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縄文人は町田がお好き？

――なぜ町田市には縄文時代の遺跡

――現在、実際に見に行ける遺跡は

ありますか？

ありますよ。高ヶ坂石器時代遺跡

狩猟採集の生活をしていた縄文人

を、本町田遺跡
（本町田）
では縄文時

遺構
（小山町）
ではストーンサークル

（高ヶ坂）
では住居跡、田端環状積石

にとって、丘陵地である町田は動植

代と弥生時代の復元された住居を見

が多いのでしょうか？

物や水が豊富で暮らしやすかったの

ることができます。

問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
町田の歴史に詳しい
「まっくう」
さ

です。町田には旧石器時代からずっ

旧石器時代から現代までの

――迫力のある写真ですね。これは

のとても大きな村がいくつもあり、

（木曽西他）
、田端遺跡
（小山町）
など

なすな原遺跡
（南成瀬）
や忠生遺跡

よね。

分かりやすく紹介されているんです

は、インターネットで町田の歴史が

――
「町田デジタルミュージアム」
で

人々の暮らしがまるごと分かる

何ですか？

栄えた時期もバラバラでした。縄文

がありますか？

――金森遺跡以外には、どんな遺跡

と人々が住んでいたんですよ。

んに、
この写真の謎を伺いました。


縄文時代の人々が作り出した、

約５０００年前につくられた土器

さっそく見てみましたが、土器や

――町田市が「縄文時代から選ばれ

史を知ってほしいです

んにも気軽にアクセスして町田の歴

サイトになっているので、ぜひ皆さ

です。子どもから大人まで楽しめる

さんあってとても分かりやすかった

時代ごとの年表や民具の解説がたく

時代のうち、すべての時期の遺跡が

田端東遺跡（小山町）で発見され

です。金森遺跡
（金森東）
で発見され

⃝まちだ縄文キャラクターまっくう

遺跡の解説が詳しく載っていたり、

正体に迫る

残っているのも大きな特徴です。
大の縄文土器なんですよ。
この土器の全体像は「町田デジタ
ルミュージアム」でいつ
でも見ることができま
すよ。
――大きいですね。そもそも、
縄文土器
は何に使われていたのでしょうか？

続けるまち」だったことがよく分か

空洞に作られている土偶のことで

主に煮炊きなどの調理に使われて

す。
北海道旧南茅部町で発見され、

りました。
まっくうさん、
ありがとう

た中空土偶」。中空土偶とは、中が

いたと考えられています。

名前の由来は「まちだで発見され

ございました。

偶頭部」
をモデルに生まれた妖精。

復元された縄文時代前期の住居（本町田遺跡）

た町田市指定有形文化財「中空土

ご存じでしたか？
町田は遺跡の宝庫

――町田にはとても貴重な資料が残

うさんとそっくりです。

っているんですね

他にもまだまだたくさんあります
よ。
東京都にある遺跡のうち、
約６分
の１が 町 田 市 に 集 中 し て い る ん で
す。特に縄文時代の遺跡はとても多

まっくうさんの

74

く、全国的に珍しい資料も発見され

実はとっても 貴 重 ！

ました。高さが センチある市内最

芸術的な
「あれ」
です

町田に残された謎の遺物

ています。

「かっくう」は、まっく

‼
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２面では、
さらにデジタルミュージアムの魅力に迫ります➡
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旧永井家住宅

旧永井家住宅は農家の住
居だと言われていて、デ
ジタルミュージアムでは
農具もたくさん紹介して
いるよ

唐箕（昭和 年）

１０

とう み

デジタルミュージアムでは、３
D技術を活用して、まるで実際
に室内にいるかのように建物
の中を見渡すことができるよ

これは何の
かたち？

クイズ

ヒントは縄文人が好んで食べたもの

気になる答えは町田デジタルミュージアム（右記
二次元バーコード）でチェックしましょう！

【歴史資料】自由民権資料館（野津田町）
【開館時間】午前9時～午後４時30分
【休 館 日】毎週月曜日（祝休日の場合は翌日）
三輪の森ビジターセンター内
【民俗資料】
郷土資料展示室（三輪町）

今も未来も大切に

自由民権資料館

町 田 市のＳＤ Ｇｓ

？

まっくうさんおすすめ ！

謎の 遺物



昔の人が残した

問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４

３Ｄ画像を３６０度回転させて見る

また、旧永井家住宅をはじめとし

４月１日から全面公開した「町田デ

トを通じて町田市の歴史を分かりやす

た古民家と横穴墓
（古墳時代のお墓）

ことができます。

く紹介しています。市が保管している

の３Ｄパノラマも見どころです。通

ジタルミュージアム」
は、
インターネッ

考古・歴史・民俗資料を約２０００点の

常、横穴墓は穴の内部を公開してい

【考古資料】町田市考古資料室（下小山田町）
【開 室 日】7・ 8 月 ＝毎週土・日曜日、祝休日
上記以外＝毎月第２・4土・日曜日、
祝休日
（年末年始を除く）
【開室時間】午前10時～午後4時

画像
（３Ｄやパノラマを含む）
でご覧い

歴史を肌で感じたい方や当時の道具を実際に見てみた
い方は、ぜひ市内の展示施設にお越しください。

ないため、中の様子を見ることがで

リアル土器や当時の生活用品

ただけます。

現代の人にも感じてほしい

きるのは町田デジタルミュージアム

だけです。
町田デジタル
ミュージアムは
こちら

一部の縄文土器や、
「まっくう」のモ

デルとなった中空土偶の空洞などを、

地図をよく見ると薬師池や鶴見川が描かれて
いるね
逆さまにして薬師池の辺りを拡大してみると、
「福王寺池」と書かれているのが分かるかな
ため池として使われた薬師池は当時「福王寺
池」や「福王寺溜井」と呼ばれていたんだ

【開室時間】午前9時～午後4時
【休 室 日】毎週月曜日（祝休日の場合は翌日）

実際に手に取って見ているかのように

野津田村絵図（天和２年）

【野津田村絵図】天和2（1682）年の野津田村
を描いた町田市域に残る最古の絵図です。

デジタルミュージアム
の楽しみ方

【旧永井家住宅】17世紀後半に建てられた典
【唐箕】ハンドルを回すとドラム内の板
ろう と
が回って風が起こり、上部の漏斗から穀
型的な多摩丘陵の民家です。茅葺屋根の軒が
物を入れると風力によって軽いゴミと重
深く、窓が少ない閉鎖的な構造が特徴で、国
い実に選別することができる農具です。 指定重要文化財に指定されています。

予

算

特

集
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２０２２年度予算の概要と重点的に取り組む事業

3

問財政課☎
■
☎７２４・２１４９

２０２２年度予算は、 ２月に市長選挙が行われたため、 現下の社会・経済状況に対応した施策や市民の生活安全対策等を中心に編成し、 ３月議会
で可決されました。市長の５期目の政策を反映した予算については、６月補正予算として編成し、議会に提出します。
２０２２年度は、 「まちだ未来づくりビジョン２０４０」及びその実行計画である「町田市５ヵ年計画２２－２６」の初年度に当たり、 目標達成に向け
た取り組みを着実に推進するため、 将来を担う子どもたちの視点に立ち、 誰にとってもやさしい、 未来に希望の持てる地域社会の実現に向けた予
算を計上しています。
検索
詳細は、 市HP 令和4年度（2022年度）予算概要説明書
※２０２２年度予算の詳しい内容は、
冊子
「令和４年度
（２０２２年度）
予算概要説明書」
でお知らせしています。
市HPや市政情報課
（市庁舎１階）
、
各市立図書館でご覧いただけます。
※金額については、
四捨五入による端数調整を行っているため、
合計額と合致しない場合があります。

２０２２年度の予算の概要

市の行政サービスの大部分は一般会計で経理しています。その他、医療や介護保険、市民病院や下水道といった特定の目的を持つ事業の収支を切
り分けて経理する特別会計が６つあります。
一般会計の予算規模は、前
年 度 に 比 べ て ９． ５ ％ 減 の
１５７３億６５１９万円となりま
した。
特別会計の予算規模は、
前 年 度 に 比 べ て３．２％ 増 の
１３０５億３０７０万円となりま
した。

総額

2878億9589万円
（対前年度比△4.1％） 下水道事業会計

後期高齢者
医療事業会計
127億9481万円

195億5714万円

一般会計

1573億6519万円

介護保険
国民健康保険
事業会計
事業会計
377億
427億6763万円 9143万円

特別会計

一般会計の歳入歳出予算

病院事業会計
174億7699万円

鶴川駅南土地区画整理
事業会計
1億4271万円

○ 歳出予算について

○ 歳入予算について

新型コロナウイルス感染症の影響が限定的であったことなどから、
市税の増が見込まれるものの、市債や国庫支出金等の減を見込んでい
ます。
「 市 税 」が４３．１％
使用料及び手数料
その他
で、歳入の多くを占
35億6800万円
110億3535万円
繰入金
めています。また、 44億5099万円
「国庫支出金」と「都 市債
60億9800万円
支出金」が合わせて
地方消費税交付金
市税
歳入 677億
３５．４％と全体の約３ 86億2700万円
合計額
7175万円
分の１を占めていま
1573億
都支出金
6519万円
234億8721万円
す。
国庫支出金
323億2689万円

２０２２年度予算において重点的に
取り組む主な事業

（１）
町田市５ヵ年計画２２－２６における主な取り組み
１ 赤ちゃんに選ばれるまちになる
〇待機児童解消対策事業 
３億７７２９万円
待機児童解消のため、認可保育所１園の整備等を実施します。
２ 未来を生きる力を育み合うまちになる
〇教育情報化推進事業
４億８５２２万円
学校のＩＣＴ環境の充実を図り、デジタルコンテンツを活用した個別最
適化学習などＩＣＴを活用した効果的な授業を実施します。
〇中学校給食センター整備事業 
２億２３２９万円
２０２５年度までに町田忠生小山エリア、南エリア及び鶴川エリアにそ
れぞれ給食センターを整備し、
「給食センター方式」による中学校全員給
食を導入します。
〇新たな学校づくり推進事業 
１億３２０４万円
「町田市新たな学校づくり推進計画」に基づき、本町田地区、南成瀬地
区、鶴川東・西地区の統合新設校（計４校）及び南第一小学校の新校舎を整
備するための基本計画を策定します。
３ 自分らしい場所・時間を持てるまちになる
〇（新規）
町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上推進事業 
３８４５万円
町田薬師池公園四季彩の杜の新たな計画策定や南園の用地測量を行い
ます。
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
〇野津田公園スポーツの森整備事業 
４億１４６２万円
２０２３年４月の供用開始に向けて、テニスコート４面の整備工事及び日
本陸上競技連盟第３種公認を更新するため、町田ＧＩＯＮスタジアムの改
修工事を行います。
５ 人生の豊かさを実感できるまちになる
〇地域介護予防活動支援事業 
１億１７５４万円
高齢者が身近な場所で介護予防活動や、社会参加ができる環境づくり
を行います。

循環型施設整備事業などの大型投資的事業費が減少したことから前
年度に比べて減額となる一方で、
「町田市５ヵ年計画２２－２６」で重点事
業に位置付けられた政策の実現を目指し、地域における子育て支援や
ＩＣＴ教育の充実、鶴川駅周辺街づくりなど、町田市が市内外から選ばれ
続けるまちとなるために必要な事業を着実に推進します。
「医療・生活支援」
消防・防災のため
その他
（議会、
産業振興等のため）
が５４．３％で、約半分 市債の返済のため 50億1487万円
28億3583万円
を占めています。ま 72億1779万円
た、
「 市 政 運 営 」が 保健衛生・環境のため
129億7766万円
１１．２％、
「道路・公園
教育のため
歳出
等 整 備 」が８．４％ を 130億5126万円
合計額
医療・生活支援のため
占めています。
1573億
854億3777万円
道路・公園等整備のため
131億4920万円

6519万円

市政運営のため
176億8081万円

６ つながりを力にするまちになる
〇循環型施設整備事業 
５億４９４１万円
２０２２年１月の町田市バイオエネルギーセンターの本稼働に伴い、既存
工場棟の解体に着手するとともに、資源ごみ処理施設の整備を進めます。
７ ありのまま自分を表現できるまちになる
〇成年後見制度利用支援事業 
６７１６万円
成年後見制度に係る中核機関の運営、市長申立、費用助成等により積極
的に制度の利用促進を図り、後見人活動と本人の権利擁護を支援します。
８ 思わず出歩きたくなるまちになる
〇芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業 
４億９４０２万円
「町田の文化と自然に出会えるパークミュージアム」を実現するため
に、芹ヶ谷公園“芸術の杜”と、
（仮称）国際工芸美術館、国際版画美術館の
一体的な整備を進めます。
〇多摩都市モノレール延伸事業 
４億８４０４万円
町田駅周辺・木曽山崎団地・忠生北部エリアのあり方等の検討を行いま
す。また、東京都と協働で都市計画道路の物件調査や用地購入等を行いま
す。
〇鶴川駅周辺街づくり事業 
６億８６５８万円
北口交通広場の整備工事を行い、南口アクセス路の用地測量を行いま
す。また、鶴川駅南土地区画整理事業では、用地取得等を行います。
９ みんなが安心できる強いまちになる
〇（新規）避難行動要支援者避難支援体制整備事業 
５００万円
避難行動要支援者の個別避難計画作成に向けて、新たな避難支援体制
を構築します。
（２）その他の取り組み
〇公共施設等マネジメント事業 
５９２５万円
公共施設再編計画に基づき、町田駅周辺公共施設の再編プロジェクト
や、その他公共施設の再編に向けた取り組みを推進します。
〇（新規）学校教材費等公会計事業 
３５２０万円
２０２３年４月からの小・中学校の教材費等学校徴収金の「公会計化」に向
けた準備を進めます。
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凡例

対 対象

場 会場

内 内容

講 講師

募 集

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。

日 日時

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

町田市民病院職員募集

町 田 市 公 益 的 活 動 団 体

問同病院総務課☎
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

町田市公益的活動とは、地域コミ
ュニティーの活性化や市内の公園・
緑地のごみ拾い、落ち葉の清掃など
を行う活動です。地域の団体だけで
はなく、市内の事業者や学校でも参
加することができます。それぞれの
団体が特徴を生かした活動を行って
います。仲間と一緒に身近なみどり
の活用を考え、地域を盛り上げてい
きませんか。なお、申し込みは随時受
け付けていますが、参加には事前の
相談が必要です。詳細はお問い合わ
せください。
対次のいずれかに該当する団体 ①
市内の町内会・自治会、子ども会また
は老人会②市内に事業所がある事業
者③市内の小・中学校、高等学校及び
これに準ずる教育機関④市内に活動
拠点のある団体
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

職

種

医事事務
（大卒程度）

募集人員

受験資格

若干名

200床以上の病床の病
院における職務経験を3
年以上有する方

職種

勤務場所

1

参議院議員選挙における選挙事務（期日前投票事務）

2

参議院議員選挙における選挙事務（庶務）

3
4
5

参議院議員選挙における選挙事務（投開票事務）
参議院議員選挙における選挙事務（電話受付事務）
参議院議員選挙における選挙事務（不在者投票事務）

検索

採用日
7月1日

○受け付け
4月27日㈬まで
看護師の資格を有する、
（必着）
10人程度 または2023年春までに
7月1日
取得見込みの方
○試験日
10月1日
5月21日㈯
2023年1月1日
助産師の資格を有する、
2023年4月1日
若干名 または2023年春までに
取得見込みの方

看護師

助産師

※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。

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

定

員

申し込み

事前に電話で都市政策
町田市都市計画審 4月27日㈬午後 市庁舎3階第1
3人
（申し込み順） 課
☎724・4247）
へ
（☎
議会
3時から
委員会室
事前に電話で健康推進
町田市自殺対策推 4月28日㈭午後 市 庁 舎2階 会
3人
（申し込み順） 課
☎724・4236）へ
（☎
進協議会
1時～3時
議室2-1

募集人数
報 酬
申込期限
※勤務時間等の詳細は募集要項を参照
全16日＝12人
時給1050円（実働7時間）

任用期間
6月6日～8月5日

選挙管理委
員会事務局

採用

日程等

募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項
（市ＨＰでダウンロード）
をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
※雇用保険等勤務条件により加入有り
（1、
4を除く）
／通勤手当相当分の支給有り。

会計年度任用職員募集

問 問い合わせ

5月30日～7月29日

全32日＝2人

5月30日～8月12日
6月6日～7月29日
6月1日～7月31日

全32日＝6人
全16日＝5人
全28日＝6人

時給1050円（実働7時間）

時給1050円（実働7時間） 4月28日
時給1050円（実働6時間）
時給1050円（実働7時間）

◀市HP
申し込み・
問い合わせ
選挙管理委員会
事務局
☎724・2168

2021年度　 部長の仕事目標　 年度末の評価結果
問経営改革室☎
☎724・2503

詳細はこちら▲

2021年度 部長の「仕事目標」の主な取り組みについて、年度末の評価結果を紹介します。市HPにすべての取り組みの成果及び評価結果を公開しています。
部長名
政策経営部長

小池晃

経営改革室長

黒田豊

広報担当部長

遠藤雅子

総務部長

高橋晃

情報システム担当部長
財務部長

高橋晃

井上誠

営繕担当部長

徳重和弘

税務担当部長

鈴木秀行

防災安全部長

水越祐介

市民部長

樋口真央

市民協働推進担当部長
大貫一夫
文化スポーツ振興部長
篠崎陽彦
地域福祉部長

中村哲也

いきいき生活部長
保健所長

岡林得生

河合江美

臨時接種担当部長
子ども生活部長

樋口真央
神田貴史

取り組み
評価
B
○次期基本構想・基本計画の策定
C
○未来シナリオへの対応策の取りまとめ
C
○行政経営改革プランの推進
B
○市役所業務の生産性の向上
C
○
「まちだ○ごと大作戦」の推進
C
○オール町田で取り組む情報発信
B
○有用な人材の確保
C
○定数管理計画の策定
C
○情報セキュリティ対策の強化
○デジタルトランスフォーメーション推進 A
A
○市債発行額と財政調整基金の適正管理
B
○市庁舎のエネルギー使用量の削減
C
○公共施設の適切な維持保全
C
○感染症対策を踏まえた公共施設整備
B
○市税収納率の維持
B
○市債権の一元化と適正な管理
C
○協働パトロールの実施・参加
D
○消防団員の確保
B
○マイナンバーカードの取得促進
B
○住民異動届受付業務のICT化
B
○地域や庁内のネットワークの強化
○サポートオフィスによる地域活動の活性化 A
B
○オリ・パラ事前キャンプ受入れ
D
○芹ヶ谷公園パークミュージアムの実現
B
○
（仮称）
町田市地域ホッとプランの策定
C
○障がい者の相談支援体制の充実
C
○デジタル技術を活用した事務の効率化
B
○介護の多様な担い手の確保
C
○感染症対策の実施及び情報発信
C
○食育の推進
B
○ワクチン接種の実施
B
○わかりやすい情報の提供
C
○待機児童を解消するための施設整備
○子どもの活動拠点・身近な居場所の整備 D
しんちょく

部長名
経済観光部長

堀場淳

北部・農政担当部長
環境資源部長

守田龍夫

野田好章

循環型施設建設担当部長
田中耕一
道路部長

神蔵重徳

都市づくり部長

萩野功一

多摩都市モノレール推進担当
部長 萩野功一
都市整備担当部長

平本一徳

下水道部長

荻原康義

会計管理者

若林眞一

議会事務局長

古谷健司

選挙管理委員会事務局長
水嶋康信
農業委員会事務局長

守田龍夫

監査事務局長

岡田成敏

学校教育部長

石坂泰弘

生涯学習部長

佐藤浩子

市民病院事務部長

服部修久

取り組み
評価
○事業継続の支援
A
○中心市街地活性化の推進
D
○里山環境に関する実行計画の策定
C
○市内農産物の販路拡大
B
○ごみ減量の推進
B
○次期
「環境マスタープラン」
の策定
C
○熱回収施設の稼働及び既存工場棟解体
C
○資源ごみ処理施設
（相原地区）
の稼働
B
○駅周辺施設の整備
C
○都市計画道路の整備
C
○次期都市計画マスタープランの策定
B
○空家に関する取組
C
○多摩都市モノレール延伸の早期実現
B
○モノレール沿線まちづくり
C
○鶴川駅周辺街づくりの推進
B
○野津田公園スポーツの森の魅力向上
C
○浸水対策事業の推進
C
○下水道施設の耐震化
C
○財務会計事務の見直し
（業務の効率化） C
○新たな資金運用の推進
B
○議場見学の推進
B
○情報発信の拡大
B

○公平・公正な選挙執行体制の確立
○情報発信における方法の検討及び実施
○市街化調整区域の農地の適正利用促進
○市街化区域の農地の適正利用促進
○リスクアプローチ監査の充実
○監査業務の効率化
○新たな学校づくりの推進
○中学校給食センターの整備
○生涯学習センターあり方見直し方針策定
○図書館資源の再配分・運営体制の確立
○経営の安定化
○機能分化と医療連携の推進

C
B
C
B
D
C
B
B
C
B
C
C

※部長は、年度当初に年度目標を設定し、中間期に進捗状況を確認します。また、年度末には成果の確認と評価を行います。各段階において、市長がその内容を確認します。
※評価基準 A：当初の目標を大幅に上回る成果が上がった B：当初の目標を上回る成果が上がった C：目標水準を達成した D：取り組んだが、成果が不十分である E：取り組みが滞っている

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

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

す

く

す

保育付き

く

ク

ラ

ス

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。
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子ども・子育て

●くらしに役立つ学習会～まちだの
農業のことを知り、地場野菜をおい
しく食べよう
町田市民文学館
日５月２７日㈮午前１０時～正午内町
俳
句
で
ハ
イ
ク
田で収穫できる野菜の実情を聞き、
町田の農業を学ぶ／調理実習はあり
●子ども編～春の町田を散策しよう
ません講（特）たがやす 他定２０人
吟行地へ徒歩またはバスで移動
し、
散策しながら俳句を創作します。 （申し込み順）申１次受付＝４月１５日
正午～１８日午後７時にイベシスコー
吟行地は変更になる場合がありま
ド２２０４１９Ｄへ／２次受付＝４月１９
す。
日正午～５月２２日にイベントダイヤ
対小学生とその保護者日①５月２１日
ル（☎
②６月１８日③７月１６日、いずれも土
☎７２４・５６５６）またはイベシス
曜日午前９時～正午、全３回（雨天実
へ。
施）
、
いずれも集合は町田市民文学館
◇
場①芹ヶ谷公園②薬師池公園③沢谷
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
戸自然公園講俳人・市村栄理氏、庄原
民フォーラム
明美氏定１０人（申し込み順）申４月
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
１６日午前９時から電話で同館（☎
☎７
銅版画一日教室（ドライポイント）
39・３４２０）
へ。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日６月３日㈮、４日㈯、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
新緑のさとやまフットパス
場国際版画美術館内銅版画のドライ
ポイント技法で単色刷りの小品（約
相原中央公園周辺の尾根道、古道
１５㎝×１２㎝）を制作（道具、材料は
を散策します。
同館で用意）講版画家・馬場知子氏定
日５月１日㈰午前９時～午後３時ごろ
各１４人（抽選、結果は５月２０日ごろ
（雨天中止）
、集合は午前８時５０分にＪ
郵送 ）費３０００円申４月２１日～５月
Ｒ横浜線相原駅西口定２０人（申し込
１６日にイベントダイヤル（☎
み順）費５００円申４月２４日までに直
☎７２４・
接または電話で同公園管理事務所
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
（☎
２２０４２１Ｈへ（申し込みは１人１日ま
☎７７２・１４４９、受付時間＝午前９時
で）
。
～午後８時）
へ。イベントの詳細は同
問同館☎
公園へお問い合わせください。
☎７２６・２８８９
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９
５月、６月講座

催し・講座

消 費 生 活 セ ン タ ー

さ が ま ち カ レ ッ ジ

●くらしに役立つテスト教室～地球
環境にやさしいみつろうエコラップ
を作ろう
日５月２０日㈮午前１０時～正午内み
つろうラップ（大・小、計２枚）を作
り、使い方のポイントを学ぶ講みつ
ろうエコラップ講師・だんのますみ
氏定８人（申し込み順）費８００円申４
月１９日正午～５月１５日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０４１９Ｃへ。保育希
望者
（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１人）は５月１２日までに併せて
申し込みを。

詳細は講座案内チラシ（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（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●①こども体験講座～子ども探究チ
ャレンジ連続講座 天秤ばかりをつ
かって計算のしかたを探究しよう
対小学４年生～中学生日５月１５日、
２２日、いずれも日曜日午前９時３０分
～正午、全２回場町田市生涯学習セ
ンター講
（一社）ものづくり文化振興
協会講師・馬渕正彦氏、種田実氏定
１５人（抽選）費３０００円（教材費を含

せせらぎの里
せせらぎの
里

町田市自然休暇村

お申し込みを

問自然休暇村
☎0267・99・2912

4月15日から夏季利用抽選の
受け付けを開始します

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。
新型コロナウイルス感染症に伴う

水道料金・下水道使用料の支払い猶予の受付期間を延長します

問徴収猶予について＝東京都水道局多摩お客さまセンター☎
☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤ
☎０４２・５４８・５１１０、記事について＝町田市下水道経営総務課☎
☎７２４・４２９５
ル）または☎
新型コロナウイルス感染症に伴い収入が減少している場合など、一時
的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方に対して、支払い猶予の
受付期間を９月３０日㈮まで延長します。個人、法人ともに対象です。詳細
は、
東京都水道局ＨＰをご覧ください。

4月23日～5月12日は
こどもの読書週間です

問中
 央図書館 
☎728・8220

各市立図書館等では、下記のとおり実施しています。
〇小学校入学のお祝いに図書館利用券用カードケースをプレゼント
〇中垣ゆたかさんイラスト入り「子ども向け読書手帳」を配布
〇どんな本とであえるかな？本のおたのしみぶくろの貸し出し
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。

む）
●②多色使いのオリジナルストール
を作りましょう
対１５歳以上の方（中学生を除く）日５
月２９日㈰午前１０時～午後３時場町
田市生涯学習センター講女子美術大
学芸術学部非常勤講師・眞田玲子氏
定１０人（抽選）費６５００円（材料費を
含む）
●③おとなの「遊び講座」～大いに遊
んで、笑ってコロナ疲れを吹き飛ば
しましょう 動きやすい服装、靴で
ご参加ください。
日６月４日㈯午後２時～３時３０分場な
るせ駅前市民センター講元玉川大学
通信教育部助教・千葉佑氏定３０人
（抽選）費１２００円
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①４月２７日まで②③５月８
日までに、郵送（必着）またはＦＡＸで
さがまちコンソーシアム事務局へ
（さがまちコンソーシアムＨＰで申し
込みも可）。
問同事務局☎
☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎
☎７２８・００７１

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民セン
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。
対介護施設に就職を希望する方日４
月２７日㈬午後１時３０分～４時場鶴川
市民センター第１会議室／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〔右記二次元バーコー
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
まちだ市民大学ＨＡＴＳ

公

開

講

座

●“こころ”と“からだ”の健康学～最
期まで食べられるお口を目指して
オーラルフレイルを防ぐために
健康長寿のために大切なこと、食
べる楽しみを続けるために気を付け
ることを学びます。

日５月２６日㈭午前１０時～正午場健
康福祉会館講相模女子大学栄養科学
部管理栄養学科准教授・望月弘彦氏
定３０人（申し込み順）申４月１９日正
午～５月１２日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０４１９Ｈへ。
●録画配信・まちだの水とみどり入
門～鶴見川流域治水・グリーンイン
フラ整備における町田の貢献 豪雨
氾濫の被害を防いでいる町田のみど
りについて考えてみませんか。５月
２８日に会場で実施する連続講座（第
２回）の様子を録画し、その後、公開
講座としてオンライン（Ｗｅｂｅｘ）で
配信します。受講にはパソコン・タブ
レット等の端末とネット環境が必要
です。なお、配信日は申込者に後日連
絡します。
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定３０人（申し込み順）申４月１６日正
午 ～ ３ ０ 日 に イ ベ シ スコード
２２０４１６Ａへ。
◇
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１
はん らん

自由民権資料館

古

本

市

歴史書を中心とした古本を販売し
ます。売り上げは日本赤十字社を通
じて寄付します。
日５月３日㈷～５日㈷、午前１０時～午
後４時（雨天中止）場同館前庭
問同館☎
☎７３４・４５０８
子ども創造キャンパスひなた村

キャンプスキルワークショップ
●ロープワーク2 ハンモック・ジャ
ングルジム編 ロープなど手軽な道
具でダイナミックな遊具を作りま
す。ロープワークのトレーニングと
してもご活用ください。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日６月１２日㈰午前１０時～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１１人（申
し込み順）費１人３００円申４月１７日
午前１０時から電話でひなた村（☎
☎
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。

小・中学校に通うお子さんのための

就学援助費・奨励費のお知らせ

問学務課☎
☎７２４・２１７６

お子さんを小・中学校に就学さ
せることが経済的に困難な保護者
に対して、
学校で必要な費用の一部
や入学準備金等を援助しています。
市内在住で町田市立以外の小・
中学校（義務教育学校前期・後期課
程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の
方も申請できます。
なお、小学１・４年生、中学１年生の
お子さんがいる方で援助費・奨励
費を希望する方は、2021年度に認
定を受けていても申請が必要です。
【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②生
計を共にしている家族全員の
２０２１年中の合計所得額が一定の
基準額未満の方
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍

の方は、給食費は対象外です。
【就学奨励費】
対①町田市立小・中学校の特別支
援学級に在籍する児童・生徒の保
護者②小・中学校の通常の学級に
在籍し、特別支援学校に入学可能
な障がいの程度に当てはまる児童
・生徒の保護者
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費・宿泊訓練費
等の援助（前年の世帯の所得によ
って支給する費目が異なります）。
※通級指導学級に在籍の方には、
通級費のみを支給します。
◇
申４月２８日までに直接学校または
学務課（市庁舎１０階、郵送も可、４
月３０日消印有効）へ。
※申請書は市立小・中学校で配布
します（まちだ子育てサイトでダ
ウンロードも可）。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

市 役 所 ま ち ☆ ベ ジ
市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。
日４月１８日、５月１６日、６月２０日、い
ずれも月曜日午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①お茶摘み体験 摘んだ茶葉で作
った新茶は後日お渡しします。
日５月２日㈪午前９時３０分～午後２時
（小雨実施、荒天時は中止）／作業時
間は２～３時間程度定５０人（申し込
み順）
費１５００円
（茶摘み料、昼食代）
●②初夏の里山草花観察会 森林イ

返０４２・７２４・５６００

ンストラクター・池田倫子氏のガイ
ドのもと、観察します。
日５月１０日㈫午前９時３０分～午後１
時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、昼食代）
●③新緑の小野路をめぐるツアー
ガイドのもと、小野路の自然・歴史
を学びます。
日５月１３日㈮午前９時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、昼食代）
●④小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー 小野路空襲体験者の案内のも
と、
地域に残る戦争の跡をたどります。
日５月２５日㈬午前１０時３０分～午後
３時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申

今年も作ろう！緑のカーテン

ゴーヤの苗を配布します

問環境政策課☎
☎７２４・４３８６
びょう

市民の広場

「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。

おいでください 特定の期日に行うイベント
日
時
４月２２日午後２時から
４月２７日㊌午前９時１５分から
４月２８日㊍午前１０時～正午
４月２９日㊗、５月７日㊏午前１０時
４月３０日午前１０時～正午
５月９日㊊午後１時３０分から
５月１４日㊏午後２時～４時３０分

暮らしに関する相談
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し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、資料代、昼食代）
●⑤小野路宿寄席 落語とかっぽれ
を楽しみませんか。
日６月９日㈭午後１時３０分～３時３０
分ごろ出演萬来亭一柳、花見亭一平、
春風亭柳若、櫻川櫻お伴定２０人（申
し込み順）
◇
申①②４月１９日正午～２５日③４月
２６日正午～５月９日④４月２６日正午
～５月２２日⑤５月２６日正午～６月３
日に、イベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド ①
２２０４１９Ａ②２２０４１９Ｂ③２２０４２６
Ａ④２２０４２６Ｂ⑤２２０５２６Ａへ。
問小野路宿里山交流館☎
☎８６０・４８３５

上 の 方 日５月７日 ～７月２日 の 土 曜
日、午前９時３０分～１１時３０分、全８
回定１５人（初参加者優先のうえ、抽
選）費５０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、４月28日まで（必着）
に同館へ（同館ＨＰで申し込
みも可）。
問同館☎
☎724・3440

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。

鶴

スポーツ

ほ

市では、節電意識の啓発を目的と 場下小山田苗 圃（下小山田町、駐車
して、快適に夏を過ごせるようゴー 場有り）
ヤなどのつる性植物による緑のカー 定５０団体
（３０苗まで、
申し込み順）
テンの普及を進めています。
【③町内会・自治会】
事前申込制で苗の配布を行います。
イベントやお祭りで、
ゴーヤの苗を
【①市民向け苗の配布】
配布し、
緑のカーテン普及にご協力い
ゴーヤの苗を無料で配布します。 ただける市内商店会を募集します。
日５月８日㈰午前９時３０分～午後３時 日５月９日㈪午前１０時～午後３時３０
３０分
分
場市庁舎前
場下小山田苗圃（下小山田町、駐車場
定６００人
（１世帯２苗、申し込み順）
有り）
【②団体向け苗の配布】
配布数１団体３００苗まで
（申し込み順）
市内の企業、社会福祉法人等の施
◇
設、有志の団体にゴーヤの苗を無料 申４月２０日正午～２７日にイベント
で配布します。
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
日５月９日㈪午前１０時～午後３時３０ シスコード①２２０４２０Ａ②２２０４２０
分
Ｂ③２２０４２０Ｃへ。

催 し 名
ピアノのある方で脳トレにピアノ始めませんか
筋力ＵＰで免疫力ＵＰ！健康ストレッチピラティス
春のフラワーアレンジメント講習会！
高尾山、ヒミツのルートで山歩き教室
幕末維新史を学ぶ会
歌声 歌詞はスクリーン、リーダーは元ともしび
講演会「ウイグルの今」講師日本ウイグル協会会長

番号間違いにご注意ください

市

立

総

合

体

育

館

●春季和弓教室
対市内在住、在勤、在学の、これから
和弓を始めようとしている１６歳以

市

立

室

内

プ

ー

ル

●フラダンススクール
対１６歳以上の方日５月１２日～７月
２８日の木曜日（５月２６日、６月２日、
３０日を除く）、午後２時～３時、全９回
定１５人（抽選）費７２００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、４
月２８日まで（必着）に同プ
ールへ。
問同プール☎
☎７９２・７７６１

間

公

園

●パークヨガ
対１６歳以上の方日毎週木曜日、午前
１０時～１１時定各１４人（申し込み順）
費９９０円申電話で鶴間公園
へ（同公園ＨＰで申し込みも
可）。
問鶴間公園☎
☎８５０・６６３０

野津田公園に丘の上グラウンド、成瀬うさぎ谷戸公園に
成瀬鞍掛グラウンドがオープンしました

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

ご利用の際には、まちだ施設案内予約システムで利用申し込みをお願
いします。なお、事前に利用者登録（団体登録）が
必要です。
※各グラウンドの詳細は市ＨＰ（右記二次元バー
▲丘の上
▲成瀬鞍掛
コード）をご覧ください。
グラウンド グラウンド
●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
※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
玉川学園コミュニティセンター
鶴川市民センター
生涯学習センター
ＪＲ高尾駅北口集合
木曽森野コミュニティセンター
町田市民フォーラムホール
町田市民フォーラムホール

費 用
５００円
５００円
３０００円
２０００円
３００円
１２００円
１５００円

連 絡 先
備考（対象等）
須佐☎
☎０８０・４０７２・９６６０
経験・年齢問わず要連絡
ヤハタ☎
☎０５０・５８８４・３５４８ 要電話予約 年齢問わずどなたでもＯＫ
飯田☎
☎０９０・６５０６・５９０７
初心者歓迎いたします
森の遊歩隊・益田☎
☎０９０・３０９０・９８２５
要申込み 先着１０人程度
脇村☎
☎７９４・６２４９
酒井☎
☎７３５・３６９４ 要予約
コロナ対策中
小林勝美☎
☎０９０・４１７１・８４５５ 要予約 「明日の会・町田」主催

「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

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。
※①、④～⑦については、オンラインでの相談を開始します。
また、
①～⑧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

日 時
対 象
申し込み等
月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約
①法律相談
（5月2日、6日を除く）
ださい
②交通事故相談
4月20日、27日、5月11日㈬
午後1時30分～4時
相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談
4月15日、22日、
午後1時30分～4時15分
電話予約制（随時）
電話で市民相談室
（人権侵害などの問題）
5月6日、13日㈮
（☎
☎724・2102）へ
④国税相談
4月19日㈫
⑤不動産相談
4月26日、5月10日㈫
市内在住の方
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
⑥登記相談
4月21日㈭
⑦行政手続相談
4月21日、28日、5月12日㈭
☎042・679・1082）へ
⑧少年相談
4月26日、5月10日㈫
午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎
☎721・4842）へ
⑨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
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
※法律相談有り＝要予約
（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）
⑩電話による性自認及び性的指向
毎月第2水曜日
☎ 721・
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（☎
午後3時～8時
に関する相談
（祝休日を除く）
1162）
へ
在学の方
月～土曜日
午前9時～正午、
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
⑪消費生活相談
☎722・0001）へ
（祝休日を除く）
午後1時～4時
⑫空家に関する相談
市内に家屋を所
A=4月25日㈪
午前9時～正午
有の方
（空家・居 いずれも4月20日午後4時までに電話で住宅課
（☎
（A＝司法書士・税理士・宅地建物取
☎724・4269）
へ
B=5月9日㈪
（相談時間は50分）
住中問わず）
引士、B＝弁護士・宅地建物取引士）
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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。

東京２０２０大会男子マラソンで６位入賞

まちだ３Ｒ賞を贈呈しました

町田市ゆかりの大迫傑選手が市役所
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６
を訪れました

問環境政策課☎
☎７９７・０５３０
市では、ごみの減量やリ
サイクル・分別等に積極的
・組織的に取り組んでいる
事業所を、一般廃棄物の減
量に寄与したものとして表
彰しています。
３月２４日に、次の５つの事
業所に賞状を贈呈しました。
・学校法人玉川学園（玉川学園６－１－１）
・日本生命町田ビル（森野１－１３－１４）
・東京建物町田ビル（中町１－１－１６）
・学校法人日本大学第三学園（図師町１１－２３７５）
・ＢＯＯＫＯＦＦ ＳＵＰＥＲ ＢＡＺＡＡＲ 町田中央通り店
（原町田４－４－８）
詳細は市ＨＰでご覧いただけます。

教育委員に森山賢一氏が再任
３月２５日に開かれた市議会本会議で
の同意を得て、４月１日付で町田市教育
委員会の教育委員に森山賢一氏が再任
しました。任期は２０２６年３月３１日ま
でです。
４月１日以降の教育委員会の構成は
右表のとおりです
（敬称略）。

役

職

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎
☎７２６・２７７１、０８６０

問教育総務課
☎７２４・２１７２
氏

名

教育長

坂本

修一

教育長職務代理者

後藤

良秀

委

員

森山

賢一

委

員

井上

由奈

委

員

関根

美咲

“読む将”のススメ展

近代から現在に至るまでの将棋を題材と
した文学作品の歴史を追い、直筆原稿や作
家愛用の将棋の駒、取材メモ、マンガやアニ
メに関する資料等から将棋作品をひもとき
ます。読み物を通して将棋を楽しむ“読む
将”の世界へご招待します。
会期４月２９日㈷～６月２６日㈰、午前１０時～
午後５時
休館日月曜日、
５月１２日㈭、６月９日㈭

問町田市民文学館
☎７３９・３４２０

関連イベント
詳細は市ＨＰを
ご覧ください。
◯５月７日 ㈯ ＝ 芦 沢 央（ 作
家）×佐々木大地（棋士）対
談「将棋小説のたのしみ」
◯５月２８日㈯＝講演会「文
学の中の将棋」
◯６月１１日㈯＝文学散歩

団地をテーマにした
遊団地かるた展示会を開催します

問住宅課☎
☎７２４・４２６９、
イベント内容について＝町田パリオ☎
☎７２５・３７１０

市では、市内の大規模団地の再生
と活性化に向け、団地の魅力発信に
取り組んでいます。
遊団地は、２０１８年から「団地で遊
ぼう！団地を知ろう！」をテーマに、
団地の特性や暮らしている人たちと
の交流を大事にしながら、団地の新
たな魅力をアートのイベントなどを
通して発信しています。
今回は、
地域の学生や住民、アーテ
ィストらとともに、町田木曽団地を

テーマに作成した遊団地かるたの展
示会を開催します。
日程５月７日㈯、８日㈰、午前１０時～
午後４時（両日雨天の場合は５月１５
日に延期）
場町田木曽団地名店街広場
※町田パリオ、町田木曽団地自治会、
町田木曽団地名店会、ＪＫＫ東京（東京
都住宅供給公社）と共催です。
※詳細は町田パリオＨＰをご覧くだ
さい。
広

戦後の日本で展開した２つの民
衆版画運動（戦後版画運動と教育
版画運動）を紹介します。約４００点
の豊富な作品と資料を通して、あ
まり知られることのなかった版画
史の一側面に光を当てます。
会期４月２３日㈯～７月３日㈰
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館３０分前まで）
場同館企画展示室
費一般９００円、高校・大学生４５０
円、中学生以下無料
※展覧会初日は入場無料です。ま
た、４月２７日㈬、５月２５日㈬、６月
２２日㈬はシルバーデーのため、
６５歳以上の方は無料です。
※リピーター割引、ウェブクーポ
ン割引のほか、各種割引等の詳細
は同館ＨＰをご覧ください。
関連イベント 
詳細は同館ＨＰを
ご覧ください。
◯会期中＝版画作品募集「私も版
画家だった」
◯５月２１日㈯＝トークイベント
「アーティストがみる教育版画」

◯教育版画作品の絵本・紙芝居の
読み聞かせ①会期中の毎週木曜日
＝おはなしのじかん②５月１４日㈯
＝みんなのステージ
場いずれも芹ヶ谷公園
◯６月４日㈯＝教育映画「たのしい
はんが」解説付き上映会
◯５月８日㈰、６月１８日㈯＝担当学
芸員によるスライドトーク
◯６月１９日㈰＝プロムナードコン
サート「うたごえ喫茶で甦る青春」
※新型コロナウイルス感染防止の
ため入場を制限する場合がありま
す。

青森県八戸市湊中学校養護学級生徒『虹
の上をとぶ船・総集編（２）』より 「天
馬と牛と鳥が夜空をかけていく」 １９７
６年 五所川原市教育委員会蔵（写真提
供：青森県立美術館）

同時開催
ミニ企画展
「紙上の静物たち」
日７月１０日㈰まで
場同館常設展示室

新型コロナワクチン

１２～１７歳の方の追加接種（３回目）が始まります
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎
☎７３２・３５６３
毎日午前８時３０分～午後７時

▲接種券発送
状況について

１・２回目接種完了日から６か月以上が経過した１２～１７歳の方も、ファイ
ザー社製のワクチンを使用し、追加接種（３回目）を進めていきます。接種券
は順次発送します。
発送スケジュールの詳細は、
市ＨＰ
（右上二次元バーコード）
をご覧ください。
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）。

将棋作品をひもとく！

「彫刻刀が刻む戦後日本
−２つの民衆版画運動」
展

今号の広報紙は、 万２２０６部作成し、１部当たりの単価は

市内出身の大迫傑選手は、東京２０２０
オリンピックの男子マラソンで６位入賞
し現役を引退、その後２月に現役復帰を
発表しました。
全国各地で子どもたちに将来の夢や目
標を達成するために必要な考え方を伝え
るイベント「Ｓｕｇａｒ Ｅｌｉｔｅ Ｋｉｄｓ」の開催に
併せ、
３月２９日に市役所を訪れました。
大迫選手は「Ｓｕｇａｒ Ｅｌｉｔｅ Ｋｉｄｓ」につい
て、
「地元の町田市でこのイベントを行う
ことができて光栄です。子どもたちと一
緒に体を動かしながら、目標を持つこと
の大切さや、夢を叶えるために必要なこ
とを伝えられたらと思います」とお話し
になりました。
また、
「小学生の時にこどもマラソン大会に出場したことが陸上を始め
るきっかけになりました」と幼い頃を振り返りました。
今後の活躍に期待しています。

