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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１０月３日㈬、１６日㈫、１１月７日㈬、
２０日㈫、１２月５日㈬、１８日㈫、午前９
時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
要 介 護 認 定 調 査 員
対介護支援専門員の資格を有する方
＝若干名
勤務期間採用決定日～２０１９年３月
３１日（更新も有り）
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分（時間外勤務有り）、月１６日
勤務場所介護保険課（市庁舎１階）
内介護保険認定調査及び関連業務
報酬月額２０万４６００円～２６万円（別
途交通費支給）

選考１次＝書類、２次＝筆記・パソコ
ン試験、面接
申募集要項を参照し、応募書式に記
入のうえ、９月２８日午後５時まで（必
着）に直接または郵送で介護保険課
へ。
※募集要項・応募書式は介護保険課
で配布しています（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問介護保険課☎８６０・６８７５

介 護 相 談 員
　介護保険施設等を、月に４～６か所
訪問して相談に応じ、月１回の連絡
会に参加します。
対市内在住の方＝若干名
※２０１８年４月の募集に応募した方
は対象外となります。
選考１次＝論文、２次＝面接（１次合格
者のみ、１０月１７日予定）
報酬訪問１件につき４０００円
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
申募集要項をお送りしますので、９
月２１日午後５時までに介護保険課へ
ご連絡下さい（募集要項は、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問介護保険課☎７２４・４３６６

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者

○認定こども園開進幼稚園（☎７２５
・７８５１）＝保育士（常勤）・保育教諭
（常勤）・幼稚園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
２０１９年度から市立中学校で使用す
る
「特別の教科　道徳」の教
科書が採択されました
　町田市教育委員会は、８月２３日に
開催した第２回臨時教育委員会にお
いて、２０１９年度から市立中学校で
使用する「特別の教科　道徳」の教科
書を次のとおり採択決定しました。
　今回採択された教科書は、２０１９
年度からの使用となります。
教科書名中学道徳　とびだそう未来
へ（発行者名＝教育出版）
問指導課☎７２４・２１５４
在日外国人高齢者・障がい者の方に
福祉給付金を支給します
　公的年金の受給要件を制度上満た
すことのできない方に福祉給付金を
支給します。
対１９８６年３月３１日以前に日本に移
住した在日外国人（特別永住者等）の
方で、次のいずれかに該当する方
①１９２６年４月１日以前に生まれた②
１９６２年１月１日以前に生まれた障が
いのある方で、１９８２年１月１日以前
に重度または中度の障がいであった
③１９４７年１月１日以前に生まれた障
がいのある方で、１９８２年１月１日～

１９８６年３月３１日に重度もしくは中
度の障がいになった
※生活保護を受けている場合、養護
老人ホーム・特別養護老人ホームに
入所している場合、町田市以外の自
治体から同様の趣旨で支給される手
当等を受けている場合、町田市に住
民登録をして１年を経過していない
場合は対象外です。
※前年の所得が一定額を超えるとき
は、支給されない場合があります。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

シルバーピア「もりの」・
「あいはら」入居者募集
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消、手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方　①
市内に３年以上居住している満６５歳
以上の単身者で自立した生活を営め
る②平成２９年中の所得が２５６万８０００
円以内である③立ち退きなどで住宅
に困窮している
募集戸数もりの＝単身用１ＤＫ５戸、
あいはら＝単身用１ＤＫ３戸
入居時期２０１９年１月１日以降
申申込用紙（９月２１日まで、高齢者福
祉課〔市庁舎１階〕、各市民センター、
町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、
木曽山崎・玉川学園の各コミュニテ
ィセンターで配布〔土・日曜日は駅前
連絡所のみ配布〕）に必要事項を記入
し、９月２７日午後５時までに直接高
齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４０

　記録ずくめの暑さの夏でした。今
年は、６月の大阪北部地震、７月の西
日本豪雨災害など関西・西日本は災
害が頻発しました。９月に入って、非
常に強い台風２１号の関西地方直撃、
そしてこの度の北海道胆

い

振
ぶり

東部地
震。関東地方でも、いつ起こってもお
かしくない災害。被災された方々に
は心からのお見舞いを申し上げま
す。
　このところ、朝夕は少しだけしの
ぎ易くなりましたが、まだまだ暑さ
は続きます。そんな中でも、ヒガンバ
ナが咲き、真光寺川脇の田んぼでは
稲穂が垂れ、それこそおいしそうな
香りがあたりに漂っています。
　いささか旧聞に属することで恐縮
ですが、８月に北京を訪問しました。
東京都と北京市は友好都市になって
おり、毎年双方の代表団による相互
訪問・交流がなされています。
　今年は、東京都の市区町村の首長
が北京を訪問する年に当たります。
北京市の都市計画などの現場を見た
り、４年後、２０２２年冬季オリンピッ
クの競技会場を見たりしました。す
でに北京市は、２０２２年モードにな
っているという感じでした。今回の
北京市の公式訪問では、相互交流が
始まって以来初めて、北京市長が面
会に応じてくれました。友好交流４０
周年ということもあるのでしょう
が、何か日中間の友好ムードのよう
なものを感じました。

　さて、その北京ですが、ご案内の通
り、すさまじいばかりのモータリゼ
ーションで、片側４車線の通りが多
いのですが、それでも、かなりの渋滞
を起こしていました。渋滞そのもの
は、東京とあまり変わりませんが、ど
うも駐車場が足りない様子です。６
メートルくらいの幅のある歩道に、
ドイツのブランド高級車が目立ち、
並んで駐車していました。
　ここからは、推測ですが、都市計画
や建築規制に駐車場設置が組み込ま
れていないか、不足しているようで
す。歩行者のための歩道が駐車場に
なっているのは、急激な経済成長や
モータリゼーションに都市計画が追
いついていないのではないかと感じ
ました。
　しっかり調べていないので、この
指摘は当たっていないかもしれませ
んが、もって他山の石とすべき、とい
うか、私たちの都市計画にも、反省す
べき点があるのではないかと自戒を
いたしました。

冬季五輪会場のプール

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

町田市交通安全推進
協議会定例会

９月２０日㈭午後
２時から

市庁舎３階第
１委員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話またはＦＡＸで
市民生活安全課（☎７２４
・４００３）へ

町田市スポーツ推進
審議会

９月２７日㈭午後
６時３０分から

市庁舎２階会
議室２－２

５人
（申し込み順）

９月２６日までに電話でス
ポーツ振興課（☎７２４・
４０３６）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

９月２７日㈭午後
６時３０分～８時

市庁舎２階会
議室２－１

４人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎７２４・３２９１）へ

町田市地域公共交通
会議

１０月３日㈬午前
９時３０分から

市庁舎２階会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎７２４・４２６０）へ

町田市町区域の新設
に関する市民懇談会

１０月１８日㈭午
後７時から

鶴川市民セン
ターホール

５人程度
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調
整課（☎７２４・４２５４）へ

町田市母子保健連絡
協議会

１０月１８日㈭午後
７時～８時３０分

市庁舎２階会
議室２－５

３人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎７２５・５４２２）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師 若干名
１９８３（昭和５８）年４月２日以
降に生まれた、薬剤師の資格
を有する、または２０１９年春
までに取得見込みの方

○郵送受付＝１０月１日㈪まで
（必着）
○持込受付＝９月２８日㈮、１０月
１日㈪、いずれも午後５時まで
○試験日＝１０月２０日㈯

２０１９年
４月１日

※試験実施要項、受験申込書、適性検査受検申込書は町田市民病院ホームページでダウン
ロードできます（町田市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病
院総務課へ／採用条件等は実施要項を十分に確認して下さい。

パブリック
コメント
予　告

　１０月１日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 町田市教育プラン　２０１９－２０２３（案）
募集期間 １０月１日～３１日

案の公表
方法

・本紙１０月１日号に概要を掲載
〈１０月１日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・ＦＡＸ　・Ｅメール
・教育総務課（市庁舎１０階）ほか、指定の窓口への提出

担当課 教育総務課☎７２４・２１７２

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課
☎722・2230（内線7415）


