
市では、地域資源（空き家・公園・小型の交通など）を活用して行う多様な街づくり活動を支援するため、
2021年12月に「町田市住みよい街づくり条例」を改正しました。

今回は、この街づくりに既に取り組んでいる小山田桜台の活動を紹介します。

地区街づくり課 ☎724・4267問
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2面で、街づくりの活動を支える仕組みを紹介しています

　小山田桜台では、多世代が交流できる「公園団
地」を目指し、より暮らしやすい住環境を整える
ため、さまざまな活動に取り組んでいます。

小山田桜台の 
街づくりのお話はこちら 

　公園の自然をいかし、子どもがやってみたい遊
びを実現できる場所です。

谷戸池公園冒険遊び場

公園 × 子育て支援活動
　公園の魅力を向上させるため、学生と協力して
清掃活動や池の水質浄化に取り組んでいます。

谷戸池公園の魅力づくり

地域の自然環境 × 維持保全活動
　惣

そう

菜
ざい

の製造・販売や高齢者の手伝い・見守りな
ど、地域住民の日常生活を支えています。

ほっとスペースさくらさくら

空き店舗 × 地域の居場所づくり

街づくりアドバイザーに
先進都市の事例などを
紹介してもらい、とても

参考になった

多世代交流の場所、
地域の方々の

“みんなの居場所”を
作っていきたい

づくりづくりカタチカタチにする～地域資源を活用して 暮らしやすいまちへ
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　地区の住民や地区内で活動する
団体、企業などが集まって、“こん
なことをやってみたい！ ”や“こ
んなことが実現できるといい！ ”
などを話し合いながら、まちの将
来像（目標・方針など）を取りまと
め、市の街づくりの方針として策
定するものです。

　街づくり活動の実現に向けて相談の段階か
ら、情報発信や仲間づくりの支援を行います。
また、認定を受けた街づくりプロジェクトに
は、以下の支援を行います。

�⃝�地区の街づくりの方針として市の計画に位置付けら
れることで、街づくりを推進することができます。

�⃝�事業者などが「まちビジョン」の区域内で建
物などを新築したり改修したりする際に、
地区の特性を知ることができます。

詳しくはこちらを
ご覧ください

あなたのまちあなたのまちでで
やってみたいことやってみたいこと 実 現 してみませんかしてみませんか

�⃝�５人以上で行う活動
⃝�活動が公開されている
⃝�実現することができ、継続性がある
⃝市の計画に整合している� など

認定の条件

公園 × 維持保全活動 小型の交通 × 買い物支援

　自分のまちでもっと楽しく豊かに暮らせるように、地域資源を活用した
「あなたのまちでやってみたいこと」を実現してみませんか。市は、「町田市
住みよい街づくり条例」の「街づくりプロジェクト」や「まちビジョン」を通
して、市民の皆さんが自分のまちを「住みたい、住み続けたい」まちにするた
めの活動を応援します。 地区街づくり課�☎724・4267問

　市民、事業者、市の協働により、お互いの責任や責務を尊重し
ながら、市民主体の街づくりを推進し、地域や地区の個性をいか
した住みよい街づくりを実現していくための仕組みを条例とし
て定めたものです。

町田市住みよい街づくり条例

　地域の居場所づくりのため、空き家を活
用した映画観賞会などのイベントを開催
し、住民のつながりを深める取り組みを行
います。

　地域のシンボルである公園の魅力を向
上させるため、清掃や花壇の管理などを
行います。

　地域の暮らしやすさの向上のため、小
型の交通を活用して高齢者などへの買い
物支援を行います。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

街づくり街づくり
プロジェクトプロジェクト

まちビジョンまちビジョン

地区で実現したいことをみんなで共有し、つながりをつくりながら、自らのまちの将来像を描いてみませんか？

まちビジョン準備会 みんなでまちの
将来像を描きたい

安心して歩ける
まちにしたい

活動する人同士で
つながりたい

空き家 × 地域の居場所づくり

さあ、みなさんの「やりたい」「やってみたい」
身近な街づくりを始めませんか

まちビジョンまちビジョン

緑がつながるまち

安心して歩けるまち

活動がうまれるまち

まちビジョンをつくるメリット

活動のイメージ活動のイメージ 支援メニュー支援メニュー

⃝�市ＨＰやその他、市の情報
発信媒体を活用し、企画立
案段階から実施まで一貫し
た活動内容の情報発信

情報発信

人材・
ノウハウ

⃝�街づくりの専門家である
「街づくりアドバイザー」の
派遣

⃝�プロジェクトの実現・発展
に向けた助言・相談� など

場・機会

⃝�活動場所の調整・サポート
⃝�新しい人との出会い・仲間
づくりにつながる機会の提
供（他の街づくりプロジェ
クトとの情報交換ができる
交流会）� など

　地区の街並みを形づくる地域資源を活用し、それらを「つ
かう」「なおす」「たもつ」「つくる」「みせる」など、さまざまな
取り組みを実践しながら、まちの魅力を高めていく活動を
認定するものです。地区の中で、同じ思いを持った仲間が集
まってグループをつくり、それぞれの「やりたいこと」を実
現していきます。

地域資源  × 街づくり
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２０２２年度の市政運営の視点

むすびに

「「
」」

　２０２２年度は、「まちだ未来づくりビジョン２０４０」の初年度であり、町田市の未来に向けた大切な１年目です。
　市長就任以来、町田の未来をつくるために、私が最も大切にしてきたことは「すべての世代の方々に生活の質の向上を実感していただく」こと、
そして、「市民目線で行政経営改革を進める」ことです。市政を担う、この任期４年に当たっては、引き続き、この２つの志を抱きながら、真

しん

摯
し

に、市政
運営に取り組んでいきます。

　グローバル化やデジタル技術の進展は、生活の利便性を飛躍的に向上させた反面、ひとたびバランスが崩れると、私たちの日常に大きな影響を
及ぼします。国内における物価の上昇は市民生活に不安を与えており、状況を注視しています。
　また、人口減少や少子高齢化は確実に進み、２０４０年が一つのターニングポイントとして、人口構造が大きく変わっていきます。
　町田市では、４３万人を超えるなど人口増加や若者の転出の改善が見られますが、今後の人口推移は国同様であり、人口減少や少子高齢化といっ
た社会的な課題に、果敢に取り組んでいかなければならないと感じています。
　この４月にスタートした「まちだ未来づくりビジョン２０４０」は、市民の皆さんと共に作り上げ、“子どもにやさしいまちは誰にとってもやさ
しいまち”との考えのもと、２０４０年に向けて子どもの視点でまちづくりを行うことを一番に掲げています。
　先行きが不透明な時代にこそ、未来に向けた明確なビジョンを描き、それを実現していき、１０年後も、２０年後も多くの方々に選ばれ続けられる
よう、「なんだかんだ言っても町田が一番」と言われるまちづくりを進めていきます。

‐２０２２年度の主要な施策‐
「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」ごとに紹介します。

●ここでの成長がカタチになるまち　
・ 市内３か所目の病児保育施設「南町田病児保育室じんべえ」の開設　
　➡�働きながらでも安心して子育てできる環境に。
・ 南地区に認可保育所、小山田地区に小山田子どもクラブを整備　
　➡�２０２３年度に開設し、子育て世帯に選ばれる町田の更なる強みへ。
・ 保育コンシェルジュの拡充と保育士サポートロイヤーの導入　
　➡�保育士が安心して保育に専念できる環境を整え、保育の質の向
上へ。

・ 児童相談所の市内設置に向けた都との協議　
　➡子ども家庭支援センターと児童相談所の更なる連携へ。
・ 「（仮称）子どもにやさしいまち条例」制定の検討　
　➡２０２３年の制定を目指し、子どもたちの基本的な権利を明確に。
・ “まちだの新たな学校づくり”に関する基本計画の策定　
　➡�未来の子どもたちの教育環境を整え、教育の質の向上へ。
・ 中学校給食センターの整備・運営　
　➡�町田市初のＰＦＩ手法を活用した官民連携による「食を通した地域
みんなの健康づくり拠点」に。

●わたしの“ココチよさ”がかなうまち
・ 多摩都市モノレール延伸に伴う町田駅周辺の整備　
　➡�商業等を始めとした多様な機能が集積した都市拠点に。
・ 鶴川駅周辺のまちづくりの整備　
　➡�南北をつなぐ安全で便利な歩行者ネットワークを形成し、回遊
性のあるまちに。

・ 相原駅周辺のまちづくりの整備　
　➡�東口アクセス道路と駅前広場の整備により、駅のにぎわいや拠
点性の向上へ。

●誰もがホッとできるまち
・ 相原地区・小山地区をモデル地区とした新たな相談支援体制の構築　
　➡�地域福祉コーディネーターを配置し、一人ひとりの状況に応じ
た支援に。

・ パートナーシップ制度の導入　
　➡当事者の皆さんに寄り添い、安心して暮らせるまちに。
・ 芹ヶ谷公園“芸術の杜”内の（仮称）国際工芸美術館の整備　
　➡�多様なアートに親しむ入り口となる、町田市を代表する公園に。
・ 健康増進温浴施設の開設　
　➡�地域の皆さんのホッとできる「憩いと地域を育む、多世代ふれあ
いの湯」へ。

・ 忠生スポーツ公園の整備　
　➡�２０２３年の開園を目指し、さまざまな世代が目的に応じて使える
広場に。

・ 防災学習や各種訓練を提供するポータルサイトの立ち上げ　
　➡�防災意識の向上と地域の結び付きを強化し、自然災害にも対処
できる強いまちへ。

　令和４年度（２０２２年度）第２
回市議会定例会が開会され、
石阪市長は６月２日の本会議
で施政方針を表明しました。
　ここでは、その概要を掲載
します。全文は市ＨＰでご覧い
ただけます。
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

町田市長　石阪丈一

令和４年度（２０２２年度）施政方針令和４年度（２０２２年度）施政方針

と言われるまちづくりへと言われるまちづくりへ

なんだかんだ言ってもなんだかんだ言っても
町田が一番町田が一番

なりたいまちの姿

●みんなの“なりたい”がかなうまち
・ 共創による地域社会づくりの推進　
　➡�活発な地域の取り組みに寄り添い、ともに地域社会における新
たな価値の創出へ。

・ 行政のデジタル化の推進　
　➡�行政サービスを変革し、「人手のかかるサービスデザイン」から
「デジタルベースのサービスデザイン」へ。

・ 「教育センターの複合化」に係る基本計画の策定　
　➡�子ども関連施設の複合化により、誰にとっても利用満足度の高
い公共施設へ。

行政経営の姿
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募　集募　集
まちだ男女平等フェスティバル実行委員
　２０２３年２月４日㈯、５日㈰に開催
予定の「まちだ男女平等フェスティ
バル」の実行委員（市民・団体）を募集
します。同フェスティバルでは、男女
共同参画社会づくりの推進に向けて
活動している団体等が中心になり、
講演会やワークショップ、展示等を
行います。
活動日時７月～２０２３年２月、毎月第
２火曜日、午前９時３０分～１１時３０分
場町田市民フォーラム申電話で男女
平等推進センター（☎☎７２３・２９０８）
へ。　

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は施設へお問い合わせくださ
い。
対有資格者
○光幼稚園（☎☎７９６・１９１２）＝保育
士（非常勤）、幼稚園教諭（非常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
町田市下水道事業計画評価委員会
市 民 委 員
　町田市の下水道事業計画の進

しん

捗
ちょく

管理・評価等を行う機関として１１月

１日に設置する町田市下水道事業計
画評価委員会の市民委員を募集しま
す。
対市内在住の１８歳以上で、今後の市
の下水道事業に関心があり、原則平
日に開催する委員会に出席できる方
任期１１月１日～２０２４年３月３１日募
集人数２人選考申込書、論文申申込
書と論文（テーマ＝下水道の現状と
課題を踏まえ、これからの下水道事
業について考えること〔８００字以
内〕）を作成し、７月２９日までに直接
または郵送（消印有効）で下水道経営
総務課へ／募集要項・申込書・論文用
紙は市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。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７
児童青少年課
会 計 年 度 業 務・ 補 助 職 員
○①放課後児童支援員②学童保育ク
ラブ補助員　詳細は募集要項をご覧
ください。募集要項・応募書類は市Ｈ
Ｐ（右記二次元バーコード）
でダウンロードできます。
対①放課後児童支援員の資
格を有する方②児童の健全育成に理
解と熱意があり、体力のある方任用
期間８月１日～３１日勤務時間午前８

時～午後７時のうち実働６時間（月２０
日、シフト制）勤務場所中央学童保育
クラブ（中町）募集人数若干名報酬①
月額１５万６０００円②月額１２万９６００
円／別途、通勤手当相当分支給選考
１次＝書類、２次＝面接申募集要項を
参照し、応募書類に記入のうえ、７月
８日までに直接または郵送（必着）で
児童青少年課へ。
問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　６月は、「市・都民税」の納付月で
す。
問納税課☎☎７２４・２１２１

町田市デジタル化推進委員会
　市では、有識者から意見を伺い、デ
ジタル化施策を迅速かつ的確に推進
するため、町田市デジタル化推進委
員会を開催します。委員会は、会場で

傍聴できるほか、オンラ
イン（Ｗｅｂｅｘ〔右記二次
元バーコード〕）でもご覧
いただけます。
日６月２９日㈬午後５時～６時場市庁
舎定会場＝１０人（申し込み順）申６月
２２日までに電話で情報システム課
（☎☎７２４・４４３２）へ（Ｗｅｂｅｘウェビ
ナーで傍聴の場合は申し込み不要）。
裁判所の調停委員による
民 事 調 停 の 利 用 相 談 会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故、パワハラなどの「民事上のも
めごと」について、豊富な経験と知識
を持った裁判所の調停委員が、秘密
厳守で民事調停の手続きや利用方法
等の相談に応じます。弁護士の委員
も参加します。
日７月１１日㈪午後１時３０分～４時３０
分場市庁舎申直接または電話で広聴
課（市庁舎１階、☎☎７２４・２１０２）へ。

6月23日～29日は男女共同参画週間
問男女平等推進センター☎☎723・2908

　職場・学校・地域・家庭で、一人ひとりの個性と能力を発揮できる「男女
共同参画社会」を実現するためには、国や市だけでなく、市
民の皆さんの取り組みが必要です。この機会に、男女のパー
トナーシップについて考えてみませんか。詳細は、内閣府男
女共同参画局ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。

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（右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。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

　シジュウカラの巣立ち雛
びな

が親鳥の
後を追いかけているのを真光寺川沿
いの何か所かで見かけました。夏鳥
のホトトギスが渡って来て、真夜中
も朝夕も鳴いています。自宅近くの
緑道では、メボソムシクイの囀

さえず

りを
聞きました。標高の高い山地への渡
りの途中に立ち寄ったものと思われ
ます。２００９年にも、中町の旧市庁舎
前の林でその囀りを聞き、この欄に
書いたことがあります。
　気象庁から、関東地方も梅雨入り
したもようとの発表がありました。
雨の季節がやってきました。河川の
増水時期を前に、先月末に、境川クリ
ーンアップ作戦が実施されました。
新型コロナ感染拡大防止で、中断し
ていたこの取り組みも３年ぶりに再
開されました。桜美林大学の学生も

ボランティアとして参加しました。
　また、同じ日に、多摩境駅周辺美化
キャンペーンが開催されました。美
化活動として、道路上のポイ捨てご
みの回収・分別や周知活動を実施し
ました。併せて、海洋プラスチックご
み削減について、これも桜美林大学
の学生によるディスプレイの展示、
説明が行われました。学生の皆さん
は、境川や鎌倉由比ヶ浜で実際にプ
ラスチックごみの回収活動をして、
この企画内容に反映しています。
　京王線の多摩境駅周辺は、長い間、
吸い殻を中心とした、ポイ捨てごみ
の防止に地域の皆さんが取り組んで
きました。この４月からは、「美化推
進重点区域」及び路上喫煙を禁止す
る「道路等喫煙禁止区域」に指定され
ました。このキャンペーンには、地域
の町内会・自治会の皆さんや交通関
係の企業の皆さんにも参加をいただ
きました。
　これからも、ポイ捨てごみのない、
きれいな街を実現し続けていきたい
と思います。

カワセミ通信
１８３

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　採用 検索

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 10人程度
看護師の資格を有する、
または2023年春までに
取得見込みの方

○受け付け
7月8日㈮まで
（必着）

○試験日
8月6日㈯

10月1日
2023年1月1日
2023年4月1日助産師 若干名

助産師の資格を有する、
または2023年春までに
取得見込みの方

※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
／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。

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センター
☎☎７３２・３５６３／毎日午前８時３０分～午後７時

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

町田市教育委員
会定例会

7月1日㈮
午前10時から

市庁舎10階会
議室10-2～5

直接会場へ問教育総務課
☎☎724・2172

町田市認知症施
策推進協議会

7月12日㈫
午後6時30分
～8時30分

オンライン
（Webex）

3人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎☎724・2140）へ

町田市景観審議
会専門部会

7月20日㈬
午後3時～4時
30分

市庁舎2階会議
室2－3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎☎724・4267）へ

ワクチン情
報の詳細は 
こちら▶

■３回目接種をお考えの方へ　３回目接種の接種間隔が５か月に変わりました
　５月２５日の国の指針により、ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社
ワクチンで３回目接種を受ける際の接種間隔が、２回目接種完了後６か月か
ら５か月に変更となりました。
　接種券は接種可能日前にご自宅に配達されますので、接種を希望する方
は、接種券が届き次第、予約を取ることが可能です。
　なお、４回目接種の開始に伴い、今後予約が増えてくるため、お早めに接
種の予約をお願いします。
■ワクチン接種を受けるには事前に接種予約が必要です。
①�パソコン・スマート
フォンから予約

２４時間予約可能です。

②���電話で予約
　�町田市新型コロナワクチン接種
予約センター

　　☎☎７８５・４１１７� �７８５・４１１７� �
　　（毎日午前８時３０分～午後７時）

桜美林大学　田中敬一教授ゼミの皆さんと市長
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部長名 主な取り組み

政策経営部長　神蔵重徳 ○まちだ未来づくりビジョン2040の推進
○アフターコロナに必要な施策の研究

経営改革室長　黒田豊 ○経営改革プランの推進
○市民参加型事業評価の実施

広報担当部長　遠藤雅子　 ○シティプロモーションの推進
○情報発信する場の提供

総務部長　髙橋晃 ○職員定数の適正化
○各課の法律上の問題に対する支援の強化

情報システム担当部長　髙橋晃 ○情報セキュリティの確保
○デジタル政策の推進

財務部長　井上誠 ○市債発行額と財政調整基金の適正管理
○市庁舎のエネルギー使用量の削減

営繕担当部長　原田功一 ○持続可能な修繕計画の検討
○施設の安全対策の実施

税務担当部長　増山哲生 ○市税と国民健康保険税の高収納率の維持
○社会保険料の徴収完全一元化実施方針策定

防災安全部長　水越祐介 ○まちだ防災カレッジの開設
○交通安全ミーティングの実施

市民部長　樋口真央 ○市民センター等の最適なサービスの構築
○マイナンバーカードの取得促進

市民協働推進担当部長　大貫一夫 ○地域課題解決のプラットフォームづくり
○「（仮称）パートナーシップ制度」の導入

文化スポーツ振興部長　篠崎陽彦 ○芹ヶ谷公園「美術エリア」の整備
○パラスポーツの理解促進

地域福祉部長　中村哲也 ○地域福祉の困りごと相談支援体制の強化
○生活困窮者等への就労や自立に向けた支援

いきいき生活部長　岡林得生 ○介護予防・フレイル予防の推進
○認知症の人やその家族の居場所づくり

保健所長　河合江美 ○新型コロナウイルス感染症の情報発信
○市民の健康増進を支援するまちづくり

臨時接種担当部長　樋口真央 ○ワクチン接種の実施
○わかりやすい情報の提供

子ども生活部長　神田貴史 ○子どもにやさしいまちの実現
○待機児童解消に向けた教育・保育施設整備

部長名 主な取り組み

経済観光部長　堀場淳 ○地域活性化の促進
○観光まちづくりの推進

北部・農政担当部長　守田龍夫 ○山林の再生と活用
○市内産農産物の流通促進

環境資源部長　野田好章 ○ごみの減量の推進
○次世代エネルギー等の利用促進

循環型施設担当部長　徳重和弘 ○一般廃棄物処理施設の適切な運営・管理
○相原地区における資源ごみ処理施設の稼働

道路部長　萩野功一 ○予防保全型の計画的な道路施設管理
○駅周辺施設の整備

都市づくり部長　窪田高博 ○土地利用制度の活用と都市計画決定・変更
○地域支え合い交通の実現に向けた取組支援

多摩都市モノレール推進担当部長　窪田高博 ○モノレール需要創出に資するまちづくり
○町田駅周辺エリアのまちづくりの推進

都市整備担当部長　平本一徳 ○鶴川駅周辺街づくりの推進
○野津田公園スポーツの森の整備

下水道部長　荻原康義 ○浸水対策事業の推進
○下水道施設の耐震化

会計管理者　今國隆市 ○デジタル化等を見据えた業務の見直し
○職員の会計知識・事務処理能力の強化

議会事務局長　鈴木秀行 ○議場見学の推進
○情報発信の研究

選挙管理委員会事務局長　若林眞一 ○公平・公正な選挙執行体制の確立
○参議院議員選挙における円滑な選挙の実行

農業委員会事務局長　守田龍夫 ○市街化調整区域内農地の適正利用の促進
○市街化区域における農地の適正利用の促進

監査事務局長　岡田成敏 ○リスクアプローチ監査の充実
○監査業務の効率化

学校教育部長　石坂泰弘 ○新たな学校づくりの推進
○中学校給食センターの整備

生涯学習部長　佐藤浩子 ○市民が町田市の歴史に触れられる機会拡大
○ワタシが主役の図書館づくり

市民病院事務部長　服部修久 ○中期経営計画に基づく病院運営
○医業収益の増収

【部長の「仕事目標」の流れ】�部長は、年度当初に年度目標を設定し、中間期に進
しん

捗
ちょく

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。

詳細はこちら▲

2022年度 部長2022年度 部長のの「仕事目標」主「仕事目標」主なな取組項目取組項目
　部長の「仕事目標」は、市長、副市長と各部長との約束であるとともに、市民の皆さんとの約束でもあります。2022年度は、特に他の
組織や自治体等と比較して「強み」や「改善すべき点」を整理し、部長の「仕事目標」を策定しました。

問経営改革室☎☎724・2503市民から信頼される市政を目指して市民から信頼される市政を目指して

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
の機会にご自身の運転を見直し、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７月2１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７月１４日ご
ろ郵送）申６月１６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220６１６Ａへ。
問市民生活安全課☎☎７2４・４00３

デ イ 銭 湯
　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①７月８日、22日、８月１2
日、2６日、９月９日、３0日、いずれも金
曜日午前１0時～午後0時３0分②７月
１３日、2７日、８月１0日、2４日、９月１４
日、2８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①８人
②９人／抽選費１回３00円申６月2１
日まで（土・日曜日を除く）に、電話で

高齢者福祉課（☎☎７2４・2１４６）へ。
生涯現役！
シニア期に向けた暮らしと働き方セミナー
●今後の生活設計に備えたプランニ
ング知識と再就職の働き方を同時に
考える！　
対５５歳以上で働く意欲のある方日７
月22日㈮午後2時～４時４５分場町田
市文化交流センター内①これからの
ライフプランニング②シニア世代の
再就職の現状と考え方講①サーティ
ファイドファイナンシャルプランナ
ー・水谷恒夫氏②東京しごとセンタ
ーシニアコーナー職員定４0人（申し
込み順）申６月１５日午前９時から電
話で予約専用ダイヤル（☎☎0３・５４22
・１３９９、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ
（申し込みフォーム〔右上記二次元バ
ーコード〕で申し込みも可）。

問東京しごとセンターシニ
アコーナー☎☎0３・５2１１・
2３３５、町田市産業政策課
☎☎７2４・2１2９

子ども・子育て子ども・子育て
子ども創造キャンパスひなた村
●子どものための日本舞踊教室　浴
衣を着て半幅帯を結び、所作や踊り
を体験して日本文化に触れます。
対市内在住、在勤、在学の小学生～
１８歳の方日７月１３日、９月１４日、１0
月１2日、１１月９日、いずれも水曜日
午後５時～６時３0分定各１１人（申し
込み順）費３00円（４回申し込みの場
合は１200円）申６月１７日午後１時か
ら電話でひなた村（☎☎７22・５７３６）
へ。その他の講座やワーク
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。
国際版画美術館
夏 期 子 ど も 講 座
●宇宙人のウキウキ夏休み～いろい
ろな材料で版画を作ってみよう　
　「宇宙人は夏休みに何をしている
の？」という想像の世界を、大学生と
一緒にコラグラフという版画で表現
しましょう。
対小学３～６年生日７月３0日㈯、３１日
㈰、午後0時３0分～４時（各回とも同
一内容）場同館講東京学芸大学教授
・清野泰行氏、同大学在学生定各１６
人（抽選、結果は７月１５日ごろ郵送）
費１000円申７月１１日までにイベン
トダイヤル（☎☎７2４・５６５６）またはイ
ベシスコード220６１４Ｈへ。両日への
申し込みはできません。
問同館☎☎７2６・2８８９

シニアシニア

　それぞれの納入・納税通知書を下表のとおり７月か
ら順次お送りします。
　記載されている料（税）額は、市で把握した前年所得
等をもとに算出しています。所得の申告等により、料
（税）額が変更になる場合は、改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細は、各通知書、市ＨＰを
ご覧ください。

種　類 発送日 宛　先
介護保険料 7月1日㈮ 本人
国民健康保険税 7月7日㈭ 世帯主
後期高齢者医療保険料 7月11日㈪ 本人

【新型コロナウイルス感染症の影響による減免等】
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入に相当の減
少等があった方は、減免等に該当する場合があります。
詳細は、市ＨＰをご覧いただくか、お問い合わせくださ
い。
【還付金詐欺にご注意ください】
　「還付金がある」「住所や口座番号を教えて」等の、市
の職員を名乗る不審な電話がかかってきたら、いった
ん電話を切り、市役所代表（☎☎７22・３１１１）に電話をか
けて確認してください。

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします
問�介護保険料について＝介護保険課☎☎７２４・４３６４、国民健康保険税について＝保険年金課☎☎７２４・
２１２４、後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎☎７２４・２１４４
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子ども・子育て子ども・子育て
生涯学習センター
親 と 子 の ま な び の ひ ろ ば
●スマイルきしゃポッポ　子育て中
のママたちが運営しています。お母
さん同士で子育ての情報交換等をし
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７月７日㈭午前１０時～正午（自
由遊び時間含む）場同センター内ス
キンシップ遊び、子育ての情報交換、
季節に合わせた歌、絵本の紹介等定
７組（申し込み順）申６月１６日午前９
時から電話で同センター（☎☎７２８・
００７１）へ。
こども体験講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ　
　夏休みに１７講座（工作、手芸、英
語、プログラミング体験等）を開催し
ます。夏休みの自由研究にも役立ち
ます。親子で学ぶ講座やＺｏｏｍを利
用したオンライン講座もあります。
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、さがまちコンソーシア
ムＨＰ〔右記二次元バーコー
ド〕でダウンロードも可）を
ご覧ください。
申受講申込書（さがまちコンソーシ
アムＨＰでダウンロード）に記入し、７
月３日までに、郵送（必着）またはＦＡ
Ｘ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〔右記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可）。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
００７１

催し・講座催し・講座
若者創業スクール事業
Ｕ－２５ビジネス創造プログラム
　市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、自分のやりたいことや実現した
い世界観を、ビジネスを通じて形に
する７日間の集中型プログラムを実
施します。ビジネスについて知らな
い人でも一から学ぶことができ、自
分の想

おも

いをビジョンとして表現し、
商品開発やビジネスモデルづくりを
ワークショップ形式で実践します。
現役起業家によるトークセッション
もあります。
対１６～２５歳のビジネスに少しでも
興味があり、全回参加できる方日７

月２３日、３０日、８月６日、２０日、２７
日、９月３日、１０日、いずれも土曜日
午後１時３０分～５時３０分、全７回／８
月６日、２７日はオンライン（Ｚｏｏｍ）
場同センター定２０人（選考）申７月
１５日までにＵ－２５ビジネス創造プ
ログラム申し込みフォーム
（右記二次元バーコード）で
申し込み。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

ダンボールコンポスト講習会
　生ごみをダンボールコンポストで
減量してみませんか。ダンボールコ
ンポスト１セット（幅３７㎝、奥行き３３
㎝、高さ３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰
りいただけます。過去に受講したこ
とがある方は申し込みできません。
対市内在住の方日７月１３日㈬、１５日
㈮、午後２時３０分～４時（各回とも同
一内容）場市庁舎講（一財）まちだエ
コライフ推進公社定各１５人（申し込
み順）申６月１６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２２０６１６Ｂへ。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日７月２９日㈮午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）内犬の健康管理、しつけ、飼育マ
ナー等を学ぶ講ドッグライフカウン
セラー・佐久間久美氏定２０人（申し
込み順）申６月１６日正午～７月２４日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０６１６Ｄへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。研修生が育てた夏
野菜を収穫してみませんか。収穫し
た夏野菜は持ち帰れます。また、新鮮
野菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）日７月１０日㈰、午
前９時～１０時、午前１０時３０分～１１時
３０分（各回とも同一内容）／雨天及
びその他の状況で中止となる場合は
連絡します場町田市農業研修第２圃

ほ

場（小野路町）／後日、詳細地図を送
付します内１口＝トマト２個、ナス３
個、ピーマン５個、キュウリ２本（当日
までの栽培状況により、変更になる
場合も有り）定各１０組（１組４人ま

で、申し込み順）費１口５００円（１組２
口まで）申６月１６日正午～２３日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０６１６Ｃへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

女性のための就職準備セミナー
●かしこく働くための基礎講座　今
後の就職活動に役立つ情報と、今年
１０月に変わる社会保険制度につい
て説明します。
対就職を考えている女性日７月１５日
㈮午前９時３０分～正午場町田市民フ
ォーラム内就職を取り巻く環境と心
構え、所得に応じた社会保険制度や
税について講東京都金融広報委員会
金融広報アドバイザー・音川敏枝氏、
ハローワーク町田マザーズコーナー
職員定２０人（申し込み順）申６月２１
日正午～７月８日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６２１Ｂへ。保育希望者（１
歳以上の未就学児、申し込み順に２
人）は、７月１日までに併せて申し込
みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

家 族 介 護 者 教 室
　おむつの導入の仕方、パッドの選

び方など、他人には相談しにくい介
護の悩みを専門職が説明します。
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日７月１６日㈯午後２時～
３時３０分場南第３高齢者支援センタ
ー講王子ネピア（株）ケアサポート事
業本部カウンセラーチーム・磯山佳
与子氏　他定２５人（申し込み順）申
電話で南第３高齢者支援センター
（☎☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

からだ測定会×運動プログラム
　市と包括連携協定を結んでいる明
治安田生命保険相互会社による血管
年齢等の測定や、センサーに手をか
ざして野菜摂取レベルを測定できる
ベジチェックを行います。また、ＦＣ
町田ゼルビアによる運動教室、歯科
衛生士による咀

そ

嚼
しゃく

力測定、管理栄養
士の講話等もあります。
対市内在住の１８歳以上の方日７月
１４日㈭、午前１０時１０分～１１時３０
分、午前１１時４０分～午後１時（各回
とも同一内容）場堺市民センター定
各２０人（申し込み順）申６月１７日正
午～７月５日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０６１７Ａへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

ご意見を募集します

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム 
（仮称）公園案内棟／喫茶／工房・アート体験棟基本計画（案）

問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７
町田市名産品セットをプレゼント！
市内各地でマイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎☎８６０・６１９５ 　（仮称）公園案内棟／喫茶／工房・
アート体験棟は、この場所ならでは
の体験や過ごし方ができる芹ヶ谷公
園、みんなでつくる“パークミュージ
アム”の実現にふさわしい拠点とな
ることを目指しています。その基本
計画（案）について、ご意見を募集し
ます。
資料の閲覧・配布文化振興課（市庁舎
１０階）、各子どもセンター、各市民セン
ター等（市ＨＰでダウンロードも可）
ご意見の提出方法書面にご意見・住
所・氏名・電話番号を明記し、７月１４

日までに直接、ＦＡＸまたはメールで
文化振興課または公園緑地課へ。
提出先文化振興課＝市庁舎１０階、返
０５０・３０８５・６５５４、公園緑地課＝市
庁舎８階、返０５０・３１６１・６２６９
※メールの場合は墳ｍａｄｅ．ｉｎ．ｓｅｒｉｇａｙ
ａ＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐへ送付し
てください（アドレスは各課共通）。
※意見提出の注意事項等の詳細は、
お問い合わせください。なお、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、８月ごろに市ＨＰ
で公表します。

　当日、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（各日１００人〔先着順〕）。
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

実施日 受付時間 会　場
６月１７日㈮ 正午～午後５時３０分 南町田グランベリーパーク内

グランベリーホール ｂｙ ｉＴＳＣＯＭ
（鶴間３－４－１）６月１８日㈯ 午前１１時３０分～午後５時

６月２５日㈯ 午前１０時～午後５時 ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピング
センター（小山ヶ丘６－１－１０）６月２６日㈰

７月１日㈮ 午前１１時～午後６時 木曽山崎コミュニティセンター７月２日㈯ 午前１０時～午後５時

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン

日程が決定しました
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

2022 ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲーム日程
節 日　程 キックオフ時間 対戦チーム
１ ６月１８日㈯ 午後２時１５分 エスポラーダ北海道
２ ６月２６日㈰ 午後５時 バルドラール浦安
５ ７月１８日㈷ 午後１時 バサジィ大分
７ ８月１２日㈮ 午後２時 ボルクバレット北九州
１０ １０月２9日㈯ 午後４時３０分 名古屋オーシャンズ
１１ １１月６日㈰ 午後７時 ボアルース長野
１４ １１月２７日㈰ 午後６時 フウガドールすみだ
１５ １２月４日㈰ 午後４時３０分 湘南ベルマーレ
１７ １２月１８日㈰ 午後６時 Y.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜
１9 ２０２３年１月１５日㈰ 午後４時３０分 シュライカー大阪
２０ ２０２３年１月２２日㈰ 午後６時 立川アスレティックFＣ

　ＡＳＶペスカドーラ町田は、市立総合体育館でホームゲームを１１試合行
います。今シーズンから甲斐修侍監督が就任し、チームもさらに若い戦力
が整い、経験のあるベテラン選手と融合した戦いが注目されます。会場に
足を運んでＡＳＶペスカドーラ町田を応援しましょう。
　なお、開催状況や観戦のルール、新型コロナウイルス感染症対
策等の詳細は、ＡＳＶペスカドーラ町田公式ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧ください。



72022．6．15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  検索町田市メール配信サービス

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●特別講座～熱中症対策講習会　気
象条件と熱中症発生状況の関係等、
新しい知識と対策を学びます。参加
者には試供品を差し上げます。講座
終了後に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７月１５日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム講大塚製薬
（株）・千葉雅裕氏定２０人（申し込み
順）申７月７日までに電話またはメー
ルで同バンク（☎☎８６０・６４８０、受付
時間＝月～金曜日の午前９時～午後
５時、墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）
へ（同バンクＨＰ〔右記二次
元バーコード〕で申し込み
も可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

薬物乱用防止普及啓発イベント
　薬物乱用のない社会を目指す「ダ
メ。ゼッタイ。」普及運動（６月２０日～
７月１９日）にちなんで、薬物乱用防止
を推進するイベントを開催します。
日６月２０日㈪～２４日㈮、午前８時３０
分～午後５時（６月２０日は午前１０時
から、２４日は午後４時まで）場イベン
トスタジオ（市庁舎１階）内薬物乱用
防止に関するパネル及び２０２１年度
に市内の中学生から募集した薬物乱
用防止ポスター・標語の優秀作品等
の展示
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室
　浮き輪やボールなどで楽しく遊
ぶ、レクリエーションが中心です。水
慣れしたい方も歓迎です。心臓病、高
血圧、循環器系に障がいのある方は
医師に相談のうえ、申し込んでくだ
さい。伝染病疾患のある方は参加で
きません。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方日７月２７日㈬、２９日㈮、午前
１０時～１１時３０分／両日参加はでき
ません場町田市子ども発達センター
温水プール定各８人（申し込み順）申
６月１７日正午～７月１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０６１７Ｃへ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７鯖
０５０・３１０１・１６５３

や き も の 体 験 講 座
●スープ皿を作ろう　粘土ひもを使
って、好きな形のスープ皿（口径１６
㎝程度）を１人１枚作ります。講師が
釉
ゆう

薬
やく

を掛け、焼成し、完成品は約１～
２か月後に着払いで郵送します。
対市内在住の５歳以上の方（小学４年
生以下は保護者１人同伴、子ども２人
と保護者１人の参加も可、保護者の
見学のみの参加は不可）日７月１８日
㈷、午前１０時～正午、午後２時～４時
（各回とも同一内容）場三輪コミュニ
ティセンター講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工
房主宰・檀上尚亮氏定各１０人（抽選、
結果は７月１２日ごろまでに電話で連

絡）費１人１０００円（送料別）申６月２３
日正午～７月４日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６２３Ａへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
多摩市の農園で採って学ぶ、食べて
学ぶ。
大 人 の 食 育
　市では周辺自治体と連携した観光
事業を進めています。その一環とし
て、青木農園で収穫体験と大人の食
育セミナーを行います。昼食は古民
家を改造したレストランで、採れた
ての野菜を使った農家料理を楽しめ
ます。ゆっくりと食事をしながらの
大人の食育で「健幸」になりませんか。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方日７月２３日㈯午前９時～午後１
時（小雨実施）／集合・解散は青木農
園（多摩市）です定１５人（抽選、結果
は７月８日までに通知）費４０００円（昼
食代、保険代等）申メールの件名に
「多摩ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、７月４日午後５時まで
にメールで（株）ＪＴＢ東京多摩支店
「南多摩３市イベント係」（墳ｍｉｎａｍｉ
ｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ（申し込みフォ
ーム〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも可）。
問（株）ＪＴＢ東京多摩支店
☎☎０４２・５２１・５５５０、町田市観光ま
ちづくり課☎☎７２４・２１２８

　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。

スポーツスポーツスポーツ

市 立 総 合 体 育 館
●メガダンス公開指導　ジャズ・ラ
テン・ヒップホップ等を踊ります。対
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の
方日毎週月曜日（休館日、大会等開催
日を除く）、午前１０時４５分～１１時
４５分定各５０人（申し込み順）費大人
３１０円、６５歳以上・障がい者１００円
／別途公開指導料として
１００円が必要です。
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
〈お知らせ〉� �
　７月２１日～８月３１日の夏季期間
（無休）は、小・中学生のプール利用料
が有料（１５０円）となります。夏季期
間は開館時間を３０分早め、午前８時
３０分から開館します（閉館時間は午
後９時、健康増進温浴施設��
は午前１０時～午後９時）。� �
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ　
対１６歳以上の方日毎週月曜日、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

　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、④～⑧、⑩⑪については、オンラインでの相談もあります。また、①～⑧、⑩⑪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。

暮らしに関する相談 「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

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

●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11月15日号です。次回申込期間＝8月15日～１０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
ＨＰでダウンロードも可）。� 市HP� 検索市民の広場
問広報課☎☎７２４・２１０１

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 ※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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう ６月１８日午前１０時から約２時間 町田シバヒロ 無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ 毎月第３土曜日開催
第１７回町田落語会 ６月１８日㊏午後２時開演 町田市民文学館大会議室 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
春季吟詠大会・町田市吟詠連盟各会派会員・青少年 ６月１９日㊐午前１０時～午後３時 木曽山崎コミュニティセンター 無料 川添☎☎７２８・０４６８ 主催　町田市吟詠連盟
健康社交ダンス講習会　フラワーダンスクラブ ６月２５日㊏午前１０時から 健康福祉会館 無料 松岡☎☎７３２・７２１７ 初心者大歓迎、気軽に
東日本大震災チャリティ津軽三味線と津軽の唄 ７月９日㊏午後７時～８時４５分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加募集 ７月１７日㊐午前７時５０分集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
正しく美しい日本語による日本歌曲コンサート ７月２１日㊍午後６時開演 町田市民フォーラムホール １０００円 池内☎☎０７０・２８１６・６６７２ 高校生以下無料ぜひ参加を

名　称 日　時 対　象 申し込み等
①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせくだ

さい 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 6月15日、22日、7月13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
（人権侵害などの問題） 6月17日、24日、7月1日、8日㈮ 午後1時30分～4時15分

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 6月21日、7月5日㈫

午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 6月28日、7月12日㈫
⑥登記相談 6月16日、7月7日㈭
⑦行政手続相談 6月16日、23日、30日、7月7日、14日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 7月6日㈬
⑨少年相談 6月28日、7月12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
⑩国の行政相談 7月5日㈫ 午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け） 電話で市民相談室

（☎☎724・2102）へ⑪建築・耐震相談 7月6日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴力等）

月～土曜日
（祝休日、第3水曜日を除く）

午前9時30分～午後4時
（水曜日のみ午後1時～8時） 市内在住、在勤、

在学の方

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

⑬電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第2水曜日（祝休日を除く） 午後3時～8時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎721

・1162）へ
⑭消費生活相談 月～土曜日（祝休日を除く） 午前9時～正午、午後1時～4時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎722・0001）へ
⑮空家に関する相談
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
司法書士・税理士・宅地建物取引士）

Ａ=7月11日㈪
Ｂ=7月25日㈪

午前9時～正午
（相談時間は50分）

市内に家屋を所
有の方（空家・居
住中問わず）

Ａ=6月29日、Ｂ=7月12日、いずれも午後4時までに電話で
住宅課（☎☎724・4269）へ



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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　市では、地域の多様な課題に取り
組む担い手を支援することを目的と
し、さまざまな事業に取り組んでいま
す。その一つとして、ＮＰＯなどの地域
活動団体や個人を支援する「町田市
地域活動サポートオフィス」がありま
す。
　企業や団体等の組織と人、組織と
組織をつなぐコーディネート、人材
育成や運営に関する講座の開催及び
相談の受け付け、地域活動に関する
情報発信などを行っています。

【「みんなの経験共有会」開催予定】
　４月から、地域で活動している方
に、活動の経験を語っていただく「み
んなの経験共有会」を開催していま
す。一人ひとりの経験談を通して、
「これから地域で活動してみたい」
「活動をしているけれど、うまくいか
なくて困っている」という方に向け
て、活動のヒントをお伝えします。
◯「学生と一緒に活動してみた」
日６月２２日㈬午後７時～８時３０分
場和光大学ポプリホール鶴川
講鎌倉古道・歴史遺産の会　東野至
氏、法政大学３年・矢野聖悟氏　他

定５０人（申し込み順）
◯「オンラインイベントやってみた」
日７月２５日㈪午後２時～３時３０分
場ＣＡＭＰ-ＮＡＲＵＳＥ（南成瀬）及びオ
ンライン（Zoom）
講（特）町田演劇鑑賞会・紫桃弘美氏、
へりぽーと・平山龍介氏
定会場＝７人（申し込み順）、オンライ
ン＝定員無し

◇
申電話またはメールで町田市地域活
動サポートオフィス（☎☎７８５・４８７１、
墳ｉｎｆo＠mａｃｈｉｄａ-ｓｕｐｐoｒｔ．oｒ．ｊｐ）
へ。

　市は、５月１１日にウォータースタンド（株）とプラスチックごみ削
減の推進に関する協定を締結しました。
　プラスチック製品の生産や消費で排出される温室効果ガスの排出
量を削減するため、本協定に基づき、マイボトル専用の給水器を公共
施設に設置し、マイボトルの普及を促進します。給水器は市庁舎、町
田市バイオエネルギーセンターに設
置しています。今後も、給水器の設置
拡充を予定しています。
　公共施設においでの際は、マイボ
トルを持参してみませんか。
※マイボトル普及促進のため、給水
器に備え付けの紙コップ等はありま
せん。

　市では、条例に伴う美化推進重点区域及び道路等喫煙禁止区
域に、路上喫煙等の防止を目的とした路面シートを設置しています。
　この度、桜美林大学と連携して新しい路面シートを作成し、６
月９日に、桜美林大学生と地元の町内会・自治会とともに、南町
田グランベリーパーク駅周辺等に設置しました。今後、ポイ捨て
ごみ等の減少の有無を検証し、ごみの減少が確認できた場合に
は、周知啓発の一つとして活用を検討していきます。

　令和４年（２０２２年）第２回市議会定
例会（６月議会）が６月２日に開会され
ました。
　市長は、今議会に令和４年度（２０２２
年度）一般会計補正予算など１９議案
を提出しました。
　議案等の内訳は予算２件、条例５
件、契約等９件、報告承認３件です。会
期は今月３０日までです。

予算案
　今回の補正予算は、一般会計
４８億９８２０万６千円です。
　主な内容は次のとおりです。
◯２０２５年度までに町田忠生小山エ
リア、南エリア、鶴川エリアに給食セ
ンターを整備し、中学校全員給食を
導入する「中学校給食センター整備
事業」
◯時間や場所にかかわらず「あらゆ
る市民が利用しやすい図書館」や、デ
ジタル化をはじめとした「社会状況

の変化に対応できる図書館」を目指
す「新たな図書館づくり推進事業（図
書館サービスのデジタル化）」
◯資源ごみ処理施設（相原地区、上小
山田地区）について、測量や用地取得
に向けた手続き、準備等を進める「循
環型施設整備事業」
○鶴川駅北口交通広場の整備工事や
南口アクセス路の用地測量等を行う
「鶴川駅周辺街づくり事業」
○相原駅東口の用地取得や、駅前街
区の再編整備に向けた検討、町田街
道から駅東口への新たなアクセス路
の整備を進める「相原駅周辺街づく
り事業」
○新型コロナウイルス感染症ワクチ
ンの４回目接種を実施する「新型コ
ロナウイルスワクチン接種事業」
などです。

契約案等
◯「町田市５ヵ年計画２２－２６」に基

づき、地域の子どもの居場所づくり
として小山田中学校区に子どもクラ
ブを新築する工事請負契約を締結す
る「小山田子どもクラブ新築工事請
負契約」
◯「熱回収施設等の周辺施設整備基
本構想」に基づき、最終処分場の一部
を閉鎖し、多世代が集えるスポーツ
公園として活用を図るため、多目的
芝生ゾーンや軽スポーツゾーンなど
を整備する工事請負契約を締結する
「（仮称）忠生スポーツ公園整備工事
（その２）請負契約」
◯「町田市第二次野津田公園整備基
本計画」に基づき、「スポーツの森」と
しての魅力を創出するため、野津田
公園北側拡張区域にテニスコートの
整備を行う工事請負契約を締結する
「野津田公園拡張区域整備工事（その
３）請負契約」
◯小田急線鶴川１号踏切道の拡幅改
良工事を小田急電鉄（株）に委託する
ため、協定を締結する「（仮称）鶴川１
号踏切道拡幅改良工事に関する基本
協定」
などです。

　この季節は夏に向け気温が高くな
り、細菌性食中毒のリスクが高くな
ります。
　「食中毒予防の３原則」で食中毒を
予防しましょう。
○食中毒菌を「つけない」
　調理や食事の前は、せっけんを使
って十分に手を洗いましょう。
　冷蔵庫の中では、生肉・生魚の汁等
が他の食材につかないようビニール
袋や容器に入れて保管しましょう。
○食中毒菌を「ふやさない」
　冷蔵が必要な食品は速やかに冷蔵
庫へ入れましょう。冷蔵庫に保管し
ている食品も、期限にかかわらず、な
るべく早めに食べきりましょう。
○食中毒菌を「やっつける」
　加熱調理をするときは中心まで十
分に加熱しましょう。調理器具・食器
・シンク等を熱湯や塩素系漂白剤等
で殺菌・消毒することも有効です。

プラスチックごみ削減の推進に関する
協定を締結

ごみのポイ捨て防止路面シートの
実証実験を行います

桜
美
林
大
学
生
が
作
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路
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団体活動をお手伝いする講座を開催しています
問町田市地域活動サポートオフィス☎☎７８５・４８７１、町田市市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

夏場の食中毒に
ご注意ください

問生活衛生課☎☎７２２・７２５４

問環境政策課☎☎７２４・４３７９ 問環境共生課☎☎７２４・４３９１

桜美林大学生がデザインを考案

６月議会が開会
補正予算などを審議

問総務課
☎☎７２４・２１０４

４月のみんなの経験共有会の様子

町田市地域活動サポー
トオフィスの詳細、今
後の催しはこちら▶

町田市地域活動 
サポートオフィス

8 2022．6．15 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。


