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今号の紙面から

● ４面

市内各所のお花をめぐりませんか ● ５面

町田市副市長に榎本悦次氏が就任

５期目の市政運営に向けて

誰もが夢を持ち、幸せを感じられるまちへ

町田市長

２月２０日に行われた市長選挙におきまして、多くの方からご支持をいただき、町田市長として５
度目の市政運営を担当させていただくこととなりました。
この重責に身の引き締まる思いであり、
全力で市民の皆様の負託に応えてまいります。
「すべての世代の人々に生活の質の向上を実感いただく」
、
「市民目線による行政経営改革」とい
う信念に基づき、
これまでの４期１６年では以下のようなことに取り組んできました。

石阪 丈一

これまでの取り組みと成果の一例

● すべての世代の人々に生活の質の向上を実感いただく

● 市民目線による行政経営改革

・認可保育所や送迎保育ステーションの整備、

マイ保育園事業の促進、地域子育て相談センターの設置 ➡

・職員の勤務開始時間の前倒し ➡


・子どもセンター、子どもクラブの整備、
放課後子ども教室「まちとも」の全小学校実施 ➡

子育て世代支援

子どもの居場所の充実

・介護予防トレーニングの普及、特別養護老人ホームの整備 ➡
・南町田グランベリーパークのまちびらき ➡

高齢世代支援

まちの賑わい創出

・町田市バイオエネルギーセンターの稼働開始 ➡

循環型社会の形成

おもてなし体制の強化

・複式簿記・発生主義の会計方式の導入 ➡
・窓口申請支援システムの導入 ➡

市政の透明性向上

市民の利便性向上

・地区協議会、地域活動サポートオフィスの設立

➡ 市民主体の活動支援
まる

・
「まちだ〇ごと大作戦１８－２０＋１」の実施

➡ 地域のつながり創出

５期目の市政運営では、２０２２年度から始まる新たな基本構想・基本計画
「まちだ未来づくりビジョン２０４０」
に掲げる３つの
「なりた
いまちの姿」と１つの「行政経営の姿」を実現し、市民の皆様が夢を持ち、幸せを感じられるまちとなるよう、町田の未来づくりに全力を
挙げて取り組んでまいります。

なりたいまちの姿
● ここでの成長がカタチになるまち
「子ども」
をキーワードに、親や地域等の子どもを取り巻くさまざ
まな主体が、
子どもと共に成長し幸せになれるまちづくりを進め、こ
こで暮らしてよかったと誰もが思えるような、それぞれにとっての
幸せのカタチが生まれているまち、そんなまちを目指します！
こんなことに取り組みます

・
「子どもの参画」
を推進し、
町田市を“子どもにやさしいまち”へ
・保育所の待機児童をゼロに
・市内に児童相談所を開設
・学校統合等を契機とした新たな学校づくりの推進
・市内３か所に中学校給食センターを整備

● わたしの“ココチよさ”がかなうまち
「くらし」
をキーワードに、住む人、働く人、学ぶ人、近隣に暮らす人
たちまでもが暮らしの楽しさを感じられる生活の拠点となるような
まちづくりを進め、それぞれにとってのココチよさがかなえられて
いるまち、
そんなまちを目指します！
こんなことに取り組みます

・多摩都市モノレール沿線まちづくりの検討を本格化
・町田駅周辺にさまざまな都市機能を集積
・再整備による鶴川駅、相原駅周辺の利便性向上
・時代に即した新しい里山づくり

人口と世帯（外国人含む）

● 誰もがホッとできるまち
「つながり」をキーワードに、人と人とのつながりが感じられるま
ちづくりを進め、誰もがホッとできる居場所を地域の中に見つけら
れているまち、そんなまちを目指します！
こんなことに取り組みます

・子ども、障がい者、高齢者などの各相談機関の垣根を越え
た、包括的な相談体制の構築
・芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアムの実現
・プラスチック、ビン、カン等の資源化施設の整備

行政経営の姿
● みんなの“なりたい”がかなうまち
市民の声を市政へ反映していくとともに、町田市の持つ魅力や強
みをいかすことで、一人ひとりの生活をより豊かなものとする行政
経営を進めます！
こんなことに取り組みます

・市民、団体、事業者等をつなげることによる、地域活動の
活性化
・人にやさしいデジタルトランスフォーメーションの推進
・市民ニーズを踏まえた、魅力的かつコストを抑えた公共
施設の再編

（前月より189 人減）／ 世帯 ： 202,913 世帯（前月より41 世帯減）
人口 ： 430,026 人（ 男：210,215人・女：219,811人）
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！

みんなで描いた未来を目指して、よ～い

どん

市のまちづくりに関する新たな計画が、この春一斉にスタートします

市では、
未来の町田について市民や市内で活躍する団体・事業者の皆さんと語り、想いを集めてまちづくりの新たな計画を策定しました。

４月から、みんなで目指す町田の未来の目標となる「まちだ未来づくりビジョン２０４０」をはじめ、都市づくり、環境、福祉や市民活動についての主要
な計画など、さまざまな計画がこの春、一斉にスタートします。

子どもたちが大人になる２０４０年も

町田市の計画特集

ビジョンと同時にスタート！

「なんだ かんだ まちだ」の実現に向けた
主要な

３

つの

計画

町田市都市づくりのマスタープラン

「なんだ かんだ まちだ 」と言えるまちに

みんなの“したいこと”で人とまちがつながり
わたしの“ココチよさ”がかなうまち

「町田市都市づくりのマスタープラン」
２０40年に向けて市は、誰もが夢を持ち、

つくられました。２０４０年の未来に“こんな

幸せを感じることができるまち、
「なんだか

まちになっていたい”という姿とその実現

んだ言っても、やっぱりまちだが一番」と思

に向けた目標を掲げて、まちづくりを“みん

えるまちを目指します。

なで、自分のコトとして”進めるための設計

このビジョンはたくさんの声や想いから

基本構想

２０４０なりたい未来

（2022年度〜2039年度）

たくさんの声や想いは「子ども」
「暮らし」
「つ
ながり」というキーワードに集約され、３つの都
市像“なりたいまちの姿”とそれを支える行政の
経営像“行政経営の姿”になりました。

図です。

問 企画政策課 ☎724・2103

ここでの成長がカタチになるまち

誰もがホッとできるまち

子どもと共に成長し、幸せを感じること
ができるまちになります

人と人とがつながりながら、多様な価値
を尊重し合うことができるまちになります

わたしの“ココチよさ”がかなうまち

みんなの“なりたい”がかなうまち

ちょっといい環境の中で、ちょうどいい
暮らしができるまちになります

多様な主体と共に、町田らしいサービス
を展開し、より豊かな生活を実現します

は、これまでの「都市計画マスタープラ
ン」
「交通マスタープラン」
「住宅マスター
プラン」
「緑の基本計画」を統合した、
2022年度から2039年度の都市づくり
の基本方針を示すものです。策定に当た
っては、アフターコロナや人口減少社会
の到来、また、多摩都市モノレールを中心
とした大規模交通を町田市に迎えるとい
った大きな環境変化を見据え、新たな将
来の都市像や設計図を描きました。
市の魅力は「都市的なにぎわいや活動」
「居心地の良い住環境」
「豊か
なみどり・自然」がバランスよく身近にあることです。これらを生かし
伸ばすことで、新しい働き方や多様なライフスタイル
に対応した、町田ならではの活動や暮らしを楽しめる
まちを目指して、都市づくりを進めていきます。

基本計画

問 都市政策課 ☎724・4248

まちづくり基本目標と経営基本方針

まちづくりは暮らす人・働く人・訪れる人な

人の生活、皆さんのライフステージを意識し

と併せて、誰もが夢を持ちその夢を実現でき

ど
「人」
が主役です。“２０４０なりたい未来”を実

た体系となっています。まちづくりを支える

る、一人ひとりが輝けるまちをつくります。

現するための政策「まちづくり基本目標」は、

行政経営の手法と資源を示す「経営基本方針」

胎児期・幼年期

少年期

青壮年期

中年期

2022．4．1

町田市地域ホッとプラン

地域でささえあい 誰もが自分らしく暮らせるまちだ
近年、テクノロジーの急速な進
展によるコミュニケーション方法
の変容などを受け、人々のライフ
スタイルや価値観が変化し、コミ
ュニティの希薄化が進んでいま
す。これと相まって、複雑化・複合
化する困りごとを抱える人が誰に
も相談できずに孤立し、問題の早
期発見が難しくなっています。そ
のため、コミュニティの希薄化と
個人や家族の抱える困りごとを一体的に解決できるよう、
2022年度から2031年度までを計画期間とする「町田市地域ホ
ッとプラン」を策定しました。
本プランでは、基本理念を「地域でささえあい 誰もが自分ら
しく暮らせるまちだ」とし、人々がそれぞれに合った形でつなが
り、そこで生み出された活力をもとに、地域課題の解決に取り組
みます。そして、年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰も
が身近な地域で支え合い、自分の役割や活躍の機会を得られ、自
分らしく暮らすことができるまちの実現を目

第３次町田市環境マスタープラン

指します。

みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ
「第3次町田市環境マスタープラン」は、
2022年度から2031年度までを計画期間
とする環境に関する計画です。
国 連 等 で は パ リ 協 定 やＳＤＧｓが 採 択 さ

まちづくり
基本目標

れ、最近では脱炭素社会への流れも加速し
ています。本計画は、地球温暖化対策を強化

１

赤ちゃんに選ばれる
まちになる

２

高年期

未来を生きる力を
育み合うまちになる

３

自分らしい場所・時間を
持てるまちになる

４

いくつになっても自分の
楽しみが見つかるまちになる

するとともに、生物多様性の保全、ごみの減
量・資源化、生活環境の維持保全などにも取
り組み、より良い環境を未来に受け継ぐた

すべての世代

めの計画になっています。
本計画に掲げる望ましい環境像について、市民の方３０００人に投票を
お願いした結果、
「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ」に
決定しました。市民・事業者・市が連携協力するととも

５

人生の豊かさを
実感できるまちになる

６

つながりを力にする
まちになる

７

ありのまま自分を
表現できるまちになる

８

思わず出歩きたくなる
まちになる

９

みんなが安心できる
強いまちになる

に、各主体が「自分ゴト」として環境施策を推進すること
で、望ましい環境像の実現を目指します。
問 環境政策課 ☎724・4386

▼
「まちだ未来づくり
ビジョン２０４０」
特設サイト

経
営
基本方針

今も未来も大切に 「 町 田 市 」は ＳＤＧｓの実現に貢献します

１

共創で新たな価値を
創造する

２

対話を通して
市役所能力を高める

３

次世代につなぐ
財政基盤を確立する

問 市民協働推進課 ☎724・4362
☎724・2133
福祉総務課

なんだ かんだ まちだ

川 柳 募 集
４月28日㈭まで
北は青森、南は九州まで、

全国の町田ファンから投稿
いただいています。
「なんだかんだ言っても、
やっぱり町田が一番」と感じる
ことを五・七・五の川柳にして
みませんか。
応募フォーム▶
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市外局番の記載のない電話番号等の市外局番は（042）です

市内各所のお花を
めぐりませんか
町田薬師池公園四季彩の杜

春フェア〜花の便り

春の訪れを感じながらさまざまなイベントを楽しみませ
んか。
開花状況やイベントの詳細は市ＨＰをご覧ください。
※駐車場は大変混雑します。公共交通機関をご利用くださ
い。

問観光まちづくり課 
☎７２４・２１２８

●町田市フォトサロン

【春の薬師池公園作品展】
今春の薬師池公園を撮影した作品を展示します。
日程４月２７日㈬～５月９日㈪
【ぼたん・しゃくやく写真展 作品募集】
町田ぼたん園で撮影したぼたん・しゃくやくの写真を募集します（作品
展会期＝６月２９日～７月１１日）。
定３０人（先着順）
費５００円
写真サイズＡ４
申写真裏面に応募用紙を貼付し、５月８日午前１０時か
ら直接町田市フォトサロンへ（１人２点まで）。
◇
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

開催期間4月１４日㈭〜５月８日㈰
※一部期間外のイベントも紹介しています。
【西園にて新緑と楽しむ茶会】
町田茶道会と共催し、西園で野点を実
▲同 公園四季彩
施します。希望の方は茶席後、茶道体験も
の杜HP
できます。
日４月２９日㈷午前１０時～午後３時
定各１８人
（３０分交替制、全１０回）
費大人
（中学生以上）３００円、４歳～小学生１００円、３歳以下無料
申４月７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２２０４０７Aへ。
【ファーマーズマーケット】
近隣農家の採れたて新鮮野菜やこだわりの食品、雑貨等を販売します。 ●ふるさと農具館
日程４月１６日㈯
駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。
【七国山そば
・そば粉の販売】
【名産品まつり】
【子どもＤａｙｓ】
七国山のそば畑で収穫された玄そばを使用しています。
町田の名産品の販売会です。
ワークショップや和太鼓などが
日４月１日㈮午前９時３０分から（売り切れ次第終了）
日程４月１７日㈰
体験できます。
※月曜日は休館日です（ただし、祝休日の場合は開館し、翌平日休館）。
日程５月３日㈷～５日㈷
【なたね油しぼりの実演と販売】
【四季彩の杜スタンプラリー】
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
日程４月１４日㈭～５月８日㈰場同公園四季彩の杜各施設
２５５ｇビン１本７００円で販売します。
【岡本信人さんとみちくさ散歩】
日４月１６日㈯、５月２１日㈯、６月１８日㈯、７月１６日㈯、販売時間＝午前９時
俳優・岡本信人さんは、道端の食べられる野草を調理
３０分から（売り切れ次第終了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
されることでも有名です。町田薬師池公園四季彩の杜
◇
を一緒に歩いて野草を見つけて調理します。申込方法
問同館☎
☎７３６・８３８０
や参加費等の詳細は、町田市観光コンベンション協会
HPをご覧ください。
問農業振興課☎
☎７２４・
日程４月２４日㈰
２１６６、ふるさと農
菜の花が見ごろを迎えます
【その他イベント】
具館☎
☎７３６・８３８０
○薬師のキッチン
町田薬師池公園四季彩の杜・薬師池の北西、ぼ
バラエティー豊かなキッチンカーや飲食のお店が登場します。
たん園やふるさと農具館、七国山ファーマーズセ
日程イベント期間中の土・日曜日、祝日
ンター近くの畑で、菜の花が見ごろを迎えます。
○セグウェイツアー
この花畑は、地元農家による七国山ふれあいの
新緑のダリア園で次世代モビリティ・セグウェイに乗りませんか。
里組合が農のある景観を保全するために栽培し
日４月２９日㈷～５月５日㈷、午前10時から、午後1
ています。花を楽しんだ後は、菜種を採取して「七国山なたね油」として販
時から
売しています。
定各5人
※天候の状況により、開花時期が変わることがあります。開花状況は、ふ
費２０００円
るさと農具館（月曜日は休館）へお問い合わせください。
○四季彩の杜巡回 絶景人力車
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。路上駐車は近隣
俥夫との会話を楽しみながら四季彩の杜を巡ってみ
の住民の迷惑になりますので、絶対におやめください。
ませんか。
※参加には費用がかかります。
交通案内
日程４月２９日㈷～５月３日㈷
目的地
バス乗り場
しゃ

ふ

●ぼたん園有料開園

ぼたん・しゃくやくまつり

問ぼたん園☎
☎７３６・４４７７（有
料開園期間中のみ）、町田市
公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

園内には、約３３０種類・約１７００株のぼたんと、約６０種類・約６００株のし
ゃくやくがあり、赤やピンク、白、黄色などの
色鮮やかな大輪の花が咲き誇っています。
※ペットを連れての入園はできません。
有料開園期間４月１４日㈭～５月８日㈰、午前８
時３０分～午後４時
入園料一般５２０円、中学・高校生２００円、小学
生以下無料／有料開園期間中のみ

●えびね苑期間限定開苑

問町田えびね苑☎
☎７２４・１６６８
（開苑期間中のみ）、町田市
公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

ジエビネ、キエビネ、タカネエビネなど、約
３万株のエビネが群生しているほか、クマガ
イソウやクリンソウなどの野草も観賞でき
ます。
※苑 路は整備されていない箇所もあります
ので、歩きやすい靴でおいでください。ペ
ットを連れての入苑はできません。
開苑期間４月２０日㈬～５月５日㈷、午前８時３０分～午後４時（入苑は午後３
時３０分まで）
／荒天等により、一時閉苑する場合があります。
入苑料一般３１０円、中学・高校生１００円、小学生以下無料

小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、21番乗り場か
ぼたん園・町田市フォトサロン・
ら本町田経由野津田車庫行き、または、鶴川駅行
七国山ファーマーズセンター横
きバスで「薬師ヶ丘」下車、徒歩約7分（菜の花畑
（菜の花畑）
は徒歩約10分）
町田バスセンター11番乗り場から、
「藤の台団
地」行きバスで「藤の台団地」下車、徒歩約5分。小
えびね苑
田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、21番乗り場から
本町田経由野津田車庫行き、または、鶴川駅行き
バスで「薬師池」下車、徒歩約3分

こちらもおすすめ
自由民権資料館

企画展

野津田薬師堂と武相寅歳薬師

問同館☎
☎７３４・４５０８

寅年の今年は、武相地域の２５霊場で薬師如来が１２年に１度、御開
帳される年です。市域でもいくつかの寺院で薬師如来が御開帳され、
野津田薬師堂もその一つで
す。今回の御開帳に合わせて、
町田市域最古と伝えられる野
津田薬師堂と御開帳の歴史を
紹介します。
会期４月９日㈯～５月８日㈰
場同館企画展示室
休館日月曜日

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

町田市副市長に榎本悦次氏が就任

ひかり療育園を民営化します

問秘書課☎
☎７２４・２１００

問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

１９８０年から約４０年間、市が運営してきた
障がい者施設「ひかり療育園」は、通所の生活
介護事業を民営化し、４月１日から
（社福）まち
だ育成会が運営します。運営の移譲に先立ち、
３月１４日には引継ぎ式を行い、利用者・関係者
の前で、市長からまちだ育成会の理事長へバ
トンを渡しました。
ひかり療育園の他の事業については下表の
問い合わせ先のとおりです。
今回の民営化・委託化等により、各事業と
も、今までよりも効果的な運営体制を築き、サ
ービス水準の向上を目指します。

３月２５日に開かれた市議会本会議で同
意を得て、副市長に榎本悦次氏が４月１日
付で就任しました。

〈経歴〉
１９５９年生まれ、６２歳。１９８３年町田市就
職。市民部長、政策経営部経営改革室長、
総務部長などを歴任、２０２１年４月から
（一財）町田市体育協会事務局長。

髙橋豊副市長が退任
髙橋豊副市長が３月３１日付で退任しました。
髙橋副市長は２０１４年４月に副市長に就任し、市
の発展に尽力してきました。

事業名

事業内容
新・問い合わせ先
比較的重度の身体または知的
（社福）まちだ育成会 ひかり
生活介護事業
障がい者等を対象とした通所
☎794・0730
療育園☎
サービスの提供
高次脳機能障がいの当事者・家 （社福）まちだ育成会 ひかり
高次脳機能障がい者
族への相談支援、グループ活動 療育園（業務委託）☎ 794・
相談支援事業
0733
の主催など
孤立障がい者・家庭
社会的に孤立する障がい者・家
対策事業
（旧・訪問事
☎724・3089
障がい福祉課☎
庭の調査及び相談支援
業）
（社福）町田市社会福祉協議会
成年後見制度の相談 障がい者の成年後見制度利用
福祉サポートまちだ（業務委
事業
に関する相談・申立支援
託）
☎720・9461

議長に戸塚正人氏、副議長にいわせ和子氏が就任

問議会事務局☎
☎７２４・２１７１

町田市議会は、令和４年第１回市議会定例会で、３月９日に市議会議長に
戸塚正人氏
（まちだ市民クラブ会派）を、副議長にいわせ和子氏（選ばれる
町田をつくる会会派）を選出しました。
いわせ和子副議長は、昭和３８年
生まれで５９歳。市議当選５回。建設
常任委員会副委員長、文教社会常
任委員会委
員長、総務
常任委員会
委員長など
を歴任して
います。

４月１５日から

多摩境駅周辺を美化推進重点区域・道路等
喫煙禁止区域に指定します

問環境共生課☎
☎７２４・４３９１

市では、地域の環境美化を推進するために
「町田市あきかん・吸い殻等の散
乱防止等に関する条例」
を定め、
指定する駅周辺での空き缶や吸い殻のポイ捨
て・路上喫煙を禁止するため、
区域の指定をしています。このたび京王相模原
線多摩境駅周辺を、４月１５日か
ら
「美化推進重点区域・道路等
多摩境駅西入口 多摩境通り
喫煙禁止区域」
に指定します。
多摩境駅前
多摩境駅東入口
この区域内で空き缶や吸い殻
等のポイ捨てをした場合は、
２万円以下の罰金に、路上喫煙
道路等喫煙禁止区域
をした場合には、２０００円以下
美化推進重点区域
指定喫煙所
の過料の対象になります。
多
摩
境
駅

ウクライナ人道危機救援金の受け付け

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

日本赤十字社では、ウクライナ人 クライナ人道危機救援金」と明記し
道危機救援金を５月３１日㈫まで受け てください。受領証発行希望の方は、
付けています。町田市でも救援金箱 「受領証希望」と明記してください。
を設置しています。詳細は
○銀行による送金
市HP（右記二次元バーコー
振込手数料が別途かかる場合があ
ド）をご覧ください。ご協
ります。
力をお願いします。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
○救援金箱の設置場所
（普）２７８７７８１、三菱ＵＦＪ銀行やま
福祉総務課（市庁舎７階）、総合案 びこ支店（普）２１０５７８４、みずほ銀
内・市民課（市庁舎１階）、中央図書 行クヌギ支店
（普）
０６２３４７１
館、
町田市民文学館、生涯学習センタ 口座名義日本赤十字社（３行共通）／
ー、
各市民センター、各連絡所の窓口 受領証発行希望の方は、住所・氏名
○ゆうちょ銀行での振替による送金 （受領証の宛名）
・電話番号・寄付日・
窓口での取り扱いの場合、振替手 寄付額・振込金融機関名と支店名を
数料は無料です。
日本赤十字社パートナーシップ推進
口座番号００１１０－２－５６０６
部へご連絡ください。
加入者名日本赤十字社／通信欄に
「ウ

東京２０２０大会開催記念銘板を設置しました

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

市内でオリンピック聖火リレー及
びオリンピック自転車競技が開催さ
れたことを後世に伝えるため、町田
シバヒロと多摩境駅前広場に銘板を
設置しました。
ま た、市 立 総 合 体 育 館 に は 東 京
２０２０大会開催を記念したパネルを
設置し、
聖火トーチ等の大会グッズを

展示しています。
ぜひご覧ください。

環境先進都市「ゼロカーボンシティまちだ」

町田市バイオエネルギーセンターで発電した
電力を鶴見川クリーンセンターで利用します

問水再生センター☎
☎０４４・９８８・７１０１

健康増進温浴施設がオープンしました

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

（右記二次元
市立室内プールに隣接する健康増 ※詳細は市ＨＰ
進温浴施設がオープンしました。町 バーコード）をご覧くださ
田市バイオエネルギーセンターで発 い。
生する熱エネルギーを有効活用し、
市民の皆さんのスポーツ推進、また、
子どもから高齢者まで幅広い世代の
健康の増進と交流を図る場の創出を
目的として整備しました。
※４月１日は開所式を行うため、
施設の
一般利用は午後３時からとなります。
所在地図師町１９９－１

京
王
相
模
原
線

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
通
り

戸塚正人議長は、昭和５５年生ま
れで４１歳。市議当選５回。総務常任
委員会委員長、第１５期町田市議会
改革調査特
別委員会副
委員長、議
会運営委員
会副委員長
などを歴任
していま
す。
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下水処理場から排出されるＣＯ２ 契約していた電力会社と比較して
（二酸化炭素）を削減するため、町田 ＣＯ ２ 排出係数が約４割低くなりま
市バイオエネルギーセンター（以下 す。年間約１４００ｔのＣＯ２排出量削減
同センター）で発電したＣＯ２排出係 が可能となります。
数（※）が低い電力を、４月１日から鶴 【電力の地産地消】
同センターの余剰電力を鶴見川ク
見川クリーンセンターで利用開始し
リーンセンターで利用することで電
ます。
※ＣＯ２排出係数とは、電力を作り出 力の地産地消を実現します。これに
す際にどれだけのＣＯ２ を排出した より、町田市の再生可能エネルギー
導入量の増加やＣＯ２ 排出量削減が
かを示す係数のことです。
【ＣＯ２排出量削減】
可能となり、地域における持続可能
同センターの電力は、廃棄物（ご な循環型社会の構築に大きく寄与し
み）をエネルギー源とするため、従来 ます。
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日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

ご相談等を受け付けている専用窓口
の対応時間を下記のとおり変更しま
した。
受付時間午後１時～５時（土・日曜日、
祝休日、年末年始を除く）来所相談市
庁 舎７階７０５窓 口 相 談 電 話 番 号 ☎
８６０・７８３０
問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

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。

募 集

生涯学習センター運営協議会

市

民

委

員

２０２１年度に策定した「町田市生
涯学習センターのあり方見直し方
針」に基づき策定する実行計画につ
いて、協議を行う市民委員を募集し
ます。
対市内在住の１８歳以上の方／２０２２
年４月１日時点で町田市の他の附属
機関等の委員である方、過去に生涯
学習センター運営協議会の委員を経
験した方は委員になれません任期委
嘱日～２０２４年３月31日募集人数３
人選考書類、作文申応募用紙と作文
を４月１９日午後５時までに直接また
は郵送（必着）で生涯学習センター
（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）
へ／詳細は募集要項（市ＨＰでダウン
ロード）をご覧ください。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

健康案内

受付時間を変更します

受動喫煙防止対策専用相談窓口
受動喫煙対策に関するご不明点・
お口を健やかに！

対 対象

凡例

歯科健診のご案内

問保健予防課☎
☎７２５・５４３７

こう くう

【７０歳以下の方～歯科口腔健康診査】
半年から１年に一度は、定期健診を受け、お口の状態をチェック
しましょう。詳細は下表または市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご
覧ください。
【７１歳以上の方～高齢者歯科口腔機能健診】
歯や歯ぐきの健診とともに、お口の機能（噛む力や飲み込む力
等）
を、
問診と簡単なテストで健診します。詳細は下表または市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
か

対
象
受診期間
会
場
費
用

歯科口腔健康診査
高齢者歯科口腔機能健診
市内在住の18～70歳の方
市内在住の71歳以上の方
4月1日～2023年3月31日
町田市の契約歯科医療機関
（※1）
400円（※2）
500円
（※2）

※1 契約歯科医療機関は、お問い合わせいただくか、チラシ
（各市民センター等で配
布）
または市ＨＰをご覧ください。
※2 生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方等は無料です。
くち

「口トレ」
でオーラルフレイルを予防しましょう 
滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増える等、お口
の機能の低下をオーラルフレイルといいます。これは、
身体の衰え
（フレ
イル）
と大きく関わります。予防のため、
日頃からお口周りの筋肉を鍛え
ましょう。町田市オリジナルの体操動画
「口トレ」
でオーラルフ
レイル対策を始めましょう。
「口トレ」
のＤＶＤ貸し出しや、リー
フレットの配布を行っていますのでお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種情報

問新 型コロナワクチン接種相談コール 新型コロナ
センター☎
☎７３２・３５６３
 ワクチン関
※番号のかけ間違いにご注意ください。 連情報▶

ワクチン接
種の副反応
について▶

町田市に転入された方へ

新型コロナワクチンの接種を希望する方は、
市が発行する接種券が必要です。申請書（市ＨＰでダウンロード可）に記
入のうえ、
直接または郵送で、
保健所保健予防課
（市庁舎７階）
へ。各市民
センター窓口でも受け付けできます。

５～１１歳（小児）の新型コロナワクチン接種について

市内の小児科を中心とした医療機関
（個別接種）
等で接種することができます。
ワクチン接種の発症予防効果や副反応などについて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。
しん がた

かん

いっ ぱん てき

と

あ

さき

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

町田市環境審議会

市

問 問い合わせ

町田市街づくり審査会

民

委

員

市

町田市環境審議会は、環境施策の
進 捗 状況等を確認していただく市
の附属機関です。環境に関する新し
い計画「第３次町田市環境マスター
プラン」
（２０２２年度から）に基づい
て行う環境施策についても確認して
いただく市民委員を募集します。
対市内在住の１８歳以上の方任期委
嘱日～２０２４年３月３１日募集人数５
人以内申募集要項を参照し、４月２６
日までに、メールで環境政策課（墳ｍ
ｃｉｔｙ５４３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊ
ｐ）へ／資源削減のため、募集要項は
紙での配布は行いません。詳細は、市
ＨＰをご覧ください。なお、電子ファ
イルで募集要項の送付を希望する場
合は、上記メールアドレスへお問い
合わせください。
問環境政策課☎
☎７２４・４３８６

民

委

町田市街づくり審査会委員の任期
満了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の満１８歳以上で、他の附
属機関の委員と重複していない方／
詳細は募集要項をご覧ください任期
６月１日～２０２４年５月３１日募集人数
４人選考１次＝論文、２次＝面接（５月
９日予定）／結果は応募者全員にお
知らせします。なお、応募論文は返却
しません申申込書と論文（テーマ＝
地域における街づくりの目標や方針
を取りまとめる際の市民と行政の役
割についてあなたの考えを述べてく
ださい。６００字以上１０００字以内）
を、４月１４日までに直接または郵送
（消印有効）で地区街づくり課へ／募
集要項、申込書等は市ＨＰでダウンロ
ードできます。郵送を希望する方は
ご連絡ください。
問地区街づくり課☎
☎７２４・４２６７

しん ちょく

小見出し 大見出し
指定管理者を募集します
施設を効果的かつ効率的に管理 ○説明会を開催します
運営できる指定管理者を募集しま
応募を予定している団体はでき
す。
る限り参加してください。申込方
詳細は募集要項（市ＨＰでダウン 法等の詳細は市ＨＰをご覧くださ
ロード）をご覧ください。
い。
【南大谷子どもクラブ】
日４月８日㈮午前１０時から
対児童館、学童保育クラブ、認可保 場市庁舎
育所、認証保育所、保育室、認定こ 問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７
ども園等の子どもに関する施設の 【大地沢自然交流サイト（現大地沢
運営実績等を有する法人
青少年センター）】
対象施設南大谷子どもクラブ（南 対指定管理者として類似施設の運
大谷２６４）
営実績を有する法人その他の団体
指定期間２０２３年４月１日～２０２８ 指定期間２０２３年４月１日～２０２８
年３月３１日（５年間）
年３月３１日（５年間）
申必要書類をお持ちのうえ、５月９ 申申請書に記入し、５月９日午前９
日午前９時～１３日午後５時に直接 時～１３日午後５時（ただし５月１０
児童青少年課（市庁舎２階）へ。
日を除く）に直接同センターへ。
問同センター☎
☎７８２・３８００

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

町田市交通安全
事前に電話またはFAXで市
4月4日㈪午後 市庁舎3階第
5人
推進協議会定例
☎724・4003
民生活安全課
（☎
2時から
1委員会室 （申し込み順）
会
返050・3160・8039）
へ
町田都市計画事
和光大学ポ
4月7日までに電話で地区街
4月8日㈮午前
5人
業鶴川駅南土地
プリホール
（申し込み順） づくり課（☎
☎724・4214）へ
10時~正午
区画整理審議会
鶴川
町田市情報公開
事前に電話で市政情報課
4月11日㈪午 市庁舎2階会
3人
・個人情報保護運
（申し込み順）（☎
☎724・8407）へ
前10時~正午 議室2-2
営審議会
市庁舎10階
町 田 市 教 育 委 員 4月15日㈮午
会 議 室10会定例会
前10時から
2~5

直接会場へ問教育総務課☎
☎
724・2172

追加接種
（３回目）
について

接種券が届き次第、
予約可能です。詳細は、
接種券に同封する書類をご覧く
ださい。接種券発送日の詳細については市ＨＰをご確認ください。
※１・２回目の接種を希望する方も、
引き続き接種することができます。
※１・２回目接種後に新型コロナウイルスに感染した場合でも、体調が回復し
た後または隔離期間解除後に、追加接種
（３回目）
を希望する場合は、接種が
可能となります。厚生労働省の審議会においては、感染してから追加接種
（３回目）
までの間隔について、暫定的に３か月を一つの目安とす
ることとされました。
 詳細は厚生労働省新型コロナワクチンＱ＆Ａ（右記二次元バ
ーコード）
をご確認ください。

リバウンド警戒期間中です～ワクチン接種後も感染予防対策を

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）
こう せい ろう どう しょう しん がた

厚生労働 省 新型コロナワクチンコールセンター 錆０１２０・７６１７７０
ど

にち よう

び

しゅくきゅう じつ

ふく

ご

ぜん

じ

ご

ご

じ

（土・日曜日、
祝 休 日を含む午前9時～午後9時）

員

○マスクの着用

○こまめな手洗い

○こまめに換気

○アルコール消毒

○３密を避ける

○体調がすぐれないと
きは外出しない 等

町田市イベント申込システム

お知らせ

イベシス 検索

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※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。
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る割引も有り）／詳細はお問い合わ
せください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎
☎０５７０
・００３・００４、八王子年金事務所☎
☎
０４２・６２６・３５１１、町田市保険年金
課☎
☎７２４・２１２７

は代理人選任届が必要）
する資産を特定するための書類（賃
●本人確認書類をお持ちください
貸借契約書、賃借権の権利者が記載
①官公署が発行した写真付きの書類
されている登記全部事項証明書等）
広報まちだ 無料配布
１点（運転免許証、パスポート、写真
をお持ちください。また、代理人に依
申 し 込 み 方 法 の ご 案 内
付き住民基本台帳カード、マイナン
頼する場合は、権利者が自署（法人の
バーカード等）②上記の書類がない
場合は、代表者印を押印）した委任状
広報まちだは、希望する方に無料
場合は、次の書類２点／組み合わせ
または代理人選任届が必要です。
配布を行っています。４月からは、電
固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧
は、
（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で
閲覧時間午前８時３０分～午後５時／
話での申し込みもできるようになり
１点ずつです。
４月上旬は混雑が予想されるため、
ます。
２０２２年度課税分の縦覧及び課税
（イ）官公署が発行した写真無しの書
時間に余裕をもって申請してくださ
対市内在住で、次のいずれかに該当
台帳の閲覧を実施します。なお、
類（健康保険証、介護保険証、年金手
い 場 市 民 税 課（ 市 庁 舎２階 ）費１件
する方 ①新聞をとっていない②近
２０２２年度の固定資産税・都市計画
帳及び証書、写真無しの住民基本台
３００円
くに広報紙の配布場所がない③ＨＰ
税納税通知書は、５月２日に発送しま
帳カード、納税通知書等）
問市民税課☎
の閲覧ができない申住所・氏名（ふり
す。
☎７２４・２８７４
（ロ）その他（法人が発行した写真付
がな）
・電話番号・広報紙無料配布希
○土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
きの身分証明書等）
望・希望理由（新聞をとっていない
自己の土地・家屋の固定資産税評
町 田 市 消 防 団 長 に
縦覧・閲覧期間５月３１日㈫までの午
等）
を明示し、電話、ハガキまたはＦＡ
価額が適正であるか判断できるよ
𠮷 川 和 男 氏 が 再 任
前８時３０分～午後５時（土・日曜日、
Ｘで広報課
（〒１９４－００２２、森野２－
う、他の土地・家屋の評価額を確認で
町田市消防団長に𠮷川和男氏が
祝休日を除く）場資産税課（市庁舎２
２－２２、 ☎ ７２４・２１０１返７２４・
きます。
再任しました。市民の生命・財産を
階）／新型コロナウイルス感染防止
○固定資産課税台帳の閲覧
１１７１）
へ。
守るため引き続き消防団員の陣頭
のため、お急ぎでない方は、郵送での
自己の資産に対する課税内容を具
令 和 ４ 年 度 国 民 年 金
で指揮を執ります。
申請をお願いします。郵送申請の詳
体的に確認していただくため、土地
保 険 料 額 の ご 案 内
𠮷川氏は１９８２年に入団して以
細は、市ＨＰをご覧いただくか下記ま
・家屋は名寄帳の写しを、償却資産
降、分団長や副団長等要職を歴任
でお問い合わせください。
は課税台帳の写しを交付します。
令和４年度の国民年金保険料は月
し、２０２０年春の褒章において藍
縦覧・閲覧ができる方①納税義務者、 問資産税課☎
額１万６５９０円です。日本年金機構か
☎７２４・２１１６、２１１８
綬褒章を受章しています。
その同居の親族及び納税管理人（同
ら納付書が送付されますので、金融
○借地・借家人等の固定資産課税台
なお、町田市
居でも別世帯の方は委任状が必要）
機関やコンビニエンスストアで納付
帳の閲覧
消防団では、共
②代理人（納税者が自署〔法人の場合
してください
（口座振替、クレジット
土地や家屋を有償で借りている方
に地域を守る消
は代表者印を押印〕した委任状また
カードでの納付も可、納付方法によ
や１月２日以降に所有権を得た方等
防団員を募集し
は、
権利の対象となる資産のみ固定資
ています。
ご意見ありがとう
産課税台帳の閲覧申請ができます。
問防災課☎
☎７２４
ございました
必要な書類本人確認書類（縦覧・閲覧
・
３２５４
の本人確認書類と同じ）と権利を有
①第4次町田市農業振興計画改訂版（案）②町田市里山環境活用保全計画 
③町田市民病院第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）
（案）
問①農業振興課☎
☎724・2166②農業振興課☎
☎724・2164
③町田市民病院経営企画室☎
☎722・2230（内線7431、7432）
「第4次町田市農業振興計画改訂版（案）」
「町田市里山環境活用保全計画」
市では、条例・計画などの策定を進めるに当た
「町田市民病院第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）
（案）」の策定に
り、市民の皆さんにご意見を伺います
当たり、
皆さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、各計画策定
4月15日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施を予定し
の参考にさせていただきました。
ています。
○募集期間 ① ②2021年12月15日～2022年1月17日③2021年12月
15日～2022年1月14日
案件名 町田市（仮称）教育環境整備地区建築条例（案）
○応募者数 ①15人②34人③5人 ○意見件数 ①26件②116件③13件
募集期間 4月15日㈮～5月13日㈮
○意見概要 ①②市ＨＰ③町田市民病院ＨＰで公表するほか、次の窓口でも
・本紙4月15日号に概要を掲載
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
〈4月15日以降〉
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
案の公表
・市ＨＰに詳細を掲載
所、各市立図書館、町田市民文学館、①②＝農業振興課（市庁舎9階）、①のみ
方法
・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
＝町田市ふるさと農具館、七国山ファーマーズセンター、ＪＡ町田市各支店、
※各窓口で開所日・時間が異なります。
②のみ＝小野路宿里山交流館、三輪の森ビジターセンター、③のみ＝町田市
意見等の ・郵便 ・FAX ・メール
民病院
（1階総合案内）、保健予防課（健康福祉会館1階）
提出方法 ・建築開発審査課（市庁舎8階）ほか、指定の窓口への提出
※①②は、策定した計画を市HPでダウンロードできます。冊子は市政情報
☎724・4395、都市政策課☎
☎724・4248
担当課 建築開発審査課☎
課
（市庁舎1階）
で4月中に販売予定です。

パブリックコメント公表

パブリックコメント予告

該当する方は申請を



各種福祉手当

問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

各種手当の概要は下表のとおりです。該当する方は、手当が支給される場合があります。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前
にお問い合わせください。また、認定とならない場合もありますのであらかじめご了承ください。

手当の種類

対
象
①～③のいずれかに該当する20歳未満の方 ①おおむね身体障害者手帳1・2級②おおむね愛の手帳1・2度
③常時介護を必要とする状態にある障がいまたは精神障がいがある
障害児
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
福祉手当 ※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は除き
ます。
※上記手帳の内容でも対象とならない場合があります。
①～③のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方 ①身体障害者手帳1～3級程度②愛の
手帳1～3度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度の障がいまたは精神障がいがある
特別児童
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）
。
扶養手当
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以
上の場合は除きます。
①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方
①おおむね身体障害者手帳1・2級②おおむね愛の手帳1・2度③上記と同等の障がい・精神障がいがある
特別障害者 ※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は除
手当
きます。
※上記手帳の内容でも対象とならない場合があります。
①～④のいずれかに該当する20歳以上65歳未満の方 ①身体障害者手帳1・2級②愛の手帳1～3度③脳性
心身障害者
マヒ④進行性筋萎縮症
福祉手当
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象になりません。
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な65歳未満の方 ①重度の知的障がいで、常時著しい
重度心身 精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある③両上肢及び両下肢の機能が失われ座位困
障害者手当 難である
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

4月1日現在

手当額（月額）

振込予定日

5月10日㈫（2月～4月分）
8月10日㈬（5月～7月分）
1万4850円
※請求の翌月分から支給さ 11月10日㈭（8月～10月分）
れます。
2023年2月10日㈮（11月～1
月分）
4月（12月～3月分）
手当等級1級＝5万2400円
8月（4月～7月分）
手当等級2級＝3万4900円
11月（8月～11月分）
※請求の翌月分から支給さ
※11日までに支給。
れます。
※国から支給されます。
5月10日㈫（2月～4月分）
8月10日㈬（5月～7月分）
2万7300円
※請求の翌月分から支給さ 11月10日㈭（8月～10月分）
れます。
2023年2月10日㈮（11月～1
月分）
4月25日㈪（12月～3月分）
1万5500円
※請求の当月分から支給さ 8月25日㈭（4月～7月分）
れます。
12月23日㈮（8月～11月分）
6万円
毎月20日までに前月分を支給
※請求の当月分から支給さ
※都から支給されます。
れます。

※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払いを行うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直
前の金融機関営業日を支給日とします。
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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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お知らせ

「移動図書館、
結構イイかも。」

移動図書館そよかぜ号ＰＲ動画が完成
もっと多くの方に移動図書館を知
ってもらうため、さがまち学生Ｃｌｕｂ
の皆さんと一緒にＰＲ動画を作成し
ました。町田市公式動画チャンネル
（右記二次元バーコード）で
公開中です。ぜひご覧くだ
さい。
○ご利用ください
移動図書館では、
本の貸し出し・返
却・予約のほか、
利用券の発行もでき
ます。
各市立図書館、各市民センター
等で配布している巡回日程表をご覧
いただき、
ご利用ください。巡回場所
等の詳細は、町田市立図書
館ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）
をご覧ください。
問さるびあ図書館☎
☎７２２・３７６８、堺
図書館☎
☎７７４・２１３１
エコ
（環境）
に関する

ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施
市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」
を策定し、
計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、
点検しています。２０２１年度の
点検を行うに当たり、市民の皆さん
に環境についての意識や、市の環境
施策に対するご意見などをお聞きす
る「エコ（環境）に関する市民アンケ
ート調査」
を実施します。市内在住の
方３０００人を対象に、アンケート用
紙を郵送していますので、ご協力を

お願いします。
問環境政策課☎
☎７２４・４３８６
高齢者・障がい者のための

福

祉

法

律

相

談

認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施していま
す。お気軽にご参加ください。
対認知症の方や家族、支援者等日４
月２５日㈪、５月１８日㈬、６月１３日㈪、
午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミ
ーティングＩＤ（７３１３０２６６９６４）
・パ
ス コ ー ド（ｄｃａｆｅ）を 入 力
し、入室（右記二次元バーコ
ードで入室も可）。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

わくわく仲間づくりカレッジ

子ども創造キャンパスひなた村

里 山 ウ ォ ー キ ン グ

自 然 菜 園 サ ポ ー タ ー

対市内在住の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①５月１２日㈭午前９
時～午後３時②５月１９日㈭午前８時
５０分～午後３時③６月２日㈭午前９時
～午後３時、全３回／集合は①南町田
グランベリーパーク駅②町田バスセ
ンター③相原駅です内①鶴見②七国
山③相原の各コース（各約７Ｋｍ）を
歩く定３０人（抽選、結果は４月２５日
ごろ発送）費１２００円申４月５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
２２０４０５Ｂへ。当日の詳細は、町田市

菜園づくりを楽しみながら、小学
生向け自然菜園クラブをサポートし
ます。
対市内在住、在勤、在学の方日４月７
日、
２８日、
いずれも木曜日午前１０時３０
分～正午講（一社）まちやま定各１５
人程度（申し込み順）申各開催日前日

シニア

新型コロナウイルス感染症感染者等への傷病手当金

問保険年金課☎
☎７２４・２１３０

市ＨＰをご覧ください。
対次のいずれかによる療養のため、
労務に服することができなくなった
方 ①新型コロナウイルスに感染②
発熱等の症状があり感染が疑われる

ｅ－まち実現プロジェクト

市税等のキャッシュレス決済の手段が増えました

問納税課☎
☎７２４・２１２１

「ａｕＰＡＹ」
「ｄ払い」
「Ｊ－Ｃｏｉｎ」で市税等
の納付ができるようになりました。請求
書払い機能を使用し、納付書に印字され
ているバーコードをスマートフォンで読
み取ることで、いつでもどこでも納付す
ることができます。
詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
○ｅ－まち実現プロジェクトとは
市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上のため、テクノロジー
の導入・活用を積極的に推進する庁内横断的なプロジェクトです。

対象となる支払い及び問い合わせ先

対 象
問い合わせ
市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
☎724･2121
納税課☎
軽自動車税（種別割）、国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
保険年金課☎
☎724･2144
介護保険料

学童保育クラブ育成料
保育料

市立保育園給食費

市立学校給食費

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）

法律に関する問題について、弁護
士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者日毎月
第３火曜日、午後２時～４時３０分（５月
１７日のみ午前９時～正午）／１人３０
分程度場町田市民フォーラム内成年
後見制度、相続、遺言、贈与、財産分
与、権利侵害等の相談申氏名・電話番
号を明示し、電話またはＦＡＸで、
（社
福）町田市社会福祉協議会福祉サポ
ートまちだ（☎
☎７２０・９４６１返７２５・
１２８４）へ。
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

適用期間を延長します

町田市国民健康保険に加入の被用
者（会社等に勤めていて給与の支払
いを受けている方）のうち、次の方に
傷病手当金を支給しています。この
適用期間を６月３０日まで延長しま
す。
詳細はお問い合わせいただくか、

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

介護保険課☎
☎724･4364
児童青少年課☎
☎724・2182

保育・幼稚園課☎
☎724・2137
子育て推進課☎
☎724・4468
保健給食課☎
☎724・2177

子ども・子育て

ま で に 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４月１２日、１９日、２６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４月
１７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４月１日午前９時から
電話で同センター（☎
☎７２８・００７１）
へ。

民生委員・児童委員が新たに委嘱されました

問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

３人の民生委員・児童委員が新た
に委嘱されました。また、１人の民生
委員・児童委員が退任されました。後
任については決定次第お伝えしま

す。担当地域は下表のとおりです。
※その他の地域の担当は、お問い合
わせください。

民生委員・児童委員
（３～４月委嘱、
退任）
地 区
町田第二

玉川学園

鶴川第一

小野路町

堺

小山町

忠生第二

木曽東
木曽西

地 域
担当委員氏名
８丁目１～１０、１８～２４
清水栄美子(新任)
１６４４、１６４５、１７１６～２３４０、２５７１～
淺利將男(新任)
２５７３、２６４２、２７００、２７６１
４９３～６６９(５０２～５０７を除く)、６７９～
９３３、１０２５、１０２６、１０３１～１０８３、 安達恒三(新任)
１６３２～１９７３
３丁目２４、２５、３２～３５
４丁目１６～３３(木曽住宅を除く)
欠員
４丁目８、９

耐震化助成の受け付けが始まります

問住宅課☎
☎７２４・４２６９

耐震化助成について、以下のとお
ブロック塀等の撤去工事に関する
り受け付けます。②③は、既に契約や 助成制度です。
事業に着手している場合は助成の対
◇
象外となります。詳細は市
対①②市内にある昭和５６年５月３１
ＨＰ（ 右 記 二 次 元 バ ー コ ー
日以前に着工された木造戸建住宅
ド）をご覧ください。
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
【①木造住宅簡易耐震診断】
有している個人の方③道路等に面す
無料で専門の技術者が目視により る一定の高さ以上のブロック塀等
簡易な耐震診断を行います。
を、自らが所有している方
【②木造住宅耐震改修等事業助成金】 申①③受付中②５月９日から、必要書
木造住宅の耐震化に関する助成制 類（市ＨＰでダウンロード）を直接住
度です。
宅課（市庁舎８階）へ／先着順。
【③ブロック塀等撤去事業助成金】

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

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

催し・講座

しょう

し ゃ せ い ね ん が っ きゅう し ん にゅう せ い

ない ざい じゅう

しょう

しゃ

て

ぼ しゅう

ちょう

も

対市内在住で障がい者手帳をお持ち
の１８歳 以 上(２０２２年４月１日 現 在)
の方日原則第１・３日曜日または第２
・４土曜日、午前１０時～午後４時場生
涯学習センター、ひかり療育園内主
に知的障がいのある方が中心となっ
て
「生きる力・働く力の獲得」
を目的
とした、
音楽・劇・スポーツ・その他創
作活動・料理・合宿・日帰り旅行等の
学 習 活動を行う定５人／応募者多数
の場合、４月１７日(日)午前１１時から
抽 選会を行います。また、入 級 予定
者には、当日午後に個別面談を行い
ます申住所・氏名・電話番号・年齢・障
がいの種類と程度・応募動機を明記
し、４月１３日まで(消印有効)に封書
で、 生 涯 学 習 セ ン タ ー（ 〒１９４－
００１３、
原町田６－８－１）へ。
問同センター☎
☎７２８・００７１返７２８・
００７３
さい

かた

い

じょう

ねん

げん そく だい

ど

よう

び

ご

がつ

にち よう

ぜん

じ

ざい

だい

ご

ご

じ

しょう

りょう いく えん

てき しょう

かた

い

ちから

おん

さく かつ どう

はたら

がく

りょう

がく しゅう かつ どう

ば

げん

び

がい がく しゅう

ち

にち

り

がっ しゅく

かく とく

ひ

がえ

にん

がつ

ちゅう せん かい

ちから

にち

にち

りょ

おう

ご

しゅ るい

がつ

しょう がい

はら

ご

し

ご

めい

てい

にち

でん

ど

しゃ

べつ めん だん

わ

ばん ごう

ぼ

どう

てき

た

そう

た

すう

よ

てい

じ

こ

おう

もく

こう とう

にゅうきゅう

とう じつ

じゅうしょ

ぼ

ぜん

おこな

しゃ

おも

しん

げき

おこな

あい

ちゅう

おこな

ねん れい

き

けし いん ゆう こう

めい

しょう

き

ふう しょ

がく しゅう

まち

だ

どう

南多摩斎場
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対市内在住の方日第１・３土曜日、第２ （まちいきヘルパー養成研修、
介護職員
・４火曜日、午前９時～午後０時１０分
初任者研修など）が一部免除される場
合があります。なお、
最終日に就労相談
参加者にはダンボールコンポスト （１人３０分）場生涯学習センター定各
１０人（申し込み順）申直接または電
会を行います。希望者は研修終了後も
１セット（幅３７㎝、奥行き３３㎝、高さ
話で同センターへ。
介護の仕事へのマッチングなど継続し
３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
●町内会・自治会に出張します 町
た就労支援を受けることができます。
だけます。過去に受講したことがあ
内会・自治会に出張して、スマートフ
対これから介護の仕事をしてみたい
る方は申し込みできません。
ォンの基本操作、メールの送受信、イ
方、介護を学びたい方等日５月２４日、
対市内在住の方日４月２６日㈫、２７日
ンターネット検索など初歩的な相談
３１日、６月７日、１４日、２１日、いずれ
㈬、午後２時３０分～午後４時場町田
をマンツーマン形式で行います。ス
も火曜日午前１０時～午後４時、全５
市バイオエネルギーセンター講（一
マートフォンをお持ちでない方に
回／５月２４日は午後４時３０分、６月
財）まちだエコライフ推進公社定各
は、タブレット端末を貸し出します。 １４日は午後３時まで場町田商工会議
１４人（申し込み順）申４月５日正午～
定６団体（抽選、各団体１０人まで）申
所定３０人（申し込み順）申住所・氏名
１４日午後７時にイベントダイヤル
４月１日午前９時～２８日午後５時に電
・電話番号・生年月日を明示し、５月１０
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
話で同センターへ。
日午後５時までに電話またはメールで
ード２２０４０５Ａへ。
◇
町田市介護人材開発センター（☎
問環境政策課☎
☎７９７・０５３０
☎８６０
問同センター☎
・６480墳info@machida-kjkc.jp、
受付
☎７２８・００７１
な ん で も ス マ ホ 相 談 室
時間＝祝休日を除く月～金
未経験者応援プログラム
曜日の午前９時～午後５時）
●開催時間が変わりました ４月か
介 護 の 入 門 的 研 修
へ（同センターＨＰ〔右記二
ら時間帯を午前に変更し、スマート
次元バーコード〕
で申し込みも可）
。
フォンの基本操作、メールの送受信、
介護に関する基本的な知識や技術
問いきいき総務課☎
インターネット検索など初歩的な相
を学ぶ研修です。全課程を修了すると
☎７２４・２９１６
談をマンツーマン形式で行います。
修了証が発行され、介護の資格研修
スマートフォンをお持ちでない方に
は、タブレット端末を貸し出します。
町田市ロゴマーク

ダンボールコンポスト講習会

障 がい者 青 年 学 級 新 入 生 募 集
し
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「いいことふくらむまちだ」
で魅力を発信しよう！
問広報課☎
☎７２４・２１０１

ダイオキシン類等調査結果

問南多摩斎場☎
☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎
☎７２４・４３４６
昨年１１月２日に火葬炉排ガス中の
ダイオキシン類等の測定を行いまし
た。
なお、火葬によるダイオキシン類
調査項目(単位)
ダイオキシン類濃度(ng-TEQ／m³)
ばいじん濃度(g／m³)
塩化水素濃度(mg／m³)
硫黄酸化物濃度(ppm)
窒素酸化物濃度(ppm)

の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺
の中に副葬品（特にプラスチック製
品や化学繊維製品等）を入れないよ
う、ご協力をお願いします。
4号炉
0.30
0.03
5
1未満
110

9号炉
0.33
0.036
12
2
100

指針値等
5(※1)
0.15(※2)
700(※2)
無し
250(※2)

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」
による指針値
※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉(焼却能力2t／h未満)の規制値(参考値)

町田市のお得な制度を活用しませんか
市では、市内事業者の皆さんに活
用いただける各種支援制度を用意し
ています。申請書類等の詳細は、市Ｈ
Ｐをご覧ください。
補助制度
【新商品・新サービス開発への補助】
対市内の中小企業者（３か月以上事
業を営んでおり、市税を完納してい
ること）
補助対象事業対象者が単独または他
企業と連携して行う、新たな商品・サ
ービスの開発及び実証実験
※交付決定日から２０２３年２月２８日
までに実施するもの
補助対象経費新商品・新サービスの
開発経費及び実証実験経費
補助率及び補助上限額補助対象経費
の２分の１
（上限２００万円）
申申請書（市ＨＰでダウンロード）に
必要書類を添えて、５月３１日までに
郵送
（必着）
で産業政策課へ。
【産業見本市出展への補助】
対市内の中小企業者（１年以上事業を
営んでおり、
市税を完納していること）
補助対象事業２０２３年３月３１日まで
に、
国内、
国外またはオンラインで開
催される見本市・展示会等に出展す
る事業
（一部を除く）
補助対象経費主催者へ支払う出展料
及びコンテンツ作成委託料
補助率及び補助上限額一般事業者＝

ロゴマークは、市民の皆さんをは
町田市ロゴマーク「いいことふく
らむまちだ」は、市民の皆さんの町田 じめ、多くの方に使用していただく
への愛着・誇りを高め、町田の魅力を ことを目指しています。作成の趣旨
より効果的に市内外に発信していく に反しない限り、原則誰でも自由に
無料でお使いいただけます。
ためのシンボルです。
まちだの「ひと×まち」のエネルギ ※使用に当たっては、市ＨＰ
ーが成長して、未来への可能性・期待 （右記二次元バーコード）の
感がどんどん膨らんでいく様子、そ 「町田市ロゴマーク使用の
して市民の皆さんの満足や期待感が 手 引 き 」を ご 確 認
膨らんでいく様子を表しています。 ください。
ロゴマーク上部に好きな言葉を入
れて自分だけの「いいことふくらむ
まちだ」にアレンジして使うことが
町田市ロゴマーク
できます。

市内事業者への支援制度

２分の１以内、小規模事業者＝３分の 申申請書（市ＨＰでダウンロード）に
２以内、町田市トライアル発注認定 必要書類を添えて、事業開始前まで
事業者が認定商品をＰＲするために に郵送で産業政策課へ。
出展する場合＝４分の３以内（上限 【事業承継への補助】
３０万円）
対次のすべての要件を満たす中小企
申申請書（市ＨＰでダウンロード）に 業者（個人事業主は対象外） ①市内
必要書類を添えて、事業開始前まで に本社がある②１年以上事業を営ん
に郵送で産業政策課へ。
でいる③市税を完納している
【特許権等の産業財産権取得への補 ※事前に実施計画について「町田市
助】
事業承継推進ネットワーク」の確認
対市内の中小企業者（１年以上事業 を受けていることが要件となります。
を営んでおり、市税を完納している 補助対象経費２０２３年３月１５日まで
こと）
に実施する、次のいずれかの事業に
補助対象事業２０２３年３月３１日まで 係る経費 ①専門事業者によるコン
に終了する次のいずれかの事業 ① サルティング等を受ける事業②専門
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の 事業者にＭ＆Ａの仲介を委託する事業
出願②特許出願に係る出願審査請求
※予算上限に達した場合、その時点
補助対象経費及び補助率①の場合＝ で受け付けを終了します。
出願印紙代全額と出願に係る弁理士 補助率及び補助額上限対象経費の２
手数料の２分の１の額を合計した額 分の１（上限５０万円）
（上限１０万円、ただし商標権は５万 申申請書（市ＨＰでダウンロード）に
円）、②の場合＝特許出願審査請求印 必要書類を添えて、１１月３０日まで
紙代全額と出願に係る弁理士手数料 に直接または郵送（必着）で産業政策
の２分の１（上限２万５０００円）の額を 課（市庁舎９階）へ。
合計した額（上限１０万円）
認定事業
※小規模事業者の、出願に係る弁理 【町田市トライアル発注認定制度】
士手数料の補助率はいずれも３分の
市内事業者が開発する新規性の高
２の額となります。
い優れた商品・サービスの信用力向
※早期審査請求や電子申請等に係る 上や販路拡大を支援するため、
「町田
弁理士に支払う手数料は補助対象外 市トライアル発注認定制度」により、
です。
一定の基準を満たした商品及び開発

問産業政策課☎
☎７２４・３２９６
した事業者を認定しています。
認定された商品は、市が作成する
「認定商品カタログ」や広報まちだ、
市ＨＰ等に掲載します。また、認定期
間中は市の中小企業融資制度や産業
見本市出展支援事業においても優遇
を受けることができます。
対市内の中小企業者（１年以上事業を
営んでおり、
市税を完納していること）
対象となる商品・サービス申請日か
ら５年 以 内 に 販 売 を 開 始 し た も の
で、以下の要件をすべて満たしてい
るもの ①既存の商品とは著しく異
なり、優れた使用価値を有している
②技術の高度化や生産性の向上、市
民生活の利便の増進に寄与するな
ど、有用性があると認められる③生
産・販売の方法や、資金調達の方法な
どが確実に実行可能である
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。
認定期間認定された日から２０２５年
３月３１日まで
審査方法専門機関による書類審査及
び「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」での学識経験者等によ
る意見聴取（事業者プレゼンテーシ
ョン有り）
申申請書（市ＨＰでダウンロード）に
必要書類を添えて、５月３１日までに
郵送（必着）で産業政策課へ。
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凡例

催し・講座

福 祉

相 談 面 接 会

介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します
（未経験者も歓迎）。毎回
市内の事業所が７社参加します。な
お、参加する事業所は毎月変わりま
す。
参加法人等の詳細は、町田市介護
人材バンクＨＰ（右記二次
元バーコード）でご覧い
ただけます。
対１８歳以上の社会人の方日４月２０
日、５月１８日、６月１５日、７月２０日、９
月２１日、いずれも水曜日午前９時３０
分〜正午場ハローワーク町田本庁舎
定各１５人（申し込み順）申事前に電
話で町田市介護人材バンク（☎
☎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。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

野

津

田

公

日 日時

場 会場

内 内容

可、大人１人での参加も歓迎）日４月９
日㈯午前９時～正午講（有）植生技術
・石森佳子氏定２０人（申し込み順）費
中学生以上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１人につき３００円必要／別途駐
車料金がかかります申４月１日午前９
時 か ら 電 話 で 同 公 園（ ☎ ７ ３ ６・
３１３１、受付時間＝午前９時～午後５
時）へ。

ハローワーク町田・八王子・相模原合同

介 護

対 対象

日

曜

朝

市

市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日４月３日、５月１日、６月５日、いずれ
も日曜日午前７時～８時（売
り切れ次第終了）場教育セ
ンター駐車場
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６
上半期

おとなのためのおはなし会
日４月２１日、５月１９日、６月１６日、８
月１８日、９月１５日、いずれも木曜日
午前１０時３０分～１１時３０分（受け付
けは午前１０時から）／７月はお休み
です場町田市民文学館２階大会議室

園

●植物観察教室～春の植物観察
対小学校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

燃やせないごみの削減にご協力ください

問循環型施設管理課☎
☎７９７・２７３２

２月２１日に町田市バイオエネルギー
センター不燃・粗大ごみピットで火災
が発生しました。同センターでは、
当面
の間、燃やせないごみの処理を近隣の
清掃工場の応援により行っています。
市民の皆さんにはご不便をおかけ
して申し訳ございませんが、引き続
きごみの減量と適正排出にご協力を
お願いします。

○リチウムイオン電池
販売店のリサイクルボックスへお
持ちください。
○リチウムイオン電池を内蔵し、取
り外しができない小型家電等
できるだけ小型家電回収ボックス
へお持ちください。
なお、
小型家電回収
ボックスに入らないサイズのものはリ
サイクル広場にお持ちいただけます。

後期高齢者医療保険料が改定されました

2022・2023年度の保険料率
均等割額

被保険者1人当たり
4万6400円
（4万4100円）

（

所得割額

＋ 賦課のもとと

）は、2020・2021年度

＝

9.49％
×
なる所得金額※1 （8.72％）

年間保険料
上限額66万円
（64万円）

※1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長
期（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が
を控除した額です
（雑損失の繰越控除額は控除しません）
。
2400万円以下の場合は43万円）

図2

医療費の負担の内訳
医

療

費

の

総

額

保険でまかなう医療給付費
一部 保険料
負担金（約1割）

現役世代からの支援金
（約4割）

公費
＜国：都：区市町村＝4：1：1＞
（約5割）

皆さんに納めていただく保険料
皆さんが医療機関等の窓口で支払われた自己負担分

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

語り手（特）まちだ語り手の会定５０
人（先着順）
問同館☎
☎７３９・３４２０

知

財

無

料

相

談

会

弁理士に相談できます。
対面相談と
オンライン相談のどちらも可能です。
４月６日～１５日は

問 問い合わせ

日原則毎月第２木曜日、午後１時か
ら、午後２時から、午後３時から（各
５０分程度）場町田新産業創造センタ
ー定各３社（申し込み順）申
同センターＨＰ（右記二次元
バーコード）で申し込み。
問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

春の全国交通安全運動

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
【運動の重点】
１ 子どもを始めとする歩行者の安
全確保
入学や進級を迎える４月以降に、
小学生の歩行中の交通事故が増加す
る傾向にあります。歩行者の安全確
保を図り、未来を担う子どものかけ
がえのない命を交通事故から守りま
しょう。自分の身を守るため、斜め横
断や、横断禁止場所は渡らないよう
にするなど、交通ルールを守りまし
ょう。
２ 歩行者保護や飲酒運転根絶等の
安全運転意識の向上
自動車を運転する際は、道路脇か
ら人や自転車が飛び出してくる「か
もしれない」という意識を持ちまし
ょう。飲酒運転は重大事故につなが
ります。本人だけでなく、酒類の提供
者や車両の同乗者等も罪に問われま
す。また、チャイルドシートは、交通
事故の被害から幼児を守ります。チ

ャイルドシート不使用時は致死率が
約１１倍高まります。必ずチャイルド
シートを使用しましょう。
３ 自転車の交通ルール遵 守 の徹底
と安全確保
自転車は車両の仲間です。
「自転車
安全利用五則」を守り、安全運転を心
掛けましょう。
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、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用
４ 二輪車の交通事故防止
交差点を通過する際には、安全確
認をしっかり行い、カーブの手前で
は、十分に速度を落としましょう。交
差点を直進する二輪車（オートバイ）
は、右折するドライバーに気づかれ
ない場合があります。しっかり安全
確認をしましょう。
じゅん しゅ

会社やお店
会社やお
店の広告
広告を
を載せてみませんか
環境広報紙

ECOまちだ広告募集

詳細はこちら▲

問環境政策課☎
☎724・4386

問個別の相談・個人情報を含むもの＝保険年金課☎
☎７２４・２１４４、制度について＝広域
☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎
☎０３・３２２２・４４９６）
連合お問合せセンター☎

後期高齢者医療制度の保険料は、２ 等を合計した額をもとに均等割額を
年ごとに見直しがあります。医療費の 軽減しています（表１）。
総額と１人当たりの医療費が、今後さ 【所得割額の軽減（東京都後期高齢者
らに増加することが見込まれるため、 医療広域連合独自の政策）】
被保険者本人の賦課のもととなる
東京都後期高齢者医療広域連合では、
均等割額と所得割額を図１のとおり改 所得金額をもとに所得割額を軽減し
定しました（医療費の負担の内訳は図 ています（表２）。
【被扶養者だった方の軽減】
２を参照）
。
後期高齢者医療制度の対象となっ
※所得の低い方には、保険料の軽減
を行っています（所得の申告が必要 た日の前日まで会社の健康保険等
（国民健康保険・国民健康保険組合は
となる場合有り）
。
除く）の被扶養者だった方の均等割
【均等割額の軽減】
同じ世帯の後期高齢者医療制度の 額は、加入から２年を経過する月まで
被保険者全員と世帯主の総所得金額 ５割軽減、所得割額は当面の間かかり

図1

講 講師

ません。なお、
低所得による均等割額
の軽減
（表１）
に該当する場合は、軽減
割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方について 
下記に該当する方は、一定期間は
普通徴収（納付書による納付）となり
ます。
◯７５歳になった方または６５～７４歳
の方で一定の障がいがあると広域連
合から認定された方
◯上記の資格を有し、他の区市町村
から転入された方
その後、公的年金の受給額が年額
１８万円以上の方で、介護保険料と後

表1

期高齢者医療保険料の合計額が、１回
当たりに受け取る年金額の２分の１
以下の方は、特別徴収
（公的年金から
天引き）
に自動的に切り替わります。
特別徴収の対象とならない方は、
普通徴収（納付書による納付）もしく
は手続きにより「口座振替」による納
付が可能です。納付忘れの心配がな
く、便利な口座振替をぜひご利用く
ださい。
※国民健康保険料税の口座振替は引
き継がれません。改めて口座振替の
申し込み手続きが必要です。詳細は
お問い合わせください。

均等割額の軽減の概要

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減割合
43万円＋
（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円以下
7割
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円＋（28万５０００円
5割
×被保険者の数）
以下
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円＋（52万円×被
2割
保険者の数）
以下

※65歳以上（令和4年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさら
に15万円
（高齢者特別控除額）
を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得
時）
で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の
方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」
被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

表2

所得割額の軽減の概要

賦課のもととなる所得金額
15万円以下
20万円以下

軽減割合
50%
25%

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

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つ学習会～スマート
フォンをあんしん・安全に使うため
に スマートフォンを使うルールや
詐欺の被害に遭わないためにはどう
したら良いのかなどの疑問にお答え
します。スマートフォンをお持ちの
初心者向けです。
日４月２２日㈮午前１０時～正午講ド
コモショップ町田店定２０人（申し込
み順）申１次受付＝４月１日正午～４
日 午 後７時 に イ ベ シ ス コ ー ド
２２０４０５Ｃへ／２次受付＝４月５日正
午～１７日にイベントダイヤル（☎
☎
７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
●くらしに役立つテスト教室～果物
類の糖分を測ってみよう～糖質と上
手につき合うために 糖分、糖質の
基礎知識を学び、果物や飲料類の糖
分測定テストも行います。
日４月２７日㈬午前１０時～正午講町
田地域活動栄養士会・原慶子氏定８
人（申し込み順）費１００円申４月５日

正午～２４日にイベントダイヤル（☎
☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０４０５Ｄへ／保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に１人）は４
月１７日までに併せて申し込みを。
◇
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
民フォーラム
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
生涯学習センター・鶴川地区協議会共催

３ 水 ス マ イ ル ラ ウ ン ジ
●「新しい里山」づくりとフットパス
市では、３月に策定した「町田市里
山環境活用保全計画」に基づき、里山
環境の持続可能な保全につなげるた
め、
「新しい里山」づくりを進めます。
多くの人に里山を訪れてもらう取り
組みの一つとして、フットパスを紹
介します。
日４月２０日㈬、午前１０時３０分～１１
時３０分、午後１時３０分～２時３０分場
和光大学ポプリホール鶴川３階多目
的室定２５人（先着順）

夏休み子どもフェア リーフレットに

広告を載せてみませんか

詳細はこちら▲

問児童青少年課☎
☎724・4097

大地沢青少年センター

青空アトリエ参加者募集！

問同センター☎
☎７８２・３８００

毎月第２日曜日に開催していま
す。自然素材を加工して作る木工
作教室です。
※事前予約制です。
法政大学と市の連携事業

詳細はこちら▲

【４月～６月の開催日】
日程４月１０日㈰、５月８
日㈰、
６月１２日㈰

スポーツ教室

問同センター☎
☎７２８・００７１

鶴

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

●初心者健康太極拳教室
対市内在住、在勤、在学の、これから
太極拳を始めようとしている１８歳
以上の方日５月６日～７月８日の毎週
金曜日、午前１０時～１１時３０分、全
１０回定５０人（初参加者優先のうえ、
抽選）費５０００円申往復ハガキに住
所・氏名・電話番号・年齢（在勤の方は
勤務先、在学の方は学校名）を明記
し、４月１４日まで（消印有
効）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

●水中運動公開指導
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日４月１４日～５月１９日、７月７
日、７月１４日の木曜日（５月５日を除
く）、午前１０時１０分～１１時
定２０人（先着順）費１００円
／別途利用券が必要です。
問同プール☎
☎７９２・７７６１

せせらぎの里
せせらぎの
里
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検索

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

野

津

田

公

園

●パークヨガ教室①ベーシック（初
心者）②アドバンス（中級者以上）
ヨガマットの貸し出しはありませ
ん。ご持参ください。
対２０歳以上の方日４月１２日～７月
２６日の火曜日（５月３日を除く）、①
午前１０時３０分～正午②午後０時３０
分～１時３０分、各全１５回定各３０人
（申し込み順）費各９０００円（保険料
込み）申電話で同公園（受
付時間＝午前９時～午後
５時）へ。
問同公園☎
☎７３６・３１３１

講座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！
問生涯学習センター☎
☎728・0071
春号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

町田市自然休暇村

問自然休暇村
☎0267・99・2912

ご参加を 5月17日㈫～18日㈬ 山菜狩りツアー
２日間施設周辺で山菜狩りをお楽しみいただけます。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。

問連携事業について＝スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６、教室の詳細について＝（特）法政クラブ事務局
☎７８３・２０９０（受付時間＝祝休日を除く火～金曜日の午前９時～１１時３０分、午後０時３０分～５時）

場法政大学多摩キャンパス（相原町） 費受講料（講座開始前に全回分を一括払い） 申同クラブＨＰで申し込み。
教室名

日時／定員／費用

対

象

５月７日～１１月２６日の土曜日、初心者＝午前９時３０分～１０時５０分、経験者＝午前１１時２０分～午後０時４０分、各全１８回／
市内在住、在学の小・中学生
バドミントン（土曜日） 各３０人／２万１８００円
６月１８日～１１月１９日の土曜日、
経験者・ダブルス＝午後５時～７時、
全１０回／４０人／２万２０００円
バドミントン（日曜日）
陸上競技（日曜日）
陸上競技（土曜日）
サッカー
バスケットボール

５月２９日～１１月２０日の日曜日、初心者＝午前９時３０分～１０時５０分、経験者＝午前１１時～午後０時２０分、各全９回／各４０
市内在住、在勤、在学の小学
人／１万１９００円
生～６５歳の方
５月１５日～２０２３年２月２６日の日曜日、午後１時３０分～３時、全２０回／小・中学生＝１００人、１６～６５歳の方＝４０人／
２万４０００円
５月１４日～２０２３年２月１８日の土曜日、
午後１時３０分～３時、
全２０回／６０人／２万４０００円

６月４日～１２月３日の土曜日、小学１・２年生＝午後２時〜２時５０分、小学３・４年生＝午後２時～２時５０分、小学５・６年生＝午 市内在住、在学の小学生
後３時～４時、各全１０回／各２０人／１万３０００円
６月４日～１１月１２日の土曜日、
午後５時～６時１０分、
全８回／３０人／１万８００円

市内在住、在学の小学３～６
年生

※上記期間の中で、除外日があります／日程等が変更となる場合があります。詳細は同クラブＨＰでご確認ください／申し込み順で受け付けし、定員に達し次第、事前告知無しで募
集を終了します。キャンセル待ち等はありません／上記費用には保険料を含みます。

情報コーナー
●八王子年金事務所からのお知らせ
【年金を受けている方が亡くなられ
たとき】
年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。ただし日本年金機構に個人番
号
（マイナンバー）
が収録されている
方は原則不要です。
なお、年金を受け
ている方が亡くなった際に、受け取
っていない年金がある場合は、生計
を同じくしていた遺族の方がその年
金を受け取ることができる場合があ
ります。詳細は、ねんきんダイヤル
（☎
☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始ま
る電話の方＝☎
☎０３・６７００・１１６５）

す。年金手帳または本人確認書類を
後１時～１９日午後１１時（動産、自動
へお問い合わせください
車）入札期間５月１７日午後１時～２４
【国民年金保険料の追納ができます】 持参のうえ、保険年金課国民年金係
日午後１時（不動産等）／詳細は同局
国民年金保険料の全額免除・一部 （市庁舎１階）で手続きしていただく
ＨＰまたはお問い合わせを問同局徴
免除（一部保険料納付済の方に限る） か、八王子年金事務所へお問い合わ
せください。いずれの場合も後日、同
収部機動整理課公売班☎
・納付猶予・学生納付特例の承認を
☎０３・５３８８
事務所から納付書が届きますので、
受けた期間は、保険料の全額を納め
・３０２７
銀行・郵便局等の金融機関・コンビニ 【メールマガジンのご案内～東京都
た時と比べて、将来受け取る年金額
エンスストアで納付期限内に納めて 「公売情報」お知らせメール】
が少なくなります。免除等の承認を
ください
受けた期間は、１０年以内（６５歳未満
東京都では、公売情報に関するメ
◇
で老齢基礎年金の受給開始前）であ
ールマガジンを発行しています。公
問同年金事務所☎
れば、あとから保険料を納めること
売の実施情報等をパソコン・スマー
☎０４２・６２６・３５１１
（追納）で、年金額を増やすことがで
トフォン等に発信していますので、
●八王子都税事務所からのお知らせ
きます。ただし、免除等を受けた年度 【インターネット公売（動産、自動車、 ご登録ください。詳細は同局ＨＰまた
の翌年度から数えて３年度目以降に
はお問い合わせを問同局徴収部徴収
不動産等）のお知らせ】
追納する場合は、当時の保険料額に
指導課徴収指導班☎
東京都主税局で実施します公売申
☎ ０３・５３８８・
加算金がつきます。保険料の追納を
込期間４月１９日午後１時～５月１０日
３０２４
希望する場合は、申し込みが必要で
午後１１時せり売り期間５月１７日午
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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

4月1日～30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、休日耳鼻咽喉科の医院については、東京都耳鼻咽喉科医会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

診療日

話

4月
1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

2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

大村内科医院（成瀬台3-8-4）
午前9時～午後5時
3日㈰

午前9時～翌朝9時

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）

☎721・2001

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

川口内科クリニック（中町1-30-24）☎
☎725・6206
伊藤診療所（鶴川4-35-2）

☎735・0166

西村内科（根岸2-33-3）

☎793・2677

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

午前9時～午後5時
17日㈰

内科 玉川学園土屋クリニック
（南大谷219-23）☎
☎729・5228
こじま内科（小山町3245-1）

診療時間

午前9時～翌朝9時

☎770・2513

内科

外科系

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

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 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

19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

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

☎798・1121
21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）☎

外科系

4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

22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

5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1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

6日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

7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

8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

9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

鹿島内科クリニック
（金森東1-25-29）☎
☎710・1800
午前9時～午後5時

10日㈰

内科
小児科

小泉医院（玉川学園2-5-24）

多摩境きむらクリニック
（小山ヶ丘5-2-6）☎
☎774・1700

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

☎725・8411

☎799・6161

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

11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

12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

外科系

13日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

14日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

15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

16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
広

内山胃腸科（旭町1-15-23）

☎728・1371

ふくいんクリニック（山崎町2200） ☎791・1307

24日㈰

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

☎799・6161

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

25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

26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

27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

28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

内科 かどわきクリニック
（つくし野4-9-8） ☎799・2202
午前9時～午後5時

内科

外科系

たけいち内科クリニック
（小川1-14-1）☎
☎850・6555
午前9時～午後5時

内科 田村胃腸科内科クリニック
（能ヶ谷2-12-6） ☎735・5667
☎860・0326
おやま内科クリニック
（小山町233-1）☎

29日㈷

内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）
午前9時～翌朝9時

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㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
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。

☎728・1111

☎789・0502

１０

26

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）。

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町499-15） ☎725・1108

今号の広報紙は、 万２１０６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

