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広報ふちゅうに掲載している記事（ひろ
ば、官公庁を除く）は、市、または各施設の
ホームページにも掲載しています。

　府中市は、東京2020オリンピック自転車競技
ロードレースの開催地・７人制ラグビー  （日
本）の事前キャンプ地です。また、  （オーストリア）
と  （オーストラリア）のホストタウンです。

東京2020オリンピック

 開催まで 438日
東京2020パラリンピック

 開催まで 470日
ⒸTokyo2020 ※ホストタウンは、国の事業です。

食事券購入型支援の場合

「広報ふちゅう５月11日号」に掲載する市長コラムは、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた情報を掲載することから、休止します。

　市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、市民や市内事業者
が市や都が行う貸付や融資などを受ける際に必要となる各種証明
書類を無料で交付しています。
　問合せは、総合窓口課窓口第１係（３３５・４３３３）へ。

▽対象 市民、または市内事業
者で、新型コロナウイルスの感
染拡大に伴い、貸付や融資など
の生活支援・経済対策を利用す
るために証明書類が必要な方
▽無料になる証明書類
〇住民票の写し
〇印鑑登録証明書

新型コロナウイルスに伴う新型コロナウイルスに伴う
証明書類証明書類のの発行手数料発行手数料をを無料化無料化

〇課税（非課税）証明書
〇納税証明書
▽申込み 証明書類発行の申請
の際に窓口で申し出
※自動交付機、コンビニ交付
サービス及び他市町村での証明
書類発行は対象外です。

　市では、新型コロナウイルスの感染拡
大防止に伴う取組として、国の緊急事態
宣言発令を踏まえ、市の施設の一部、また
は全部を閉館していましたが、市内の感
染者数が急激に増加していることから、
市独自の取組として、これらの市の施設
の閉館などの期間を、原則、５月31日
（日）まで延長しています。
　このため、「広報ふちゅう」などで５月中
の開催をお知らせした、各施設での催し
は、中止、または延期します。
　中止・延期した催しは、市のホームペー

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
５月31日（日）までの市の施設の閉館・５月31日（日）までの市の施設の閉館・
催しの中止のお知らせ催しの中止のお知らせ

ご協力
ください

▲ 最新情報は、こち
らのホームページ
ＱＲコードからご
確認ください

ジ、または各施設でご確認ください。
　なお、５月中の利用休止に伴う施設
利用料・使用料の還付方法などは、各施
設・申込窓口で
ご確認くださ
い。
　感染拡大防止
に向けた市の取
組への市民の皆
さんのご理解・
ご協力をお願い
します。

　まちづくり府中と市内の飲食店が協力した、市内飲食店を応援す
るプロジェクト「ふちゅエール（飲食店編）」を、クラウドファンディ
ングの仕組みを活用して実施します。
　市民の皆さんからいただいた支援金と引換えに、後日、市内の支援
した飲食店で利用できる食事券などを返礼品としてお渡しします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、営業自粛などにご協
力いただいている市内飲食店への支援をお願いします。
　問合せは、まちづくり府中（３７０・１９６０）、または産業振興課
商工係（３３５・４１４２）へ。

▽受付期間　５月31日（日）まで
▽内容
〇食事券購入型支援…2000円、5000円、10000円のいずれかの支援
金額と支援する店舗を指定。その後、指定した店舗で利用できる支援
金と同額の食事券を配布
※食事券の使用期間は、７月１日（水）から12月31日（木）です。
〇食事券購入なし型支援…20000円、50000円、100000円のい
ずれかの支援金額を指定。その後、まちづくり府
中特設サイトなどで支援者を紹介
▽申込み 専用支援WEBサイト「READYFOR」
から、「ふちゅエール」を選択し、食事券購入型支
援、または食事券なし型支援のいずれかを選択
し、必要事項の入力と支援する飲食店を指定後、
金額の決済
※食事券は、後日、まちづくり府中から郵送しま
す。

▲ 支援WEBサイト
　 「READYFOR」の
QRコード

飲食店緊急支援プロジェクト飲食店緊急支援プロジェクト

「「ふちふちゅゅエールエール（飲食店編）（飲食店編）」」

支援したいお店を
選んで支援金額を指定

食事券が届く みんなで楽しむ！サイトへ
アクセス
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国勢調査員国勢調査員をを募集募集していますしています

▽業務期間　８月下旬から10月下旬
▽対象 次の全てに該当する方
○責任を持って調査事務ができる方
○20歳以上の健康な方
○調査上知り得た秘密を守れる方
○警察・選挙に直接関係のない方
○暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方
▽報酬 約７万円（２調査区約150世帯担当の場合）
※報酬額は調査区数や世帯数によって異なります。
▽申込み 情報管理課、または、右のQRコード読み取り先の専用フォームへ
※申込者向けの調査員事務説明会を行います。日程は、後日市から連絡し
ます。

　10月１日（木）を調査期日として、５年に一度の国勢調査が全国一斉に実施されます。
　本調査の調査員として、調査業務に理解と熱意を持って携わっていただける方を募集しま
す。
　問合せは、情報管理課統計担当（３３５・４０５９）へ。

▲ 国勢調査員募集
専用フォームの
QRコード

期　間 調査事務の概要
８月下旬から
９月上旬

○調査員事務説明会で、調査事務に係る説
明を受けます

９月13日（日）
まで

○担当調査区の範囲を確認し、担当調査区
内に居住している世帯へ調査票を配布す
る準備を行います

９月14日（月）
から20日（日）

○担当調査区内に居住する全世帯を訪問
し、調査の説明と調査票の配布を行います

10月１日（木）
から23日（金）

○調査票を配布した世帯から調査票を回
収し、未提出世帯には督促を行います
○回収した調査票を含む調査書類の点検
と整理を行います

10月24日（土）・
25日（日）

○調査書類と調査用品を指定の日時に市
に提出します

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、調査方法や調査期
間が変更になる場合があります。

▲ 自動交付機

おしらせおしらせ
自動交付機・コンビニ
交付サービス休止

　保守点検のため、自動交付機及びコ
ンビニ交付サービスを次の日時で休止
します。
　問合せは、総合窓口課窓口第１係（３
３５・４３３３）へ。
■自動交付機
▽日時　５月24日（日）午後５時～８
時半

■コンビニ交付サービス
▽日時 ５月24日（日）午後５時～11
時・31日（日）午後８時半～11時

工業統計調査に
ご協力ください

　６月１日（月）を調査期日として、工
業統計調査が全国一斉に行われます。

　この調査は、製造業を営む事業所
を対象として、その活動実態を明ら
かにすることを目的としています。
調査結果は、中小企業施策や地域振
興など国及び地域行政施策の基礎資
料として活用されます。
　なお、新型コロナウイルス感染症
の拡大を受け、調査員は訪問せず、５
月中旬から対象の事業所へ電話で聞
き取りを行います。
　ご回答いただいた内容は統計作成
以外には使用しません。
　問合せは、情報管理課統計担当（３
３５・４０５９）へ。

光化学スモッグに
ご注意を

　気温が高く風の弱い日は、光化学
スモッグが発生しやすくなります。
光化学スモッグが発生したときは、
長時間の外出や自動車の使用を控え
ましょう。
　なお、目や喉の痛みを感じたとき
は、速やかに水道水で洗顔とうがい
を行い、室内で休養した後、医師の診
療を受けましょう。
　また、都環境局では、光化学スモッ
グ注意報などの情報を配信していま
す。
　問合せは、環境政策課環境改善係
（３３５・４１９６）へ。

スズメバチの巣に
ご注意を

　スズメバチは、夏から秋にかけて

人などに対して攻撃的になり危険で
す。巣を見つけても近づかず、静かに
後ずさりで離れましょう。
　市では、市民が所有し、現に所有者
が居住している住居（集合住宅の共
有部分を除く）にあるスズメバチの
巣に限り駆除しています。
　なお、ほかの種類のハチの駆除は、
ご自身で行うか、専門業者に依頼し
てください。
　問合せは、環境政策課管理係（３３
５・４１９５）へ。
■ハチに刺されないための予防と刺
されたときの処置
○ハチは黒い色に対して敏感に反応
します。外出の際は、白色や明るい色
の服などを身に付けましょう
○室内に入ってきたときは、追い払
わず、窓を開けて静かに出ていくの

を待ちましょう
○刺されたときは、水や保冷剤で傷口
を冷やし、速やかに医師の診療を受け
ましょう

審議会・協議会審議会・協議会などなど
■教育委員会定例会
　５月21日（木）午後２時　教育セン

ター／
傍聴希望の方は前日までに、教育総務
課へ／問合せは同課総務係（３３５・４
４２４）へ
■保健計画・食育推進計画協議会
　５月28日（木）午後６時45分　保健
セン
ター／傍聴希望の方は前日までに、保健
セン
ターへ／問合せは保健セン

ター成人保健係（３
６８・６５１１）へ

　市では、国が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う緊急経済
対策として実施する、国民１人10万円を給付する特別定額給付金の給
付に向け、現在、準備を進めています。
　この給付金についての問い合わせをお受けする、特別給付金コール
センターを設置しました。
　なお、特別定額給付金の申請書の送付時期などは、５月21日号の「広
報ふちゅう」でお知らせします。
　問合せは、特別給付金コールセン

ター（３３５・４２７２）へ。

特別定額給付金特別定額給付金
コールセンターを設置コールセンターを設置
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凡例：日日程・日時　場会場・場所　対対象　定定員　費費用　内内容　講講師　出出演　他その他　申申込み　問問合せ

○各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前９時から受け付けます

　各種催しなどは、新型コロナウイルスに対する感染拡大防止の観点から、
中止する場合があります。詳細は、ホームページでご確認いただくか、各担
当へお問い合わせください。

農園名 所在地 区画数
四谷 四谷３の18 70

南町 南町２の30 33

◆道徳授業地区公開講座◆
学校名 日　程 学校名 日　程

一小 令和３年１月23日（土） 小柳小 令和３年２月20日（土）
二小 ９月12日（土） 南白小 令和３年１月16日（土）
三小 ６月27日（土） 四谷小

令和３年１月23日（土）四小 令和３年１月16日（土） 南町小
五小 令和３年１月23日（土） 日新小
六小 ６月６日（土） 一中 ７月11日（土）
七小 令和３年２月20日（土） 二中 ９月11日（金）
八小 10月17日（土） 三中 ９月19日（土）
九小 10月24日（土） 四中 令和３年１月16日（土）
十小 令和３年２月６日（土） 五中 10月31日（土）
武蔵台小 令和３年１月16日（土） 六中 10月10日（土）
住吉小 令和３年２月20日（土） 七中 ７月４日（土）
新町小 ９月19日（土） 八中 延期（調整中）
本宿小 ６月20日（土） 九中 ９月12日（土）
白糸台小 令和３年１月30日（土） 十中 10月31日（土）
矢崎小 ９月26日（土） 浅間中 10月３日（土）
若松小 令和３年２月20日（土）

　市では、ケーブルテレビを活用した行政広報番組、テレビ広報「まるご
と府中」を毎日放映しています。番組では、新型コロナウイルス感染症に
関する情報などをお伝えします。
　なお、現在放映中の番組や過去に放映した番組をインターネットでも
公開しています。
　問合せは、広報課広報担当（３３５・４０１９）へ。

▽日時 毎日の午前９時、正午、午後８時（15分番組）
▽番組 J：comチャンネル（11チャンネル）
※J：comチャンネルの番組編成の都合により、放映時間が変更になる場
合があります。
※内容は毎月１日・11日・21日に更新します。

テレビ広報「まるごと府中」放映中！

講座・催し講座・催し

ジャガイモのうね売り

　市内の生産者が作付けしたジャガイ
モのうね売りを行います。土に親しみ
ながら、自分で収穫する喜びを味わっ
てみませんか。
　問合せは、産業振興課農政係（３３
５・４１４３）へ。
▽期間 ６月13日（土）から７月５日
（日）
▽農園名・所在地・区画数　下の表のと
おり
▽対象 市民
▽費用 １区画2200円（約16キロ㌘）
▽申込み ５月18日（月）まで（必着）
に、往復はがきに参加希望農園名（第２
希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、返信用宛名を記入して、〒183－
8703生活環境部産業振興課「うね売
り」係へ／原則１世帯１区画／申込み
多数の場合は抽せん／申込み後の取消
し不可

子育てひろば「ほののぼ」

▽日時 ６月17日・24日、７月１日・８

日（水）午前10時～11時半（全４回）
▽会場 白糸台文化セン

ター

▽対象 令和元年７月～令和２年４
月生まれの乳児と保護者で、初めて
参加する方／兄姉の参加不可
▽定員 先着10組
▽費用 無料
▽内容 親子交流、子育ての相談・情
報提供ほか
▽申込み ５月12日（火）からの平
日の午前９時半～午後４時に、地域
子育て支援セン

ター「はぐ」ひがしへ
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」
ひがし（３６２・５２００）

道徳授業地区公開講座

　地域の方々と意見を交換しなが
ら、学校・家庭・地域社会が一体と
なった教育を進めることなどを目的
に、市内小・中学校の道徳の授業を公
開します。
▽学校名・日程　右の表のとおり
▽問合せ 指導室指導係（３３５・４
０６３）

おしらせおしらせ
地区図書館
臨時休館のお知らせ

　次の地区図書館は蔵書点検のた
め、臨時休館します。
〇宮町図書館　６月16日（火）・17

（水）
○生涯学習セン

ター図書館　６月19日
（金）
▽問合せ 宮町図書館（３６４・３６
１３）、生涯学習セン

ター図書館（３３６・５
７０２）

市政世論調査に
ご協力ください

　市では、市政について市民の皆
さんのご意見やご要望を伺うた
め、毎年、市政世論調査を行ってい
ます。
　対象は、住民基本台帳から無作為

に抽出した18歳以上の男女1500人
で、対象者にははがきを送付しますの
で、ご協力をお願いします。
　調査への回答は、郵送で送付してい
ただくか、調査員証を持った調査員が
訪問のうえ回収します。調査員訪問時
は、調査員証をご確認ください。
　なお、調査で知り得た個人情報は、本
調査にかかる統計作成以外には使用し
ません。
　問合せは、広報課広聴担当（３６６・
１７１１）へ。
▽期間 ７月17日（金）まで
▽調査機関　ＴＤＳ

　各種催しなどは、新型コロナウイルスに対する感染拡大防止の観点から、
中止する場合があります。詳細は、ホームページでご確認いただくか、各担
当へお問い合わせください。

　３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■肢体不自由者・視覚障害者交流会
　日６月６日（土）午後１時半～３時対
肢体・視覚障害のある方と家族、介助者
ほか定15人（抽せん）費１人100円（軽
食代）申５月25日（月）までに当セン

ターへ
■車いす社交ダンス
　日６月12日（金）午前10時～正午対
身体障害のある市民定16人（抽せん）
費無料申６月５日（金）までに当セン

ターへ

■折り紙講座
　日６月19日（金）午後１時15分～
２時45分対身体障害のある方定８
人（抽せん）申６月５日（金）までに当
セン
ターへ

　３３０・２０１０

介護予防推進セン
ター「いきいきプラザ」

■介護予防相談
　日毎日の午前９時～午後４時対
65歳以上の市民内電話での介護予
防に関する電話相談申電話で当セン

ターへ

　各種催しなどは、新型コロナウイルスに対する感染拡大防止の観点か
ら、中止する場合があります。詳細は、各問合せ先へお問い合わせください。

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

■野鳥との関わり方を知ってく
ださい　内許可なく野鳥を捕るこ
とや飼うことは法律で禁止され、
違反者には、１年以下の懲役、また
は100万円以下の罰金が科せられ
ます／えさやりや野鳥の不必要
な保護は、野鳥が自然で生きる機
会を奪うとともに、ふん害などを
引き起こします／ひなが落ちてい

る場合は保護せず、巣に戻しましょ
う／けがをした野鳥がいる場合は都
多摩環境事務所へ問同事務所（042・
521・2948）へ
■シニア生涯ワーキングセミナー　
日６月５日（金）午後１時～３時45
分場ハローワーク府中外部会場（日
鋼町１の１）対働く意欲のある55歳
以上の方費無料他電卓持参申同セミ
ナー予約専用窓口（03・5843・7665）
へ問東京しごとセン

ターシニアコーナー
（03・5211・2335）へ
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各課・各施設の直通電話・FAX番号一覧
　各課・施設の直通電話・FAX番号と主な業務内容は、次のとおりです。なお、
府中市の市外局番は（042）です。
　FAX番号の記載のない課・施設は、FAXの利用はできません。

政策総務部
政策課  336・6131
○市政の総合企画・調整、行財政改革
 ☎335・4010
○オリンピック・パラリンピックの推進
 ☎335・4006
財政課  364・1156
○財政運営 ☎335・4025
秘書課
○市長・副市長の秘書 ☎335・4015
広報課  361・8288
○広報紙の編集・発行、ホームページの管理・
運営、テレビ広報の制作 ☎335・4019
○市長への手紙、公文書などの開示、個人情
報の保護 ☎366・1711
○市政・専門相談、市政についての苦情の申
立て・受付 ☎366・1711
○市政情報センター ☎336・1818
法制文書課  366・1457
○条例、規則の制定 ☎335・4043
○文書の管理 ☎335・4045
職員課
○職員の人事 ☎335・4051
○職員の研修 ☎335・4049
○職員の福利厚生 ☎335・4050

行政管理部
財産活用課   335・5396
○庁舎の管理 ☎335・4144
○工事・委託・物品の検査 ☎335・4061
○公有財産の管理・活用 ☎335・4155
○公共用地取得・売払、土地開発公社の管理
運営、公拡法の届出 ☎335・4102

新庁舎建設推進室
○新庁舎の建設 ☎335・4129
建築施設課   366・7752
○公共施設の設計・施工監理 ☎335・4355
○公共施設の計画的保全 ☎335・4357
○公共施設マネジメントの推進 ☎335・4358
○文化・スポーツ施設老朽化対策 ☎335・4027
契約課   335・4420
○工事の契約 ☎335・4093
○物品・委託の契約 ☎335・4094
情報管理課   360・8132
○基幹システムの管理・運営保守
 ☎335・4054
○情報化施策の推進、情報セキュリティの向上

☎335・4057
○統計調査の実施 ☎335・4059
防災危機管理課   335・6395
○災害対策、火災共済 ☎335・4098
○消防団 ☎335・4068
○危機管理、国民保護 ☎335・4283

市民協働推進部
協働推進課   365・3595
〇市民協働の推進 ☎335・4414
〇市民活動の支援及び促進 ☎335・4035
〇市民活動センター「プラッツ」 ☎319・9703
〇姉妹・友好都市との交流 ☎335・4131
〇国際交流サロン ☎335・4401
地域コミュニティ課   365・3595
○文化センターの運営・調整 ☎335・4137
○中央文化センター ☎364・3611
○白糸台文化センター（兼）東部出張所
 ☎363・6208
○西府文化センター（兼）西部出張所
 ☎364・0811
○武蔵台文化センター ☎042・576・3231
○新町文化センター ☎366・7611
○住吉文化センター ☎366・8611
○是政文化センター ☎365・6211
○紅葉丘文化センター ☎365・1188
○押立文化センター ☎042・488・4966
○四谷文化センター ☎367・1441
○片町文化センター ☎368・7001
○男女共同参画センター「フチュール」
 ☎351・4600
○女性問題相談 ☎351・4602

市民部
総合窓口課   365・4819
○住民登録、印鑑登録 ☎335・4333
○戸籍の届出・審査 ☎335・4555
○戸籍全部（一部）事項証明書などの郵送受付 
 ☎335・4000
○税証明、バイクの登録・廃車、仮ナンバーの
貸出し ☎335・4120

保険年金課   336・7214
○ 国民健康保険の医療給付 ☎335・4044
○ 国民健康保険の資格・保険税の賦課

☎335・4055
○ 国民年金の資格・給付受付 ☎335・4066
○後期高齢者医療制度 ☎335・4033
市民税課   335・4276
○軽自動車税、法人市民税、市たばこ税、市民
税証明 ☎335・4440

○市（都）民税普通徴収・年金特別徴収
 ☎335・4441
○市（都）民税給与特別徴収 ☎335・4442
資産税課   335・4099
○固定資産税証明 ☎335・4443
○土地の評価 ☎335・4445
○家屋の評価 ☎335・4446
○償却資産の評価 ☎335・4447
納税課   335・4332
○市税などの収納、納税証明 ☎335・4448
○市税などの預金口座振替 ☎335・4449
○市税などの納税相談、滞納整理

☎335・4462

生活環境部
産業振興課   360・9370
○商工業の振興、事業資金融資のあっせん、
工場立地法 ☎335・4142

○保養事業 ☎335・4125
○農業の振興 ☎335・4143
○消費生活センター ☎360・3316
○工業技術情報センター ☎335・4474
観光プロモーション課   335・1020
〇観光の振興に係る事業の計画・推進
 ☎335・4095
〇観光資源を通じた市の魅力発信、フィル
ムコミッション ☎335・4362
○観光情報センター ☎302・2000
○郷土の森観光物産館 ☎302・4000
環境政策課   361・0078
○まちの美化推進、害虫駆除相談

☎335・4195
○公害の相談、都条例などに基づく届出
 ☎335・4196
○エコハウス補助、環境マネジメントシス
テムの運用 ☎335・4472
○環境保全活動センター ☎335・4410
○自然環境保全の推進 ☎335・4315
○府中の森市民聖苑
 ☎367・7788  367・3110
地域安全対策課   336・8674
○交通安全・防犯の啓発、交通災害共済、地
域安全運動の推進 ☎335・4147

○交通安全施設の管理、放置自転車対策、
市営駐車場の管理・運営 ☎335・4069

ごみ減量推進課   336・5181
○ごみ収集の相談、犬・猫の死体処理、し尿
の収集 ☎335・4400

○集団回収、生ごみ処理機の補助
 ☎335・4437
○ごみ・資源物の排出・分別、不法投棄防止
対策 ☎360・0355

○リサイクルプラザの管理・運営、粗大ご
みの持込受付 ☎365・0502

文化スポーツ部
文化生涯学習課   365・3593
○市民文化の振興、文化事業の普及

☎335・4130
○社会教育関係団体の支援、社会教育事
業、平和啓発事業 ☎335・4394

○府中の森芸術劇場 ☎335・6211
○府中の森芸術劇場分館 ☎319・9737
○ルミエール府中（市民会館） ☎361・4111
○生涯学習センター ☎336・5700
ふるさと文化財課   360・4401
○埋蔵文化財の届出・発掘調査
 ☎335・4473
○ふるさと府中歴史館 ☎335・4393
○市史編さん ☎335・4376
○武蔵府中熊野神社古墳展示館
 ☎・  368・0320
○郷土の森博物館

☎368・7921  360・8217
○国司館と家康御殿史跡広場 ☎365・1615
スポーツ振興課   365・3593
○スポーツ大会の実施、スポーツ団体の支
援、学校体育施設の開放、スポーツ指導
者の派遣、スポーツ教室 ☎335・4477

○スポーツ施設の管理・運営 ☎335・4488
○郷土の森総合体育館

☎363・8111  360・9856
○朝日体育館 ☎・  364・3456
○白糸台体育館
 ☎363・1004  369・7592
○押立体育館 ☎367・0750  369・7513
○栄町体育館 ☎367・0611  360・9854
○日吉体育館 ☎363・2501
○本宿体育館 ☎366・0831  360・9853
○四谷体育館 ☎368・7455  360・9855
図書館
○中央図書館 ☎362・8647  334・5370
○白糸台図書館 ☎・  360・3443
○西府図書館 ☎・  360・8998
○武蔵台図書館 ☎・  042・576・6390
○新町図書館 ☎・  360・6336
○住吉図書館 ☎・  360・5775
○是政図書館 ☎・  360・2882

○紅葉丘図書館 ☎・  360・7227
○押立図書館 ☎・  042・483・4122
○四谷図書館 ☎・  360・3663
○片町図書館 ☎・  368・7117
○宮町図書館 ☎・  364・3613
○生涯学習センター図書館

☎336・5702  336・5718
府中市美術館   335・7576
○総合受付、展覧会案内、教育普及

☎336・3371

福祉保健部
地域福祉推進課   335・7802
○厚生援護、福祉計画の推進・進行管理

☎335・4161
○社会福祉法人などの指導検査
 ☎335・4264
生活援護課   366・3669
○生活保護医療券の発行 ☎335・4146
○生活保護 ☎335・4040
○生活保護の相談 ☎335・4038
○暮らしや仕事の困りごとの相談
 ☎335・4191
高齢者支援課   335・0090
○高齢者の生きがい事業、高齢者住宅の管
理・運営 ☎335・4011

○福祉の総合相談、権利擁護、高齢者虐待
相談 ☎335・4496 

○総合事業、介護予防 ☎335・4117 
○地域包括支援センター、認知症の方と家
族の支援 ☎335・4537 

○在宅療養 ☎335・4106 
介護保険課   335・2654
○住宅改修、おむつの給付など介護の援
護、介護保険給付 ☎335・4470
○介護保険の資格管理、保険料の賦課・徴
収 ☎335・4021
○介護サービス事業者相談 ☎335・4031 
○介護保険の認定申請受付・調査、認定審
査会の運営 ☎335・4309 
○高齢者福祉施設の整備 ☎335・4503
障害者福祉課   368・6126
○障害のある方の手当・医療 ☎335・4162
○身体・知的障害のある方の支援・相談

☎335・4962
○精神障害のある方の支援・相談

☎335・4022
○障害のある方の地域生活支援

☎335・4545
○障害者自立支援給付 ☎335・4087
健康推進課（保健センター）   334・5535
○施設の管理・運営、犬の登録、健康増進事
業、人間ドック助成 ☎368・5311
○健康相談・教育事業、各種がん検診、成人
歯科健診、成人・若年層健診

 ☎368・6511  334・5549

子ども家庭部
子育て応援課   334・0810
○子育てひろば ☎335・4192
○保育施設などの指導検査 ☎335・4964
○児童手当、子ども医療、ひとり親家庭な
どの助成 ☎335・4100

○母子・父子、女性相談 ☎335・4240
子ども家庭支援課
○乳幼児健康診査、各種母子保健事業、予防
接種 ☎368・5333  334・5539
○子ども家庭支援センター「たっち」
 ☎354・8700  352・2524
○子育てや児童虐待などの相談
 ☎354・8701
保育支援課   334・0810
○市立保育所の管理・運営 ☎335・4233
○待機児解消・施設整備 ☎335・4490
○保育所の入所 ☎335・4172
○北保育所 ☎363・9715
○東保育所 ☎363・9716
○西保育所 ☎362・8301
○中央保育所 ☎363・9713
○北山保育所 ☎042・575・5771
○住吉保育所 ☎366・1426
○小柳保育所 ☎363・9510
○四谷保育所 ☎368・1589
○八幡保育所 ☎365・7542
○本町保育所 ☎366・6886
○三本木保育所 ☎365・6210
○西府保育所 ☎366・7025
○美好保育所 ☎366・5441
○地域子育て支援センター「はぐ」ひがし
 ☎362・5200
○地域子育て支援センター「はぐ」きたやま 
 ☎042・573・2512
○地域子育て支援センター「はぐ」すみよし
 ☎351・3701
○地域子育て支援センター「はぐ」さんぼ
んぎ ☎365・6212
児童青少年課   365・9983
○学童クラブ、放課後子ども教室「けや
きッズ」の管理・運営 ☎335・4300

○青少年の指導・健全育成 ☎335・4427
○青年総合相談 ☎090・5408・2667

都市整備部
道路課   335・0499
○市道の計画・基本設計 ☎335・4350
○里道・水路の占用・払下げなどの受付、道
路・境界などの証明の受付、道路・水路な
どの境界確定 ☎335・4794

○市道の築造・改良工事 ☎335・4348
○市道の維持管理、街路樹・街路灯・道路反射
鏡の管理、私道整備事業の申請受付

 ☎335・4536
○市道の占用・掘削の受付、インフラ管理ボラ
ンティア制度（道路）の手続き ☎335・4328
○インフラマネジメント推進 ☎335・4430
計画課
○都市計画の縦覧・相談、地域まちづくり活
動の支援 ☎335・4335

○景観の相談・行為の届出 ☎335・4412
○開発事業指導要綱の手続き、大規模土地取
引行為の事前届出、土地利用構想の届出、紛
争予防条例、国土法の届出 ☎335・4412
○コミュニティバス、その他公共交通に関す
ること ☎335・4325

公園緑地課   335・1140
○公園の使用・占用許可、公園・緑地などの維
持管理、インフラ管理ボランティア制度（公
園）の手続き ☎335・4263
○公園・緑地などの新設・改修 ☎335・4312
○公園・緑地などの計画、生産緑地の手続き
 ☎335・4313
○郷土の森公園の維持管理 ☎364・7214
下水道課   335・0125
○下水道使用料、受益者負担金 ☎335・4381
○下水道管理 ☎335・4384
○排水設備に関する相談・届出 ☎335・4382
建築指導課   335・0160
○建築リサイクルの届出、違反建築物の指
導、建築物などの定期報告 ☎335・4476

○建築確認などの審査・検査、長期優良住宅・
低炭素建築物の認定、建築物省エネ法の審
査 ☎335・4034

○狭あい道路拡幅整備・ブロック塀等の安全
対策事業に関する受付 ☎335・4327

地区整備課
○多磨駅改良整備 ☎335・4347
○分倍河原駅周辺整備 ☎335・4371
住宅課   335・1140
〇マンション管理状況の届出、居住支援
 ☎335・4458
〇建築物の耐震診断・改修に係る助成金など
の受付・交付 ☎335・4173
〇市営住宅の管理 ☎335・4457

事業部  03・3768・9116
○ボートレース平和島 ☎03・3768・9200

出納課  368・1171
○予算執行票の審査 ☎335・4415
○公金の収入・支出事務 ☎335・4416

教育部
教育総務課   334・0946
○教育行政の企画・総合調整 ☎335・4424
○市立小・中学校予算の管理・経理、奨学資金
の給付・貸付け ☎335・4428

学校施設課   334・0946
○市立小・中学校施設の維持管理、八ヶ岳府
中山荘の管理・運営 ☎335・4429

学務保健課   334・0946
○学校保健、セカンドスクール ☎335・4435
○市立小・中学校の転入（就）学、市立幼稚園
の事務、林間学校、学区域、小・中学校の就
学援助 ☎335・4436

○みどり幼稚園 ☎365・5835
○小柳幼稚園 ☎365・5709
○市立小学校の給食

☎365・2665  340・7127
○市立中学校の給食

☎366・8374  340・7127
○給食費 ☎366・8375
○食物アレルギー ☎366・8376
指導室   360・9852
○教職員の人事・厚生 ☎335・4450
○学習・生活指導 ☎335・4062
○教育センター ☎364・4108  334・0947
○就学相談 ☎364・6620
○教育相談 ☎360・4188
○けやき教室 ☎333・0854

選挙管理委員会事務局  334・2983
○選挙管理委員会庶務 ☎335・4485
○選挙事務 ☎335・4486

農業委員会事務局  360・9370
○農業の振興・改善、農地事務、国有農地の管
理 ☎335・4492

監査事務局  335・4174
○監査・検査・審査事務 ☎335・4497

議会事務局
庶務課   364・5415
○議長の秘書、事務局庶務 ☎335・4505
○議会報の編集、調査事務 ☎335・4506
議事課   364・5415
○議会運営、請願・陳情の受付、傍聴の受付、
会議録の調製 ☎335・4507


