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お知らせ

成 年 後 見 制 度 利 用 支 援
成年後見制度の利用が必要な方
で、申立費用及び後見人等への報酬
の支払いが困難な場合、その費用を
市が負担します。
なお、保険者等が町
田市以外の方、区市町村長の審判請
求により成年後見人等が付された方
及び任意後見制度の利用者は対象外
です。詳細は、市ＨＰをご覧いただく
か、
お問い合わせください。
〇申立費用の助成
対次のすべてに該当する被後見人等
の方 ①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、
または施設等への入所・入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない内申し立て後に、申
立費用のうち、
診断書料・収入印紙代
・郵送費・鑑定費用を助成（予算額に
達した場合は受付終了）申申込要項
（市ＨＰでダウンロード）を参照し、必
要書類を審判確定日から３か月以内
に郵送
（消印有効）
で福祉総務課へ。
〇報酬費用の給付
対次のすべてに該当する被後見人等
の方 ①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、
または施設等への入所・入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない④当該年度を含む直
近１年間以内の分の報酬付与の申し
立てを、２０２３年１月１０日～３１日の
間に必ず家庭裁判所へ行う内報酬費
用を被後見人等へ給付（予算の範囲
内での給付となるため、該当者の人
数により金額が変動）／市への申し
込みは報酬付与の申し立て前に行っ
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初夏になりました。だいぶ暑い日
もある季節です。4月の朝方、上空
を、ヒヨドリの群れが北へ移動して
いるのを何回か見かけました。ゴー
ルデンウィークを含むこの2週間ほ
どは、南からの渡りの途中の夏鳥が
立ち寄る季節です。また、冬場、里に
下りてきている、山地で繁殖する野
鳥が公園や緑地で羽を休めたりする
季節でもあります。
市内の何か所かで観察ができまし
た。センダイムシクイは早めにやっ
てきました。朴の白い花が咲く林に
アカハラが止まっていたり、キビタ
キがさえずりを競い合ったりしてい
ます。
小さな葦原では、オオヨシキリ
がギョギョシ、ギョギョシと賑やか
に歌っています。
さて、5月8日、第36回の「フェス
タ ま ち だ2022」
（町田エイサー祭
り）
が3年ぶりに開催されました。例
年9月に行われてきましたが、今回
は5月開催となりました。町田の中
心市街地の7つの商店会と7つの大
型店の主催でのイベントですが、近
隣の市区からも参加団体が多く、エ
ほおのき

あし はら

にぎ

凡例

対 対象

日 日時

場 会場
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てください申申込要項（市ＨＰでダウ
ンロード）を参照し、必要書類を１２
月５日までに郵送（必着）で福祉総務
課へ。
◇
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
２０２３年度実施事業募集

農 業 振 興 事 業 補 助 金
市では、市内の農家が経営改善を
目指して行う機械・施設の導入等の
総額が３０万円以上の事業に対して
補助金を交付しています。
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、農家３戸以上が参加す
る営農集団、農業経営を行う法人で、
次のいずれかに該当する方 ①牛ま
たは馬＝５頭以上飼育②豚＝１０頭以
上飼育③鶏＝５００羽以上飼育④ホダ
木＝５００本以上栽培⑤ハウス＝２００
㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以上耕作⑦
生産緑地＝１０ａ以上耕作内機械・施
設の導入等、経営改善を目指した総
額が３０万円以上の事業に対し、認定
農業者・認定就農者・営農集団・農業
法人は経費の２分の１（１５０万円を限
度）、その他の農家は３分の１（１００万
円を限度）を交付／選定審査を行い、
不承認となる場合もあります。なお、
２０２４年度の募集から対象者が認定
農業者及び認定就農者に変更になる
予定です申申請書（農業振興課〔市庁
舎９階〕、ＪＡ各支店に有り）に関係書
類を添えて、６月１５日までに直接ま
たは郵送（必着）で農業振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

街頭労働相談を行います
解雇、雇い止め、賃金不払い、労働
条件の変更など、労働問題全般につ
いて相談できます。
また、
「ポケット労
イサー祭りとして広域的に知られた
イベントです。
エイサーの本場の沖縄市では、毎
年夏の終わりに「全島エイサーまつ
り」として開かれており、地元の青年
会の各チームが演技を競い合ってい
ます。
桑江沖縄市長は、先日のお話では、
今年はできれば全島エイサーを開催
したいとのことでした。新型コロナ
の影響による中止の前まで、毎年の
ように沖縄市の青年会の方に参加し
ていただいていました。
先月号でお知らせしたとおり、町
田市のさくらまつりも、近隣の各市
がお祭りを中止したなかで、感染対
策をしながら開催しました。こうし
たイベントは、人々のつながりや町
の賑わい、地域経済の活性化などの
意義があるものです。今は、徐々に
「ウィズコロナ」に移行していると思
われます。事業活動をはじめ、さまざ
まな活動を再開していくことで、元
気なまちだを、さらに元気にしてい
きたいと思います。

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

働法」
「使用者のための労働法」など、
労働に関する資料を無料配布しま
す。
日５月２０日㈮午前１１時～午後２時
３０分（荒天時は中止または延期する
場合有り）場小田急町田駅ビル東口
広場（通称＝カリヨン広場）相談担当
機関東京都労働相談情報センター八
王子事務所
問同センター八王子事務所☎
☎０４２・
６４５・６１１０、町田市産業政策課☎
☎
７２４・２１２９
ご利用ください

空 家 ア ド バ イ ザ ー 派 遣
市では、空家対策の一環として、建
築士に無料で相談できる空家アドバ
イザーを、市内に派遣しています。
対市内に空家を所有している方、今
後空家になる可能性のある家屋を所
有している方、町内会・自治会の方、
空家利活用希望者等／詳細は、市ＨＰ
をご覧いただくか、お問い合わせく
だ さ い 申 電 話 で 住 宅 課（ ☎ ７２４・
４２６９）へ。
展示イベント

食育月間＆歯と口の健康週間
６月は食育月間、６月４日～１０日は
歯と口の健康週間です。生涯健康で
いるために、お口の健康と食や栄養
についての情報を展示するイベント
です。お口の機能の衰えにより、食事
に支障が出ると、栄養が偏って少し
ずつ体の衰えへとつながっていきま
す。いつまでもおいしく食べ続ける
ためには、お口の健康が大切です。お
口と体の健康について、見つめ直し
てみませんか。
日５月３０日㈪～６月１０日㈮、午前８
時３０分～午後５時（５月３０日は午前
１０時から、６月１０日は午後３時まで）
／土・日曜日を除く場イベントスタ
ジオ（市庁舎１階）
問食育月間について=保健予防課保

問 問い合わせ

健栄養係☎
☎７２２・７９９６、歯と口の健
康週間について=保健予防課歯科保
健係☎
☎７２５・５４３７

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
講が義務付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６月２３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６月９日ごろ
送付）申５月１７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２２０５１７Ｃへ。
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

催し・講座

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●初心者デジタルカメラ講座 薬師
池公園・七国山を歩きながら撮影し、
被写体に合わせたカメラの使い方を
体験します。
対デジタルカメラをお持ちの小学生
以上の方日６月２５日㈯午前１０時～
午後０時３０分、集合は同サロン定１５
人（抽選）費１０００円申ハガキに住所
・氏名（ふりがな）
・電話番号・お持ち
のカメラの機種名を明記し、６月１９
日まで（必着）に町田市フォトサロン
デジタル講座係（〒１９５－００６３、野
津田町３２７２、薬師池公園内）へ。
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

５月３０日はごみゼロデー

問環境共生課☎
☎７２４・４３９１

市では、５月３０日のごみゼロデ 動など、地域の環境美化にご協力
ーを中心に美化キャンペーンを実 をお願いします。
施しています。今年は、５月２９日㈰ 【清掃活動にご協力くださる方へ】
清掃活動で拾い集めたごみは、
に多摩境駅周辺で、その地域の方
々・関係団体・町田サポーターズの 自宅で「資源とごみの出し方」に従
皆さんと連携し、散乱ごみ一斉清 って分別し、通常の家庭ごみの出
し方でお出しください。まちの美
掃を実施します。
皆さんも、この機会に自宅周辺 化にご協力をお願いします。
の散乱ごみ清掃や定期的な清掃活

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

（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン
（第5次町田市男女平等推進計画）
（素案）
☎723・2908

問男女平等推進センター☎
市では、
「（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第5
次町田市男女平等推進計画）」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す。
〇募集期間 2021年12月20日～2022年1月20日
〇応募者数 ４１人
〇意見件数 １２２件
〇意見概要 市HPで公表するほか、
次の窓口でも資料を配布します。男女平
等推進センター
（町田市民フォーラム3階）
、市政情報課・広聴課
（市庁舎1階）
、
各市民センター、
各連絡所、
各市立図書館、
町田市民文学館、
生涯学習センター

