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お知らせ

策定しました

町田市安全安心まちづくり推進計画
（ ２ ０ ２ ２ 年度～２ ０ ２ ６ 年度）
市では、
「町田市安全安心まちづく
り 推 進 計 画（２０２２年 度 ～２０２６年
度）
」
を策定しました。計画に基づき、
安全安心なまちづくりを進めるた
め、
自分を守る意識づくり、新たな担
い手の創出、持続的な防犯環境づく
りに取り組みます。策定した計画の
資料は、市ＨＰでダウンロードできる
ほか、市政情報課（市庁舎１階）で販
売しています
（１冊１００円）。
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３
策定しました

第３次町田市交通安全行動計画
交通事故のない安全安心な町田市
の実現に向けて、
「第３次町田市交通
安全行動計画」
を策定しました。策定
した計画の資料は、市ＨＰでダウンロ
ードできるほか、
市政情報課（市庁舎
１階）
で販売します
（１冊１６５０円）。計
画策定に当たり、２０２１年１２月１５日
～１月１４日の期間で意見募集を実施
し、３人から３件のご意見をいただき
ました。ご意見ありがとうございま
した。意見募集の結果は、市ＨＰで公
表するほか、公共施設等で配布しま
す。配布施設の詳細は、市ＨＰをご覧
ください。

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

シニア

高齢運転者安全運転教室
加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下していきます。こ
の機会にご自身の状態を把握し、改
めて安全運転について考えてみませ
んか。なお、運転免許証の更新時に受
講が義務づけられている法定講習と
は異なります。町田ドライヴィング
スクールの送迎バス（町田駅発のみ）
がご利用いただけます。運行時間、乗
車場所については同スクールＨＰを
ご覧ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方日５月１９日㈭午前９時～午後
０時３０分場同スクール（南大谷）内交
通安全講話、運転適性検査、実車走行
等定２４人（抽選／結果は５月１２日ご
ろ送付）申４月１９日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０４１９Ｅへ。
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

子ども・子育て

策定しました

まちだの中学校給食センター計画
市では、給食センター方式による
中学校全員給食の実施に向けて、３
月に「まちだの中学校給食センター
計画～おいしく食べて地域みんなで

ご意見ありがとうございました

パブリックコメント公表

町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）
☎724・4003

問市民生活安全課☎
「町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）」の策定
に当たり、
皆さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定
の参考にさせていただきました。
○募集期間 2021年12月15日～2022年1月14日
○応募者数 4人
○意見件数 6件
○意見概要 市ＨＰで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。市民
生活安全課
（市庁舎3階）、広聴課・市政情報課（市庁舎1階）、男女平等推進セ
ンター
（町田市民フォーラム3階）、各市民センター、各連絡所、各障がい者
支援センター、
各高齢者支援センター、各ふれあい館、各子どもセンター、各
子どもクラブ、町田市バイオエネルギーセンター、生涯学習センター、各市
立図書館、
町田市民文学館

皆さんのご意見をお寄せください

パブリックコメント概要

町田市
（仮称）
教育環境整備地区建築条例（案）
☎724・4273

問建築開発審査課☎
公共施設・公共空地の再編を進めるうえで、学校施設等の複合化・多機能
化を図る地区を「
（仮称）教育環境整備地区」
（都市計画法第8条に基づく特
別用途地区）とし、建築基準法第49条及び第50条に基づく「町田市（仮称）
教育環境整備地区建築条例」で地区内の建築物の用途制限等の強化及び緩
和を定めるものです。

○募集期間 5月13日（金）まで
○資料の閲覧・配布 計画は、市ＨＰに掲載するほか、次の窓口で閲覧及び資
料 の 配 布 を 行 っ て い ま す（ 各 窓 口 で 開 所 日・ 時 間 が 異 な り ま す ）。
建築開発審査課
（市庁舎８階）、広聴課・市政情報課（市庁舎1階）、男女平等推
進センター（町田市民フォーラム3階）
、生涯学習センター、各市民センタ
ー、
各連絡所、
各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法 郵送、FAX、メール、または建築開発審査課ほか、資
料を配布している窓口へ直接提出してください。郵送の場合は配布資料に
添付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。意見提
出の際の注意事項等詳細は担当課にお問い合わせください。
○担当課 建築開発審査課（〒194－8520、森野2－2－22、市庁舎8階、鯖
050・3161・5899墳mcity5530@city.machida.tokyo.jp）
○寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、6月ごろに
市ＨＰ及び上記資料配布場所で公表します。

健康に！」を策定しました。計画の策
定に当たり、１月に市民意見募集を
実施し、３９人からご意見をいただき
ました。意見募集の実施結果、計画の
詳細は、市ＨＰ（右記二次元
バーコード）でご覧いただ
けます。
問保健給食課☎
☎７２４・２１７７
家庭教育支援学級
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パネルシアターや絵本の読み聞か
せなど親子で楽しく過ごせる遊び
を、仲間と一緒に学びます。
対市内在住の子育て中の方（年間を
通して受講できる方）日５月３１日、６
月１４日、２８日、７月１２日、９月６日以
降隔週火曜日（２０２３年２月２８日ま
で）、午前１０時～正午、全１５回場生

2022．4．15

5

涯学習センター講リトミック講師・
栗原もちま氏 他定保育付き＝１６
人、保育無し＝５人／家庭教育支援
学級を受講していない方を優先し抽
選、結果は５月１３日発送予定／材料
費等の実費がかかる場合があります
申４月１５日午前９時～５月９日に電話
で同センター（☎
☎７２８・００７１）へ。保
育希望者（５月１日時点で８か月以上
の未就学児）は併せて申し込みを。

議員選任の監査委員が
就 任 し ま し た
議員のうちから選任する監査委
員に、４月１日付で佐藤和彦氏、白
川哲也氏が就任しました。
問監査事務局☎
☎７２４・２５４７

中小企業者支援事業補助金

ご活用ください

問町田商工会議所（デジタル化支援事業＝☎
☎７２４・６６１４、
☎７２２・５９５７）、町田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６
ＢＣＰ策定支援事業＝☎
市では、ウィズコロナ・ポストコ
ロナ時代の社会の変化に対応する
中小企業者を支援するため、生産
性向上・販路拡大等を促進するデ
ジタル化に係る経費の一部を補助
します。また、感染症対応に係るＢ
ＣＰの策定・改定及びＢＣＰを実践す
るために必要な経費の一部を補助
する事業を町田商工会議所と連携
して実施します。
対次の要件をすべて満たす中小企
業者（個人事業者を含む） ①市内
に事業所を有する②１年以上事業
を営んでいる③市税を完納してい
る
募集期間５月９日㈪～２０２３年１月
１０日㈫
〇中小企業者デジタル化支援事業
補助対象経費生産性向上・販路拡
大等を促進するために必要なデジ
タル機器の購入等に要する経費を

カワセミ通信
１８１

町田市長

石阪丈一

３年ぶり、久々の町田さくらまつ
りも初日は晴天に恵まれ、また、週末
が花の盛りにあたり、多くの市民の
皆さんに楽しんでいただけたのかな
と思います。翌日の日曜日は、あいに
くの雨でした。
近隣の各市がどこもお祭りを中止
したなかで、町田市では、感染対策を
しながら、また、売店等も以前よりも
規模を縮小しての開催となりまし
た。ステージでの演技や売店での飲
食など、多くの方々に早くから準備
をしていただきました。町田さくら
まつり実行委員会の皆さんの開催に
向けたさまざまなご尽力に感謝をし
たいと思います。
季節の移ろいを楽しもうと、春の
鶴見川を散策しました。まず目につ
くのは菜の花。青紫のムラサキハナ
ナ（ダイコンソウ）が枯れたヨシの間
に春の色を見せます。ツクシや赤紫
のホトケノザなどもいつもと同じよ

補助（補助率＝３分の２、補助上限
＝２０万円）
〇中小企業者ＢＣＰ策定支援事業
補助対象経費ＢＣＰの策定・改定に
要する経費及びＢＣＰを実践する
ために必要な感染症対応に係る物
品や設備等の購入に要する経費を
補助（補助率＝３分の２、補助上限
＝策定・改定に要する経費１０万
円、購入に要する経費５０万円）／
千円未満切り捨て
※申請を希望する場合は、事前に
町田商工会議所へ電話でご相談く
ださい。各事業実施の必要性が認
められた場合に、申請できます。事
前相談の予約や制度の詳細は、同
会議所の各事業担当へお問い合わ
せください。なお、制度の詳細は、
同会議所ＨＰ（右記二次元
バーコード）でもご確認
いただけます。
うに姿を見せています。
ジュリ、ジュリという鳴き声に顔
を上げると、イワツバメが３月のう
ちから渡って来ています。橋の裏側
などに営巣する習性があります。イ
ワツバメは、尾瀬沼くらいの標高の
高い山地の岩場などを営巣地にする
鳥ですが（尾瀬では長蔵小屋などの
建物に営巣しています）、都会にも現
れます。遅れて、普通のツバメも渡っ
て来ました。つい最近までは、冬鳥の
ジョウビタキやアオジの声がしてい
ました。ツグミはまだ残っています。
水辺の鳥では、カルガモ、コサギ、
ダイサギ、アオサギやセグロセキレ
イが見られます。水深が浅い鶴見川
ですが、カワウが水中を泳いでいま
す。
カワセミもチイーっという声で、
水
面すれすれを飛び、芽吹いた柳等の
枝にとまっているのが見られます。
季節が移ろい、暑くならない今の
うちに、鶴見川や境川など市内の河
川の散策をお勧めします。

