保険税、介護保険料等の算定に
おいても変更が生じる場合があり
ます。

固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧
期間 4月1日㈮～5月31日㈫

問資産税課☎
☎724・2118

高額介護合算療養費のお知らせ

医

自己負担額に含まれないもの

市内で新たなシェアサイクルの
サービス「ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ（ハ
ローサイクリング）」の運用が始ま
りました。これまでのサービスに
加え、利用時・返却時の予約、クレ
ジットカードによる決済だけでな
くスマートフォンのキャリア決済
やＰａｙＰａｙによる決済、同サービス
が展開されている周辺自治体（横
浜・川崎・八王子市等）との乗り入

れができるようになりました。ぜ
ひご利用ください。利用方法等の
詳細は、市ＨＰ及びＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩ
ＮＧ ＨＰでご確認ください。

▲市HP

▲ＨＥＬＬＯ
ＣＹＣＬＩＮＧ ＨＰ

バイクや軽自動車の廃車等の手続きはお早めに

問市民税課☎
☎７２４・２１１３

軽自動車税（種別割）は、４月１日
現在、町田市内に定置場（使用しな
い時に主に駐車する場所）のある
軽自動車等を所有している方が課
税になります。
次の①～⑥に該当する方は、登
録、廃車、名義変更等の手続きを３
月３１日までに行ってください。
①町田市に転入し、前住所地のナ
ンバープレートがついたバイク等
を所有している②町田市外に転出
する方でバイク等を所有している
③バイク等を廃棄処分し現在所有
していないが、まだ廃車手続きを
していない④バイク等が盗難にあ
った⑤バイク等を譲り受け、まだ
名義変更をしていない⑥バイク等
を他人に譲り、譲り受け人と連絡
不能のため、名義変更されず、課税
されている
【手続き先】
各窓口とも３月中旬以降は大変
混み合いますので手続きはお早め
にお願いします。
※必要な書類等は、手続き先にお
問い合わせいただくか、市ＨＰで事

前にご確認ください。
○１２５㏄以下の原付バイクと小型
特殊自動車＝市民税課☎
☎ ７２４・
２１１３、忠生市民センター☎
☎７９１・
２８０２、鶴川市民センター☎
☎７３５・
５７０４／受付時間＝月～金曜日の
午前８時３０分～午後５時
○１２５㏄を超えるバイク＝多摩自
動 車 検 査 登 録 事 務 所 ☎ ０５０・
５５４０・２０３３
○軽三輪・軽四輪自動車等＝軽自
動車検査協会多摩支所☎
☎ ０５０・
３８１６・３１０４

併せて税申告の手続きが必要です
１２５㏄を超えるバイク及び軽四
輪等は、名義変更や廃車手続きの
ほかに、税申告の手続きも必要で
す。例年、名義変更や廃車手続きが
４月１日以前に済んでいるにもか
かわらず、税申告の手続きがなさ
れないために、納税通知書が発送
される場合が多くあります。手続
きが済んでいるか不明な場合は、
市民税課で税申告手続きの有無を
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
町田市教育委員会定例
会
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

日 時
3月4日㈮午前
10時から
3月14日 ㈪ 午
前10時～正午

会 場
定 員
申し込み
市庁舎10階会
直接会場へ問教育総務
☎724・2172
議室10-2～5
課☎
市庁舎2階会議
3人
事前に電話で市政情報
（申し込み順）課
☎724・8407）
へ
室2-2
（☎

問国民健康保険の高額介護合算療養費について＝保険年金課保険給付係☎
☎７２４・２１３０、

後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費について＝保険年金課高齢者医療係☎
☎７２４・２１４４

高額介護合算療養費制度とは、計 費の対象外です。
算期間中（２０２０年８月１日～２０２１年 【対象者には申請のご案内をお送り
７月３１日）に世帯内で「医療保険」と しています】
後期高齢者医療保険は３月中旬、
「介護保険」の両方に自己負担額があ
り、その合計額が自己負担限度額
（表 国民健康保険は３月下旬にお送りし
１参照）を超えた場合に、申請により ます。
なお、次の方には、ご案内をお送り
超えた額を払い戻す制度です。ただ
し、自己負担限度額を超える額が できない場合があります。
計算期間中に①市区町村を越えて
５００円以下の場合は支給の対象外と
なります。また、
自己負担額には含ま 住所が変わった②医療保険が変わっ
た③医療保険の資格を喪失した。
れないものもあります
（表２参照）
。
高額療養費・高額介護（予防）サー ※ご案内が届かない方で制度に該当
ビス費として、既に払い戻しを受け すると思われる方は、２０２１年７月
た分は自己負担額から差し引きま ３１日の時点で加入していた医療保
す。また、７０歳未満の国民健康保険 険担当へお問い合わせください。
加入者の場合、１か月に１つの病院等 ※会社等の健康保険は、健康保険組
で支払った自己負担額が２万１０００ 合などへお問い合わせください。
円未満の場合は、高額介護合算療養
表2

問交通事業推進課☎
☎７２４・４２６１

問い合わせ先

給食費管理システ 小学校給食費の管理を行うためのシス
ム
テム

3

2022．3．1

新たなシェアサイクルのサービスが始まりました

処理しているか、お知らせするも
のです。
市では、業務に必要な項目を個
人情報登録簿で管理し、コンピュ
ー タ ー 処 理 を 行 っ て い ま す。
２０２０年度に稼働・更改した業務
システムは下表のとおりです。

市では、
市民サービスの向上、庁
内事務の効率化、情報セキュリテ
ィーの確保のため、コンピュータ
ーシステムの開発・導入・更改を進
めています。コンピューターで処
理している項目の公表は、市の個
人情報保護制度の趣旨に沿って、
どのような情報をコンピューター
システム名

番号間違いにご注意ください

療 保険外の診療、入院時の食費・居住費、差額ベッド代等
保険外の介護（予防）サービス、入所時の食費・居住費
（滞在費）
、特定福祉用具
介 護
購入費（特定介護予防福祉用具購入費）、住宅改修費
（介護予防住宅改修費）

表１

高額介護合算療養費自己負担限度額表

後期高齢者医療保険加入の方

所得区分
Ⅲ（課税所得690万円以上）
Ⅱ（課税所得380万円以上）
Ⅰ（課税所得145万円以上）

世帯限度額
212万円
1 現役並み所得者
141万円
（負担割合3割の方）
67万円
2 一般
（1、
3、
4以外の方）
56万円
3 住民税非課税等 区分Ⅱ
（住民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方） 31万円
区分Ⅰ
（住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80
4 住民税非課税等 万円以下でその他の所得がない、または老齢福祉年金 19万円
を受給している方）
国民健康保険加入の方
（70～74歳）
所得区分
世帯限度額
Ⅲ（課税所得690万円以上）
212万円
1 現役並み所得者
Ⅱ
（課税所得380万円以上）
141万円
（負担割合3割の方）
Ⅰ（課税所得145万円以上）
67万円
2 一般
（1、
3、
4以外の方）
56万円
3 低所得Ⅱ
（住民税非課税世帯で低所得Ⅰに該当しない方）
31万円
4 低所得Ⅰ
（住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下でその
19万円
他の所得がない方）
国民健康保険加入の方
（70歳未満）
所得区分
上位所得者
一

般

住民税非課税世帯

課税所得
901万円超
600万円超～901万円
210万円超～600万円
210万円以下

世帯限度額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円
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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。

お知らせ

黙 と う を 捧 げ ま し ょ う
当日は、防災無線で黙とうのご案
内をします。
●東京都平和の日 １９４５年３月１０
日、東京大空襲で一夜にして多くの
尊い命が失われました。東京都では、
平和国家日本の首都として、戦争の
惨禍を再び繰り返さないことを誓
い、３月１０日を「東京都平和の日」と
定めています。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。
日３月１０日㈭午後２時から１分間
問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

電気自動車用急速充電器を廃止します
設備の老朽化に伴い、３月１５日㈫
をもって、町田新産業創造センター
の電気自動車用急速充電器を廃止し
ます。
ご利用者の皆さんには、ご不便
をおかけしますが、ご理解いただき
ますようお願いします。
問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１

トンガ大洋州噴火津波救援金の受け付け
日本赤十字社では、
「トンガ大洋州
噴火津波救援金」を３月３１日まで受
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００１１０－２－５６０６
加入者名日本赤十字社／通信欄に
「トンガ大洋州噴火津波救援金」と明
記してください。受領証発行希望の
方は、
「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。

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７７７９、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５７８２、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２３４６３
口座名義日本赤十字社（３行共通）／
受領証発行希望の方は、住所・氏名
（受領証の宛名）
・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

広 報 ま ち だ 無 料 配 布
近所や知り合いの方で広報紙が手
に入らずお困りの方への周知にご協
力ください。
対市内在住で、次のいずれかに該当
する方 ①新聞をとっていない②近
くに広報紙の配布場所がない③ＨＰ
の閲覧ができない申ハガキに広報紙
無料配布希望と書き、住所・氏名（ふ
りがな）
・電話番号・希望理由（新聞を
とっていない、近くに広報紙の配布
場所がない等）を明記し、町田市シル
バー人材センター（〒１９４－００２２、
森野１－１－１５、わくわくプラザ町
田内）へ。
◯更新確認のお知らせ
すでに無料配布の申し込みをして
いる方で、４月以降の配布中止をご
希 望 の 方 は 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎
７２３・２１４７）へご連絡ください。
問広報課☎
☎７２４・２１０１

シニア

わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の原則全回参加できる
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①４月７日㈭午前９時～午後３時②
４月１４日㈭午前９時～午後３時③４月
２８日㈭午前８時５０分～午後３時、全
３回／集合は①成瀬駅②多摩境駅③
鶴川駅北口やすらぎ公園です内①お
花見②絹の道③真光寺の各コース
（各約７km）を歩く定３０人（抽選、結果
は３月２４日ごろ発送）費１２００円申３
月３日正午～９日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０３０３Ｄ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

子ども・子育て

子ども創造キャンパスひなた村

親

子

で

星

空

観

察

星座早見盤を作って空を見上げよ
う。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日４月９日㈯午後５時～７時定

町田の地図情報を確認するならこちら！
☎７２４・４２５４
「地図情報まちだ」 問土地利用調整課☎
地図情報まちだでは、町田市の都市計
画
（用途、建ぺい率）
、道路
（建築基準法道
路種別、道路網図）
、下水道台帳、防災マッ
プのほか、さまざまな情報を地図上で検
索することができます。
右記二次元バーコ
ードでご確認ください。

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

１１人（申し込み順）費３００円申３月３
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。
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３月８日、１５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、季節に合わせた歌、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３月
２０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３月１日午前９時から
電話で同センター（☎
☎７２８・００７１）

問 問い合わせ

へ。

ち

ち

ん

ぷ

い

ぷ

い

発達に応じた絵本の読み聞かせや
紙芝居、わらべうた遊びで「ことば」
に親しみます。
対市内在住の０～１歳児とその保護
者日毎月第１・３火曜日、午前１０時３０
分～１１時１０分（受け付けは午前１０
時～１０時３０分）場町田市民文学館２
階大会議室定１０組（先着順）
問同館☎
☎７３９・３４２０

催し・講座

ま ち ク エ ２ ０ ２ １
だ

て

だ

●田丁田探偵事務所探偵助手見習い
急募！ 探偵助手見習いになって、
本や図書館に関する謎解きに挑戦し
ませんか。詳細は町田市立図書館ＨＰ
をご覧ください。
対市内在住、在勤、在学または相模原
・八王子・日野・多摩・調布・府中・稲
城・川崎・大和・横浜市在住の中学生
～２３歳の方日３月２８日㈪午後１時
３０分～４時場中央図書館定２０人（申
し込み順）申３月２日午前１０時から
直接または電話で中央図書館４階カ
ウンター（☎
☎７２８・８２２０）へ。

繁忙期（３月中旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用ください

問市民課☎
☎７２４・２１２３

３月・４月は、市民課窓口（市庁舎１ 絡所は第１・３月曜日もお休みです。
階）が大変混雑し、待ち時間が長くな 【コンビニで証明書を取得すると手
ります。引っ越しの手続きや印鑑登 数料が安くなります】
録・各種証明書類の発行を申請する
マイナンバーカードをお持ちの方
方は、比較的待ち時間の短い各市民 はコンビニで証明書を取得すると、
センター窓口をご利用ください。
手数料が住民票の写し・印鑑登録証
【転出の手続きは郵送でも受け付け 明書は１通３００円が１５０円に、戸籍
ます】
の全部（個人）事項証明書は１通４５０
町田市から市外への引っ越し（転 円が２５０円となります。
出）
手続きは、転出予定日のおおむね 利用時間午前６時３０分～午後１１時
１４日前から受け付けます。書面に、
新 （年末年始、システムメンテナンス日
住所・旧住所・氏名・生年月日・転出年 等を除く）
月日・電話番号・届出者氏名を明記し、 ※詳細は市ＨＰをご覧ください。
本人確認書類
（運転免許証、健康保険 【日曜窓口をご利用ください】
証等）のコピーと８４円切手を貼った
毎月第２・４日曜日に市民課及び各
返信用封筒を同封のうえ、市民課住 市民センターで日曜窓口を開いてい
民記録係郵送担当
（〒１９４－８５２０、
森 ます。
野２－２－２２）
へ郵送してください。 【マイナンバーカードの受け取りに
なお、市外から町田市への引っ越 ついて】
し（転入）と市内での引っ越し（転居） 本人受け取りが原則です。カード
の手続きは、引っ越しをした日から 受け取り場所は、マイナンバーカー
１４日以内に市民課窓口または各市 ドセンター（原町田６－８－１、レミィ
民センター窓口へおいでください。 町田５階）になります。市民課窓口で
【土・日曜日も各駅前連絡所で証明書 は受け取りできません。
が取得できます】
各市民センターでの受け取りもで
町田・鶴川・南町田の各駅前連絡所 きます。事前に電話で予約受付ダイ
では、住民票の写し、印鑑登録証明 ヤル（☎
☎７３２・３８８８）へご連絡くだ
書、戸籍の全部（個人）事項証明書な さい。
どの証明書類を発行しています。 【市民課窓口の待合状況の確認がで
開所時間月～金曜日＝午前８時３０分 きます】
～午後７時、土・日曜日＝午前１０時～
市ＨＰから待合状況をリアルタイ
午後５時
ムで確認できます。
※祝休日はお休みです。鶴川駅前連 市HP 待合状況 検索

３月１４日〜４月８日
市民課窓口
（引っ越し手続き）
の予想待ち時間
午前８時３０分～１０時

午前１０時～午後５時

★★

★★★

★★１時間～２時間、
★★★２時間以上
※予想待ち時間は、
手続き開始までの待ち時間です。
※３月１９日㈯、
２０日㈰、
２１日㈷、２６日㈯、４月２日㈯、３日㈰は閉庁日となります。

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
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

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）

市議会のうごき

3月定例会・常任委員会を開催します

問議会事務局☎
☎７２４・４０４９

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。

※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

３

日 曜日
内
容
９
水 本会議（議会構成）
１０ 木 ※議案審議はありません。
本会議（包括外部監査結果報
１１ 金 告・補正予算・施政方針・新年
度議案）
１４ 月 議案説明会
議案説明会(予備日)・全員協
１５ 火
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
２２ 火 会・建設常任委員会
２３ 水 常任委員会予備日
２５ 金 本会議(表決・一般質問)
２８ 月
２９ 火 本会議(一般質問)
３０ 水

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

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
町田市議会議員選挙
町田市長選挙
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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

開票結果

問選挙管理委員会事務局☎
☎７２４・２１６８

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

●有効投票数

町田市長選挙

42.51%

町田市長選挙

148,26５票

町田市議会議員選挙

42.52%

町田市議会議員選挙

148,47６票

●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
１
２
３
４
５
６

候補者名
石阪 丈一
よしわら 修
おくざわ 高広
清原 おさむ
黒川 あつひこ
宮井 ひろなお

●開票結果

党派名
無所属
無所属
日本維新の会
無所属
つばさの党
無所属

結果
当選

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
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９

得票数
53,323
36,632.082
31,011
22,780.917
3,204
1,314

候補者名
𠮷田 つとむ
矢口 まゆ
おぜき 重太郎
今村 るか
森本 せいや
田中 美穂
木目田 ひでお
東 友美
藤田 学
とのむら 健一
おく 栄一
山下 てつや
三遊亭 らん丈
白川 てつや
渡辺 げんたろう
秋田 しづか
小野寺 まなぶ
小野 りゅうじ
細野 りゅう子
松岡 みゆき
松葉 ひろみ
加藤 まさひこ
おんじょう 由久
佐々木 とも子
若林 あきよし
戸塚 正人
いわせ 和子
新井 よしなお
熊沢 あやり
村まつ 俊孝
石川 よしただ
渡辺 さとし
佐藤 かずひこ
佐藤 伸一郎
中川 幸太郎
笹倉 みどり
大野 まこと
土谷 まさみ
友井 かずひこ
佐藤 りょうじ
なんぶ 渚
兼松 けんいち
広田 ゆう大
ちだ 伸也
はすぬま 毅
深沢 ひろふみ
田中 修三
平田 ひさし
新飯田 塁

党派名
無所属
日本維新の会
日本維新の会
無所属
無所属
日本共産党
自由民主党
立憲民主党
自由民主党
日本共産党
公明党
公明党
自由民主党
無所属
自由民主党
無所属
公明党
立憲民主党
日本共産党
無所属
公明党
自由民主党
公明党
日本共産党
自由民主党
無所属
自由民主党
無所属
自由民主党
公明党
自由民主党
立憲民主党
無所属
自由民主党
都民ファーストの会
町田・生活者ネットワーク
日本共産党
町田・生活者ネットワーク
無所属
無所属
無所属
つばさの党
無所属
立憲民主党
無所属
無所属
無所属
無所属
子供の未来を守る党

得票数
9,206
8,524
5,950
4,990
4,689
4,537.340
4,445
4,117
3,927.545
3,731
3,647
3,382.008
3,338.181
3,321.991
3,305.346
3,295
3,292.272
3,244
3,230.405
3,214
3,016
2,979
2,972
2,947
2,933
2,879
2,821.594
2,761
2,739
2,712
2,635
2,620.653
2,466.871
2,443.854
2,406
2,221
2,100
1,927
1,816
1,679.274
1,591
1,581
1,471
1,312
1,282
1,134
 977.659
 368
 297

結果
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選
当選

※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。
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催し・講座

中小企業におけるＸＲによるビジネ
ス活用セミナー

XR（VR/AR等 ）の 導 入 事 例
と 活 用 ポ イ ン ト

ＸＲとは、現実世界と仮想世界を融
合することで、現実にないものを知
覚できる技術の総称です。コロナ禍
でＸＲを活用した新サービスが、さま
ざまな分野で広がりをみせていま
す。ＸＲの最新情報や中小企業の導入
事例を学び、ビジネスにも生かして
みませんか。オンライン（Ｗｅｂｅｘ）
で開催します。
対市内で事業を営んでいる方、また
は市内在住の方日３月２３日㈬午後７
時～８時３０分講ナレッジワークス
（株）取締役・亀山悦治氏定３０人（申
し込み順）
申氏名・住所・電話番号を
記入し、３月２１日までに、メールで産
業政策課（墳ｍｃｉｔｙ5510＠ｃｉｔｙ．ｍａｃ
ｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。参加者には開催

日前日までに、セミナー参加用ＵＲＬ
を送付します。
問産業政策課☎
☎７２４・２１２９

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。
「 包丁研ぎ」
「おもちゃ病院まち
だ」もあります（いずれも正午まで）。
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３月１３日㈰午前９時～午後２時場
町田市バイオエネルギーセンター隣
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

南町田に新しい病児保育施設（通称「じんべえ」）が開設します

問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

４月１２日から、南町田に市内で
３か所目となる病児保育施設・南
町田病児保育室「じんべえ」
（南町
田こどもクリニック併設、田園都
市線南町田グランベリーパーク駅
徒歩１分）
が開設します。
病児保育室では、
病気にかかって
いるお子さんを環境の整った専用
の施設でお預かりし、一人ひとりの
症状に合わせた保育を行います。
【利用には事前の登録が必要です】
４月１日から利用登録の受け付
けを開始します。
対町田・八王子・相模原市在住の生

後６か月～小学３年生（町田市内の
認可保育所に在籍の場合は、町田
・八王子・相模原市在住でなくて
も可）
定４人（１日当たり）
費利用時２０００円（登録は無料）
申必要書類（子育て推進課〔市庁舎
２階〕で配布、まちだ子育てサイト
でダウンロードも可）を、郵送で
「じんべえ」
（〒１９４－０００４、鶴間
３－２－３）へ。
※「じんべえ」の詳細は、３月下旬
ごろ更新される南町田こどもクリ
ニックＨＰをご確認ください。

２０２２町田さくらまつりウィーク

「2022町田さくらめぐり公式ガイドブック」を配布します

問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８、町田ツーリストギャラリー☎
☎８５０・９３１１

ふるさと納税「桜を植えよう！

『まちだのさくら』
を未来へ」
詳細は右記二次元バーコードをご覧ください。

問財政課☎
☎724・2149

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎
☎724・4468
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
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

特

別

相

談

を

実

施

ま ず は 相 談 専 用 電 話（ ☎ ７２２・
０００１）へご相談ください。
○多重債務１１０番
東京都と共催で実施します。
日３月７日㈪、８日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
○若者のトラブル１１０番
若者に対する悪質商法被害防止共
同キャンペーンの一環として実施し
ます。
日３月１４日㈪、１５日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
◇
対市内在住、在勤、在学の方場同セン
ター
問同センター☎
☎７２５・８８０５

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●春の薬師池公園撮影会 桜を中心
に薬師池公園の春景を撮影します。
日３月２６日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）

介護の仕事について相談しませんか？

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ玉川学園コミ
ュニティセンター 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。詳細は同バン
クＨＰ（右記二次元バーコ

問同サロン☎
☎７３６・８２８１

予防接種スケジュール管理「わくわくワクチン」をリニューアル

わくわくワクチンプラス

問保健予防課☎
☎７２５・５４２２

お子さんの予防接種情報や成長記録を管理できるサービ
スです。これまでのサービスをリニューアルし、より利用し
やすくなりました。Ｗeb版は右記二次元バーコードからご
覧ください。
なお、スマートフォンで使えるアプリ版は、4月1日から
利用を開始します。
詳細はまちだ子育てサイト（右記二次元バーコード）をご
覧いただくか、お問い合わせください。

Ｗｅｂ版

まちだ子育
てサイト

「江戸の滑稽－幕末風刺画と大津絵－」展

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎
☎７２６・２７７１、０８６０
歌川国芳
「人をばかにした人だ」
弘化４
（１８４７）
年頃、
同館蔵

配布期間３月７日㈪から（無くなり
次第終了）
配布場所町田ツーリストギャラリ
ー、市庁舎１階総合案内、観光まち
づくり課（市庁舎９階）、各市民セ
ンター、各連絡所、各コミュニティ
センター（上小山田を除く）等
※2022町田さくらまつりウィー
クの詳細は市ＨＰ（右記
二次元バーコード）を
ご覧ください。

消費生活センター

ード）をご覧ください。
対介護施設に就職を希望する方日３
月２３日㈬午後１時３０分〜４時場玉川
学園コミュニティセンター多目的室
２／事前予約は電話で同バンク（☎
☎
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）
へ（同バンクＨＰ〔左下二次元バーコ
ード〕で申し込みも可、予約無しでの
参加も可）。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

浮世絵には屈託のない笑いから福
徳への願い、世の中への不安や不満
まで、人々の感情がユーモラスに描
き表されたものが数多くあります。
本展では、漫画『のらくろ』の作者・田
河水泡が収集したコレクションを中
心に、同館が収蔵する浮世絵の戯画
や風刺画、大津絵など約１４０点を展
示します。社会が目まぐるしく変動
した幕末から明治にかけて、世相を
描かずにはいられなかった無数の絵
師たちの滑稽表現と、それを享受し
た民衆の本音を読み解きます。
関連イベント 
会期３月１２日㈯～４月１０日㈰
【館長によるスペシャルギャラリー
休館日月曜日（祝休日の場合は開館 トーク】
し、翌日休館）
同館館長・大久保純一氏によるト
開館時間火～金曜日＝午前１０時～ ークイベントです。
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前 日４月３日㈰午後２時から４５分程度
１０時～午後５時３０分（いずれも入場 場同館企画展示室
は閉館３０分前まで）
※当日有効の観覧券が必要です。
場同館企画展示室
【プロムナード・コンサート
「ピアノと
費一般８００円、高校・大学生４００円、 フルート 笑顔色づくハーモニー」
】
中学生以下無料
日３月１９日㈯、午後１時から、午後３
※展覧会初日は入場無料です。また、 時から（各３０分程度）
３月２３日㈬はシルバーデーのため、 場同館エントランスホール
６５歳以上の方は無料です。
出演ピアノ・武原さつき氏、フルート
※リピーター割引、Ｗｅｂクーポン割 ・笠原陽子氏
引のほか、各種割引の詳細は同館ＨＰ ※新型コロナウイルス感染防止のた
をご覧ください。
め入場を制限する場合があります。


３月１９日㈯～４月３日㈰に「２０２２
町田さくらまつりウィーク」を開
催します。
まつり・イベント情報や市内の
桜を掲載したマップ等、見どころ
が満載の小冊子「２０２２町田さくら
めぐり公式ガイドブック」を配布
します。同ガイドブックには、
協力
店で使用できるクーポンやスタン
プラリー企画の専用台紙も掲載し
ています。市内各所のさくらを巡
って、
町田の春を楽しみましょう。

が２か月以上あるもの）
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

こっ けい

町田市メール配信サービス 防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

手 話 講 習 会 受 講 生 募 集
聴覚障がいのある方にとっての言
語である手話を学んでみませんか。
手話を初めて学ぶ方を対象とした初
級クラスから手話通訳者養成クラス
まで４クラス開講しますので、ぜひ
ご参加ください。対象や定員、費用、
申し込みに必要な書類等の詳細は、
町田ボランティアセンター
ＨＰ（ 右 記 二 次 元 バ ー コ ー
ド）
でご確認ください。
日５月～２０２３年２月（予定）場町田市
民フォーラム申必要書類を、３月３１
日までに直接または郵送（必着）で町
田ボランティアセンターへ。
問同センター☎
☎７２５・４４６５、町田市
障がい福祉課☎
☎７２４・２１４８
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学の、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日３月１６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３月３日正午〜１３
日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０３０３Ｅへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０
大地沢青少年センター

テ ン ト 張 り 体 験 会 Ⅲ
家族ごとに、一般的なドームテン
トを建てる体験をします。
対テント泊未経験の家族日３月１９日
㈯午前１０時～午後０時３０分（雨天実
施）場同センター定５組（申し込み
順）／新型コロナウイルス感染防止
のため、同居の家族単位での申し込
みに限ります申３月２日午前９時から
電話で同センター（☎
☎７８２・３８００）
へ。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。
野津田公園
●在来植物への関心と育成
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３月

芹ヶ谷公園パークミュージアム

問文化振興課☎
☎７２４・２１８４、公園緑地課☎
☎７２４・４３９７

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
「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ ｓｐｒｉｎ
ｇ」
を開催します。
各企画の詳細は、市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
【せりがやことば探検「オカシなを
かしな５７５７７」
】
町田市民文学館で開催している
「５７５７７展～訪れてくれたあなた
の足跡と共に続いてゆく物語」と
のコラボ企画です。芹ヶ谷公園に
散らばった
“ことば ”
を探し集め、
面
白おかしい短歌を作る体験型文学
ゲームです。
できた作品の
「をかし」
ポイントで、
お菓子がもらえます。
日３月１３日㈰午前１０時３０分～午
後３時（雨天の場合は３月２０日に
延期）
場同公園多目的広場 他
【地産地ＳＨＯＷ！せりがやｄｅバル
ーンアート】
市内在住のバルーンアーティス
ト・ＳＨＩＮＯ氏によるバルーンアー

トです。ライブパフォーマンスも
行います。

小学生（火・木曜日はＡ～Ｃクラス、水
曜日はＡ・Ｂクラス）日４月１２日～５
月１９日の火～木曜日（５月３日～５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／抽選費各４０００円（各全
５回）申往復ハガキに必要
事項を明記し、３月３１日ま
で（必着）に同プールへ。
問同プール☎
☎７９２・７７６１

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

種 ま き プ ロ グ ラ ム

魅力も使い方も無限大！

１２日㈯午前１０時～正午場同公園内
園内在来植物の花壇への種まきと在
来植物の紹介／詳細は同公

園ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください講（有）
植生技術・石森佳子氏定２０人（申し
込み順）費大人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３００円）／駐車料金は別途かか
ります申３月１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、土・日曜日、祝休
日も可）へ。

立

総

合

体

育

館

●初心者アーチェリー教室
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始めようとする１６歳
以 上 の 方 日４月２日 ～３０日 の 土 曜
日、午前９時３０分～１１時３０分、全５
回定２０人（初参加者優先のうえ、抽
選）費３０００円申往復ハガキに必要
事項（在勤の方は勤務先、在学の方は
学校名）を明記し、３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

●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

情報コーナー

日３月１３日 ㈰ 午 前１１時
～午後３時（雨天の場合
は３月２０日に延期）
▲詳細は
場同公園噴水広場
こちら
【滞在実証実験】
公園内でゆっくり過ごしたくな
るような居場所をつくる実験や、
メイドイン芹ヶ谷の取り組みを発
信する拠点づくりを行います。
日程３月１３日㈰～１９日㈯
場同公園多目的広場 他
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検索

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯単身者向＝２戸、一
般世帯家族向〔２人以上向＝１戸、３人
以上向＝６戸〕）
、都営住宅地元割当
（単身者向シルバーピア＝１１戸、二
人世帯向シルバーピア＝２戸）配布
期間３月１０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）／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３月１６日まで（必着）問同
公社都営住宅募集センター☎
☎７１３・
５０９４

鶴

間

公

園

●カラダリセット
対１６歳以上の方日毎週水曜日午前９
時１０分～９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

成瀬クリーンセンターテニスコート
●ノルディックウォーキング教室
恩田川の桜を見ながらウォーキン
グします。
対１８歳以上の方日３月２２日㈫午前
１０時３０分～１１時３０分定１２人（申
し込み順）費５００円（税込
み）申電話で同テニスコー
ト（☎
☎７２７・６２４０）へ。

緑 ヶ 丘 グ ラ ウ ン ド
●Ｔボール教室
対市内在住、在学の５～１２歳（中学生
を除く）日３月３０日㈬午後１時～２時
３０分定３０人（申し込み順）申電話ま
たは同グラウンド公式ＬＩＮ
Ｅ申し込みフォームで申し
込み。
問同グラウンド☎
☎７９２・７０７１
●自衛隊町田募集案内所～幹部候補
生・一般曹候補生・自衛官候補生募集
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（下記二次元バーコード）を参照
対①幹部候補生＝２０歳以上２６歳未
満（修士課程修了者は２８歳未満）、②
一般曹候補生・③自衛官候補生＝採
用予定月の１日現在、１８歳以上３３歳
未満の男女（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）申①４
月１４日まで（飛行要員を除く一般要
員は６月１６日まで）②５月
１０日まで（必着）③通年受
け付け問同案内所☎
☎７２３・
１１８６

５〜１１歳（小児）も新型コロナワクチン接種を受けることができます
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎
☎７３２・３５６３※番号のかけ間違いにご注意ください。

現在、５～１１歳
（小児）の感染割合は増加傾向で、国は小児へのワ
クチン接種の準備を進めています。国は、小児へのワクチン接種に
よる発症予防効果を検証した結果９０．７％だったため、ファイザー
社の５～１１歳用
（小児用）のワクチンを使用することとしました。
接種の対象となるのは、５～１１歳のお子さんで、保護者の方の同
意と同伴が必要です。
接種の必要性などについては、厚
生労働省ＨＰ（右記二次元バーコード）や日本小児科学
会ＨＰ（下記二次元バーコード）掲載の基礎疾患の考え
方を併せてご覧いただき、接種の判断をお願いします。
また、
ワクチン接種後の副反応については、かかりつ
け医にご相談いただくか、市HP（タイトル横二次元バ
ーコード）
掲載の相談先をご確認ください。

新型コロナ
ワクチン関連情報▶

５～１１歳（小児）
の今後の接種予定
詳細は市ＨＰ（下記二次元バーコード）をご確認ください。
○接種回数・間隔＝３週間の間隔をおいて２回接種
○ワクチンの種類＝ファイザー社ワクチン（小児用）
○接種方法＝腕に筋肉注射
○接種券の発送＝３月４日から郵送します。なお、接種券は１１歳から順次、発送し
ます。
○接種のスケジュール予定＝３月中旬以降に接種開始
日本小児科学会ＨＰに記載のある基礎疾患等に該当する方は、市ＨＰをご確
☎７３２・３５６３）
認いただくか、新型コロナワクチン接種相談コールセンター（☎
にご連絡ください。
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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

保存版

3月1日～31日

急病のときは

※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。

○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

町田市メール配信サービス
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。

○小児救急相談

登録はこちらから

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

スマホ版

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

携帯電話版

検索

「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
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。
町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小児科）

日曜日
祝休日
診療日

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）
受付時間＝午前９時～午後4時30分（電話受付は午前８時 ☎710・0927
返710・0928
４５分から）
診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

休日応急 受付時間＝日曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分（予
健康福祉会館内
歯科診療 約制）
（原町田5-8-21）
障がい者 受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後4 ☎返725・2225
歯科診療 時30分
（予約制）
診療日

3月
1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

2日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

3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

4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

5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

診療時間

内科

おおくら医院（大蔵町3165）

内科
午前9時～午後5時
20日㈰

☎737・8020

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
外科系

☎797・1511

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

7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

8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

9日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

11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

12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

内科
午前9時～午後5時

午前10時30分～午後5時

なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35） ☎710・6155
河辺内科医院（三輪町168-1）

内科
武蔵岡診療所（相原町3190-10）
小児科
眼科

氏川眼科医院(原町田6-1-11)

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎044・328・5143

☎728・1111

町田脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

14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

15日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
16日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

外科系

☎796・1111

平野クリニック（西成瀬3-18-1）

☎732・1321

☎796・8733

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

外科系

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

玉川クリニック（玉川学園7-5-6）

☎725・8207

内科 藤の台診療所（藤の台1-1-55）

☎722・2832

川村クリニック（本町田2943-1）

☎724・7727

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

22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

23日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

24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

25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

26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

町田南ホームクリニック
（南町田5-3-28）☎
☎788・2581
午前9時～午後5時

☎720・0530
☎789・0502

はなみ内科（鶴間1-19-35）

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科(小川1-2-32)

☎782・6001

あけぼの病院（中町1-23-3）

午前9時～翌朝9時

午前9時～翌朝9時

☎797・1511

☎797・7423

午前9時～午後5時
21日㈷

話

内科
泰生医院（小山町2470-5）
小児科

☎799・6161

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

電

内科 町田駅前内科クリニック
（森野1-39-16）☎
☎722・7373
久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114

27日㈰

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

☎795・1668

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

町田脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

☎795・1668

28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

☎789・0502

29日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

17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

30日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

18日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎798・1121
31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）☎

☎728・1111
広

外科系

告

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。

10

18

円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

午前9時～翌朝9時

13日㈰

午前9時～翌朝9時

金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010

6日㈰

医療機関名（所在地）

19日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

なかまち内科・外科医院
（中町3-15-17）☎
☎725・0028
午前9時～午後5時

診療科

今号の広報紙は、 万２０８６部作成し、１部当たりの単価は

毎日

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

