
4 2022．8．15 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

の「町田市教育プラン２０１９－
２０２３」の次期計画となる「（仮称）町
田市教育プラン２０２４－２０２８」の策
定に向けて取り組みを進めていま
す。今後、人口減少や超スマート社会
（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）、地球環境問題などが
さらに進行することが予想され、子
どもたちが中心となって活躍する
２０４０年以降を見据えた取り組みが
求められています。これらを踏まえ、
現在施策の方向性として検討してい
る４つの基本方針（案）に着目したご
意見を募集しています。詳細は市ＨＰ
をご覧ください。
○４つの基本方針（案）
・未来を見据えた学び（学力・体力、豊
かな心の育成、生涯にわたる学び等）
・一人ひとりの学びの保障（特別な
支援を必要とする子どもに対する支
援、不登校、いじめ防止等）
・学びの環境整備（学校施設や生涯
学習施設の機能向上や老朽化対策
等）
・学びを支える体制（教職員の働き
方改善、学校と地域の協働等）
回答方法８月３１日までにＧｏｏｇｌｅフ
ォーム（下記二次元バーコード）で回
答。Ｇｏｏｇｌｅフォームで送
ることができない場合
は、書面でも提出できま
す。詳細はお問い合わせください。
問教育総務課☎☎７２４・２１７２

特別児童扶養手当・特別障害者手当・
障害児福祉手当・経過的福祉手当・重
度心身障害者手当を受給している方へ
現 況 届 の 提 出 を
　現在手当を受給している方に、現
況届を郵送しました。内容を確認の
うえ、それぞれの期限内に、障がい福
祉課へ提出してください。なお、提出
がない場合は、８月分以降（重度心身
障害者手当は１０月分以降）の手当が
支給停止となります。まだ用紙が届
いていない方は、ご連絡ください。ま
た、今年度の特別障害者手当、障害児
福祉手当、経過的福祉手当の支払日
等について、受給中の方に通知を同
封しましたのでご確認ください。心
身障害者福祉手当のみ受給中の方
は、現況届の提出はありません。別
途、施設入所に係る通知を送付して
いますので、ご確認ください。なお、
新型コロナウイルス感染防止のた
め、同封の返信用封筒に８４円切手を
貼付し、郵送で提出してください。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　８月は、「市・都民税、国民健康保険
税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１

お知らせお知らせ
申請を受け付けています
２０２３年度新入学市立小・中学校 
通 学 区 域 緩 和 制 度
　市立小・中学校は住所によって入
学する学校が指定されていますが、
入学に際して保護者やお子さんが指
定校以外の学校を希望できる「町田
市立小・中学校通学区域緩和制度」が
あります。
対象学年市内在住の、２０２３年４月に
入学する新小学１年生・新中学１年生
希望できる学校の範囲小学校＝住所
による指定校の隣接校（希望校まで
の通学距離が１．５㎞未満であれば隣
接校でなくても希望可）、中学校＝市
内全域／小・中学校ともに、受入枠が

設定されています（施設等の関係で
受入枠が設けられない学校も有り）。
受入枠を超える申請があった場合
は、公開抽選を行います。詳細は、８
月上旬に対象者へお送りした案内書
（申請書も同封）をご覧ください申申
請書を１０月５日までに、直接または
郵送（消印有効）で学務課（市庁舎１０
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。普通郵便が心配な方は、特定記録
郵便等をご利用ください。申請結果
は、１０月下旬に送付する予定です。
また、締切日時点の申請状況は、まち
だ子育てサイトに掲載します。
問学務課☎☎７２４・２１７６
ご意見を募集しています

（仮称）町田市教育プラン２０２４－２０２８
　現在、町田市教育委員会では、現行
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問議会事務局☎☎724・40499月定例会・常任委員会を開催します
　本会議・委員会を下表のとおり開催し
ます。開会時間は午前１０時です。ただし、

Twｉｔｔｅrアカウント名＝町
田市議会（町田市公式）＠
maｃhｉda_ｇｉkaｉ

Twitterで情報発信

８月２９日は午後１時です。
※請願・陳情の受付締切は８
月２９日㈪午後５時です。
※本会議・常任委員会は町
田市議会ＨＰでライブ中継・
録画配信をしています。スマ
ートフォンやタブレット端
末でもご覧いただけます。
※会場は本会議場及び委員
会室（いずれも市庁舎３階）
です。
※会議の日程・時間等は変
更になることがあります。

月 日 曜日 内　　　　容

8 29 月 本会議（提案理由説明）
30 火 議案説明会・全員協議会

9

1 木

本会議（一般質問）
2 金
5 月
6 火
7 水
8 木 本会議（質疑）
9 金 総務常任委員会・健康福祉常

任委員会12 月
13 火 文教社会常任委員会・建設常

任委員会14 水
15 木 常任委員会予備日
16 金 総務常任委員会・健康福祉常

任委員会（意見集約）
21 水 文教社会常任委員会・建設常

任委員会（意見集約）
30 金 本会議（表決）

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度について 問市政情報課☎☎７２４・８４０７

　市の取り組みについて詳しく知り
たい場合、「情報公開制度」や「会議公
開制度」が役立ちます。
【「情報公開制度」とは】
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※各担当部署の窓口で見ることがで
きる場合がありますので、まずは各
課へお問い合わせください。
※その他、本紙や市ＨＰ等に掲載して

いるものがありますのでご覧くださ
い。また、市政情報課では、市が発行し
ている刊行物を読んだり、購入するこ
とができますので、ご利用ください。
【「個人情報保護制度」とは】
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。自
分の情報を見たり、訂正や消去、利用
等の中止を請求できることも、この
制度で定めています（運用状況は表
２を参照）。

【「会議公開制度」とは】
　市が開催する審議会等を傍聴し、
議事録を読んだりできる制度です。
会議の詳細は、本紙や市ＨＰ等でお知
らせしています（開催状況は表３を
参照）。

【「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには】
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
ください。職員が分かりやすくご説
明します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担
当課で文書の検索、公開・開示等の決
定をするので手続きには数日かかり
ます。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。

（表4）情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子
請求、ＦＡＸ 窓口のみ

費　用 無　料 無　料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※�情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希
望する方は、送料は請求者負担となります。

（表3）�2021年度審議会等の会議の
開催状況

開催した会議の回数合計 926

内　訳
公　開 171
一部公開 8
非公開 747

※傍聴人数は49人です。（表1）�2021年度情報公開制度の� �
運用状況

公開請求件数 99（内取り下げ2）

決定内容
別件数

公　開 36
部分公開 62
非公開 9
不存在 16
存否応答
拒否 1

合　計 124
※�1件の請求で複数の決定があるため、決定
内容の合計と請求件数は一致しません。

（表2）�2021年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 69

決定内容別件数

開示等 29
部分開示等 24
非開示等 4
不存在 22
存否応答拒否 2
合　計 81

※�「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の中止」をいいます／2021年
度は、開示請求62件、訂正請求3件、消去等2件、利用等の中止2件でした／1件
の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計と請求件数は一致しません。

　暑さのせいか野鳥の声が少ないよ
うに思えます。セミの声も少ない？
どうも、そんな気がしています。あま
り自分が屋外で活動していないの
で、そう感じるのかもしれません。
　町田薬師池公園四季彩の杜の観蓮
会を３年ぶりに開催しました。新型
コロナ対策で、茎を通して飲む「荷

か

葉
よう

酒」、「荷葉茶」のおもてなしを先着
１００名様に限定させていただきまし
た。今年は久しぶりに多くの蓮の花
を見ることができました。
　７月下旬から、連日のように熱中症
警戒アラートが発表されています。
　とにかく暑い。「身にこたえる暑
さ」というのでは表現しきれないよ
うで、「災害級の暑さ」などと言われ
るようになりました。身にこたえる
よりも、身の危険を感じる暑さです。
「暑さ指数」というものがアラート
（警報）の基準になっていますが、３１
以上が危険。２８以上３１未満が厳重警
戒です。２８でも激しい運動は中止で
す。

　新型コロナによる感染者は、第７
波が大きな数字になっており、感染
者や濃厚接触者などの調査件数も急
増しています。業務の効率化や応援
職員の増員などしていますが、保健
所の業務は厳しい状況にあります。
また、町田市民病院や市内医療機関
でも、コロナ以外の患者さんへの対
応に影響が出ています。
　いつ終息するのか分からないこと
が新型コロナの厄介なところです
が、手洗いやマスクの着用など、基本
的な対策の励行と、さまざまな工夫
をしたうえで、経済活動の維持とを
両立させ、この難局を市民の皆さん
と一緒に乗り切っていきたいと思い
ます。
　旧盆が明けて、朝夕が涼しくなる
といいのですが。

カワセミ通信
１８５

荷葉酒、荷葉茶のおもてなし


