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たま広報は毎月５日（1月・4月は１日）と20日の月２回発行しており、発行日の２日前から発行日にかけて、市内の全世帯・事業所に配布しています。
4月1日以降に実施する事業は、令和5年第1回多摩市議会定例会で令和5年度予算の可決後、実施予定

２　公式ホームページの全面リニューアル
３　子育てひろば（地域子育て支援拠点）ってどんなところ？
４　子ども・若者関連情報、東京おこめクーポン事業

５　桜シーズン到来！　春を満喫しよう！
６　求人・募集、愛称は「K

キ タ カ イ
ITAKAIさんぽ館」に決定

７　市政その他のお知らせ

８　講座・催し物
９　健康だより（救急診療など）、コロナかな？と思ったら
10　多摩センター、新たなまちのつくり方

３月２０日正午　　　公式ホームページ全面リニューアル！

キーワードが

分かっていたら…

フリーワード
検索！

AIが検索を

サポート…

AIチャット
ボット！

たま広報の情報を

もっと詳しく

知りたいときは…

広報ID検索！

アクセス
（閲覧）が
多い情報は
こちらから！

講座・催し物・
・審議会など
を探す！

情報の　  し方をご紹介します探



2023年（令和5年）3月20日号 たま広報2 公式ホームページの全面リニューアル

d日時・日程・期間　b場所　t対象　c定員　s費用（記載のないものは無料）　n内容　m申し込み　i問い合わせ　URLホームページアドレス
◀一部の記事は、各ページの右下または左下の二次元コードから公式ホームページで追加情報をご覧いただけます。

公式ホームページは、３月２０日㈪正午に
全面リニューアルします
※日程は前後する場合あり

　市内で開催する講座や催し物などをまとめて掲載しています。
　開催場所や催し物の対象など、さまざま条件で絞り込むこと
ができるようになりました。掲載する情報も増やしていきます
ので、参加できる催し物などをお探しの方は、ぜひご利用くだ
さい。

公式ホームページやたま広報に広告を掲載しませんか？

リニューアル直後の注意事項

　リニューアルにより各ページのURLが新しいURLになるため、次
の点にご注意ください（トップページのURLは変わりません）。
・�ブックマークやお気に入りに登録している場合は、新しいURLで
再度登録してください。
・�各検索エンジン（GoogleやYahoo!など）での検索結果に反映さ
れるまで、１カ月程度かかることがあります。「お探しのページ
を表示できません」という表示が出た場合は、左上記の市公式ホ
ームページのフリーワード検索をお試しください。

　公式ホームページのリニューアルに合わせて、４月１日から広告
枠が大きくなり、より多くの情報を掲載できるようになります。
備考詳細は、公式ホームページ参照i金額・申し込み方法などに
ついて＝㈱ジチタイアド☎092（716）1401、各媒体について＝市役所
秘書広報課☎（338）6812
●公式ホームページのバナー広告
アクセス数１月あたり約74,000件（令和4年3月～8月の平均値）
規格横318ピクセル×縦159ピクセルで、JPEG形式またはGIF形式
（アニメーション不可）の50KB以内の静止画（点滅を除く）
●たま広報の広告
概要全世帯・事業所に月に２回配布発行部数1号あたり約78,000部
規格縦9cm×横6cmを1号として4号以内

　たま広報に掲載している IDの後の７桁の数字を入れていただ
くことにより、たま広報に掲載した情報よりも詳細な情報をご
覧いただくことができます（ ID1010205で検索すると、この紙面
の内容に関するページにアクセスできます）。
　広報ID検索は、たま広報5月20日号から本格的にスタートし
ます。

知りたいことを

どのように探したらいいか

分からないという方は…

AIチャット
ボット検索！

　AIチャットボット検索とは、皆さんが入力した言葉をAIが
分析し、お探しの情報をお答えするシステムです。
　「何を探しているかは分かるけれど、どんな言葉で調べたら
いいか分からない」「ホームページでの検索が苦手」という方は
ぜひご利用ください。
※個人情報は入力しないようにしてください
�皆さんへのお願い�
　AIチャットボットは、多くの方にご利用いただくほど分析
の精度が上がり、お探しの情報を回答できるようになります。
　しばらくはお探しの情報を回答できないこともありますが、
日々勉強を重ねていきますので、ぜひご利用ください。

ここに回答
が出ます

表示された回答がお探しの
情報だったか、「はい」か「い
いえ」でお答えください

カテゴリを選択し
て探している情報
を絞り込むことも
できます

　画面上部の検索ウインドウに、探している情報に関する言葉
を入力し、「検索」をクリック（タップ）してください。
　検索ウインドウの下には、「よく調べられているキーワード」
をいくつか表示しています。

　インターネットでの検索に慣れていない方のサポー
トを行う機能を数多く導入しますので、インターネッ
トが苦手な方も、ぜひご活用ください。

i秘書広報課☎(338)6812、v(337)7658

たま広報を

読んでいて、もっと

詳しい情報が知りたく

なった方は…

広報ID検索！

ここに調べている
言葉を入力し

ここをクリック
（タップ）

調べたい

言葉がはっきりと

分かっている方は…

フリーワード
検索！

講座・催し物
・審議会などを

探す！



3たま広報2023年（令和5年）3月20日号 子育てひろば（地域子育て支援拠点）ってどんなところ？

　　分別は　地球を守る　あいことば 東
とう

谷
や

　英
ひで

和
かず

さん（多摩市在勤）　iごみ対策課☎（３３８）６８３６月のごみ減量標語3

「子育てひろば」
 実施施設 一ノ宮児童館

i☎（375）4643
連光寺児童館
i☎（338）5881

子ども家庭支援センター
「たまっこ」
i☎（375）0104

桜ヶ丘児童館
（一ノ宮児童館の連携館）
i☎（338）7122

パルテノン多摩
こどもひろば OLIVE
i☎（400）7715 諏訪児童館

i☎（375）0991永山児童館
i☎（373）0991

落合児童館
i☎（371）5955

唐木田児童館
i☎（338）2277

多摩保育園
子育てセンター
i☎070（1582）2220

聖蹟桜ヶ丘駅

唐木
田駅

多摩セ
ンター

駅

永山駅

N

多摩市役所多摩市役所

　子ども家庭支援センターでは、子ども
と家庭に関する困りごとや悩みごとの相
談を受け付けています(詳細は7面の相
談案内参照)。

　地域子育て支援拠点は、市内10カ所にあり、親子での交流や相談ができる子育てひろばがあ
る施設です。ちょっとしたおしゃべりの場や遊び場としてご利用ください。お近くの子育てひ
ろばでお待ちしています。
i子ども家庭支援センター「たまっこ」☎(355)3833

●親子それぞれの過ごし方ができる場所
　子育てひろばは、乳幼児期の親子がのん
びり遊んだりくつろいだりできる場所です。
たくさんの遊具やおもちゃ・絵本などで遊
べる他、親子の仲間づくりや子育てについ
ての情報収集にもお役立てください。

●育児の悩みなどは子育てマネージャーへ
　子育てひろばには、一定の研修を受けた
専門職員である子育てマネージャーがいま
す。「ちょっと話を聞いてほしい」「地域の
子育てサービスについて知りたい」など、
遠慮なくお声掛けください。

●地域の子育て情報を発信中！
　2カ月に1回、偶数月の１日に、地域子
育て支援拠点だより「わくわく通信」を発行
しています。子育て支援に関する幼稚園・
保育所・子育てNPO・子育てサークルな
どの情報を地域ごとにまとめています。公
式ホームページに掲載の他、子ども家庭支
援センター「たまっこ」・各児
童館・健康センターなどで配
布しています。

　パルテノン多摩４階にある「こ
どもひろばOLIVE」に遊びに行き
ませんか？
iこどもひろばOLIVE
☎(400)7715

●�わくわくひろば、きらきらひろ
ば

　多摩産材の大型遊具があるひろ
ばです。登ったり、すべったり、
体を使って遊びましょう。
d午前９時～午後６時t0歳～小
学３年生程度の子ども(主に未就
学児)とその家族
●一時保育も行っています
　パルテノン多摩でのイベントに
参加する時や、多摩センターエリ
アでのお買い物などで、「ちょっ
と子どもを預けたい」という時に
ご利用ください。
d午前９時～午後６時(最大４時
間)t１歳～小学３年生s１人１

時間あたり1,000円(市内在住者は
700円)備考要事前予約

●イベントも定期的に開催！
　子ども向け・親子向けのさまざ
まな楽しいイベントを行っていま
す。今回はオープン１周年に合わ
せ、どなたでも参加できるイベン
トを開催します。
d３月25日㈯・26日㈰nひろばを
サクラの花びらでいっぱいにしよ
う・つみきあそびの日備考詳細
は、こどもひろばOLIVEURLhttps: 
//olive-tama.com/ 参照

利用者数５万人突破！
こどもひろばO

オ リ ー ブ

LIVEは
オープン１周年を迎えます

子育て中の方も、これから子育てをする方も、気軽にお立ち寄りください

●�ゆりかごTAMA妊婦面接をご
利用ください

　４月１日から、母子健康手帳の
交付場所を健康センターに集約し、
母子健康手帳を交付する際に、あ
わせてゆりかごTAMA妊婦面接
を受けることができるようになり
ます。また、新たに土曜日のゆり
かごTAMA面接を開始します。
　ゆりかごTAMA妊婦面接を受
けた方には、「出産応援ギフト

(au PAYギフトカード５万円分)」
をお渡しします。
m公式ホームページのインター
ネット手続きで、健康推進課(健
康センター)へ

●�「ゆりかごTAMAすこやか妊婦応
援ギフト（交通系ICカード1万円
相当）」は３月31日で終了します

　まだゆりかごTAMA妊婦面接
を受けていない方は、お早めにご

予約ください。
m3月28日㈫までに、公式ホーム
ページのインターネット手続きで、
健康推進課(健康センター)へ

●産後ケア事業をご利用ください
　出産後の方へのサポートを強化
するため、４月１日から産後ケア
事業を拡充します。お困りごと・
お悩みのある産後ママのご自宅に
助産師が訪問します。
　ご自宅で、ママや赤ちゃんの体
調に合わせた助産師によるケアが
受けられます。
t市内在住の、出産後１年未満の
母と子s１回500円(住民税非課税
世帯・生活保護世帯は無料)d平
日午前９時～午後５時の間で１回
２時間まで回数５回までm公式
ホームページのインターネット手
続きで、健康推進課(健康センタ
ー)へ

４月１日からゆりかごTAMA妊婦
面接・産後ケア事業を拡充します

妊娠中の方・
出産した方へ

i健康推進課(健康センター)☎(376)9177



2023年（令和5年）3月20日号 たま広報4 子ども・若者関連情報、東京おこめクーポン事業、高校生等医療費助成制度

　
車体がなくても３月31日㈮までに廃車や名義変更手続きをしな
いと、１年分の軽自動車税がかかります。i課税課☎(338)6832手元にない軽自動車・バイク・原付の納税通知書が届いていませんか？

＝☎(338)6838〕

傍聴

〔共通事項〕
備考先着順。日時・場所は変更する
場合あり。事前に要問い合わせm当
日直接会場へ
●�第４回多摩市文化芸術ビジョン検
討委員会

d３月22日㈬午後６時～８時b市役
所301会議室c５人n文化芸術に関
する将来ビジョンについてi文化・
生涯学習推進課☎(338)6882
●�令和５年４月多摩市教育委員会定
例会

d４月10日・24日各月曜日午後２時
b教育委員会会議室(ベルブ５階)c
各５人n付議案件の報告・決定など
についてi教育振興課☎(338)6872

miは各館へ
貝取こぶし館� ☎（３８９）４１９６
●文化祭202３出展作品募集
d６月３日㈯・４日㈰n絵画、写真、
書、彫刻、陶芸、工作、手芸品の他、
ジャンルを超えた作品も歓迎s団体
＝600円、個人＝300円備考出展者
は５月13日㈯午後１時30分から開催
の出展者説明会に要出席(代理人可)。
詳細は、貝取こぶし館で配布の募集
要項参照受付期間４月１日㈯～20日㈭
●福祉なんでも相談
d４月３日㈪午後１時30分～2時30
分b調理室n福祉に関する総合相談
とミニ講座
●元気チェック
d４月13日㈭午後１時～３時bホー
ルn軽い運動と血圧・握力などの測定

子ども・若者
関連情報

乳幼児の健康診査

受付時間午 後１時 ～１時45分tn

３～４カ月児健康診査(内科、産婦
健康診査)、１歳６カ月児健康診査

(内科、歯科)、３歳児健康診査(内
科、歯科)持ち物母子健康手帳、問
診票ほか備考対象者には個別通知。
転入の方は要連絡ib健康推進課

(健康センター)☎(376)9177

離乳食講習会「初めてつくる離
乳食コース」
d４月27日㈭午前10時30分～11時30
分・午後２時～３時t令和４年11月
～12月生まれの初めての子どもがい
る方c各12人(申し込み先着順)持ち
物母子健康手帳、筆記用具など備考
試食なし。受講経験者は受講不可
mib３月22日㈬から、電話または
直接、健康推進課(健康センター)☎

(376)9177へ

令和６年４月に小・中学校の１
年生になる子どもの「就学相談」
を受け付けます
t発達に心配があり、特別支援学校
や市立小・中学校の特別支援学級・
特別支援教室などへの就学を考えて
いる方相談受付期限７月31日㈪mi

公式ホームページに掲載の就学相談
の流れや手続きなどについての動画
を視聴の上、電話で、教育センター
☎(372)2050へ
●�小学校への就学で特別支援教室を
希望する保護者の方へ

　まずは、初期ガイダンスにご参加
ください。
d４月18日㈫・27日㈭、５月９日㈫、
各午前10時30分～正午b教育センタ
ー研修室(諏訪複合教育施設「かけは
し」２階)c各20人(申し込み先着順)
mi３月20日㈪から、電
話で、教育センターへ

タケノコと遊ぼう

d４月16日㈰午前９時30分～正午
集合グリーンライブセンター正面
広場t小学生と保護者c10組20人

(申し込み先着順)s２人１組500円
(１人増えるごとに50円追加。１組
４人まで)n竹やタケノコを観察し、
掘り出す講師多摩グリーンボラン
ティア森

しん

木
ぼく

会mi３月22日㈬から、
電話で、グリーンライブセンター☎

(375)8716へ〔3月31日㈮までは直接
来館での申し込みも可〕

　高等学校新２・３年生相当年齢
の方と、新1年生相当年齢で市発
行の○子 医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。まだ申請してい
ない方はお急ぎください。
tすべての高等学校在学相当年齢

(中学校卒業後の４月～18歳到達

後最初の３月末)の市内在住者備
考申請方法など詳細は、公式ホー
ムページ参照。１月末までに申請
した方には、３月末に○青 医療証を
送付予定mi子育て支
援課☎(338)6851

所得制限のない高校生等医療費助成制度が
４月1日㈯から始まります

　都は、物価高の影響を受けやす
い低所得世帯の生活を支援するた
め、食品(国産の米や野菜など)と
引き換えられるクーポンを対象世
帯に配布し、申し込んだ世帯に食
品を配送します。
t住民税非課税世帯に対する電
力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金(１世帯５万円)の対象
世帯備考対象世帯には、４月末ま

でに、都からクーポンを順次郵送
mクーポンに同封されている申し
込み用はがきを郵送、またはクー
ポンに記載された専用サイトから
申し込みi東京おこめクーポン事
業コールセンター☎03(5249)3553

(土・日曜日、祝日を含む午前9
時～午後6時)、東京都福祉保健
局生活福祉部計画課☎03(5320)
4067

住民税非課税世帯等に食品と引き換えられる
クーポンを配布します（東京おこめクーポン事業）

　道路交通法の改正により、自転車を運転す
るすべての方がヘルメットの着用に努めなけ
ればならないのはもちろんのこと、同乗する
方にもヘルメットを着用させるように努めな
ければなりません。幼児・児童が自転車を運
転する際は、保護者などの方は、ヘルメット
を着用させるように努めなければなりません。

　３月15日から、O
オープン

pen S
ストリート

treet
㈱と連携し、公園や公共施設
を活用したシェアサイクル実
証実験を開始します。市民の
皆さんの、手軽に利用できる
交通手段の１つとして、移動
のしやすさをサポートします。
市内約30カ所の他、近隣市の
H

ハロー

ELLO C
サイクリング

YCLINGのステー
ションとの行き来もできます。
ぜひご利用ください。

s30分＝130円。以後15分ご
とに100円。最大12時間で1,8 
00円備考ヘルメットの貸し出
しは無し。利用方法・ステー
ション設置場所などの詳細は、
HELLO CYCLINGのアプリ
や URLhttps://www.hello 
cycling.jp/ 参照

電動アシスト付き自転車でおでかけ
してみませんか？（シェアサイクル実証実験）

４月1日㈯から、自転車利用者の
ヘルメット着用が
努力義務化されます

多摩市ファミリー・サポート・
センター会員募集・説明会
d４月８日㈯午後１時30分～３時b

子ども家庭支援センター活動室c10
人(申し込み先着順)保育３人(１歳
６カ月児以上。申し込み先着順)m 

i３月22日㈬から、電話で、多摩市
ファミリー・サポート・センター☎

(357)5105、URLhttp://famisapo.ta 
ma.jp/ へ

わくわく
スマホ

スマートフォン講座＠消費生活
センター
d４月５日㈬午前９時30分～11時30
分b消費生活センター講座室(ベル
ブ)t市内在住・在勤・在学者c12
人(申し込み先着順)nスマートフォ
ン操作の説明・実習、利用の際の注
意事項講師松井貴光氏(ドコモショッ
プグリナード永山店)持ち物自身で使
用しているスマートフォン(お持ちで
ない場合は申し込み時に要申し出)
mi３月22日㈬午前９時から、電話
で、消費生活センター☎(337)6610へ

令和５年度土地価格等縦覧帳
簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
と固定資産課税台帳の閲覧期間
d４月３日㈪～５月31日㈬b市役所
２階課税課(24番窓口)t令和５年１
月１日現在、資産を所有する納税義
務者とその同居の親族(対象以外の
方が縦覧・閲覧する場合は、所有者
の委任状または代理人選任届が必要。
借地人・借家人は固定資産課税台帳
のみ閲覧可)備考令和５年度固定資
産税(償却資産)が未申告の方は要申
告i課税課〔土地につい
て ＝ ☎(338)6834、家
屋・償却資産について

i多摩中央警察署交通課交通総務係
☎(375)0110 i行政管理課☎(338)6941




