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条例制定に向けた取り組みと子ども・若者の参画は2面へ

安心して成長できるよう
自分を守り、守られること

勉強したり遊んだりして、
健やかに成長できること

　市では、子どもにとって最善の利益を第一に考え、子どもが幸せに暮らすことができる「子どもにやさしいまち」を目指し、未来を
担う子どもたちの視点に立って「子どもの権利」に関する条例（〔仮称〕子どもにやさしいまち条例）を制定する予定です。
　皆さんも、子どもの権利について考えてみませんか。 問子ども総務課☎☎724・2876

子どもの権利
考えてみよう考えてみよう！！

参加する

生きる

守られる
自由に意見を表したり、
団体を作ったりできること

住む場所や食べ物があり、
医療を受けられるなど、
命が守られること
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人口と世帯（外国人含む） 2023年1月1日現在人口 ： 430,831人（ 男：210,535人・女：220,296人）（前月より133人減） ／ 世帯 ： 205,310世帯（前月より4世帯減）
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　２０２３年度の条例制定に向けて、（仮称）子どもにやさしいまち条例検討部会
を昨年５月から開催しています。検討部会には、大人の委員と一緒に、高校生の
堀越さん、大学生の柴田さんも参加しています。お二人にお話を伺いました。

「（仮称）子どもにやさしいまち条例」
みんなでつくっています！

を

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

　子どもセンター５館で小学生
以上の子どもと保護者を対象
に、条例の周知及び「子どもの権
利」に対する率直な意見を聞く
ことを目的とし、シール投票を
行いました。

　高校生など若い世代が、自分たちの住ん
でいるまちの未来や夢・希望などを気軽に
市長と語り合う会です。昨年は、子どもセン
ターで2回開催し、条例をテーマに取り入
れ、意見交換を行いました。

2022年6月実施
シール投票「考えてみよう！子どもの権利」

2022年11月実施
若者が市長と語る会

　町田の魅力を発信し、
町田をもっと良くしたい！
やってみたいことがある
など、町田の未来を考え
るＭＳＰが条例周知のた
めのポスターを作製しま
した。

問児童青少年課☎☎724・4097

MSP（町田創造プロジェクト）によるポスター作製

　子どもたちが、事業や政策などの計画段階から意見を発言
するなど主体的に関わる「子どもの参画」は「子どもの権利」の
ひとつです。市は子ども自身の意見でつくられた「町田市子ど
も憲章」を「子どもの参画」の原点とし、子ども・若者の声を聞
くことを大切にしています。昨年6月～11月に実施したイベン
トや子どもたちによる条例の周知活動の様子を紹介します。

　中学生から18歳までの子どもたちが、「やさし
いまち・若者が活躍するまちってどんなまち？」を
テーマに、自分たちが思い描く「子どもにやさしい
まち」を考えてみました。

2022年９月実施
子ども参画ミーティング「考えてみよう！子どもの権利」

 参加者の声 ・趣味が気軽にできるのは、子どもにやさしいことだと思う。
・夢は社会体験を通して持つので、小・中学生が実際に体験しやすいまちが良い。

 参加者の声 ・「子どもの権利」が守られるために
は、子どもよりも大人の理解が大切だと思う。
・年齢だけでなく、子どもの成長に応じた支援
をすべきだと思う。

問子ども総務課☎☎724・2876
児童青少年課☎☎724・4097子ども・若者の声子ども・若者の声 町田の未来へ発進 町田の未来へ発進！！

問子ども総務課
☎☎724・2876

さがまち学生Club
柴
し ば

田
た

初
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菜
な

さん （大学３年生）

子どもセンターただON子ども委員会

堀
ほ り

越
こ し

彩
あ

珠
じ ゅ

さん （高校１年生）

　さがまち学生Clubという学生団体
に参加していて、検討部会の委員を募
集しているのを知りました。小学校の
教員を目指しており、将来のため
にも良い人生経験になると思い、
参加しました。

　小学生の時に、子どもセンターただ
ONの子ども委員会に入りました。そ
こで、副委員長になり、子どもの参画や
権利に関心を持つようになっ
たのがきっかけです。

実際に参加してみてどうですか？
　普段話す機会がない方々と話したり、意見を聞いたりできるのが、と
ても面白いです。参加している皆さんが、学生である私たちの話を真剣
に聞いてくれるので、緊張しますが毎回楽しみながら参加しています。

　自分が住んでいるまちについて、考える良い機会になりました。高校
の授業で、町田市について調べたり発表したりしていますが、それだけ
では分からない市民の考えや思いを知ることができて良かったです。

町田市がどんなまちになって欲しいですか？
　子育てや子どもに対してやさしいまち、子育てしやすく、子どもも生
活しやすいまちになって欲しいです。子育てに対して「お金がかかる」
「大変である」というネガティブな話をよく聞きますが、その大変さを
サポートできるようなシステムができると良いと思います。

　誰もが住みやすいまちになって欲しいです。これから、海外の人が日
本に来ることが増えると思うし、バリアフリーの面などでも、もっと素
晴らしいまちになると良いと思います。

検討部会に参加したきっかけは？

 町田の未来へ発進！

今後、パブリックコメントを実施する予定です。詳細は、まちだ子育てサイトHP等でお知らせします。
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募　集募　集
町 田 市 情 報 公 開・ 個 人 情 報 
保 護 運 営 審 議 会 市 民 委 員
　市の情報公開制度、個人情報保護
制度の運用について審議する「町田
市情報公開・個人情報保護運営審議
会」の市民委員を募集します。年２～
４回の開催を予定しています。
対市内在住の１８歳以上で、町田市の
他の附属機関等の委員となっていな
い方任期４月１日～２０２５年３月３１日
募集人数４人選考抽選申２月２日正午
～１９日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
２３０２０２Ｂへ。
問市政情報課☎☎７２４・８４０７
消費生活センター
運 営 協 議 会 委 員
●くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？　市と協働で、
衣・食・住・環境などをテーマとした
学習会、テスト教室等の企画・運営を
行う委員を募集します。くらしに役
立つ知識を学びながら、ご自身のア

イデアを企画や活動に生かしてみま
せんか。
対市内在住、在勤で、月に２～４回の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）任期４月１日～２０２４年３月３１日
／説明会を開催しますので、応募希
望者は必ずいずれかの回に参加して
ください日①２月２１日㈫午前１０時
から②３月７日㈫午前１０時から、い
ずれも１時間３０分程度場町田市民フ
ォーラム申①２月１７日まで②３月３
日までに、電話またはＦＡＸで消費生
活センター（☎☎７２５・８８０５返７２２・
４２６３）へ。
町田新産業創造センター　
インキュベーションフロア入居者
　常駐のインキュベーションマネー
ジャーによる販路拡大や資金調達等
の支援、他の入居者等との交流を通
じた創業期のノウハウ共有など、さ
まざまな経営支援を受けることがで
きます。施設内覧も随時受付、１席単
位で利用可能なブースの貸し出しも
あります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で

も法人でも可）内・費２０８号室（面積
１０㎡）＝月額３万４１７７円、２１０号室
（面積１５㎡）＝月額５万１３２３円（い
ずれも３月末ごろ入居可能）／消費
税、共益費を含みます申入居申込書
（同センターＨＰ〔右記二次元コード〕

でダウンロード）に記入し、
２月２８日までに直接または
郵送（消印有効）で同センタ
ーへ。書類審査後、面接を行います。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

会計年度任用職員募集

職　種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報　酬 申込期間 問い合わせ

1 下水道経営総務課
業務職員・一般事務

下水道経営総務課
（市庁舎8階） 月２０日＝1人 月額18万6０００円 ２月1０日まで 下水道経営総務課

☎☎7２4・4２87

２ 高齢者福祉課
業務職員・一般事務

高齢者福祉課
（市庁舎1階） 月16日＝２人 月額19万２２００円 ２月13日まで 高齢者福祉課

☎☎7２4・２141

3 子どもセンター
業務職員・児童厚生員

各子どもセンターの
いずれか 月16日＝２人 月額19万２２００円 ２月13日まで 児童青少年課

☎☎7２4・4０97

4
①業務職員・放課後児童支援員
②補助職員・放課後児童支援員Ａ
③補助職員・放課後児童支援員B
④補助職員・放課後児童支援員Ｃ

中央学童保育クラブ（中町）

①月２０日（実働6時間）＝1人
②月２０日（実働5時間）＝若干名
③月16日（実働5時間）＝若干名
④月1２日（実働4時間）＝若干名
※シフト制となります。

①月額２1万円
②月額13万円
③月額1０万4０００円
④月額6万２4００円

２月２8日まで 児童青少年課
☎☎7２4・２18２

5
①補助職員・学童保育クラブ補助員Ａ
②補助職員・学童保育クラブ補助員B
③補助職員・学童保育クラブ補助員Ｃ

中央学童保育クラブ（中町）
①月２０日（実働5時間）＝若干名
②月16日（実働5時間）＝若干名
③月1２日（実働4時間）＝若干名
※シフト制となります。

①月額1０万8０００円
②月額8万64００円
③月額5万184０円

２月２8日まで 児童青少年課
☎☎7２4・２18２

　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。
任用期間４月１日～２０２４年３月３１日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り／通勤手当相当分の支給有り／勤務条件により期末手当の支
給対象となる場合有り（４−④、５−③を除く）。 ▲市ＨＰ

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

町田市食育推進
計画策定及び推
進委員会

２月２日㈭午後1
時3０分～3時3０
分

町田市民フォ
ーラム3階視聴
覚室

２人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎☎7２２・7996）へ

町田市教育委員
会定例会

２月3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

町田市産業振興
計画推進委員会

２月7日㈫午後3
時～5時

町田新産業創
造センターイ
ベントスペー
ス（中町1-4-２）

3人
（先着順）

直接会場へ問産業政策課
☎☎7２4・２1２9

町田市住居表示
整備審議会

２月8日㈬午後3
時～4時

市庁舎5階会議
室5-3

3人
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調
整課（☎☎7２4・4２54）へ

町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

２月13日㈪午前
1０時～正午

市庁舎２階会議
室２-２

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎☎7２4・84０7）へ

町田市地域密着
型サービス運営
委員会

２月13日㈪午後6
時3０分～7時3０
分

市庁舎5階会議
室5-3

3人
（申し込み順）

２月8日までに電話でい
きいき総務課（☎☎7２4・
3２91）へ

町田市立図書館
協議会

２月14日㈫午後２
時～4時

中央図書館6階
ホール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書館
（☎☎7２8・8２２０）へ

町田市下水道事
業計画評価委員
会

２月17日㈮午前
1０時から

成瀬クリーン
センター3階大
会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道経営
総務課（☎☎7２4・4２87）
へ

　新型コロナウイルス感染症の報告数は減少傾向ですが、予断を許さない状況です。加えてこの冬はインフルエンザの報告数が増加傾向にあり、都内では
3年ぶりの本格的な流行が懸念されます。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防対策は共通しています。引き続き基本的な感染対策をお願い
します。

①手洗い・マスク着用を心掛ける　②体温測定など体調管理に気を付ける　③発熱に備えて抗原検査キット・解熱剤・食料品・日用品等を準備する

　感染拡大による医療機関の逼
ひっ

迫
ぱく

や、救急搬送が困難な事例が増えており、発熱時に医療機関の受診が困難となる可能性があります。
　発熱した時に備えて、重症化リスクに応じた受診の流れを事前に確認しておきましょう。詳細は市ＨＰをご覧ください。

＊新型コロナワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種における予防効果
と副反応をよく理解したうえで、接種をご検討ください。
　２月以降は新たに接種対象となる方が少なくなるため、一部の病院・診療所を除
き、右表のとおり集団接種会場のみで接種を行います。
※現在、新型コロナワクチン接種事業は３月３１日までとされています。接種をご希望
の方で、接種券がお手元にない方は、同コールセンターへお問い合わせください。な
お、オミクロン株対応ワクチンの接種は１人１回です。

新型コロナウイルス感染症情報 最新情報は市ＨＰを▶
ご覧ください※この記事の情報は１月２５日現在のものです。

問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３（受付時間＝午前８時３０分～午後７時）
� 返０５０・３１６１・８６３４（お電話が難しい方のお問い合わせ先）

■�新型コロナワクチン２月の接種予定会場・
スケジュールのご案内

オミクロン株対応ワクチン（３・４・５回目）

生涯学習センター ２月３日、９日、１０日、
１７日、２２日～２４日

忠生市民センター ２月１２日
鶴川市民センター ２月１８日
小山市民センター ２月１９日
南市民センター ２月２５日

■新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザにもご注意ください

　その他のワクチン
の接種日程・接種会
場は、市ＨＰをご覧い
ただくか、同コールセ
ンターへお
問い合わせ
ください。

問町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口☎☎７８５・５２３７、
町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８

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



4 2023．2．1 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

お知らせお知らせ
２月１日は町田市非核平和都市宣言��
４０周年の日です�
　市は、１９８３年２月１日、町田市制
２５周年記念式典において、あらゆる
国のあらゆる核兵器の廃絶を、全世
界に向かって訴える「非核平和都市」
となることを宣言しました。その年
から市では、平和に関する映画の上
映会、戦争体験記など出版物の発行、
市民大学講座の開催、平和記念展の
開催など平和を考える事業を実施し
てきました。今日で同宣言は４０周年
を迎えます。これからも町田市は、戦
争の悲惨さ、原爆の悲劇、平和の尊さ
を市民の皆さんと共に考え、「非核平
和のこころ」を広める取り組みを進
めていきます。
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

届いていない方はご連絡を
就 学・ 入 学 通 知 書
　今年４月に小・中学校に入学するお
子さん（小学校＝２０１６年４月２日～
２０１７年４月１日生まれ、中学校＝
２０１０年４月２日～２０１１年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書（新
小学１年生）・入学通知書（新中学１年
生）を、１月中にお送りしました。まだ
届いていない方は、学務課へご連絡く
ださい。外国籍の方で、町田市立小・中
学校に就学を希望する方は、学務課
で手続きをしてください。また、国立・
都立・私立の小・中学校に入学する方
は、２月２８日までに入学承諾書等の原
本を直接または郵送（消印有効）で、学
務課（市庁舎１０階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）、または各市民センタ
ー、各連絡所へ提出してください。
問学務課☎☎７２４・２１７６

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送
全 国 一 斉 情 報 伝 達 試 験
　弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等が発信されたときを想定し、町田
市防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に試験放送を実施します。町
田市メール配信サービスに登録して
いる方には、前日及び当日にメール
等を配信します。なお、災害等が発生
した場合には予告なく中止する場合
があります。
日２月１５日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８

健康増進温浴施設の愛称が�
「町田桜の湯」に決定しました
　市立室内プール「健康増進温浴施
設」の愛称選定について、多くの皆さ
んから応募と投票をいただき、愛称
が「町田桜の湯」に決定しました。決
定した愛称は４月から使用します。
詳細は市ＨＰ（右記二次元
コード）をご覧ください。
問スポーツ振興課☎☎７２４
・４０３６

暮らしの手続き出張無料相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、年金、
社会保険、労働問題全般、賃貸トラブ
ル、不動産の売買や賃貸借契約等に
ついて、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士が秘密厳守で相談に
応じます（相談時間は１人３０分以内）。
対市内在住、在勤の方日２月１９日㈰
午後１時～４時（受け付けは午後１時

～３時３０分）場忠生市民センター２
階ホール
問広聴課（市民相談室）☎☎７２４・２１０２
自宅にすみ着いた
アライグマ・ハクビシンでお困りの方へ
　自宅にすみ着いた、アライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
捕獲用のわなの設置期間中は、毎日
の見回り、置き餌、捕獲時の業者への
連絡をお願いします。なお、２０２２年
度の受け付けは３月１７日までです。
現地調査、わなの設置、捕獲時のアラ
イグマ・ハクビシンの回収費用はか
かりません。現地調査でアライグマ
・ハクビシンでないことが判明した
場合、わなを設置せず終了となりま
す。屋外に出没する場合や、他の生き
ものは対象となりません。
対市内に建っている居住用等の家屋
の所有者で、家屋にすみ着いたアラ
イグマ・ハクビシンの駆除を希望す
る方／事前に申し込みの対象となる
かお問い合わせください。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１

コンビニ証明書自動交付�
サ ー ビ ス を 休 止
　システムメンテナンスのため、
２月９日㈭は、コンビニエンススト
アでの証明書の自動交付サービス
を休止します。交付の再開は、２月
１０日午前６時３０分からです。
※新型コロナウイルス感染症予防接
種証明書（ワクチンパスポート）は、休
止期間中も通常どおり取得できます。
問市民課☎☎７２４・２８６４

４月１日（土）にオープン

南町田グランベリーパーク駅東自転車駐車場
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

２月１日は市制記念日

町田市は市制６５周年を迎えます
問広報課☎☎７２４・２１０１

　同自転車駐車場は、自転車の定
期利用のみ可能です（出し入れは
２４時間可）。南町田グランベリー
パーク駅まで徒歩約５分の場所に
あり、設置・管理運営は、（公財）自
転車駐車場整備センターが行いま
す。
　所在地・利用料金・申込方法等の

詳細は、南町田グランベリーパー
ク駅北口地下自転車駐車場で配布
しているお知らせまたは市ＨＰを
ご覧ください。
申２月１０日～２４日にハガキ（必着）
または同センターＨＰ
（右記二次元コード）で
申し込み。

ご家庭で余っている食品はありませんか？

市庁舎窓口でフードドライブを開始します！
問環境政策課☎☎７２４・４３７９

　フードドライブとは、家庭などで
余っている食品を持ち寄り、それら
をフードバンク等に寄付する活動の
ことです。
　市では、食品ロスの削減と食品の
有効活用を目的として、未利用食品
の受け付けを開始します。受け付け
した食品は、「フードバンクまちだ
（町田市社会福祉協議会）」から子ど
も食堂等・地域活動団体や、関係機関
を通して食品を必要としている世帯
へ提供されます。家庭で食べきれな
い食品や余っている食品がありまし
たら、市庁舎へお持ちください。
受け付けできる食品次のすべての条
件を満たすもの　①賞味期限が明記

されており、２か月以上ある②未開封
である③常温で保存できる
※アルコール類、生鮮品は受け付け
できません。
※お米や砂糖、塩などは賞味期限の記
載がない場合も受け付けしています。
受付時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時（祝休日を除く）
場環境政策課（市庁舎７階）
【市内のフードドライブ開催情報】
　町田市社会福祉協議会、リサイク
ル広場（地域リサイクル広場を除
く）、市立室内プール等で開催してい
ます。詳細は市ＨＰ（右記
二次元コード）をご覧く
ださい。

町田市農業協同組合と学校給食に関する連携協定を締結
問保健給食課☎☎７２４・２１７７

　市では、地場農産物の学校給食へ
の活用を通じて、新鮮な地場農産物
を子どもたちが味わい、農産物の生
産過程をより身近に感じながら食に
関して学ぶことで、子どもたちの豊
かな心・健康な体・生きる力を育んで
いくことを目的に、町田市農業協同
組合と昨年１２月２６日に「町田市の
学校給食における地場農産物の活用
に関する協定」を締結しました。
　今後、農業者への配送支援、地場農
産物の加工品開発・生産・学校給食で
の提供及び子どもたちの農地見学・

収穫体験などに連携して取り組みま
す。
　この協定に基づき、２月以降の小
学校給食で、地場の白菜を加工した
白菜キムチ、ゆずを加工したゆずは
ちみつゼリーを提供します。

　町田市は、１９５８（昭和３３）年２月１日、町田町・鶴川村・忠生村・堺村の１町３
村の合併により、東京都で９番目の市として産声をあげました。当時の人口
は約６万人で、現在では４３万８３１人（２０２３年１月１日現在）となっています。
　これからも「なんだかんだ言っても町田が一番」と思われるまちづくり
を目指します。

　町田市は東京都の南端に位置
し、都心へのアクセスが良く、市街
地のにぎわいと豊かな自然を楽し
むことができるまちです。
●市章（１９５８年１０月１日制定）
　マチダのマの字２つを田の字型
に図案化し、市民の
和合団結を表して
います。中央の鳥型
は平和と発展のし
るしです。
●市の木・けやき（１９７２年６月１５
日制定）
　日本原産の落葉高木です。発展
する町田市を
表す木とし
て、市内随所
にけやき並木
が整備されて
います。
●市の花・サルビア（１９７２年６月
１５日制定）
　ブラジル原産のシソ科の一年草
です。エネルギ
ッシュな容姿は
町田市の若さと
バイタリティを
表しています。

●市の鳥・カワセミ（２００２年６月
１５日制定）
　全国に分布し、青緑色とオレン
ジ色の体、長いくちばしと短い尾
を持つ野鳥です。多摩丘陵の源流
都市である町田
市のシンボルに
ふさわしいとし
て選定されまし
た。
●町田市ロゴマーク「いいことふ
くらむまちだ」（２０１４年１月１９日
制定）
　市民の皆さんの町
田への愛着・誇りを
高め、町田の魅力を
より効果的に市内外
に発信していくため
のシンボルです。

町田市の概要は市ＨＰへ

町田市
プロフィール

まちだって
こんなまち

まちだってこんなまち
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ます。
対市内在住、在学の小学４～６年生日
２月８日、３月１日、８日、いずれも水曜
日午後３時３０分～４時３０分定各１２
人（申し込み順）費１００円申２月３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。

森 林 体 験 塾 Ⅱ
　午前は木を加工してシイタケ菌を
打つ「ほだ木」作り、午後は竹工作を
行います。
対市内在住、在学の小学生の親子日
２月２６日㈰午前１０時～午後３時場大
地沢青少年センター講大戸源流森の
会定２０人（申し込み順）費１人６００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）へ。ＪＲ横浜線相
原駅西口～同センター間の無料送迎
バスを運行します。

市内公園でのキッチンカー等出店者を募集します
　市では、公園の魅力向上・活用促進
のため、市内の公園でキッチンカー
等を出店する実証実験を行っていま
す。２０２３年度１回目の出店者を募集
します。詳細は市ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧
ください。
募集期間２月８日㈬～２８日㈫
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

手 話 通 訳 者 登 録 試 験
　聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、２０２３年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手
話学習経験のある方（おおむね４年
以上）試験日１次＝３月１日㈬午後７
時から、２次＝３月１２日㈰午前９時
３０分から場市庁舎申所定の申込書

（障がい福祉課〔市庁舎１階〕で配布、
市ＨＰでダウンロードも可）に記入
し、２月１５日までに直接または郵送

（必着）で障がい福祉課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。

問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・３６３８

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
●きしゃポッポ　お母さん同士で子
育て情報の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２月２１日、２８日、いずれも火曜日
午後２時～４時（自由遊び時間含む）
内スキンシップ遊び、子育て情報交
換、季節に合わせた歌、絵本の紹介等
●パパと一緒にきしゃポッポ　お父
さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日２月
１９日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、手作り
おもちゃ制作等
●スマイルきしゃポッポ　子育て中
のママたちが企画・運営しています。
保護者同士で子育て情報の交換等を
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）とその保護者、妊婦
の方日２月１６日㈭午前１０時～正午

（自由遊び時間含む）内スキンシップ
遊び、子育て情報交換、季節に合わせ
た歌、絵本の紹介等

◇
場同センター定各９組（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎☎７２８・００７１）へ。
町田市民文学館
ことばであそぼう！３・４歳児あつまれ！
対３・４歳児とその保護者日２月１１日
㈷午前１０時３０分～１１時３０分（受け
付けは午前１０時から）場同館２階大
会議室内紙芝居や絵本、わらべうた、
言葉遊び等上演桃の木工房定１０組

（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０

子ども創造キャンパスひなた村
●キンボールスポーツ教室　大きな
ボール（１．２ｍ）を使ってゲームをし

３月は「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

記念品をプレゼント！
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

広報まちだは市ＨＰやアプリでも確認できます
問広報課☎☎７２４・２１０１

　市では、２月からさまざまな取
り組みを行います。
　詳細は市ＨＰをご覧
ください。

【市内各駅での普及啓発キャンペ
ーン】
　市では、身近な人の悩みに気付
き支える「ゲートキーパー」の役割
を周知するため、学校法人東京町
田学園町田デザイン＆建築専門学
校の協力のもと、ポスターとクリ
アファイルを新たに作成しまし
た。応募作品２７点の中から、同専
門学校２年生・森まりのさんの作品
が市長賞に選ばれました。
　１月１７日に行われた表彰式で、
森さんは「親しみを持ってもらい
やすいように、ハートを持ったう
さぎでやわらかいデザインを心掛
けて描きました」とデザインへの
思いを語られました。
ポスター掲示場所市内全１０駅、市
内路線バス車内、市内の医療機関
等、各市民センター、各駅前連絡
所、各コミュニティセンター等
クリアファイル配布場所市内全１０
駅、各市民センター、各駅前連絡所、
各コミュニティセンター等／無くな
り次第終了です。

【オンラインゲートキーパー養成
講座】
　専門職向け兼フォローアップゲ

ートキーパー養成講座をオンライ
ン（Ｗｅｂｅｘ）で実施します。
対医療介護職等の専門職、過去に
ゲートキーパー養成講座を受講し
た方等
日３月２日㈭午後２時～３時
定５０人（申し込み順）
申２月２日正午～２１日にイベシス
コード２３０２０２Ａへ。

【総合相談会】
　自殺の背景にあるこころ・女性
・法律・労働等の悩みを解決する糸
口を一緒に探すため、各種専門の
相談員が無料で相談に応じます。
申請・手続きの助言や関係機関、行
政の担当窓口等もご案内します。
家族・友人の方も相談できます。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月９日㈭午前１０時３０分～午後
４時／相談は３０分単位（相談時間
は２５分）、相談内容別に時間指定
制、１人２枠まで。
場市庁舎
申２月１日午前９時から電話で健康
推進課へ。

町田市マイナンバーカードセンターが移転します
問市民課☎☎８６０・６１９５

　２月２４日㈮にマイナンバーカー
ドセンターが移転します。

【新住所】
コビルナ町田３階（原町田６－９－
１９）
※現住所（町田センタービル５階

〔原町田６－８－１〕）での手続きは
２月１８日㈯までです。
※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関をご利用ください。

【受付日時】
火・木・土・日曜日＝午前８時３０分
～午後４時３０分
水・金曜日＝午前８時３０分～午後
６時３０分

【休所日】
毎週月曜日、祝日・振替休日、毎月
第３土曜日翌日の日曜日、年末年
始、システムメンテナンス日

【取扱業務】
○マイナンバーカードの業務（申
請・再交付申請、受け取り、暗証番
号初期化・変更、住所・氏名等変更、
紛失・廃止届、有効期間変更、一時
停止解除、申請取消）

○電子証明書の業務（新規発行、暗
証番号初期化・変更、失効）
○マイナンバーカード申請のため
の顔写真撮影
○マイナポイント申し込み支援

（２月２８日まで〔予定〕）
○マイナンバーカードの健康保険
証利用、公金受取口座登録の申し
込み支援

【注意事項】
※２月１９日㈰～２３日㈷は、マイナ
ンバーカードセンター閉所期間で
す。マイナンバーカードの受け取
り以外の手続きは市庁舎及び各市
民センターで受け付けています。
※マイナンバーカードセンターで
は、転入、転居、転出、戸籍の届け出
や証明書の発行はできませんので
ご注意ください。
※２月１４日までに市民センター受
取予約電話（☎☎７３２・３８８８）をし
た方はマイナンバーカードセンタ
ー閉所期間中も各市民センターで
カードを受け取ることができま
す。　市ＨＰでは、広報まちだの発行日（毎月１日、１５日）にＰＤＦ版を公開して

います。　市HP 広報まちだ  検索
　また、スマートフォン・タブレット用アプリやウェブサイトでもご覧い
ただけます。
○スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」　
○自治体等広報紙　Ｗｅｂ閲覧サービス「マイ広報紙」
○電子書籍ポータルサイト「ＴＡＭＡ ｅｂｏｏｋｓ（たまイ
ーブックス）」

問子ども総務課☎☎724・2876

有料広告掲載募集有料広告掲載募集
　掲載できる広告の制限等があります。詳細はまちだ子育て
サイト（右記二次元コード）をご覧ください。

▲アプリ等の
詳細はこちら

　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２か月程かかります。申請した方
には記念品をプレゼントします

（先着順、無くなり次第終了）。
※マイナポイント事業第２弾につ

いては、国のマイナポイント事業Ｈ
Ｐをご覧いただくか、マイナンバー
総合フリーダイヤル（錆０１２０・９５
・０１７８）へお問い合わせください。
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

2月4日㈯、5日㈰ 午前10時～午後5時 アメリア町田根岸ショッピングセンター2階
イレブンカット前（根岸2-18-1）

2月12日㈰ 午前10時～午後5時 成瀬コミュニティセンター1階多目的室A・B
2月27日㈪ 午前10時～午後5時 堺市民センター1階第一会議室
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催し・講座催し・講座
町田安心して暮らせるまちづくりプロジェクト
市 民 向 け 研 修 会
●測って　学んで、延ばそう健康寿
命！～町田市のフレイル予防につい
て　加齢により心身の機能が低下し
て要介護状態となる危険性が高まっ
ている状態である「フレイル」を予防
し、健康寿命を延ばすことを目的と
した研修会です。医師・歯科医師・薬
剤師による講演や各種測定機器を使
ったからだ測定が受けられます。
対市内在住、在勤、在学の方日２月１８
日㈯午後１時～４時３０分（受付時間
＝午後０時３０分～３時３０分）場市庁
舎３階会議室３－１～３講川村クリニ
ック・川村益彦医師、しんわ薬局玉川
学園店・加藤孝紀氏、齋藤歯科医院・
齋藤太伊輝医師
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

ベーシック　カリグラフィー
　日本カリグラフィー協会所属で英
国カリグラフィー団体ＣＬＡＳ特別研
究員の白谷泉氏による講座です。本
格的なカリグラフィーペンを使っ
て、イタリック体でアルファベット
の書き方を学びます。カリグラフィ
ーの技術と歴史を学び、「文字」と向
き合い、字を書くことについて改め
て考えてみませんか。
対１５歳以上の方日２月１９日㈰午前
１０時～午後３時３０分場町田市民文
学館定カリグラフィーの経験がない
方＝６人、カリグラフィーの経験が
ある方＝６人／申し込み順費２０００
円申２月２日正午～１７日午後５時に
電話で同館（☎☎７３９・３４２０）へ。
鶴川地区協議会共催　３水スマイルラウンジ
自由民権資料館が変わりました
　昨年１１月３日に「自由民権運動と

町田」と題して自由民権資料館の常
設展示がリニューアルされました。
展示ができるまでの苦労話を交えな
がら、変わったところや展示の見ど
ころ、資料館の利用の仕方などを学
芸担当が紹介します。
日２月１５日㈬、午前１０時３０分～１１
時３０分、午後１時３０分～２時３０分
（各回とも同一内容）場和光大学ポプ
リホール鶴川３階多目的室定各２５人
（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
３月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　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）。
●特別講座～違法でなければ安全か
？子どもたちにもその危険性を教え
たい！タバコ、お酒、カフェイン、ＣＢ
Ｄ（大麻に含まれる成分）ｅｔｃ　身の
回りにたくさん存在する嗜

し

好
こう

品
ひん

につ
いて、正しい知識を身に付け健康に
過ごしましょう。
対１８歳以上の方日３月５日㈰午前１０
時～１１時３０分場相模女子大学（相
模原市）講相模原市薬剤師会理事・森
田育子氏定３５人（抽選）申講座案内
チラシ裏面の受講申込書に記入し、

２月１５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）。申込締切日までに
定員に達しない場合は、引き続き募
集します。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
００７１
地産地ＳＨＯＷ コンサート×ピアノ
と奏でる 次世代の表現者たち
歌 うた 唄 エンジョイ・ザ・フューチャー
　合唱、ダンス、ピアノ演奏など、あ
らゆる分野で活躍する、未来ある子
どもたちが羽ばたいていくことを願
いコンサートを開催します。
日２月４日㈯午後３時～４時４５分（開
場は午後２時３０分）場町田市民ホー
ル出演鶴川第二小学校合唱部、Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ Ｆａｍｉｌｙ、Ａｉ Ｆｕｒｕｓａｔｏ、宇海・
澤近泰輔
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が
作った町田産新鮮野菜の販売です。
日２月５日㈰、３月５日㈰、午前７時３０
分～８時３０分（売り切れ次第終了）場
教育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

策定しました

まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）
問福祉総務課☎☎７２４・２１３３

町田市×『デート・ア・ライブⅣ』

デジタルスタンプラリー開催中！
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　「楽しく学んで、見て、聞いて、触れ
て、体験して、新たな気づきが喜びに
なる！」をテーマに、市民・企業・学校
・市等が一体となった環境イベント
を開催します。電気自動車や燃料電
池自動車など、次世代自動車も大集
合します。詳細は市ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧く
ださい。
日３月５日㈰午前１０時～午後３時
場町田市バイオエネルギーセンター
※できるだけ公共交通機関でおいで
ください。

主なイベント主なイベント
【水素バスに乗ろう】
　市庁舎と町田市バイオエネルギー
センターの間を、水素で動く燃料電
池バスで走ります。
日３月５日㈰、①午前９時１５分から②

午前９時４５分から③午前１０時１５分
から④午前１０時４５分から⑤午後１
時４５分から⑥午後２時１５分から⑦
午後２時４５分から⑧午後３時１５分か
ら／目的地まで約２５分です。
コース①～④市庁舎南側補助通路～
町田市バイオエネルギーセンター⑤
～⑧町田市バイオエネルギーセンタ
ー～市庁舎南側補助通路
定各２５人（申し込み順）
申２月３日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０２０３Ｂへ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
【電動カートに乗ろう】
　市内事業者のモビリティワークス
による電動カートの試乗会です。
日３月５日㈰、午前１０時～正午、午後
１時～３時
※時間内でご都合の合う時においで

いただきます。
定各８組（申し込み順）
申２月３日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０２０３Ａへ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
【町田生きもの共生フォーラム】
　生きものやその生育・生息環境に
ついての講演です。
日３月５日㈰午前１０時３０分～午後０
時３０分
内講演①「デザインで伝える海洋プ
ラスチックごみ削減への取り組み」、
講演②「ＳＤＧｓで注目。森に関する専
門資格『森林インストラクター』と
は」
講①桜美林大学芸術文化学群ビジュ
アル・アーツ専修教授　田中敬一氏
②（一社）日本森林インストラクター
協会常務理事・事務局長　田川裕則

氏
定３０人（申し込み順）
申２月３日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０２０３Ｃへ。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１
【町田市バイオエネルギーセンター
ごみ処理施設特別見学会】
　毎週火・木曜日に行っている町田
市バイオエネルギーセンターごみ処
理施設の定期見学会とは異なる、特
別見学コースを案内します。
日３月５日㈰、午前１０時１５分から、午
後１時から（各回とも同一内容）
定各３０人（申し込み順）
申２月３日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０２０３Ｄへ。
問循環型施設管理課☎☎７９７・２７３２

　市では、これまで取り組んでき
た福祉のまちづくりを更に推し進
めるため、「まちだユニバーサル社
会推進計画（第３次町田市福祉の
まちづくり推進計画）」を策定しま
した。この計画では、すべての人が
日常生活やいざという時などのあ
らゆるシーンにおいて、安全・快適
で、一人ひとりの人間として尊重
され、いきいきと暮らせる社会を
目指し、「ユニバーサル社会」の実
現に取り組みます。
　計画書は、市ＨＰ（右記
二次元コード）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１４００円）。
　計画策定に当たっては、昨年９月
１５日～１０月１４日に市民意見募集
を実施し、２５人から５２件のご意見
をいただきました。市民意見募集
の結果は、市ＨＰをご覧ください。

　町田市を舞台のモデルにしたと
言われている大人気アニメ「デー
ト・ア・ライブⅣ」とコラボレーシ
ョンしたデジタルスタンプラリー
を２月２８日㈫まで開催しています。
　市内１１か所（町田薬師池公園四
季彩の杜リス園及び西園、国際版
画美術館、小野路宿里山交流館、町
田ジョルナ、まちだの泉、町田仲見
世商店街、和光大学ポプリホール
鶴川、忠生公園、小田急町田駅ビル
東口広場〔旧カリヨン広場〕、鶴間
公園）に掲示されたポスターの二
次元コードをスマートフォンで読
み取り、スタンプを集めます。集め
たスタンプの個数に応じてデジタ

ル特典のプレゼントや、抽選に応
募することができます。
詳細は市ＨＰ（右記二次元
コード）をご覧ください。

まちだ　Ｅ
い ー こ

ＣＯ　ｔ
と

ｏ　フェスタ

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます ⓒ２０２１　橘公司・つなこ／ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ／「デート・ア・ライブⅣ」製作委員会
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家 族 介 護 者 教 室
●認知症家族との上手な付き合い方
講座　
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日２月２８日㈫午後１時３０
分～３時３０分場木曽森野コミュニテ
ィセンター内認知症のある家族との
上手な付き合い方や介護ストレスの
解消法を学ぶ講鶴川サナトリウム病
院臨床心理室・瀬川千尋氏定１５人

（申し込み順）申電話で町田第１高齢
者支援センター（☎☎７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

消 費 生 活 セ ン タ ー
●ＳＤＧｓ講演会「安けりゃいい」はも
う古い！？～何を基準に買ったらい
いの？　「値段が安い」ことだけでな
く、これからの社会のために望まし
い商品の選び方を一緒に考えてみま
せんか。
日３月１２日㈰午後１時～３時講（公財）
消費者教育支援センター理事首席主
任研究員・柿野成美氏定１８８人（申し
込み順）申１次受付＝２月１日正午～
午後７時にイベシスコード２３０２０２Ｃ
へ／２次受付＝２月２日正午～３月５
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。親子室希
望者（未就学児と保護者、申し込み順
に１組）は電話で併せて申し込みを。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に２人）は２月２６日までに
併せて申し込みを。
●くらしに役立つテスト教室～ダウ
ンジャケットを洗おう！　洗濯方
法、干し方、収納方法について学びま
す。
対市内在住、在勤、在学の方日３月１３

日㈪午前１０時～正午講町田友の会　
衣グループ定８人（申し込み順）費
１００円（洗剤代等）申２月２日正午～３
月５日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０２０２Ｄへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は２
月２６日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●うめ写真展　日本各地で撮影され
た梅の写真を公募した作品展です。
日程２月１６日㈭～２７日㈪
問同サロン☎☎７３６・８２８１

問産業政策課☎☎７２４・３２９６、町田商
工会議所☎☎７２４・６６１４
いまさら聞けない…
３ Ｄ プ リ ン タ ー 活 用 術！
　中小企業における３Ｄプリンターの
活用・導入をテーマにしたセミナーを
オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で開催します。
詳細は市ＨＰ（下記二次元コード）をご
覧ください。
対市内で事業を営んでいる方日３月
１日㈬午後２時～３時４５分内３Ｄプリ
ンターの基礎知識、東京都立産業技
術研究センターの事業紹介講同セン
ター物理応用技術部・木暮尊志氏、 
藤井紘一氏、同センター企画部・添田
心氏定３０人程度（申し込み順）申住
所・氏名・電話番号を明記し、２月２４
日までにメールで産業政
策課（墳ｍｃｉｔｙ６０００＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　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
●ミズノビクトリークリニック　バ
レーボール
対小学４～６年生でバレーボールの
経験を１年以上有する方日２月１１日
㈷午前１０時～正午講バレーボール元
アメリカ代表　ヨーコ・ゼッターラ
ンド氏定２０人（申し込み
順）費１０００円申同館ＨＰ
で申し込み。
問同館☎☎８５０・９７０７

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

成瀬クリーンセンターテニスコート
●成瀬スポーツデー
対①５・６歳（年長）～小学４年生②４・
５歳（年中）～小学３年生③４・５歳（年
中）以上の方日２月１９日㈰午前９時
３０分～午後４時３０分内①走り方教
室②ペスカドーラ町田フットサル教
室③テニスレッスン（年齢・経験者
別）定①②各３０人③各８人（申し込み
順）費各５００円申同テニ
スコートＨＰで申し込み。
問同テニスコート☎☎７２７
・６２４０

市 立 室 内 プ ー ル

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）③居室内で
病死等があった住宅】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間２月９日まで配布場所市庁舎１
階総合案内、各市民センター、各連絡
所、同公社町田窓口センター、都庁等

（各施設で開所日時が異なる）／同公
社ＨＰで配布期間中に限りダウンロ
ードも可申都営住宅入居者募集サイ
トポータルページまたは郵送で２月
１５日まで（郵送は必着）問同公社都
営住宅募集センター☎☎０５７０・０１０・
８１０
●町田税務署からのお知らせ
【自宅から確定申告書の作成・提出が
便利】
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、パソコンやスマートフォンを利
用した自宅からの申告にご協力をお
願いします。申告書の作成は、国税庁
ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用ください。申告書や申請書等
の様式は、国税庁ＨＰで入手できま
す。また、作成方法を解説した動画も
掲載しています。操作方法等の質問
はヘルプデスク（☎☎０５７０・０１・
５９０１）へお問い合わせください
【申告書作成会場の開設期間】
　入場には「入場整理券」が必要で
す。入場整理券は、当日会場で配布す

なお、贈与税の申告書の作成・送信は
国税庁ＨＰで行うことができます

◇
問町田税務署☎☎７２８・７２１１
●八王子年金事務所～確定申告で国
民年金保険料の控除を希望する方へ
　２０２２年１月～１２月に納付した国
民年金保険料は、確定申告で社会保
険料控除の対象となります。申告の
際には、国民年金保険料の納付を証
明する「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」や国民年金保険料の

「領収証書」をご提出ください。なお、
２０２２年１月１日～９月３０日に納付し
た方の控除証明書は、昨年１０月２６
日～１１月上旬に送付しています。ま
た、２０２２年１０月１日以降に初めて
保険料を納付した方には、２月上旬
に送付します。紛失等による再発行
は、ねんきん加入者ダイヤル（☎☎
０５７０・００３・００４、０５０から始まる
電話の方＝☎☎０３・６６３０・２５２５）へ
お問い合わせください問同年金事務
所☎☎０４２・６２６・３５１１
●東京都後期高齢者医療広域連合専
用コールセンター～マイナンバーカ
ード健康保険証の利用登録をお手伝
いします
　次の日時・会場でマイナンバーカ
ードの健康保険証利用登録等の支援
を行います。また、会場でマイナンバ
ーカードの健康保険証利用登録をし
た方には、ノベルティ（花等の種）を
お渡しします対マイナンバーカード
をお持ちで、マイナンバーカード健
康保険証の登録を行っていない方

（年齢、住所地は不問）日２月１日午後

るほか、ＬＩＮＥアプリで国税庁ＬＩＮＥ公
式アカウント（右記二次
元コード）を友だち追加
すると事前発行が可能で
す。なお、当日の入場整理券は数に限
りがあるため、早めに終了する場合
があります（後日の来場をお願いす
る場合有り）日・場①２月１５日まで

（土・日曜日、祝日を除く）、受付時間：
午前８時３０分～午後４時＝町田税務
署別館会議室（駐車場に限り有り）②
２月１６日～３月１５日（土・日曜日、祝
日を除く、ただし２月１９日、２６日は開
場）、受付時間：午前８時４５分～午後４
時＝ぽっぽ町田地下１階／いずれも
相談時間は午前９時～午後５時です
○申告書の作成はスマートフォンで
　会場ではスマートフォンを利用し
た申告を推奨しています。来場する
方は、スマートフォンとマイナンバ
ーカードをお持ちください
【「ふるさと納税ワンストップ特例」
の申請書を提出した方へ】
　ふるさと納税ワンストップ特例の
適用に関する申請書を提出した方が
確定申告を行う場合には、ワンスト
ップ特例の適用を受けることができ
ません。確定申告を行う際に、すべて
のふるさと納税の金額を寄附金控除
の計算に含める必要がありますので
ご注意ください
【贈与税の申告について】
　２０２２年中に個人から１１０万円を
超える財産の贈与を受けた方や、「相
続時精算課税」「住宅取得等資金の非
課税」を適用する方は、３月１５日まで
に、贈与税の申告と納税が必要です。

０時３０分～５時３０分、２月２日～４日、
午前９時３０分～午後５時３０分（いず
れも受け付けは午後４時３０分まで）、
２月５日午前９時３０分～午後２時３０
分（受け付けは午後１時３０分まで）場
生涯学習センター内マイナンバーカ
ードへの登録支援（健康保険証利用
登録、公金受取口座登録、マイナポイ
ント申し込み）持ち物マイナンバー
カード（顔写真付き）、マイナンバー
カードの電子証明書の４桁の暗証番
号（有効期限切れにご注意ください）
／マイナポイントの申し込みを希望
する方は、マイナポイントが受け取
れるキャッシュレス決済サービスの
ＩＤ及びセキュリティコードが必要
になります。公金受取口座の登録を
希望する方は、本人名義の通帳また
はキャッシュカードもお持ちくださ
い。マイナンバーカードの電子証明
書の有効期限が切れている場合は申
し込みできません。住民票がある市
区町村の窓口で電子証明書の更新手
続きを行ってください問同広域連合
専用コールセンター錆０１２０・００５・
５３７（受付時間＝午前９時～午後５時）
●町田市水泳協会～プールで体を動
かそう
対１８歳以上の方日・内２月１５日、２２
日、３月１日、８日、１５日、午前１０時～
１０時５５分＝水中ウォーク、２月１６
日、３月２日、９日、１６日、２３日、午前
１０時～１０時５５分＝初心者水泳教
室、午前１１時～正午＝泳法別水泳教
室、各全５回場市立室内プ－ル費
３０００円申電話で同プールへ問同プ
ール☎☎７９２・７７６１

２０２３年度町田市産業支援メニュー説明会
　２０２３年度に市と町田商工会議所
が実施する産業支援メニューをいち
早くお知らせします。会場とオンラ
インで実施します。
対市内で事業を営んでいる方日２月
１５日㈬午後２時～４時場会場＝町田
商工会議所、オンライン＝Ｚｏｏｍ定
会場＝３０人、オンライン＝５０人／
申し込み順申２月１０日までに、町田
商工会議所ＨＰの申し込
みフォーム（右記二次元
コード）で申し込み。

＜お知らせ＞
　水上安全法救助員Ⅰ養成講習の
ため、２月２３日㈷、２４日㈮、２６日　
㈰の午後２時３０分～５時３０分、２５
日㈯の午前１０時～午後１時、午後２
時３０分～５時３０分は、５０ｍプール
の一部を講習会専用とします。ま
た、２月２３日㈷、２４日㈮、２６日㈰の
正午～午後６時、２５日㈯の午前９時
～午後６時はコースレ
イアウトが変更となり
ます。
問同プール☎☎７９２・７７６１

撮影地　新宿
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広　　告

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

休日応急
歯科診療

受付時間＝日曜日、祝休日の午前9時～午後４時3０分（予
約制） 健康福祉会館内

（原町田5-8-２１）
☎☎返７２5・２２２5障がい者

歯科診療
受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後４
時3０分（予約制）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 受付時間＝午後７時～9時3０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
（原町田5-8-２１）
☎☎７１０・０9２７
返７１０・０9２8

日曜日
祝休日

受付時間＝午前9時～午後４時3０分（電話受付は午前8時
４5分から）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
２月
１日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-3-8）☎☎７98・１１２１

3日㈮ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

４日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

5日㈰

午前9時～午後5時 内科

はなみ内科（鶴間１-１9-35） ☎☎７9６・１１１１

たまがわ医院（玉川学園４-１６-４０） ☎☎７２０・3888

ちょう内科医院（本町田２938-１） ☎☎７２9・53４１

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

６日㈪ 午後７時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

７日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

8日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

9日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１０日㈮ 午後７時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

１１日㈷

午前9時～午後5時 内科

いのうえ内科クリニック（鶴間１-１8-１3）☎☎７０６・２６3０

町田駅前内科クリニック（森野１-39-１６）☎☎７２２・７3７3

金子内科クリニック（根岸２-１-１４） ☎☎７9２・3０１０

午前9時～翌朝9時

内科系 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

外科系
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１２日㈰

午前9時～午後5時
内科

とくとみ内科医院（南成瀬１-１9-４） ☎☎７２9・１６１６

メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-２-１）☎☎8６０・２０６１

内科
小児科 泰生医院（小山町２４７０-5） ☎☎７9７・７４２3

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

１3日㈪ 午後７時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

１４日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

１5日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１６日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-3-8）☎☎７98・１１２１

１７日㈮ 午後７時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

１8日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

１9日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７） ☎☎７１０・２２5１

内科
玉川学園土屋クリニック（南大谷２１9-２3）☎☎７２9・5２２8

やました内科・脳神経クリニック（山崎町２０55-２）☎☎７9４・６3２７

午前9時～翌朝9時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

外科系
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２０日㈪ 午後７時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

２１日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

２２日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２3日㈷

午前9時～午後5時 内科

成田クリニック（成瀬が丘２-２3-１６）☎☎７95・１２8１

玉川クリニック（玉川学園７-5-６） ☎☎７２5・8２０７

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２5-１２）☎☎７3７・７3７3

午前9時～翌朝9時

内科系 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

２４日㈮ 午後７時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

２5日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

２６日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森3-１9-１０）☎☎７9６・４8０７

内科
加藤医院（玉川学園5-２４-４０） ☎☎７3２・85６６

川村クリニック（本町田２9４3-１） ☎☎７２４・７７２７

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

２７日㈪ 午後７時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

２8日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてくださいいずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください

※救急診療・応急処置を行います。専門的治
療については、他の医療機関につなげる場合
があります。

急病急病ののときはときは
保存版　2月１日～28日

本紙に掲載し
ている夜間・
休日診療情報
等を配信して
います。

登録はこちらから

スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス

○東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（２４時間、年中無休）
　☎☎０3・５２７２・０3０3返０3・５２8５・8０8０
○小児救急相談　子供の健康相談室（東京都）
　�（受付時間＝月～金曜日の午後６時～翌朝8時／土・日曜日、祝休日、年末
年始は午前8時～翌朝8時）
♯8０００または☎☎０3・５２8５・8898

○東京消防庁救急相談センター（２４時間、年中無休）
♯７119または☎☎０４２・５２1・２3２3、同センターHP ♯７119  検索

「急病のときは」は、毎月1日号に1か月分をまとめて最終面に掲載しています

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（☎☎03・5272・0303返03・5285・8080）へお問い合わせください。
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