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●災害時の情報収集は調布FM（83.8MHz）で　災害時、市内の詳細な被害状況、避難情報、生活情報など的確な災害情報を提供します。　調布FMを聞く方法／ラジオ：
　83.8MHz(ハミングハート)、パソコン：「ListenRadio」または「サイマルラジオ」、スマートフォン：無料アプリ「ListenRadio」　　　　　■問調布FM☎483－0838　（広報課）
●市報7月5日号の掲載情報は6月26日時点のものです。
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所在地：〒182-8511 東京都調布市小島町 2-35-1　　☎042-481-7111市ホームページ： https://www.city.chofu.tokyo.jp/　

⬅⬅⬅
　新型コロナウイルス感染症による休業要請や外出自粛などの影響も
あり、市内経済は大きく落ち込んでいます。
　そのような中で、さまざまなお店がコロナ対策の工夫を凝らしながら
営業を再開しています。
　今回は、コロナ禍の中で頑張る調布のお店の今を紹介します。ぜひ利
用して、調布のお店を応援しませんか。

コロナ禍の中で頑張る

調布のお店を
応援しよう

商品券などの詳細は2面をご覧ください

■問産業振興課☎481－7185

当店人気の3大メニューの
テイクアウトを出来たてで
ご用意します

　鮮度の良い食材の提供を心掛け、まぐろに
関しては豊洲直通の専門卸から仕入れてい
ます。
　売上よりもまずは安全対策として、宴会場
の席にパーテーションを置き、ゆったりとした
スペース作りや、店舗の換気に努めています。

朝寿し 

　ランチメニュー以外にも、ハンバーグやカツカレーな
どの人気メニューをテイクアウトとして販売しています。
　少しでも皆さんにムカイの料理を楽しんでいただけ
ると嬉しいです。そしてコ
ロナが収束した時には、笑
顔で食べに来てくださるこ
とを楽しみにしてます。

カフェ&キッチン 
ムカイ

店主 根岸さん

店主　吉澤さんご夫婦

人気メニューの

テイクアウトを始めま
した

安全対策をして
お待ちしています

西洋料理の店 
ぱんぷきん

　人気のオムライスや、手間暇かけて作
り上げたカニクリームコロッケ、２００gハン
バーグステーキをテイクアウト特別価格
で終日提供しています。 すでに毎週ご利
用くださるお客様もいて嬉しい限りです。 店主 伊藤さん

利用期間は
7月31日（金）まで

■所国領町1-9-3 小谷田ビル1階　■問☎487－1731

■所菊野台1-17-2
■問☎482－3081

■所仙川町1-11-5　■問☎03－3326－2944

カニクリームコロッケ

ハンバーグ

握りメニューの一例

1万3000円分が1万円で買える　お得なプレミアム付商品券　販売決定
詳細は市報7月20日号などでお知らせ

頑張って
ます！

予告
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明治大学での贈呈の様子

電気通信大学での贈呈の様子

●新型コロナウイルス感染症対策基金へのご寄附をお願いします
　新型コロナウイルス感染症拡大防止や地域医療体制の整備、市民生活への支援、地域経済の回復に活用します。寄附金は、所得税、住民税の寄附金控除の対象となります。
　　　　　　　　　　　■問基金について：政策企画課☎481－7368、寄附手続について：管財課☎481－7173

1面の続き

⬅⬅

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市内経済は大きく落ち込んでい
ます。
　そこで市では、テイクアウト対応のお店をホームページで紹介したり、市内
のお店で使える商品券を配布するなど、市内経済の回復を支援しています。
ぜひご利用ください。

1面の続き

⬅⬅

コロナ禍の中で頑張る

調布のお店を
応援しよう

　テイクアウトやデリバリーに対応している市内の
お店を掲載したホームページです。美味しい食べ物
をテイクアウト・デリバリーして、飲食店を応援しま
しょう。
利用方法／「調布　我が家のおすすめテイクアウ
ト !!」■HP（下記2次元コードからアクセス可）の掲載
店舗で商品を購入　■問産業振興課☎４８１－7185

　市内飲食店でのテイクアウト商品の購入や、
学習ドリルや書籍の購入に使うことができます。
商品券額／子ども1人当たり5000円～1万円分（対
象により異なる）
■問子ども政策課☎４８１－７１０５

（利用期限は7月31日（金））
調布っ子応援プロジェクト商品券

こんなにたくさん
あるんだね

今日は
何を注文
しようか？

検索しよう「我が家のおすすめテイクアウト!!」

掲載店舗数
200以上

子育て
世帯に
発送済み

エリアごとの
検索、

地図表示も
できる

調布市 プレミアム付商品券を販売

■アンテナショップ「食の駅　新鮮屋」
　今回、大学生に提供された「木島平村産特別栽培
米コシヒカリ」も購入できます。
■日月～土曜日午前11時～午後6時（土曜日は午後1
時から）　■所小島町１－３４－１１（調布駅から徒歩3分）
■他インスタグラムで新鮮屋の情報を発信中。
アカウント名／shinsenya_chofu
■問新鮮屋
　☎489－3610

　６月１１・１２日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の大学生の生活を支
援するため、相互友好協力協定締結大学など５つの大学の７つの学生寮に入寮している約７５０
人の大学生に対し、姉妹都市である長野県木島平村の協力を得て、１人当たり２ｋｇの木島平村
のお米を配布しました。
　配布した木島平村職員は、「この機会に木島平村を知ってもらい、新型コロナウイルス感染
症の収束後、木島平村へ足を運んでもらえれば」と話していました。　

■姉妹都市・宿泊費助成制度
　木島平村の指定宿泊施設での宿泊費用を助成します。
■対市内在住・在学・在勤者とその家族、重度障害のあ
る障害者を介護する方(障害者1人につき1人まで)
助成額（1泊）／2000円（中学生・65歳以上の方は
3000円）※最大連続3泊まで。年何回でも利用可　
■他宿泊施設や手続きなどの詳細は市■HP参照（下記2
次元コードからアクセス可）
■申■問スポーツ保養施設インフォメーション
コーナー☎481－7142

予算総額26億円！商品券でお得に買い物して応援しよう

調布市・木島平村姉妹都市盟約35周年　
調布市内の大学生　木島平村産のお米で応援プロジェクト　長野県

木島平村

■問文化生涯学習課☎４８１－７１３９

木島平村の特産物を調布で

木島平村に行くなら

　新型コロナウイルス感染症による影響への経済対策として、プレミアム付商品券を販売します。
販売方法や利用期間、商品券取り扱い店の募集などの詳細は市報7月20日号でお知らせします。

■問産業振興課☎481－7185

予告

1万3000円分を

1万円で販売

1世帯につき5冊まで

3000円
もお得！

1冊
Premium Gift Ce

rtificate
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新型コロナウイルス感染症　緊急対応の取り組み
　第3号：計  4億２１１０万円余
第4号：計31億９580万円

【第1の柱】　感染症拡大防止に向けた取り組み
第
３
号
小・中学校の感染症対策（保健衛生用品購入、消毒業務委託）… 2040万円
予備費の増額（今後の新型コロナウイルス感染症対策のため）…… 5000万円

第
４
号
保育園、幼稚園、学童クラブ、子育てひろば、ユーフォ―、小・中学校
などにおける感染症対策（保健衛生用品購入など）………… 2億6380万円

【第2の柱】　市民生活及び子どもたちへの支援

第
３
号

①調布っ子応援プロジェクト第2弾
・ひとり親家庭応援給付金の支給 ……………………………１億 350万円
・ひとり親家庭に1人当たり5kgの米を配付（予備費を活用）
②市立小・中学校児童・生徒へのタブレット整備（1人1台）……4900万円
③妊婦の方への支援
　（交通系 ICカードPASMO 1万円分の配布）…………………3520万円余
④生活困窮の方への支援強化
　（住居確保給付金、緊急援護資金貸付金の増額）
・住居確保給付金…………………………………………………… 4900万円
・緊急援護資金貸付金 ………………………………………………2400万円
⑤介護・障害者福祉サービス従事職員の方への支援
　（ギフトカード5000 円）…………………………………………3100 万円

第
４
号
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給………………………… 1億8200万円

【第３の柱】　地域経済への支援
第
３
号
中小企業事業資金融資　
　信用保証料、利子補給金補助の増額…………………………　5900万円

第
４
号

プレミアム付商品券事業の実施　券面総額 …………………………26億円
　　　　　　　　　　　　　　　事務費………………………………1億円
中小企業新型コロナウイルス感染予防対策補助金 …………… 5000万円

（2）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事の延期　　▲ 2億 7460万円余
・柏野小学校給食室改修工事費の減額（令和3年度へ延期）…　▲ 3億 280万円余
・上記工事の延期に伴う給食業務委託料の増額………………………2800万円余
（3）新型コロナウイルス感染症対策基金への積立て
　（アフラック生命保険株式会社の寄附金など）　　　　　　　　6850万円余

●新型コロナウイルス感染症感染防止のために「新しい生活様式」を実践しましょう　
　感染防止の3つの基本／①手洗いの徹底・マスクの着用  ②人との間隔をできるだけ2メ－トル（最低1メ－トル）確保  ③3つの密を避ける(密閉・密集・密接)

新型コロナウイルス感染症が心配な時 受診前に必ず電話をしましょう

発熱者外来を実施する市内の医療機関
　発熱者外来を実施する市内医療機関は市■HP（右記2次元コー
ドからアクセス可）でご確認ください。受診前に要問い合わせ。　

調布市の緊急対応第2弾・第3
弾

■問財政課☎４８１－7304

6月26日時点の情報

令和2年度一般会計補正予算（第３号・第4号）の内訳
（新型コロナウイルス感染症対策）

詳細は4面参照

感染症拡大防止に
向けた取り組み1第　　の柱

2第　　の柱
市民生活及び
子どもたちへの支援

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民・事業者の皆さん
を支援するため、令和2年度の一般会計予算について第３号・第4号
の補正予算を編成しました。
　第3号補正予算では計4億2110万円余、第4号補正予算では計
３１億９５８０万円を計上して、新型コロナウイルス感染症の第２弾・
第３弾緊急対応を実施します。

　第3号補正予算には、このほかに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事
の延期、基金の積み立て、用地取得があり、予算規模は2億7500万円余となりま
す。第4号補正予算後の令和２年度の一般会計予算現額は、1210億3990万円
余となります。

詳細は4面参照

詳細は2面参照

3第　　の柱 地域経済への支援 第3の柱

第1の柱

第2の柱

新型コロナウイルス
感染症対策

緊急対応の３つの柱

施設の開館・事業の実施状況
　「調布市公共施設の開館・利用における感染拡大防止ガイドラ
イン」と、開館施設や事業の実施状況などに関する最新情報は、
市■HP（右記２次元コードからアクセス可）でご確認ください。

※各項目は千円単位を四捨五入して表記しているため、計数が一致しない場合あり

高齢の方・基礎疾患がある方・妊婦の方で
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合

　　　　　　

新型コロナ受診相談窓口
東京都多摩府中保健所 　☎042－362－2334
受付／午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎03－5320－4592
受付／平日：午後5時～翌午前9時、土・日曜日、祝日：終日

東京都新型コロナコールセンター
☎0570－550571（ナビダイヤル）
　03－5388－1396（電話での相談が難しい方）
受付／午前9時～午後10時（毎日）

厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)
　0120－565653
　03－3595－2756（電話での相談が難しい方）
受付／午前9時～午後9時（毎日）

「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」などの強い症状がある場合

発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている場合
不安に思う方

●感染したかもしれないと不安
●感染予防法が知りたい

調布市PCRセンターでのPCR検査　
（ドライブスルー方式）

PCR検査

入院（感染症指定医療機関など）または宿泊療養など

新型コロナ外来を受診

※症状が良くならない場合は、再度受診
　相談窓口またはかかりつけ医に相談

または

または
自宅安静

医療機関を受診

専門的な助言が
必要な場合

受診相談窓口を案内

医師が検査の必要あり
と判断

受診が必要と判断

陽性

陽性

※医療機関が予約。予約のない方は利用不可

かかりつけ医に
電話相談・受診

3000円もお得な
プレミアム付商品券を販売

プレミアム
付商品券

13000円分



新型コロナウイルス感染症　緊急対応の取り組み
　第3号：計  4億２１１０万円余
第4号：計31億９580万円

【第1の柱】　感染症拡大防止に向けた取り組み
第
３
号
小・中学校の感染症対策（保健衛生用品購入、消毒業務委託）… 2040万円
予備費の増額（今後の新型コロナウイルス感染症対策のため）…… 5000万円

第
４
号
保育園、幼稚園、学童クラブ、子育てひろば、ユーフォ―、小・中学校
などにおける感染症対策（保健衛生用品購入など）………… 2億6380万円

【第2の柱】　市民生活及び子どもたちへの支援

第
３
号

①調布っ子応援プロジェクト第2弾
・ひとり親家庭応援給付金の支給 ……………………………１億 350万円
・ひとり親家庭に1人当たり5kgの米を配付（予備費を活用）
②市立小・中学校児童・生徒へのタブレット整備（1人1台）……4900万円
③妊婦の方への支援
　（交通系 ICカードPASMO 1万円分の配布）…………………3520万円余
④生活困窮の方への支援強化
　（住居確保給付金、緊急援護資金貸付金の増額）
・住居確保給付金…………………………………………………… 4900万円
・緊急援護資金貸付金 ………………………………………………2400万円
⑤介護・障害者福祉サービス従事職員の方への支援
　（ギフトカード5000 円）…………………………………………3100 万円

第
４
号
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給………………………… 1億8200万円

【第３の柱】　地域経済への支援
第
３
号
中小企業事業資金融資　
　信用保証料、利子補給金補助の増額…………………………　5900万円

第
４
号

プレミアム付商品券事業の実施　券面総額 …………………………26億円
　　　　　　　　　　　　　　　事務費………………………………1億円
中小企業新型コロナウイルス感染予防対策補助金 …………… 5000万円

（2）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事の延期　　▲ 2億 7460万円余
・柏野小学校給食室改修工事費の減額（令和3年度へ延期）…　▲ 3億 280万円余
・上記工事の延期に伴う給食業務委託料の増額………………………2800万円余
（3）新型コロナウイルス感染症対策基金への積立て
　（アフラック生命保険株式会社の寄附金など）　　　　　　　　6850万円余

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全○回」と表記している事業は全日程参加が原則です　

対　象 内　容 問い合わせ先

【
第
２
の
柱
】
市
民
生
活
及
び
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援

子育て世帯
子育て世帯
臨時特別給付金
（順次支給）

児童手当（本則給付）の受給者に、６月下旬から対象児童1人当たり1万
円を順次支給。対象者には事前に口座振込通知書を送付
※特例給付（児童手当の所得制限限度額以上の方に対し対象児童１人当
たり月額５000 円を支給するもの）の受給者は対象外
※公務員は住んでいる自治体へ申請が必要

子ども家庭課☎481－7093

ひとり親家庭

調布っ子応援プロジェクト　
第 2弾 　ひとり親家庭応援
給付金（申し込み不要）

■対児童育成手当の支給対象世帯
支給額／子ども1人当たり月１万5000 円を3カ月分（７～９月）※1カ
月分ずつ毎月支給　■他辞退は届け出が必要

子ども家庭課☎481－7093

ひとり親世帯
臨時特別給付金

■対基本給付：①児童扶養手当受給世帯、②児童扶養手当を受給してい
ない世帯で収入が受給対象となる水準以下に下がったひとり親世帯、追
加給付：③収入が減少した児童扶養手当受給世帯
支給額／基本給付：5万円、第 2子以降子ども1人につき3万円追加、
追加給付：5万円
■申②③は申請が必要※申請時期などは決まり次第お知らせ

子ども家庭課☎481－7093

妊娠している方 出産子育て応援

妊娠届出時の出産予定日が令和 2 年 4 月1日以降で、ゆりかご調布面
接（※） を実施した妊婦に、従来の育児ギフトに加えて、交通系 ICカー
ドPASMO１万円分を配布。面接実施済みで配布時に出産している方も
対象（7月中旬に配布開始予定）（※） 母子健康手帳の交付と同時に実施
する面接

健康推進課☎441－6100

生活に困窮
している方

調布市生活
ほっとあんしん相談事業

一人ひとりの状況に応じた生活支援（社会福祉協議会の調布ライフサポー
ト・住居確保給付金・生活福祉資金特例貸付など、市の生活福祉相談・
緊急援護資金貸付など）を案内し、必要な支援につなげる

生活福祉課☎481－7098

休業や失業、
収入減で
生活が苦しい

緊急援護資金貸付 貸付額／5万円以内　返済期間／10カ月以内 生活福祉課☎481－7098

生活福祉資金特例貸付
①緊急小口資金
②総合支援資金

①貸付額／20万円以内　
　返済期間／2年以内 (24 回以内 )
②貸付額／2人以上世帯：月額 20万円以内
　　　　　単身世帯：月額15万円以内
　貸付期間／原則 3カ月以内　
　返済期間／10 年以内 (120 回以内 )

調布市社会福祉協議会
☎481－7693
①は労働金庫連合会　
　　　 0120－225－755
　　調布郵便局
　　　☎ 0570－ 030－934
　　　　　　　への問い合わせも可

離職などによる
収入減で住居を
失う恐れがある

住居確保給付金 給付額／原則3カ月（最長9カ月）分　家賃相当額
調布ライフサポート
（調布市社会福祉協議会）
☎481－7693

福祉施設（介護・
障害）の職員の方

ギフトカードの
贈呈 事業所を通じて5000 円分のギフトカードの贈呈 障害福祉課☎481－7135　

高齢者支援室☎481－7321

税や保険料の
納付が厳しい方 税などの負担軽減・緩和

徴収の猶予や減免などが受けられる場合があります。各窓口にご相談ください。
市民税、固定資産税、軽自動車税…納税課☎481－7215 ～20
国民健康保険税………………………徴収の猶予など／保険年金課保険税係☎481－7055・56
　　　　　　　　　　　　　　　　減免／保険年金課資格課税係☎481－7054
後期高齢者医療保険料………………保険年金課後期高齢者医療係☎ 481－7148
介護保険料……………………………高齢者支援室介護保険担当☎ 481－7504
国民年金保険料………………………保険年金課国民年金係☎481－7062　

【
第
３
の
柱
】
地
域
経
済
へ
の
支
援

市の経営相談窓口 調布市産業労働支援センター☎443－1217　調布市商工会☎485－2214

プレミアム付商品券　　　 市内店舗などでの飲食や買い物に使える1冊1万3000 円分を1万円
で販売　※詳細は市報 7月20日号などでお知らせ 産業振興課☎481－7185

事業資金融資を有利
な条件で受けたい

市の融資あっせん
制度　 対象要件を緩和し、利子（当初3年間）・信用保証料の全額補助 調布市産業労働支援センター

☎443－1217

設備などの
感染予防対策を
したい

中小企業
新型コロナウイルス
感染予防対策補助金

市内の中小企業の新型コロナウイルス感染予防対策に要する設備工事や
備品購入に対する補助※都制度に該当となる場合は対象外
補助額／工事：対象経費の3分の２で上限 50万円※都制度の補助上限
額（１００万円）まで補助を受けた工事とは別項目の工事などが対象
備品購入（単価 3万円以上10万未満）：対象経費の3分の２で上限10
万円　※申し込み方法などの詳細は、決まり次第市■HPなどでお知らせ

調布市商工会☎485－2214

資金繰りが厳しい 実質無利子無担保の融資 融資／3年間無利子、最長5年間元本据置（日本政策金融公庫や商工中金、
地方銀行、信用金庫などで利用可）

中小企業 金融・給付金相談窓口
☎ 0570－783183

売上が半分以下で
事業の継続が厳しい 持続化給付金 給付額／法人：200万円以内　個人事業者：100万円以内

※昨年1年間の売上からの減少分が上限
持続化給付金事業 コールセンター
　0120－115－570

雇用を維持できない 雇用調整助成金 助成額／従業員1人1日当たり1万5000 円が上限（助成率は企業規模
や休業手当などの支払率により異なる）

学校等休業助成金・支援金、雇用
調整助成金コールセンター　
　0120－60－3999

新型コロナを乗り切る
ための投資をしたい 持続化補助金 補助上限額／100万円

補助率／補助対象経費の４分の３以内 調布市商工会☎485－2214

休業要請に協力した 感染拡大防止協力金
（第 2回）

支給額／50万円（2店舗以上有する場合は100万円）
■対５月７日～２５日までの都の休業要請に協力した事業者

東京都緊急事態措置等・感染拡大
防止協力金相談センター
☎ 03－5388－ 0567

No.1657 　令和2（2020）年5月20日   　 【3】

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全○回」と表記している事業は全日程参加が原則です

6月26日時点の情報

 【４】　令和2（2020）年7月5日   　 No.1660

新型コロナウイルス感染症対策

市■HP（右記2次元コードからアクセス可）参照

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報はこちら

各種支援の詳細を含む

新

新

新

新

新

新

各種支援
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審議会等の会議の傍聴

凡例 ■日⇨日時　■程⇨日程　■期⇨期間　■時⇨時間　■所⇨会場・場所　■集⇨集合時間・場所　■種⇨種目　■対⇨対象　■内⇨内容　■講⇨講師　■演⇨出演・演奏　■定⇨定員　■費⇨費用
■保⇨保育　■持⇨持ち物　■締⇨締め切り　■申⇨申し込み・申請　■他⇨その他　■主⇨主催　■共⇨共催　■後⇨後援　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　

　５月29日に特別定額給付金の申請書を各世帯主宛に発送しました。まだ申
請をしていない方は、９月７日㈪（消印有効）までに申請してください。
　申請書が届かない方は、下記のコールセンターにお問い合わせください。
■問調布市特別定額給付金専用コールセンター☎481－7319

　次期緑の基本計画策定に向けて、20年後の調布市の緑のあり方を一緒に考
えましょう。
■日７月12日㈰午前10時～正午　
■所市民プラザあくろす３階ホール１・２
■内テーブルワーク　■定申し込み順40人程度　■費無料　
■他参加者に粗品のプレゼントあり
■申■問住所（町名のみ）、氏名、年代、参加している市民団体など（あれば）、
Ｅメールアドレス、当日の連絡先（電話番号）を、直接、またはＥメール・
電話・FAXで７月10日㈮正午までに緑と公園課（市役所８階）☎481－7083・
481－7550・■Ｅmidori@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

　キャッシュレスでチャージまたは買い物をすると、25％分のマ
イナポイント（上限5000円）が付与されます。付与されたポイン
トは、来年３月末までの買い物などに利用できます。
マイナポイントの利用
　マイナンバーカードと自身で設定した４桁の暗証番号により、
マイキーIDの設定が必要です。マイキーIDは、マイナンバーカー
ドに対応したスマートフォンやパソコンから設定できます（パソ
コンの場合はICカードリーダライタが必要）。
■他詳細は総務省■HP（右記２次元コードからアクセス可）参照
※対応するスマートフォンなどをお持ちでない方は、市役所でマ
イキーIDの設定をお手伝いしています
■問マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－0178 （政策企画課）

　第７期調布市高齢者総合計画の策定に伴い、福祉圏域が小学校区を基礎と
した８つの圏域に整理され、調布市地域包括支援センターの担当地域も新た
な福祉圏域と合わせることになりました。
　本年度はその
引き継ぎ期間と
します。10月１
日から、新たに
担当する地域包
括支援センター
への引き継ぎや、
新規相談の受け
付けなどを行い
ます。
■他担当地域、電
話番号などの詳
細は市■HP参照
■問高齢者支援室
☎481－7150

　これまで検討が進められてきた多摩川住宅二号棟街区（狛江市域）の計画
を踏まえ、多摩川住宅地区の地区計画の変更や、近隣地域を含む都市計画公
園の変更と決定の素案を取りまとめましたので、まちづくり懇談会を開催し
ます。
■日７月19日㈰午前９時30分～・午後１時～・３時30分～、20日㈪午前９時30
分～・午後３時30分～
■所狛江市根川地区センター多目的ホール（狛江市中和泉４－16－３）
■定各回18人（多数抽選）※１人１回
■申氏名、住所、電話番号を明記し、７月15日㈬（必着）までにＥメール、FAX
または郵送で〒201－8585狛江市都市建設部まちづくり推進課へ※電話での
申し込み不可
●多摩川住宅地区地区計画の変更などの素案に対する意見の募集
質問受付期間／７月15日㈬（必着）まで
意見提出期間／７月31日㈮（必着）まで
意見を出せる人／調布市・狛江市に在住・在勤・在学の方、多摩川住宅に
権利を有する方
資料閲覧場所／都市計画課（市役所７階）、狛江市都市建設部まちづくり
推進課（狛江市役所５階）、狛江市西河原公民館（■時第１・３火曜日を除
く午前９時～午後９時30分）、狛江市■HP
質問・意見の提出方法／氏名、住所、電話番号を明記し、Ｅメール、FAX
または郵送で〒201－8585狛江市都市建設部まちづくり推進課へ※電話な
どによる口頭での提出は不可
■他質問に対する回答は７月中旬～下旬（予定）以降、意見に対する見解は
９月上旬（予定）に狛江市■HPに掲載
■問都市計画課☎481－7444、狛江市都市建設部まちづくり推進課☎03－3430
－1305・ 03－3430－6870・■Ｅ tokeit01@city.komae.lg.jp

　令和元年台風第19号災害により、調布市で被災された方々を支援するため、
市独自の義援金と都から配分される義援金を合わせて、義援金配分委員会で
その配分額を確定し、対象となる被災者に申請書を送付しています。
　都などから新たに市への義援金の配分がありましたので、第二次配分（最
終配分）を行います。義援金の配分を申請する方は、必要事項を記入の上、
期限までに必ず返送または持参してください。
受付期限／７月17日㈮（必着）
■他一次配分の申請をした方は申請不要
■問福祉総務課☎481－7101

特別定額給付金の申請をお忘れなく

20年後の調布市の緑を考えるワークショップ

９月からマイナポイント開始

調布市地域包括支援センターの担当地域の変更

多摩川住宅地区地区計画（狛江市域）の変更など
の素案に関するまちづくり懇談会

令和元年台風第19号災害調布市義援金の
支給申請をお忘れなく

　証明書の発行には、マイナンバーカードと、４桁数字の利用者証明用電子
証明書（暗証番号）が必要です。
■程７月７日㈫～　
■所市役所１階庁舎管理員室前（年末年始を除く午前８時30分～午後８時）、
神代出張所（土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前８時30分～午後５時）
発行できる証明書／住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、
所得証明書、納税証明書（市・都民税、固定資産税・都市計画税、国民健康
保険税）※調布市民のみ発行可。戸籍証明書は非対応　■費各１通200円
■他車いすでも利用可。視覚障害者向けの音声ガイダンス機能付き。白黒・カ
ラーコピーも可（有料）
■問調布市マイナンバーコールセンター☎0570－00－7211（つながらない場合
☎03－5427－3272）、市民課☎481－7041、神代出張所☎481－7600

証明書発行対応マルチコピー機を市役所に設置

審議会等の会議の傍聴

令和２年度調布市社会教育委員の会議第２回定例会
■日７月21日㈫午後３時～５時（受付２時45分～）
■所教育会館２階201会議室
■定当日先着５人
■問社会教育課☎481－7488
第１回調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会
■日７月22日㈬午後６時30分～８時30分（受付６時15分～）
■所文化会館たづくり10階1001学習室
■定当日先着10人
■問ごみ対策課☎481－7812

広報用
ロゴマーク

「マイナちゃん」
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＜地域包括支援センターの新たな担当地域＞
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●児童虐待の「早期発見」は、子どもと保護者を必要な援助につなげるための第一歩です
　虐待されている子どもや、その保護者は援助が必要です。虐待が疑われる行為を発見した場合はご連絡ください。なお、連絡した方の個人情報は守られます。
　■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日、年末年始を除く）　■問子ども家庭支援センターすこやか 0120－087－358（子ども政策課）

■ 義務教育就学児医療証（○子医療証）の申請
　小・中学生の児童の保険診療による医療費の自己負
担額の一部を助成します。現在、小学生は保護者の所
得制限を撤廃していますが、中学生は所得制限があり
ます。医療証をお持ちでない方が交付を受けるには申
請が必要です。保護者の所得が制限内になった方は、
早めに申請してください。
■他申請方法は市■HP参照、または問い合わせ
■申■問子ども家庭課☎481－7093

■ 児童扶養手当７月期支払日は７月10日㈮
　５・６月の２カ月分を、登録口座に振り込みます。
なお、今回は支払通知書を送付しませんので、支払い
内容は通帳記帳などで確認してください。
■他登録口座を変更する場合は、各支払月（奇数月）の
前月20日までに要届け出。金融機関の統廃合などで支
店名・口座番号が変更になった場合にも、変更の届け
出が必要
※児童扶養手当はひとり親家庭などのための手当　
■申■問子ども家庭課☎481－7093

■ ７月の休日ゆりかご調布面接

■内妊娠・出産・子育てに関す
る相談や利用できるサービス
などの紹介、育児ギフトのプ
レゼント※追加ギフトについ
ては４面参照　
■他同時に母子健康手帳の交付
あり　
■申■問７月６日㈪午前９時から電話で健康推進課☎441
－6081またはすこやか☎481－7733へ

■ ８月のもうすぐママ・パパ教室

■対11月～令和３年１月に初めて出産を迎える夫婦　
■定各申し込み順15組程度　
■他３回コースの３日目（子ども家庭支援センターすこ
やかの見学・グループワーク）は中止
■申■問電話で健康推進課☎441－6081へ

■ ①わくわく育児教室「らいおんクラス」
■日８月４日㈫午前９時40分～11時
■対令和元年６～８月生まれの子どもと
保護者　■内子どもの発育、生活リズム、
幼児食、歯磨きなど　

■ ②わくわく育児教室「こあらクラス」
■日８月４日㈫午後１時30分～３時　
■対令和元年12月～令和２年２月生まれの
子どもと保護者　■内子どもの発育、生活
リズム、離乳食、上手な食べさせ方など　
①②共に
■定申し込み順20組
■所文化会館たづくり西館保健センター２階
■申■問７月８日㈬午前９時から健康推進課☎441－6081
へ電話または電子申請（上記２次元コードからアクセ
ス可）から申し込み

■ 夏の親子交通安全教室
■日７月18日㈯午前10時～正午※小雨決行　
■所子ども交通教室（深大寺元町１－30－１）　
■対市内在住の年少～小学校低学年の子どもと保護者
■内警察官による交通安全教室、EVカート走行体験、子
ども免許証の交付、パトカーと記念撮影、自転車シミ
ュレーター体験など　
■費無料　
■定35組（１組３人まで。多数抽選）
■他車での来場不可　
■申■問往復はがきに郵便番号、住所、代表者氏名、参加
希望者数（大人と子どもの人数）、電話番号を明記し、
７月10日㈮（必着）までに〒182－8511市役所交通対
策課☎481－7454へ

■ 親子で参加　キッズフリマ
■程７月18日㈯・19日㈰　
■時午前10時～午後３時　
■所調布駅前広場　
■内子ども向け衣類、おもちゃ、育児用品など
■問調布子育てマルシェ実行委員会（NPOタイムマシー
ンカンパニー内）☎050－3616－3300・ 050－3614－
3300 （文化生涯学習課）

■「みる」親子でピクニック映画寺子屋上映会Scene.28
　育児などで忙しく、ゆっくり外出できない母親と子
どもを対象にした映画上映会です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飲食の
提供をせずに、１家族分のピクニックシートを２メー
トル間隔で敷いて実施
■日７月20日㈪午前11時30分
～午後１時30分（受付11時
～）　
■所文化会館たづくり12階大
会議場　
■対未就学児と母親（父親も
参加可）
上映作品／「てんまのとらやん」（1971年／17分／カ
ラー）と短編１作品（予定）　
■定申し込み順15組　
■費無料　
■申■問氏名、連絡先を７月16日㈭までに電話またはＥメ
ールで子どもたちと映画寺子屋・浅野☎090－7933－
1263・■Ｅ kodomotachitoeigaterakoya@gmail.comへ
※７月17日㈮までに申し込み確定連絡 （産業振興課）

■ 子ども発達センター夏の出張イベント
■程①７月29日㈬②30日㈭③８月３日㈪④５日㈬
■時①②午前10時30分～11時30分③④Ⓐ午前10時～10時
40分Ⓑ11時～11時40分　
■所①②子ども家庭支援センターすこやか③④文化会館
たづくり７階保育室　
■対未就学児（③④Ⓐ０～２歳Ⓑ３～５歳）と保護者
■内子ども発達センター職員による①ことばのお話②う
んどうのお話③④親子遊びの紹介と個別相談
■講①言語聴覚士②作業療法士③④保育士ほか
■定各日申し込み順①②20人③④16人（ⒶⒷ各８人）
■申■問７月８日㈬から電話で子ども発達センター☎486
－1190へ

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染症対策のため、各施設・事業は利
用人数やサービスなどを一部制限して開
館・実施しています。利用・参加を予定している方
は、事前にお問い合わせいただくか、市■HP（上記２
次元コードからアクセス可）や主催団体■HPなどで最
新情報をご確認ください。また、マスク着用などの
感染症対策をしての利用・参加をお願いします。

　災害時は、障害者・高齢者・乳幼児・外国人など
配慮が必要な方も安全に避難できるように、地域で
手を差し伸べ助け合う「思いやり」がいつも以上に
大切です。「困っている方がいたら声をかける」など、
皆さんのちょっとした思いやりが、配慮を必要とし
ている人の安心につながります。
　今回は、支援する人とされる人が必要な支援の内
容をお互いに確認する方法として、ヘルプカードを
紹介します。
◆ヘルプカード
　障害のある方には、自
ら「困っていること」を
うまく伝えられない人が

います。ヘルプカードは、障害のある方が緊急連絡
先、医療情報、手伝ってほしい内容などを記載し、
普段から身に付けておくことで、緊急時や災害時、
困った際に、周囲の配慮や手助けをお願いしやすく
するものです。
　災害時などで、困っている人を見かけたらまずは
声を掛け、相手に伝わっているか確かめながらゆっ
くり話してください。ヘルプカードを持っていたら
中を見て、手助けをお願いします。
配布／■対市内在住の障害のある方
　　　■費無料
　　　■所■問障害福祉課（市役所２階）☎481－7094

　これらの内容は、「障害のある方への災害時支援
ガイド」「高齢者・乳幼児・外国人など支援が必要
な方への災害時支援ガイド」に掲載しています。
配布場所／神代出張所、地域福祉センター、市民活
動支援センター、総合福祉センター
■他市■HP（右記２次元コードからアクセス
可）で閲覧可

知っておきたい

思いやり 防災

■問福祉総務課
☎481－7101

ベルマークで
被災地の学校支援を

　あいおいニッセイ同和損保㈱と調布市職員共済
会ボランティアクラブでは、災害で被災した学校
を支援するため、今年も市民の皆さ
んからのベルマークを募集していま
す。ご協力をお願いします。

（昨年は合計で５万87点）
回収箱設置場所／総合案内所（市役所２階）、文
化会館たづくり、グリーンホール、総合福祉セン
ター、総合体育館
■問あいおいニッセイ同和損保㈱東京西支店府中支
社長・木村☎042－333－0821、調布市職員共済会
ボランティアクラブ・大貫☎080－6501－7763
 （福祉総務課）

日　時 場　　所 定　員 申し込み締め切り

11日㈯午前

26日㈰午後

健康推進課 申し込み順
７人

子ども家庭支援
センターすこやか

申し込み順
５人

10日㈮正午

22日㈬正午

らいおんクラス

こあらクラス

コース名 実施場所内　容 日　時

３回
コース

１回
コース 保健センター

赤ちゃんのお世話
ママのからだのケア
産後の生活

赤ちゃんのお世話など

①８日㈯午後
②17日㈪午後
③24日㈪午前

保健センター
保健センター
すこやか

８日㈯午前
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●市庁舎免震改修工事が終了
　大地震発生時の来庁者・市職員の安全確保と、被災後の市庁舎機能の保持を目的として実施していた市庁舎免震改修工事が終了しました。ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。　　（管財課）
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■（通信制）食育セミナー「目指せ！調布っ子食育マイスター」（11期生）
　「食を通じたこころとからだの健康づくり」をテー
マに、さまざまな食に関する体験を通して、食べるこ
とについて楽しく学んでみませんか。今年度は、通信
制で開催します。
受講期間／８月１日㈯～31日㈪　
課題提出期限／８月31日㈪（必着）
■対市内在住・在学の小学４・５年生　
■内参加者に送付する講座テキストで
学習し、確認のワークシートを健康
推進課へ提出すると食育マイスター
に認定　
■費無料　
■申はがきに住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、
性別、電話番号、志望動機（学んでみたいことなど）
を明記し、７月17日㈮（必着）までに〒182－0026小
島町２－33－１文化会館たづくり西館４階健康推進課
食育セミナー担当へ、または東京都電子申請
サービス（右記２次元コードからアクセス可）
から７月19日㈰午後11時59分までに申し込み　
■他昨年度参加者は申し込み不可
協力／埼玉県立大学、オリジン東秀㈱
■問健康推進課☎441－6100

●令和２年度下半期（10～３月）の
　トワイライトステイ事業利用会員登録申請
　就業などで保護者の帰宅が遅い場合に、平日の午後

５時から10時までお子さんを預かります。
■対１歳６カ月～小学生　■定各日16人
■申申請書類（すこやか窓口で配布、またはすこやか■HP
から印刷可）に必要事項を記入し、７月15日㈬～８月
17日㈪に直接すこやかへ
●ひろばのお医者さん
　熱中症について、予防と対策法を話します。
■日７月17日㈮午後１時30分～２時30分　
■講貫井清孝（ぬきいこどもクリニック院長）
■定申し込み順20組40人
■申７月６日㈪～12日㈰に電話または直接すこやかへ
●小児科医による健康相談
■日７月21日㈫午後１時30分～２時30分　
■講貫井清孝　■定申し込み順５人　
■申電話または直接すこやかへ　
■他治療行為は行いません
●ひろばの栄養士さん
　離乳食完了期から幼児食について、栄養士が話しま
す。
■日７月28日㈫午後１時30分～２時30分
■定申し込み順20組40人
■申７月６日㈪～12日㈰に電話または直接すこやかへ
●すこやか　ミニミニなつまつり
　盆踊りやおみこしなどで夏を満喫しませんか。
■程①８月４日㈫②５日㈬③６日㈭④７日㈮
■時Ⓐ午前10時30分～11時30分Ⓑ午後２時～３時
■対市内在住の子ども（①③／Ⓐ０歳Ⓑ２歳、②④／Ⓐ
１歳Ⓑ３歳以上）と保護者
■定各回40人程度（多数抽選）
■申７月６日㈪午前９時～12日㈰午後５時に、往復はが
きに参加者全員の氏名（ふりがな）、参加人数、子ど
もの生年月日・開催日当日の年齢（月齢）・性別、住所、

電話番号、参加可能日程を明記し、すこやか「なつま
つり」係へ郵送、または宛先を記入した未使用の官製
はがきを直接持参
■他申し込みは１家族１回。抽選結果は７月20日㈪以降
に発送予定

　国民健康保険に加入している方が属する世帯の世帯主の方へ、納
税通知書を送付します。税額は、令和２年４月から令和３年３月ま
での１年分です。年度の途中で加入・脱退した方は、加入月数に応
じた月割り課税となります。
　詳細は納税通知書に同封のチラシをご覧ください。

■令和２年度の国民健康保険税の改正点
①所得割率、均等割額の改定
②賦課限度額を93万円から96万円へ引き上げ
③均等割額軽減（５割・２割軽減）の対象者を拡大

■納付方法の留意点
納付は便利な口座振替で
　国民健康保険税の納付は、口座振替が原則です。口座振替は、納
め忘れがなく、納付のために金融機関やコンビニエンスストアなど
へ出掛ける手間がかからない便利な納付方法です。納税通知書に同
封の口座振替依頼書で申し込むことができます。
65歳以上の加入者は原則年金天引き（特別徴収）
　年金天引きの方には、今年度の税額とともに、令和３年度の仮徴
収額（令和３年４・６・８月の年金天引きの額）を記載しています。
年金天引きの対象外／①年金受給額が年額18万円未満の場合②介護
保険料の天引き額との合計額が１回の年金受給額の２分の１を超え
る場合③世帯の中に65歳未満の加入者がいる場合　など
※申出書の提出と口座振替の登録手続きをすることで、口座振替に
変更することができます

■解雇などにより離職した方の軽減
　６月12日までに税軽減申告書を提出し、軽減の該当となる方には、
今回発送分から軽減が反映されています。軽減内容は、対象者の前
年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。
国民健康保険に再加入した場合
　次の①・②両方に該当する場合は、再度申告することにより税額
が軽減される場合があります。
①過去の加入時（前年度以降）に解雇などにより離職し、国民健康
保険税の軽減が適用されていた。
②その後、再加入したが、雇用保険の受給資格が生じていない。

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方へ
減免となる額
①の世帯／全額減免
②の世帯／減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
に減免割合（Ｄ）を乗じた金額
Ａ： 世帯の被保険者全員について算定した保

険税額
Ｂ： 主たる生計維持者の30％以上減少が見込

まれる収入の前年の所得金額
Ｃ： 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全

員の前年の合計所得金額
Ｄ：減免の割合

市独自上乗せ「子育て応援減免」
　ひとり親家庭における18歳未満の加入者、
就学前の加入者がいる減免該当世帯には、該
当の子ども１人につき１万円を減免額に上乗
せします。

■傷病手当金の支給
　給与などの支払いを受けている国民健康保
険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に
感染したことにより療養のため仕事を休み、
給与などの全部または一部を受けることがで
きない場合、世帯主からの申請により傷病手
当金を支給します。

■納税のご相談
　納付が難しい事情がありましたら、分割納付
などができる場合があります。早めにご相談
ください。

■特例減免
　生活保護を受けることになったり、生活が
著しく困窮の状態になったりした場合のほ
か、新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税の減免の特例があります。
対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者が死亡または重篤な傷病（１カ月
以上の治療）を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者の収入が前年より30％以上減るこ
とが見込まれる世帯※令和元年の所得金額の
合計が1000万円以下、減少が見込まれる収入
以外の令和元年の所得の合計金額が400万円
以下であることが必要
■申市税減免申請書と次の必要書類を保険年金
課へ郵送
①の世帯／医師の診断書（写し）
②の世帯／◦令和２年中の主たる生計維持者
の収入等状況申告書◦令和元年分確定申告書
控えの写し（ある方のみ）◦令和２年２月以
降の収入の減少が分かるもの（帳簿、通帳の
写しなど）◦廃業・失業を証する書類（廃業
等届出書や離職票など。該当者のみ）
※市税減免申請書や収入等状況申告書の様式
は市■HPから印刷可

■問保険年金課　☎481－7054～7056

■ 子ども家庭支援センターすこやか　
　〒182－0022  国領町３－１－38 ココスクエア２階
　☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり

減免の割合（Ｄ）
10分の10
10分の８
10分の６
10分の４
10分の２

前年の所得金額の合計
300万円以下
400万円以下
550万円以下
750万円以下

1000万円以下
※廃業・失業の場合は10分の10減免

（要証明書類）

調布市食育推進
キャラクター
米スターくん

テイクアウトの食中毒に注意
　夏場は、気温や湿度が高くなり細菌による食中毒
が増加しやすくなる季節です。最近は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、出前やテイクアウト
を行う飲食店が増えています。テイクアウトを上手
に活用するために、食中毒予防の原則を確認し、食
中毒を予防しましょう。

　食中毒の原因となる細菌やウイルスを「付けない」
「増やさない」「やっつける」ことが大切です。
付けない（持ち込まない）
◦食べる前に、必ずきれいに手を洗う
◦ 食品を小分けするときは、清潔な箸やトングを使う
増やさない
◦長時間持ち歩かない
◦持ち歩くときは、保冷バッグを利用する
◦家に持ち帰ったら早めに食べる
やっつける
◦再加熱できる料理は、中心までしっかり加熱する
◦時間を置く場合は、小分けして冷蔵庫に保管する
■問健康推進課☎441－6100

テイクアウトによる食中毒予防の３原則
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●学部を有する国立大学で大学名に地名を
含まないのは、電通大だけ。

●情報・電気・通信を基礎としながら、生命科
学、ロボティクス、メディアなど幅広い分
野をカバー。

●研究力が高い大学
　全国で第4位（平成30年、リクルート）
●卒業生を採用したい大学
　全国で第3位（平成30年、リクルート）　
●著名400社実就職ランキング
　国立大で第4位、電子機器・電子分野では
全国で第1位（令和元年、大学通信社）　

至京王八王子

鶴
川
街
道

電
通
大
通
り

至調布 IC 至新宿

旧甲州街道

甲州街道

パルコ

スーパー

家電量販店
（トリエB館）

電通大電通大

調布駅

交番

実は身近なスポット　

電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信電気通信
大学大学大学大学大学大学
　電気通信大学は、創設100年を超える歴史ある国立大学です。平
成28年には国立大学では初となる人工知能先端研究センターを
設置するなど、最先端の技術が日々この大学から生まれています。
　今回は、そんな電気通信大学の魅力を紹介します。

　ほかにも、「プログラミング教室（小学５年～高校3年生）」「理系の古文
書講座」「ハイデガー『存在と時間』を読む」など知的好奇心をくすぐられ
る企画が年間を通じて用意されています。

公開施設　
■UECコミュニケーションミュージアム
　無線通信関係をはじめ真空管、ラジオ、
音響関係などの歴史的に重要な機器や、貴
重なコレクションなどを数多く展示して
います。また、所蔵する音響機器を用いた
音楽鑑賞会も定期的に開催しています。　
■問ミュージアム事務室
　　　　　　　　　　　■E info-muse-ml@uec.ac.jp

　本学と調布市は文化、教育、学術の分野での援助
と協力を目的として相互友好協力協定を結んでい
ます。地域の情報化や福祉事業への参画を推進する
とともに、市民の皆様に向けた公開講座を充実させ
ていきます。ぜひご参加ください。

大学概要（略歴）
大正 7年（1918年） 無線通信技術者の養成を目的
　　　　　　　　   とした「無線電信講習所」とし
　　　　　　　　   て東京市麻布区に創設
昭和24年（1949年）電気通信大学となる
昭和27年（1952年）調布校舎を開校
昭和32年（1957年）全学調布校舎に移転
平成30年（2018年）創立100周年を迎える

学長挨拶
学部・大学院組織
学部………情報理工学域　３類１課程
大学院……情報理工学研究科　５専攻
学生数……4827人
　　　　　（学域3452人、大学院1375人）
留学生人数と国籍……280人、28カ国
　　　　　　　　　　（研究生など含む）
教員数……345人

　　　大学大学大学　　　大学大学大学大学大学大学　　　大学大学大学　　　大学大学大学　　　大学大学大学大学大学大学　　　大学大学大学っっっっっっっっっっっってててててててててててて
こんなところこんなところこんなところこんなところこんなところこんなところこんなところこんなところこんなところ

どんな
特色が
あるの？

学生じゃ
なくても

行っていいの？

市民参加イベント
　開催日程や申し込み方法などは、市報ちょうふ毎月
５日号に掲載しています。

■サイエンスカフェChofu（高校生以上）
  電通大だけでなく、市内や近隣にある大学・研究機
関の研究者と、身近なテーマでサイエンスの楽しさ

について気軽に話し合うことができ
ます。

■調布少年少女発明クラブ・子ども工
作教室（小学３～６年生）
　卒業生らが指導員となり、ステアリ
ングカーや光オルゴールなどさまざ
まな分野の製作を楽しむことができま
す。

■おもちゃの病院
　一緒におもちゃを分解し、その仕組
みを調べながら修理します。

どこに
あるの？

こんな
研究も

やっています

ホタルの発光をモデルとするがん研究の
光イメージング用材料（牧 昌次郎准教授）

ヘビ型ロボット
（田中基康教授）

電気通信大学正門

100周年キャンパスUEC port

サイエンスカフェChofu

おもちゃの病院

子ども工作教室

■問電気通信大学総務企画課☎443－5880　　　　　　（文化生涯学習課）

田野　俊一 学長

行って
みよう

市民の
皆さんが
参加できる
イベントが
たくさん

■感性をもつ人工知能（坂本真樹教授）
　人工知能（AI）が、「もふもふでかわいい」といった
感性的な言葉を理解できたり、新しい言葉を生み出
すことができるようにする研究をしています。

■高齢者の健康支援（大河原一憲准教授）
　地域住民が自主的に活動する「運動教室」を市内３
カ所で実施し、スクエアステップ運動を用いて高齢
者の健康支援に取り組んでいます。

■筋電義手（横井浩史教授）
　筋肉が発する微弱な生
体信号（筋電位）を利用し
て、自分の意思で動かせ
る義手を研究していま
す。先天性障害や、事故・
災害・病気などで手を
失った方のために役立っ
ています。

筋電義手

　電気通信大学（通称：電通大）は、最寄
りの調布駅から徒歩5分ほど。甲州街道
を渡ると敷地面積約12万㎡ものキャン
パスが東西に広がっています。

行っていいんです

対話型ロボットSota(ソータ）
Sota(ソータ）はヴイストン株式会社の登録商標です

放送時間　毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

〈５日号〉 7月５日～１１日　市政情報、調布・木島平村採れたて！旬情報！
〈12日号〉7月12日～19日　市政情報、イベントリポート


