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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日12月10日㈰午後1時30分～3時
30分
場健康福祉会館2階
内血液検査
定100人（先着順）
【注意事項】
○感染の有無を正しく判断するた
め、感染の機会から90日以上経過し
てからおいで下さい。
○診断書や証明書の発行はしません。
○検査結果が出るまで、採血後通常
1時間お待ちいただきます。
○結果の説明は、陰性の方は即日、判
定保留の方は12月17日に行いま
す。
問保健予防課☎722・7636、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎070・1321・7757（受付期間
＝12月22日までの月～金曜日、午
前10時～午後5時）

募　集募　集
介護保険事業適正化事務
嘱 託 員
対介護支援専門員資格を有し、居宅
介護支援事業所あるいは、介護予防
支援事業所でケアプラン作成業務の
経験がある方＝1人
勤務期間2018年4月1日～2019年
3月31日（更新も有り）
勤務時間月～金曜日、午前8時20分
～午後5時5分、月16日
勤務場所福祉総務課（市庁舎7階）
報酬月額19万2200円（別途交通費
支給）
選考書類、面接
申応募動機を明記した履歴書と論文

（テーマ＝今後の介護保険事業の適
正化について、1200字以上1600字
以内）を12月15日まで（必着）に直
接または郵送で福祉総務課（〒194
－8520、森野2－2－22）へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
問福祉総務課☎724・4078

お知らせお知らせ
国保・後期・介護の納付済額通知を
お 送 り し ま す
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
2017年中に町田市に支払いされた
保険税（料）については、1月下旬に
納付済額通知を郵送します。申告書
類作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料について＝保険年金課納付係
☎724・2125、介護保険料について
＝介護保険課保険料係☎724・
4364
実施します
まちだ☆おいしい食べきり運動
　市では、年末年始の宴会時の食品
廃棄物を減らすため、宴会5箇条を
定めて1月31日まで食べきり啓発キ
ャンペーンを実施します。
　外食や宴会などでは特に次のよう
な工夫をして、食べ残しを出さない
ようにしましょう。
○出席者に応じて適切な量の料理を
注文する。
○料理が余っている席の人は、料理
がなくなった席の人にひと声掛け
て、料理を分ける。
○中締めの前に、宴会が始まった時

の席に戻り、料理を食べる「食べきり
タイム」を実施する。
問3R推進課☎797・0530
薬師台山王塚公園多目的広場～2018
年度利用団体
登録申請の受け付け
　利用希望団体は、年度ごとに団体
登録が必要です。
※広場に車での来場はできません。
対市内在住、在勤、在学の方10人以
上で構成された少年野球（小学生・軟
式の部）、またはソフトボールの団体
申申請書（公園緑地課に有り）・申請者
の印鑑・構成員名簿（住所・氏名・電話
番号・年齢・市内在勤、在学の方はその
名称と所在地を明記）を持って、1月
4日～12日（土・日曜日、祝日を除く）
に直接公園緑地課（市庁舎8階）へ。
問公園緑地課☎724・4399
中央図書館
展 示 会 作 品 募 集
　来年5月から入替制で、同館4・5階
展示コーナーで展示する作品を募集
します。
対絵、写真等で展示可能な作品が22
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り、応
募は1人〔1団体〕1件）に記入し、作品
の写真1枚以上（サービス判で可、返
却はしません）を添えて、1月31日ま
で（必着）に直接または郵送で同館4
階カウンターへ（結果は2月中に通

知）。
問同館☎728・8220
配布しています
介護サービス事業者
ガ イ ド ブ ッ ク
　介護サービス事業者の情報をはじ
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ2017～2018年度版」を配
布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎1階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎724・4366
異動がありました
民 生 委 員・ 児 童 委 員
　次の地区・地域を担当していた3
人の民生委員・児童委員が退任され
ました。
地区・地域町田第二・本町田638、
801～828、953～957、1155～
1190、1192～1201、1207～1219、
1221～1226、1228～1273、1275～
1306、1308～1314、1316～1318、
1320～1475、1477、1480～1485、
1487～1699、2111～2123、2127、
2128、2130～2135、2137、3410～
3418、南第一・小川1丁目全域（コープ
タウンを除く）、小川4丁目13～22、堺
・小山ヶ丘2丁目5～7、小山ヶ丘3丁目
7～28、小山ヶ丘4丁目1～4
※その他の担当は、お問い合わせ下
さい。
問福祉総務課☎724・2537

販売しています　干支の置物とクリスマス製品
問町田市美術工芸館☎793・2227、町田市障がい福祉課☎724・2147

税金滞納許しません！
12月はオール東京滞納STOP強化月間

問納税課☎724・2122

町田の地図に広告を載せませんか
まちだガイド広告募集

問広報課☎724・2101

わたしも！まちだも！元気に！
いきいきポイント制度で活動しませんか
問登録・還元について＝町田ボランティアセンター☎725・4465、

　　　　制度について＝町田市高齢者福祉課☎724・2146

　「いきいきポイント制度」は、高齢
者の方が、住み慣れた地域でボラン
ティア活動に参加することで自らの
健康を維持し、元気に暮らし続けて
いただくことを目的としています。
　受入団体として登録された施設
で、市が承認したボランティア活動
を行いポイントを集めると、翌年度
に商品券等（上限5000円）に交換で
きます。
対市内在住の65歳以上の方
申町田市介護保険被保険者証をお持
ちのうえ、直接町田ボランティアセ
ンター（町田市民フォーラム4階）

へ。
※登録者研修会（月1回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。
【平成28年度のポイント還元・交換
を行っています】
　平成28年度中に同制度で集めた
ポイントを、各種景品（百貨店共通商
品券、図書カード）と交換できます。
交換日3月30日㈮まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成28年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接町田
ボランティアセンターへ。

発行部数1万9000部（年1回発行、
2018年4月から配布）
費1枠4万円
募集枠数4枠（1枠＝縦3.8㎝×横
9㎝）
※最大2枠まで申し込めます。
申12月28日㈭まで
市HP まちだガイド  検索

持ちを込めてデザインした、種類
の違う犬が仲良く集う置物です。
価格2750円
【クリスマス製品】
　さまざまなリース、キャンドル
を販売しています。
価格300～1000円

えやタイヤロック、捜索等を実施す
る徴収対策に取り組んでいます。
　町田市も、この強化月間に積極的
に参加しています。引き続き、期限内
納付へのご理解、ご協力をお願いし
ます。

　東京都と区市町村では、安定した
税収確保と納税義務の公平性確保を
目指し、12月を「オール東京滞納ST
OP強化月間」と位置付けています。
都と区市町村が連携し、広報や催告
による納税の推進、財産の差し押さ

　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド2018（市内全図）」に
掲載する、市民生活に関連の深い
会社やお店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業主の方
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。

　町田市美術工芸館では、障がい
のある方が干支やキャンドル、雑
貨等の美術工芸品の制作・販売を
しています。
　なお、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」、
まちだダリア園休憩所「木花」、町田
市大賀藕

ぐう

絲
し

館売店等でも販売して
います。
【いぬの置物】
　原型製作者である市内在住の彫
刻家・前田忠一氏が平和を願う気

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
町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

12月11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

町田市教育委員
会定例会

12月14日㈭
午前10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市庁舎
10階、☎724・2172）へ

スポーツ施設整
備構想懇談会

12月19日㈫
午後6時30分
~8時

市庁舎2階市
民協働おうえ
んルーム

20人
（申し込み順）

事前に電話でスポーツ振興課
（☎724・4036）へ

町田市高齢社会
総合計画審議会

12月22日㈮午
後6時30分~8時

市庁舎3階会
議室3-1

10人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務課
（☎724・2916）へ


