2022年（令和4年）

発行日／毎月2回
（1日、15日）

広報

3/15号
第 1976
0000 号

今号の紙面から

新型コロナウイルス
感染症特設ページ
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

町田市
ホームページ

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/
〈記載がない場合の市外局番は（042）です〉

●３面 私たちの代表 市長・市議会議員が選ばれました ●４面 4月から町田市役所の組織が一部変わります

地域 の 桜守

相原中央公園にて（昨年度）

相原中央公園
さくらの丘プロジェクト

尾根緑道の桜を守る さくらサポーターズ

公園緑地課☎ 724・4399
問
（特）
レスポアール相原☎ 772・1449

尾根緑道で、桜並木の
維持のために、地道な保
全活動（胴吹き枝の剪定、
樹名板の設置、下草刈り
取り等）やＰＲ活動等を行
っている団体です。さく
らサポーターズの活動は
市のアダプト・ア・ロード
事業の一つです。
せん てい

公園を管理する（特）レスポアール相原の北島理事長から一言

活動の魅力は、桜並木を保全、植樹、養
生し残す仕事に携わることで、後世に渡
り市民の皆さんが満開の桜を楽しむこと
に貢献できることです。活動を通じて新
しい仲間ができます。この
桜を維持するために一
緒に活動しませんか。

みんなのまちを
みんなで素敵にする活動

アダプト・ア・ロード事業

◀詳細はこちら

５年間をかけて、相原中央公園内にあるさくらの丘
に続く丘陵地の雑木を伐採し、さくらの丘拡大を計画
しています。２月27日に、すでに伐採が終了していると
ころに相原のスポーツ団体に所属している子ども・保
護者たち有志約60人に集まってもらい、桜の苗木の植栽
を実施しました。植栽する子どもたちの成長と桜の成育
がリンクして、将来植栽した子どもや保護
者、地域住民が喜びを感じられる環境づく
当日の様子はこちら▶
りを目指しています。

問 道路管理課☎ 724・3257

さくらサポーターズの皆さん

まちだ のさくら を
未 来 に つなぐ

春になると毎年、美しい花を咲かせる桜の木。市内の各所に桜並木や名木が点在しています。私たち
が毎年美しい桜を鑑賞できるその裏に、1年を通して桜を守り育てている市民の皆さんや関係者がい
ます。
また、
市では桜がまちの魅力の一つになるよう、
ふるさと納税を通じて桜の植樹活動を行います。
ここでは、
「まちだのさくらを未来につなぐ」取り組みを紹介します。
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「 わ たし の さくら」を
見つけませんか

市内全域に桜の名所があります。感染症対策や鑑賞マ
ナーを守って、身近な町田の春を楽しみながら、自分の記
憶に刻まれる桜の風景を見つけてみませんか。

桜 のお医者さん

ふるさと納税 桜を植えよう！「まちだのさくら」を未来へ
ふるさと納税を活用し、現在整備中
期
間 ５月15日まで
の忠生スポーツ公園の散策ゾーンへの
申込方法 ふるさと納税ポータルサイト
桜の植樹や、
市内の樹勢が衰えた桜の 「ふるさとチョイス」
（右記二次
植え替えを行います。市民が親しむ「ま 元バーコード）内の専用ページ
ちだのさくら」を、未来へつないでいく をご覧ください。
取り組みを応援してください。
問 財政課☎ 724・2149

２０２２ 町田さくらまつりウィーク

３月19日（土）～
４月３日（日）

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

時 3月27日（日）午前10時～午後3時

会

場 相原中央公園

定

員 300人（先着順） 費
問

問 道路維持課☎ 724・4458

2022町田さくらまつり
メイン3会場（尾根緑道会場・芹ヶ谷公園会場・恩田川会場）
は規模を縮小して開催します。開催日は4月2日（土）、3日（日）
です。 ※3月26日（土）、27日（日）の恩田川会場は中止となりました。

さくらさんぽスタンプラリー

▲時 間等詳細
は、
こちら

2022町田さくらめぐり公式ガイドブックに掲載されている市内9か
所のスタンプ設置場所のうち、3か所でスタンプを押し応募す
ると、抽選で10人に賞品が当たります。詳細は同ガイドブック
（右記二次元バーコード）に掲載の専用台紙をご覧ください。

相原中央公園さくらまつりミニSL体験
日

市では樹木医が市内の桜の木を
定期的に診断し、老木や枯れそう
な木を探すなど、木の育成状況を
観察しています。

インスタグラムに写真を投稿しよう ！
インスタグラムで「#町田さくらまつり」を付けて投稿してください。
投稿された写真の一部は町田市観光コンベンション協会HPで紹介しま
す。多くの人と共有して町田の桜を楽しみましょう。

用 50円（1人１回乗車ごと）

イベントに関することは相原中央公園
管理事務所（☎ 772・1449）へお問い
合わせください。

さくらをめぐるウォーキングツアー

町田薬師池公園四季彩の杜 西園や三ツ目山公
園、尾根緑道など、菜の花畑もおすすめです。

尾根緑道

町田薬師池公園四季彩の杜

菜の花の見ごろも楽しみ
町田市観光コン
ベンション協会
の亀田事務局長

市内の桜をガイドと一緒にめぐるウォーキングツアーを
開催します。詳細は（一社）町田市観光コンベンション協会
ツアー申込サイト「まちだふらっと」
（下記二次元バーコー
ド）をご覧ください。他にも同協会ＨＰやSNS等で
開花情報等を発信しています。皆さんの身近なと
ころにも素敵な桜がたくさんありますよ。
同協会☎ 724・１９５１、町田ツーリストギャラリー（ツ
問
アーに関すること）☎８５０・９３１１

西園

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

番号間違いにご注意ください
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私たちの代表

市長・市議会議員が選ばれました
任期満了に伴い2月20日（日）に行われた町田市議会議員・町田市長選挙の当選者、市議会議員36人及び市長のプロフィルをご紹介します。
※読み方…①年齢②党派③職業④住所
（②③は立候補届出書から抜粋、年齢は3月15日現在のものです）
※市議会議員は議席番号順に記載しています。

①７４歳
②無所属
③市長
④広袴

の でら

小野寺 まなぶ

①51歳②公明党
③会社役員④矢部町

さ とう

佐藤

かず ひこ

和彦

①49歳②無所属
③市議会議員④南成
瀬

た なか

田中

み

ほ

やま した

むら

とし たか

村まつ

俊孝

①44歳②公明党
③市議会議員④原町
田

め

だ

ひで お

①47歳②自由民主
党③市議会議員④成
瀬が丘

ひがし

①40歳②無所属
③市議会議員④大蔵
町

①37歳②立憲民主
党③市議会議員④山
崎町

さ

さ

き

とも こ

佐々木 智子

てつや

おく

①56歳②公明党
③市議会議員④下小
山田町

き

木目田 英男

もり もと

森本 せいや

美穂

①39歳②日本共産
党③市議会議員④三
輪町

山下

じょう いち

石阪 丈一

長
お

ざか

市議会議員

市

いし

①66歳②日本共産
党③市議会議員④山
崎町

えい いち

栄一

①67歳②公明党
③市議会議員④三輪
町

東

とも み

じゅう た ろう

重太郎

①45歳②日本維新
の会③市議会議員
④相原町

わか ばやし

げん た ろう

厳太郎

①49歳②自由民主
党③市議会議員④玉
川学園

まつ おか

友美

おぜき

わたなべ

渡辺

あき よし

若林 章 喜

①47歳②自由民主
党③市議会議員④図
師町

松岡 みゆき

①60歳②無所属
③無職④忠生

さん ゆう てい

三遊亭

じょう

らん丈

①63歳②自由民主
党③市議会議員④森
野

くま ざわ

熊沢 あやり

①50歳②自由民主
党③税理士④本町田

あき た

秋田

しづか

①41歳②無所属
③会社代表④玉川学
園

なか がわ

中川

こう た ろう

幸太郎

①30歳②都民ファ
ーストの会③都議会
議員秘書④南大谷

よし ひさ

おんじょう 由久

①59歳②公明党
③市議会議員④南成
瀬

と つか

戸塚

まさ と

正人

①41歳②無所属
③市議会議員④金森

ほそ の

細野

りゅう こ

龍子

①67歳②日本共産
党③市議会議員④鶴
間

わたなべ

渡辺

や ぐち

まゆ

加藤

真彦

しら かわ

てつ や

①32歳②日本維新
の会③市議会議員
④南町田

まつ ば

松葉 ひろみ

①55歳②公明党
③市議会議員④玉川
学園

いま むら

今村 るか

①53歳②無所属
③社会福祉士④本町
田

との むら

の

小野

①42歳②立憲民主
党③衆議院議員秘書
④鶴川

矢口

お

さとし

けん いち

殿村 健一

①67歳②日本共産
党③市議会議員④本
町田

りゅうじ

①44歳②立憲民主
党③社会福祉士④小
山町

か とう

まさ ひこ

①35歳②自由民主
党③無職④野津田町

白川 哲也

①40歳②無所属
③市議会議員④藤の
台

あら い

新井 よしなお

①47歳②無所属
③市議会議員④玉川
学園

ふじ た

がく

藤田 学

①52歳②自由民主
党③市議会議員④常
盤町

ささ くら

笹倉

みどり

①48歳②町田・生活
者ネットワーク③無
職④中町

いし かわ

石川

よし ただ

好忠

①68歳②自由民主
党③会社役員④木曽
西

いわせ

かず こ

和子

①59歳②自由民主
党③市議会議員④能
ヶ谷

よし だ

吉田

つとむ

①73歳②無所属
③NPO法人理事
④成瀬が丘

さ とう

佐藤

しん いち ろう

伸一郎

①66歳②自由民主
党③市議会議員④小
山町
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対 対象

凡例

日 日時

○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。

募 集

家 庭 的 保 育 事 業 等 職 員
詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○Mammy's 保育ルーム（☎
☎ ８６０・
０３２５）＝保育士（非常勤）、調理員
（非常勤）
、
幼稚園教諭（非常勤）、子育
て支援員
（非常勤）
○みどりの森保育園（☎
☎７０８・８１６１）

お知らせ

２０２１年度包括外部監査報告書がまとまりました
２０２１年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から石阪市長へ報告書が提出さ
れました。包括外部監査は、行政経営
の監査機能を強化し、業務の適正化
を図り、市民の皆さんからの信頼を
高めるため、２００７年度から行って
います。今年度のテーマは、
「指定管
理者制度に関する事務の執行につい
て」でした。報告書は市ＨＰのほか、各
市立図書館でご覧いただけます。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
就職、退職などに伴う

国 民 年 金 の 手 続 き
退職により厚生年金保険や共済組

町田市立鶴川駅前図書館の開館
時間及び休館日の変更について
指定管理者制度導入に伴い、４
月１日から鶴川駅前図書館の開館
時間と休館日が変わります。
開館時間月～金曜日＝午前９時３０
分～午後８時、土・日曜日、祝休日
＝午前９時３０分～午後６時
休館日第１・３月曜日（ただし祝休
日にあたる場合は開館）、年末年
始、館内特別整理期間
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０

町田市民病院職員募集

問同病院総務課☎
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

種 募集人員

看護師
助産師

30人
程度

受験資格

内 内容

＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３８

記事内の表記について

職

場 会場

日程等

採用

看護師の資格を有する、
または2023年春までに ○受け付け
3月30日㈬まで
（必着）
取得見込みの方

助産師の資格を有する、 ○試験日
若干名 または2023年春までに 4月23日㈯
取得見込みの方

検索

採用日

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

合の資格を喪失した方は、退職日の
翌日から国民年金に加入となります
ので、手続きが必要です。手続きの際
は、年金手帳と資格喪失証明書など
退職日の分かる書類をお持ちくださ
い。また、厚生年金保険や共済組合に
加入している方に扶養されている
６０歳未満の配偶者は、次の場合に国
民年金の手続きが必要です。①扶養
している方が退職した時②扶養して
いる方が６５歳以上で、老齢基礎年金
を受ける資格が発生した時③扶養さ
れている方が扶養されなくなった時
／毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがありますのでご了承
ください。なお、就職により厚生年金
保険や共済組合に加入した方が、国
民年金の資格を喪失する手続きは不
要です。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２７

格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から、保険年金課保険
加入係（市庁舎１階）、各市民センタ
ーで事前に加入手続きを行うことが
できます。被扶養者であった方が一
緒に加入する場合は、退職する方だ
けでなく、被扶養者であった方の喪
失日も記載されている証明書類が必
要です。手続きには証明書類と、官公
庁発行の写真付き身分証明書をお持
ちください。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２４

献 血 に ご 協 力 く だ さ い
市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日３月２５日㈮、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

４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方は早めの手続きを
４月１日は、退職等で健康保険の資

みんなでつくる

問 問い合わせ

未来の場
未来の
場㉖
かたち

問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

アンケート、
ご意見募集に

ご協力いただきありがとうございました

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「町田市町田駅周辺公共施設再
編構想」策定に向けた検討を進め
ています。
検討に当たり、市民の皆さんに
対し、町田駅周辺の公共施設の再
編に関するアンケートを昨年７月
～１２月に実施し、計１７８８件のご
回答をいただきました。

7月1日
10月1日
2023年1月1日
2023年4月1日

アンケート結果の詳
細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）でご覧い
ただけます。
また、昨年１２月から今年１月ま
で本構想の素案に対するご意見募
集を実施し、９９件のご意見をいた
だきました。
たくさんのご意見をお寄せいた
だきありがとうございました。

いただいたご意見を踏まえて、３月下旬ごろに
「町田市町田駅周辺公共施設再編構想」を策定
し、市ＨＰに公表する予定です。
併せて、ご意見募集の結果も市ＨＰで公表する予
定です。

※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。

４月から市役所の組織が一部変わります

問総務課☎
☎７２４・２１０８

市では、市民の皆さんへのサービス向上及び業務の効率化を目的として、４月１日から組織の一部を変更します。

環境資源部の組織再編

新たな学校づくり推進課の新設

町田市バイオエネルギーセンターの稼働に併せて、環境施策及びご
み減量施策の推進体制をより一層強化することを目的として環境資源
部を再編します。

児童生徒数の減少や学校施設の老朽化などの環境が変化する中で、
学校統合等を契機に市立学校をより良い教育環境にしていくととも
に、地域活動の拠点としてより利用しやすい場所にすることを目的と
して設置します。

環境政策課
環境・自然共生課
環境資源部

環境保全課
循環型施設整備課
資源循環課
3Ｒ推進課

環境政策課

➡ 環境資源部

環境共生課
ごみ収集課
循環型施設管理課
循環型施設整備課

【各課の主な業務】
○環境政策課…地球温暖化対策やごみ処理施策に関する業務
○環境共生課…生物多様性の保全や生活環境・公害に関する業務
○ごみ収集課…資源とごみの収集や相談に関する業務
○循環型施設管理課…町田市バイオエネルギーセンター及びその他ご
み処理関連施設の管理運営に関する業務
○循環型施設整備課…町田市バイオエネルギーセンター及び資源ごみ
処理施設の整備に関する業務

教育総務課

教育総務課
施設課
学校教育部

学務課
保健給食課
指導課
教育センター

新たな学校づくり推進課

➡

施設課
学校教育部 学務課
保健給食課
指導課
教育センター

【主な業務】
○新たな学校づくり推進課…「まちだの新たな学校づくり」の推進に関
する業務
※このほか、次の課が廃止となります。
①生活介護事業民営化に伴い「地域福祉部ひかり療育園」を廃止します。
②東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に伴い「文化スポ
ーツ振興部オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課」を廃止します。

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

狂犬病予防屋外集合注射
狂犬病は致死率の高い非常に危険
な病気です。
犬を飼育する方は、社会
的責務として、愛犬に毎年必ず狂犬
病予防注射を受けさせ、犬鑑札と注
射済票を常に装着させましょう。今
年度も、新型コロナウイルス感染防
止策を図り、４月に屋外集合注射を
実施します。
日程・会場の詳細につい
ては、３月下旬に発送予定の狂犬病
予防注射のご案内または市ＨＰをご
覧ください／各会場とも、雨天実施
（荒天中止）
となります。
費１頭につき３７５０円（注射代３２００
円、注射済票交付手数料５５０円）／新
型コロナウイルスの感染状況によっ
ては、集合注射が中止となる場合が
あります。その際は、市ＨＰでお知ら

せしますので、ご確認ください。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
南町田グランベリーパークで

マイナンバーカードの申請を受け付けます
会場で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。なお、カードの発行には１か月半
程かかります。申請した方には、町田
市名産品セットをプレゼントしま
す。
対市内在住で、マイナンバーカード
の申請をしたことがない方日３月２０
日㈰正午～午後５時場南町田グラン
ベリーパーク内「グランベリーホー
ルｂｙ ｉＴＳＣＯＭ大ホール」
（グランベ
リーパークセントラルコートＢ１）定
３００人（先着順）／午前１１時４５分か
ら、会場前で整理券を配布します（定

の古川氏、岐阜県飛騨市役所林業振
興課の竹田課長、あきる野市の秋川
木材協同組合の髙濱氏、そして林業
に転職して檜原村に移住した吉田氏
１８０
と、皆さん多彩なメンバーで話が弾
町田市長 石阪丈一
みました。
一口に、里山環境の活用といって
シジュウカラやヤマガラが囀り始 も、実際に何を進めていくべきか。町
めました。
ウグイスカグラが咲いて、 田市内でも、伐採材の利用、散策路の
早春です。
今月の初めに、野津田公園 整備や竹林の活用など、さまざまな
スポーツの森に、野鳥観察に出かけ 取り組みが始まっています。ディス
ました。公園の南半分は樹林地や草 カッションでは、パネラーから全国
地になっています。まだ、冬鳥が残っ 各地それぞれの地域の取り組みが紹
ていました。ツグミ、トラツグミ、ア 介され、併せて、町田市での里山の活
カハラ、シロハラとツグミ類４種の 用策などが議論されました。
ほか、
アオジも姿が見えました。留鳥
町田市では今、
「里山環境活用保全
のアオゲラのペアやコゲラも見られ 計画」の策定を進めています。里山の
ました。この森には、コジュケイが２ 現状は、数十年来、手入れのされてい
～３家族いるようで、散策路や広場 ない山林も多くあります。今後は、シ
でのんびり草の種をついばんでいま ンポジウムでの意見を参考に、市民
した。
にとって、もっと身近で居心地の良
さて、２か月程前になりますが、 い場所として里山の再生をしていき
「東京・町田発 新しい里山づくり」 たいと思います。
と題する、シンポジウムを開催しま
した。
このシンポジウムは、里山環境
の活用や広葉樹材の活用について、
日本各地で先進的な取り組みをして
いる方々を招いて、と言ってもオン
ラインですが、報告やディスカッシ
ョンを行ったものです。
パネルディスカッションでは、基
調講演をしていただいた、大阪市在
住で、
全国的に林業、木材業の支援や
地域再生を進めている、町田市出身
コジュケイ

員に達し次第、整理券の配布を終
了）。
問市民課☎
☎８６０・６１９５

イ

毎年４月２日は、国連が「世界自閉
症啓発デー」と定め、自閉症を理解し
ていただくため普及活動が行われて
います。また、４月２日～８日は、厚生
労働省が「発達障害啓発週間」と定
め、自閉症を含めた発達障害の理解
を深めていただくため、啓発活動が
行われています。これらの普及・啓発
活動の一環として、市庁舎を自閉症
のシンボルカラーであるブルーにラ
イトアップします。
日４月６日㈬午後６時３０分～９時
問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４５返０５０
・３１０１・１６５３

問市民税課☎
☎７２４・２８７４

の予想待ち時間を参考に、感染症
防止対策をしたうえで、時間に余
裕をもっておいでください。ご理
解ご協力をお願いします。
なお、郵送申請の詳細は、市ＨＰ
をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

年度当初（４月１日～１３日ごろ）
の税証明（２０７番）窓口は大変混み
合い、待ち時間も非常に長くなり
ます。新型コロナウイルス感染防
止のため、お急ぎでない方は、なる
べく郵送での申請をお願いしま
す。やむを得ず来庁する場合は、そ
の期間を避けていただくか、下表

税証明
（207番）
窓口の予想待ち時間
4月1日㈮

4月4日㈪

4月5日㈫

4月6日㈬

4月7日㈭
★★

★★★

★★★

★★★

★★

4月8日㈮

4月11日㈪

4月12日㈫

4月13日㈬

★★

★★

★

★

★1時間程度、
★★1～2時間、★★★2時間以上

「キラリ☆町田私の好きなお店大賞」受賞店舗決定！
問町田商工会議所☎
☎７２２・５９５７、町田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６
会委員が審査し、２０２１年度は下
表の２店舗がお店大賞に決定しま
した。
※詳細は町田商工会議所へお問い
合わせください。また、町田商工会
議所ＨＰで過去の受賞店舗をご覧
いただけます。

同大賞は、市内商業の活性化を
目的として、個性ある魅力的な店
づくりに意欲的に取り組んでいる
お店を表彰しているものです。
市民・来街者の皆さんに投票い
ただいた候補店舗の中から、上位
の店舗を同大賞実行委員会の審査
店名
（業種）

所在地

接種券発送状況
について

副反応について

接種の必要性等についてかかりつけ医または主治医に相談

のうえ、新型コロナワクチン接種相談コールセンターまたは市
ＨＰ（右記二次元バーコード）の専用フォームから接種券の発送
を申請してください。
基礎疾患のある
事前に申請していただくことで、年齢区分にかかわらず接種 お子さんについて
券を発送します。

話

原町田6-24-4

☎721・3111

いっぷくラーメン
（ラーメン店）

鶴川4-23-8

☎736・1117

新型コロナ
ワクチン関連情報▶

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。


電

鮨 地魚 あら井
（鮨・地魚専門店）

５～１１歳（小児）の新型コロナワクチン接種について

基礎疾患等に該当するお子さんについて

湯

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ

さえず

ワクチン接種のメリット・デメリットを十分理解いただいたう
えで、
お子さんと保護者の双方で接種の判断をお願いします。
接種券は１１歳の方から順次発送しており、接種券が届き次第
予約が可能です。
また、
ワクチン接種後の副反応については、かかりつけ医に相
談いただくか、市ＨＰ（右記二次元バーコード）掲載の相談先にご
確認ください。

銭

柔らかいボールを使った健康体操、
介護予防に関する講話を行います。
終了後、銭湯で入浴いただけます。
対市内在住の６５歳以上で、全回参加
できる方日①４月８日、２２日、５月１３
日、２７日、６月１０日、２４日、いずれも
金曜日午前１０時～午後０時３０分②４
月１３日、２７日、５月１１日、２５日、６月
８日、２２日、いずれも水曜日午前１０
時～午後０時３０分、各全６回場①金
森湯（金森）②大蔵湯（木曽町）定①各
８人②各９人／抽選費１回３００円申３
月２２日まで（土・日曜日、祝日を除
く）に、電話で高齢者福祉課（☎
☎７２４
・２１４６）へ。

市庁舎をブルーにライトアップします

カワセミ通信

シニア

デ

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
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新型コロナワクチン接種に関するお願い

○接種にあたり保護者の同意と接種日当日の同伴が必要になりま
す。
○接種日当日は母子健康手帳をお持ちください。
○ワクチン接種は、強制ではありません。ワクチン接種を受ける・
受けないにかかわらず、差別的な扱いをすることがあってはな
りません。ワクチン接種を受けた・受けていないといった理由で
友達や周囲の人を悪く言ったり、いじめたりすることがないよ
う、お子さんとのコミュニケーションをお願いします。

しん がた

かん

いっ ぱん てき

と

あ

さき

た

げん

ご

たい おう

か

新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせ先
（多言語対応可）
厚生労働 省 新型コロナワクチンコールセンター
こう せい ろう どう しょう しん がた

ど

にち よう

び

しゅくきゅう じつ

ふく

ご

ぜん

じ

ご

ご

じ

錆０１２０・７６１７７０（土・日曜日、祝休日を含む午前９時〜午後９時）
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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります
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子ども・子育て

子 医 療 証 を お 送 り し ま す
◯

市では、未就学児の医療費を乳幼
乳 医療証）
児医療費助成制度（○
で助
成し、
小・中学生の医療費を義務教育
子 医療証）
就学児医療費助成制度（○
で助成しています。４月から小学生
乳 医療証をお持ちのお子さ
になる○
子 医療証を
んに、４月１日から有効の○
３月末にご自宅に郵送します。申請
の必要はありません。４月になって
子 医療証が届かない場合は子ど
も○
も総務課までご連絡ください。生活
親 医療証・○
障 医療証
保護受給中、○
（そ
れぞれ負担無しの医療証）に該当の
お子さんは対象ではありません。な
乳
お、現在、対象年齢のお子さんで○
子 医療証をお持ちでない方
医療証、○
は申請が必要です。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９
子ども創造キャンパスひなた村

自

然

菜

園

ク

ラ

ブ

収穫体験だけでなく畑を耕したり
苗を植えたりと、自然や食の大切さ
を楽しく学べるプログラムです。半
期分の登録申し込みか、各月ごとの
申し込みができます。
対市内在住、在学の小学生日４月１３
日㈬、２７日㈬、５月１８日㈬、２５日㈬、
６月８日㈬、２９日㈬、７月１３日㈬、２７
日㈬、８月２４日㈬、９月１０日㈯、２１日
㈬、全１１回、午後３時３０分～４時３０
分（ただし、８月２４日＝午前１０時～
正午、９月１０日＝午前１０時～午後１

時）講（一社）まちやま定各１５人（う
ち、半期分登録枠は１０人〔申し込み
順〕
）費４月分＝３００円、半期分登録
＝１８００円（８月２４日、９月１０日の特
別回は追加費用がかかる場合があり
ます）申４月分＝３月１７日午前１０時
か ら 電 話 で ひ な た 村（ ☎ ７ ２ ２・
５７３６）へ。このプログラムの５月以
降の申し込み、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。
乳幼児の保護者向け講座・保育付き

もっと楽しく、もっと楽しむ子育て講座
子育てに役立つ色々な知識を身に
付けられる講座です。
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者日５月１１日、１８日、２５日、６
月１日、８日、１５日、２２日、いずれも水
曜日午前１０時～正午、全７回場生涯
学習センター講町田市地域子育て相
談センター職員、日本体育大学教授
・野井真吾氏、東京家政学院大学教
授・吉永早苗氏、親と子どもの臨床支
援センター代表理事・帆足暁子氏定
保育付き＝１６人、保育無し＝５人／
過去に乳幼児講座と幼児講座を受講
していない方を優先のうえ、抽選（結
果は４月１５日に発送予定）申ハガキ
または用紙（様式は不問）に、講座名
・住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・
子どもの年齢・保育希望者（５月１日
時点で８か月以上の未就学児）は子
どもの名前（ふりがな）
・生年月日を
明記し、４月１１日午後５時までに、直
接または郵送（必着）で生涯学習セン

町田薬師池公園四季彩の杜 リス園

入園料を改定します

ター（〒１９４－００１３、原町田６－８－
１）へ。所定の用紙（同センターに有
り）に記入し、直接同センターへ申し
込みもできます。
問同センター☎
☎７２８・００７１
「彫刻刀が刻む戦後日本」展関連イベント

子

ど

も

２０２２年度前期ことぶき大学

たの好奇心を「探求」
「探検」しましょ
う②フラワーグリーンコース～きれ
い、可愛い！植物のパワーでリラク
ゼーション③教養コース～日本の年
中行事と慣わしを学ぶ④やさしいヨ
ガコース～ヨガを始めて、毎日イキ
イキ！
定①②各２０人③④各３０人／抽選
費②のみ４４００円（材料費等）
申１次受付＝３月１５日正午～午後７
時にイベシスコード①２２０３１６Ｂ②
２２０３１６Ｃ③２２０３１６Ｄ④２２０３１６
Ｅへ／２次受付＝３月１６日正午～４月
１１日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
なら

プレママ・パパクラス、
乳幼児・母性相談
母乳育児相談、
離乳食講習会等のご案内
開催日等の詳細はまちだ子育てサイト（右記二次元バーコ
ード）
をご確認ください。
問保健予防課☎
☎725・5471

①

催し・講座

生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート
今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月２３日㈯午後３時開演場同セン
ター定６１人（抽選）申３月１６日正午
～３１日にイベントダイヤル（☎
☎７２４
・５６５６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０３１６Ａへ。
問同センター☎
☎７２８・００７１
町田で活躍する大学生によるオンライン配信イベント

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●特別講座～認知症ってなんだろう
？事前に学ぶ理解と対応 認知症と
いう病気はどんな症状なのか、ケア
をする際の注意点や相談先について
等、認知症介護実践者研修修了・介護
職歴２０年の講師から、事例や実技も
交えて分かりやすくお伝えします。
講座終了後、求職相談会も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（介
護職、資格がなくてもできる清掃・調
理・介護補助等）の相談を希望する方
等日４月１５日㈮午後２時〜４時３０分

学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」
町田市や近隣でまちづくり活動を
行っている大学生が集まり、コロナ
に負けずに続けてきた活動の紹介や
パネルディスカッションなど今年度
の活動成果をＰＲするイベントです。
オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催します。
市ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）の視聴用ＵＲＬをク
リックしてご覧くださ
い。
日３月２１日㈷午後２時～４時定１００
人程度（時間内入退室自由）
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

鶴川地域子育て相談センター

移転のお知らせ

問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

鶴川地域子育て相談センター ○鶴川地域子育て相談センター
は、５月９日に移転予定です。詳細
大蔵保育園内から子
は、まちだ子育てサイト（右記二次 どもセンターつるっこ
元バーコード）をご確認ください。 内に移転します。
まちだ市民大学で春からの受講生を募集します

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

詳細は、
募集案内
（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。
対市内在住の６０歳以上（２０２２年４
月１日時点）
で、
全回参加できる方
日①５月１９日～２０２３年２月１６日の
原則木曜日
（午後）
、全１６回②５月１１
日～７月２０日の水曜日午後２時～４
時、全６回③５月１０日～７月２６日の
火曜日午後２時～４時、全６回④５月９
日～７月２５日の月曜日午後２時～３
時３０分、
全６回
場①生涯学習センター、中央図書館
他②堺市民センター③生涯学習セン
ター④忠生市民センター
内①まちだ探・探ゼミナール～あな

座

●みてみてつくろう「昭和にタイム
トラベル！ガリ版にチャレンジ」 国
際版画美術館で開催する企画展「彫
刻刀が刻む戦後日本」
（会期＝４月２３
日～７月３日）の作品を鑑賞し、ガリ
版（謄写版）の制作体験をします。
対新小学３～６年生日５月７日㈯午後
１時３０分～４時場同館講武蔵野美術
大学教授・杉浦幸子氏定１６人（抽選）
費１０００円申３月２４日正午～４月１８
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
２２０３２４Ｈへ。
問同館☎
☎７２６・２８８９

問
（特）町田リス園☎
☎７３４・１００１、

町田市障がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３
飼料の高騰・最低賃金の上昇等 【改定後の入園料】
の理由により、町田薬師池公園四 大人（中学生以上）５００円、子ども
季彩の杜 リス園の入園料を、４月 （３歳以上小学生まで）３００円
１日から改定します。
団体・障がい者割引＝大人４００円、
子ども２００円

講

場町田市民フォーラム講グループホ
ーム丘の家清風管理者・伊野友行氏
定２０人（申し込み順）申４月７日まで
に電話で同バンクへ（同
バンクＨＰ〔右記二次元バ
ーコード〕で申し込みも
可）。
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

問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

４月からの受講生を募集します。
詳細は、募集案内（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、市ＨＰでダウンロードも可）
をご覧ください。
場生涯学習センター 他（多摩丘陵
の自然入門、環境講座は野外中心）

申１次受付＝３月１５日正午～１６日午
後７時にイベシス（コードは下表参
照）へ／２次受付＝３月１７日正午～４
月７日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※いずれの講座も市内在住の方を優
先のうえ、抽選です。

講座名

日時／定員／費用（資料代）

多摩丘陵の自然入門～驚き
感動まちだの自然大発見
まちだの水とみどり入門～
②
まちだの魅力再発見ツアー

4月24日～12月4日の日曜日の
日中、全12回／30人／3000円
5月21日～7月16日の土・日曜日
の日中、全7回／20人／2000円
5月17日～8月2日の火曜日、午
後2時 ～4時、 全7回 ／30人 ／
2000円
4月28日～7月26日の火曜日（第
1回のみ木曜日）、午後2時～4時、
全8回／40人／3000円
5月18日～7月6日の水曜日、午
後6時 ～8時、 全8回 ／50人 ／
3000円
5月20日～7月8日の金曜日、原
則午後2時～4時15分、全8回／
35人／3000円
4月28日～7月7日の木曜日、午
前10時～正午、全6回／50人／
2000円

①

③

まちだの福祉～安心して町
田で暮らせるために

④

くらしに活きる法律～安心
できるくらしのために

⑤

人間科学講座～テクノロジ
ー・いのち・人権

⑥

町田の歴史Ⅰ～縄文から中
世

“こころ”と“からだ”の健康学
⑦ ～自分らしく元気に生きる
ために

イベシスコード
220317E
220317Ｆ
220317Ａ
220317C
220317D
220317G
220317B

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
上半期～保育付き紙芝居上演会

紙 芝 居・大 人 の 時 間
大人のための紙芝居です。未就学
児をお連れの方は保育をご利用くだ
さい。保育希望者以外は直接会場へ
おいでください。最新の情報は市ＨＰ
をご覧ください。
日①４月１日②６月３日③７月１日④８
月５日⑤９月２日、いずれも金曜日午
前１０時３０分～１１時３０分（受け付け
は午前１０時から）場町田市民文学館
２階大会議室上演町田かみしばいサ
ークル「ふわふわ座」定４０人（先着
順）／保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に２人）は、①３月１５
日②５月１５日③６月１５日④７月１５日
⑤８月１６日、午前９時から電話で同
館
（☎
☎７３９・３４２０）
へ。

町田の寅歳薬師如来霊場を
巡拝するガイドウォーク
え

と

とら どし

ず

し

やく

し

今年の干支・寅歳は、
お厨子の扉が
開かれ
（御開帳）
、秘仏の薬師如来様
の姿を拝める１２年に１度の貴重な年
です。
この御開帳期間に合わせて、市
内の寅歳薬師如来霊場６か所を、２回
にわたりすべて訪れます。
日①４月１７日②５月１日、いずれも日
曜日午前９時～午後３時ごろ／集合
は①鶴川駅②町田ターミナルプラ
ザ市民広場コース①鶴川駅～東光
寺～小野路宿～野津田薬師堂～薬師
池公園
（昼食）
～鶴見川沿い～安全寺
～鶴川市民センターバス停②町田タ
にょ らい

ーミナルプラザ市民広場～祥雲寺～
金森杉山神社～常楽寺（昼食）～福寿
院～つくし野杉山神社～つくし野駅
定各３０人（申し込み順）費１２００円
（保険料、ガイド料、資料代含む）申参
加者住所・氏名・電話番号・年齢・性別
を明記し、ＦＡＸで町田ツーリストギ
ャラリー（返８５０・９３１２）へ（町田市
観光コンベンション協会Ｈ
Ｐ内まちだふらっと〔右記
二次元バーコード〕で申し
込みも可）。
問同ギャラリー☎
☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８

親子で里山散策とタケノコ掘り体験

市

室

内

プ

ー

ル

館

三 輪 み ど り 山 球 場

●ＳＴＡＲＴ！バドミントン教室
対１８歳以上の方日４月２日～６月１１
日の毎週土曜日（５月２１日を除く）、
午後６時～８時３０分、全１０回定４８人
（抽選）費６０００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、３月２１日
まで（消印有効）に同館へ
（同館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎
☎８５０・９７０７

●スポーツデー
日３月２７日㈰午前９時３０分～午後１
時３０分内走り方教室、ノルディック
ウォーキング教室、フィットネス教
室、ＡＳＶペスカドーラ町田フットサ
ル教室等費各５００円申電話で同球場
（☎
☎８５０・９７０７、受付時間
＝午前９時～午後８時）へ。

市民の広場

立

総

合

体

育

●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5月15日号です。次回申込締切日＝4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
検索
HPでダウンロードも可）。
市HP 市民の広場
問広報課☎
☎724・2101

「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
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。

日
時
３月２１日㊗午前９時３０分～１１時
３月２５日㊎午後２時～３時１０分
３月２６日㊏、４月９日㊏午前９時
３月２９日㊋午前１０時３０分、
午後７時３０分
３月２９日～４月３日午前１０時～午後５時
３月３１日㊍午後２時～３時３０分
４月２日㊏午後２時開演
４月７日㊍午後２時～４時
４月９日㊏午後１時３０分～３時３０分
４月１２日㊋午後１時～３時

立

スポーツ

●小野路桜ガイドウォーク 桜や里
山の風景を楽しみながら、小野路周
辺を歩きます。
日３月２９日㈫午前１０時～午後３時
（小雨実施、荒天中止）／集合は別所
バス停、解散は同館定１５人（申し込
み順）
費１５００円（ガイド料、保険料、
昼食代）／路線バス代は別途自己負
担です申３月２３日正午～２７日にイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０３２３Ａへ。
●（特）まちだ結の里の活動報告展
土蔵展示 里山の保全活動の様子を
展示します。
日程３月２７日㈰まで
◇
問同館☎
☎８６０・４８３５

催 し 名
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～気分爽快
朗読で楽しむ
三浦の最高峰大楠山へ、人に会わない道を歩く！
フラメンコを踊ってみよう 初心者大歓迎！
第３７回 山の写真展
皆で歌おう！卒業・春の歌 認知症予防音楽体操も
第１５回町田落語会
コロナ禍での体力低下を防ごう 体力測定と体操
東日本大震災チャリティ井阪美恵バイオリン演奏会
カリグラフィーでカードを作ろう

市

緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
親子で散策しながら、小野路町奈良
・Ｃ
ばい谷戸でタケノコ掘りを楽しみま
対①４～６歳の未就学児②小学生日４
せんか。タケノコのお土産付きです。 月１２日～５月３１日の火曜日（５月３
対５歳以上の方とその保護者日４月
日、２４日を除く）、①午後３時３０分～
２３日㈯午前１０時～正午（雨天時は４
４時1５分②午後４時３０分～７時５０分
月３０日に延期）、集合は浅間神社下
（Ａ～Ｃクラス各１時間）、各全６回定
の駐車場定１０家族（抽選）費１家族
①１０人②各１５人／抽選費①３６００
１０００円（材料費、保険料等）申氏名
円②各４８００円申往復ハガキに必要
（ふりがな、参加者全員の分）
・住所・
事項を明記し、３月３１日ま
電話番号を明記し、４月８日までにメ
で（必着）に同プールへ。
ールで（特）まちだ結の里事務局（墳
問同プール☎
☎７９２・７７６１
ｙｕｉ-ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
鶴
間
公
園
問同事務局☎
☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎
☎７２４・２１６４
●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
申込方法等の詳細は各施設へお
（ 同 公 園ＨＰで 申 し 込 み も
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
可）。
覧ください。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

小 野 路 宿 里 山 交 流 館

おいでください 特定の期日に行うイベント
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検索

※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。
会
場
芹ヶ谷公園多目的広場
玉川学園コミュニティセンター
ＪＲ逗子駅東口集合
なるせ駅前市民センター
国際版画美術館
町田市民フォーラム
町田市民文学館大会議室
町田市民フォーラム和室
町田市民フォーラムホール
玉川学園コミュニティセンター

費 用
無料
無料
２０００円
５００円
無料
４００円
無料
５００円
２５００円
３００円

連 絡 先
高橋☎
☎返７９３・４０３５
橋本英子☎
☎７３６・０４５５
里山探偵団・中村☎
☎０９０・４９１３・３８９３
ヤマサキ☎
☎０９０・９１０７・３７７０要電話予約
深澤☎
☎７２２・１７４７
健康歌声ランド鈴木☎
☎０８０・３０８８・４００４
町田落語研究会☎
☎０９０・６１９６・８９７１
大島☎
☎７９６・１５５６
中丸重子☎
☎０９０・５８１３・８５３１ 要予約
保坂☎
☎０４４・９８６・３０８１

備考（対象等）
テブラＯＫ、雨天中止
山道歩き、先着１０人位
ダンス経験必要ありません
初日のみ午後１時から
発声も有り 要開催確認
２時間程度、予約不要
ロコモ予防 どなたでも
かしの木山ＮｅＸＴ主催
要予約

「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

暮らしに関する相談

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、①～⑩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。
名

称

①法律相談

日

時

対

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（3月21日、28日～4月1日を除く）ださい

②交通事故相談
③国税相談
④不動産相談
⑤登記相談
⑥行政手続相談
⑦年金・社会保険・労務相談
⑧少年相談

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※3月25日は予約受付を行いません。次回分
は4月1日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約

3月15日、4月5日㈫
3月22日、4月12日㈫
3月17日、4月7日㈭

午後1時30分～4時

3月24日、4月7日、
14日㈭
3月22日、4月12日㈫

⑩建築・耐震相談

4月6日㈬

電話で市民相談室
☎724・2102）へ
（☎

電話予約制（次回分まで受け付け）
市内在住の方

4月6日㈬
4月5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

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

⑪電話による女性悩みごと相談
月～土曜日
午前9時30分～午後4時
（家庭、人間関係、女性への暴力等） （祝休日、第3水曜日を除く） （水曜日のみ午後1時～8時）

⑬消費生活相談

市内在住の方

3月16日、23日、30日、
4月13日㈬

⑨国の行政相談

⑫電話による性自認及び性的指向
に関する相談

象

毎月第2水曜日（祝休日を除く）

午後3時～8時

月～土曜日
（祝休日を除く）

午前9時～正午、
午後1時～4時

電話で市民相談室
☎724・2102）へ
（☎

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
市内在住、
在勤、電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
☎ 721・
在学の方
1162）
へ
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
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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。

「町田市住みよい街づくり条例」を
改正します
問地区街づくり課☎
☎７２４・４２６７

北京２０２２冬季オリンピック出場

町田市出身の冨髙選手が市役所を
問オリンピック・パラリンピック等
訪れました
国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２
２月に開催された北京２０２２冬季オリンピックのスキー・フリースタイ
ル女子モーグルにおいて、初出場で見事予選を通過し１９位となった冨髙
日向子選手
（市内在住）が市役所を訪れました。
冨髙選手は、
「予選は緊張して思うように滑ることができずにいました
が、準々決勝はここまできたら楽しく滑ろうという気持ちで思い切りま
した。
自分の中では良い滑りができたと思ったのですが、採点にはつなが
らず悔しい気持ちもありましたが、楽しむこと
ができて良かったです。オリンピックの前も後
もたくさんメッセージをもらえて本当に力にな
りました。引き続き４年間頑張ります。これから
も応援お願いします」とお話しになりました。
今後の更なる活躍を応援しています。

技能功労者・永年勤続従業員を表彰
しました
問産業政策課☎
☎７２４・２１２９

ウクライナ人道危機救援金

あん

ま

受付中

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
詳細はこちらから▶



３月議会が開会

新年度予算
などを審議

問総務課☎
☎７２４・２１０４

令和４年（２０２２年）第１回市議会定例会（３月議会）が３月９日に開会され
ました。
市長は、今議会に令和４年度（２０２２年度）一般会計予算など３８議案を提
出しました。議案等の内訳は予算１３件（令和３年度補正予算６件、令和４年
度当初予算７件）、条例１４件、規約１件、訴訟の提起１件、道路３件、報告承認
２件、その他４件です。会期は３月３０日までです。

予算案 

しん きゅう

令和４年度の予算額は、一般会
計が１５７３億６５１９万円、特別会計
が１３０５億３０６９万９千円、合計で
２８７８億９５８８万９千 円 と な り ま
す。
主な事業は次のとおりです。
◯未来を生きる力を育み合うまち
になる「教育情報化推進事業」
「中

学校給食センター整備事業」
「新た
な学校づくり推進事業」など
○思わず出歩きたくなるまちにな
る「多摩都市モノレール延伸事業」
「鶴川駅周辺街づくり事業」など
○市民サービスの向上と市役所の
生産性向上を目的とした「デジタ
ル化推進事業」など

◯国が「非常勤消防団員の報酬等
の基準」を策定したことに伴い、消
防団員の活動の実態に応じた報酬
及び費用弁償を支給するため、所
要の改正をする
「町田市消防団に関
する条例の一部を改正する条例」
◯国民健康保険財政の健全化を図
ることを目的として、第５期町田
市国民健康保険事業財政改革計画
に基づき、国民健康保険税の税率
及び税額を改定するため、及び地
方税法等の改正に伴い、関係する
規定を整備するため、所要の改正
をする「町田市国民健康保険条例
の一部を改正する条例」
○青少年だけでなく、幅広い世代

の、誰もが気軽に利用できる施設
にすることを目的として、施設の
名称、利用料金の設定区分等を改
めるため、及び指定管理者制度を
導入することに伴い、所要の規定
を整備するため、町田市大地沢青
少年センター条例の全部を改正す
る「町田市大地沢自然交流サイト
条例」
◯町田市立小中学校の体育館空調
設備の使用料及び町田第一中学校
の開放施設の使用料等を定めるた
め、所要の改正をする「町田市立学
校施設の開放に関する条例の一部
を改正する条例」
などです。

条例案 

南町田グランベリーパーク駅前

交番が開所しました

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３、町田警察署☎
☎７２２・０１１０

南町田グランベリーパーク駅北口広場
は、
多くの方が暮らし、訪れる町田の南の
玄関口です。
この度、
地域の安全安心のために、駅周
辺のまちづくりにあわせて「南町田グラ
ンベリーパーク駅前交番」が３月１日に開
所しました。
広

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。
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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）。

市 と 町 田 商 工 会 議 所 は、
２０２１年度の技能功労者・永年
勤続従業員の表彰式を２月７日
に町田市文化交流センターで行
い、
その功績をたたえました。
技能功労者は、永く同一の職
業に従事し、技能及び技術の鍛
錬や後進の指導育成にあたり、
市民生活の向上と産業の振興に顕著な功績が認められる技能者の方が
対象で、
今年度は１１人が表彰されました。
永年勤続従業員は、市内の同一事務所に永年にわたり勤務している
方が対象で、今年度は３０年以上の勤続が４人、２０年以上の勤続が７人、
１０年以上の勤続が１６人、合計２７人が表彰されました。永年勤続従業員
の氏名等については、市ＨＰをご覧ください。
技能功労者の推薦業種団体、技能職名及び氏名は、次のとおりです
（順不同、
敬称略）。
○町田市柔道整復師会 按摩・マッサージ・指圧・鍼灸師：森山泰弘
○東京都理容生活衛生同業組合町田支部 理容師：青木淳一
○町田市緑化協会 造園職・植木職：足立五郎
○町田市管工事協同組合 配管職：河西誠男、加藤豊
○東京都土建一般労働組合品川支部 その他（建築士）
：髙野稔
○町田市建設業協会 塗装職：井上正裕
○東京都土建一般労働組合町田支部 配管職：清水健／塗装職：菅原
晴雄／その他
（バルコニー取付職）
：中村洋平
○東京都電気工事工業組合町田地区本部・町田電気工事協同組合
電気工事士：尾辻寛

今号の広報紙は、 万２０８６部作成し、１部当たりの単価は

「町田市住みよい街づくり条例」を全面的に改正し、４月１日に施行しま
す。同条例では、これまでより支援の対象を広げ、空き家や公園といった
地域の資源を活用する街づくり活動を応援します。
市内では、同条例の支援対象となる街づくり活動が展開されています。
皆さんの地区でも、街を良くする街づくり活動に取り組んでみませんか。
市では、今後も市民の皆さんによる街づくり活動を支援してまいります。
【町田市初！ ２団体が日本都市計画家協会賞を受賞しました】
市内では、小山田桜台まちづくり
協議会が公園の池の清掃活動等に、
また、玉川学園地区まちづくりの会
が空き家対策等の活動に取り組んで
います。この度、上記の２団体が、昨年
１２月１６日に町田市で初めて日本都
市計画家協会賞を受賞しました。
日本都市計画家協会賞は、全国で
行われている草の根まちづくり活動を応援し、その理念や活動を全国に
発信、波及させることを目的としています。

