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健康案内健康案内
健 康 づ く り 講 習 会

【もう一度、あの頃の体形に～ベルト
の穴１つ戻しませんか】
対市内在住の18～６４歳の男性
日①11月1６日㈯午前1０時～正午②
11月３０日㈯午前９時４５分～午後０
時４５分、全２回
場健康福祉会館
内①体組成測定（希望者）、保健師講
話、アスレティックトレーナーによ
る体幹トレーニングを中心とした運
動②管理栄養士による調理実習と食
生活の講話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申11月６日正午～1４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード1９11０６Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市 民 公 開 講 座
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機能の維持・向上と食べる喜び
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性肺炎予防もお口から】
　高齢者の肺炎を口のケアによって
予防する方法等についてお話しいた
だきます。
※町田市歯科医師会と共催です。
日1２月8日㈰午後1時～３時
場町田市民フォーラム
講米山歯科クリニック・米山武義歯

科医師
定1７０人（申し込み順）
申11月７日正午～1２月1日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード1９11０７Ｃへ。
問保健総務課☎７２２・６７２8
脳卒中市民公開講座
脳卒中の最新治療と在宅医療
日11月９日㈯午後２時～４時
場イオンモール多摩平の森（日野市）
講日野市立病院脳神経外科部長・黒
島義明医師、日野のぞみクリニック
・望月諭医師　他
定1００人（申し込み順）
申11月６日午後５時までに、電話で
東京都南多摩保健所保健医療担当

（☎０４２・３７1・７６６1）へ。
問健康推進課☎７２５・５1７8
おいしく食べて糖尿病予防！
血糖値が気になる人の料理講座
対市内在住の18～６４歳の方
日11月２７日㈬午前９時４５分～午後
０時３０分
場健康福祉会館
内管理栄養士によるバランスの良い
食事の取り方についての講話、調理
実習
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申11月8日正午～18日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード1９11０8Ａへ。

問保健予防課☎７２２・７９９６

募　集募　集
町田市下水道事業審議会
市 民 委 員

　下水道事業の全体計画について策
定、進

しん

捗
ちょく

管理、評価等を行う附属機関
として、２０２０年４月1日から設置す
る町田市下水道事業審議会の市民委
員を募集します。
対市の下水道事業に関心がある市内
在住の18歳以上で、原則平日に開催
する審議会に出席できる方
任期２０２０年４月1日～２０２２年３月
３1日
募集人数２人
選考申込書及び論文
申申込書と論文（テーマ＝審議会委
員の応募動機及び今後町田市の下水
道事業を円滑に進めるための提案、
６４０字以上8００字以下）を、11月２９
日まで（必着）に直接または郵送で下
水道総務課（市庁舎8階、〒1９４－
8５２０、森野２－２－２２）へ。
※募集要項、申込書、論文用紙は町田
市ホームページでダウンロードでき
ます。郵送を希望する方はご連絡下
さい。
※論文は返却しません。また、委員の
選考以外には使用しません。
問下水道総務課☎７２４・４２8７

町田市教育委員会委員候補者
　市では、市民に開かれた教育行政
を推進するため、教育・学術及び文化
に関して識見を持つ市内在住の方か
ら、教育委員会委員候補者（保護者委
員候補）を募集します。
対次のすべてに該当する方　①町田
市長の被選挙権を有する②２０２０年
４月1日時点で小学生または中学生
の保護者である③町田市の住民基本
台帳に記録されている
※ただし、破産者で復権を得ない・禁

錮以上の刑に処せられた方は応募で
きません。
任期２０２０年４月1日～２０２４年３月
３1日（４年間）
職務内容教育委員会会議への出席及
び議案等の審議、総合教育会議への
出席、学校視察、研修会への出席等
募集人数1人
選考1次＝書類、２次＝面接（２０２０年
1月２０日に実施予定）
申選考申込書及び確認書（町田市ホ
ームページでダウンロード）と、論文

（テーマ＝家庭・地域の教育力を高め
るためにできること〔２０００字程度、
論文用紙は町田市ホームページでダ
ウンロードまたは市販の原稿用紙、
パソコン入力も可〕）を11月２５日ま
で（消印有効）に郵送（書留）で職員課

（〒1９４－8５２０、森野２－２－２２）へ。
※封筒表面に「教育委員候補者選考
申込」と朱書きして下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問選考について＝職員課☎７２４・
２1９９、教育委員について＝教育総
務課☎７２４・２1７２
障がい児スポーツ教室
指 導 員

　障がいのある参加者が楽しく安全
に身体を動かすための補助、個々に
合わせた指導及び教室の企画運営等
を行います。
※教室の詳細はお問い合わせ下さい。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（スポーツの指導経験は不問）
日①体育館＝土曜日の午後３時～５
時②プール＝土曜日の午後２時～４
時３０分、年間各３６回（月３回）程度

（全回参加できなくても可）
場①サン町田旭体育館②子ども発達
センター
謝礼1回３０００円
申電話で障がい福祉課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２1４７返
０５０・３1０1・1６５３

高校生が対象事業を決定

町田市市民参加型事業評価にご参加下さい
問経営改革室☎７２４・２５０３

　市民の皆さんの声を行政経営・行
政サービスの向上に活用するため、
市民参加型事業評価を開催します。
　高校生世代の若者、市政モニタ
ーから選出した市民及び有識者で
構成する評価人チームが、市の事
業担当者と事業の課題等について
議論し、評価をします。

　今年度は高校生世代の若者が、
評価対象の全６事業を話し合いで選
び、全事業の評価にも参加します。ま
た、「まちテレ」によるライブ配信や
インターネット投票を実施します。
日11月２４日㈰午前1０時～午後４
時３０分（途中入退場自由）
場町田市民フォーラム４階

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

１１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

町田市廃棄物減量等
推進審議会

１１月１２日 ㈫
午後６時３０分
～８時３０分

市庁舎２階会議
室２－２

１０人
（申し込み順）

１１月１１日までに電話で
環境政策課（☎７２４・
４３７９）へ

町田市都市計画審議
会

１１月１５日㈮午
前９時３０分から

市庁舎３階第１
委員会室（予定）

１０人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市立学校適正規
模・適正配置等審議
会

１１月１８日 ㈪
午後３時から

市庁舎２階市民
協働おうえん
ルーム

直接会場へ問教育総務
課☎７２４・２１７２

町田市街づくり審査
会

１１月２２日㈮午
前１０時～正午

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎７２４・４２６７）へ

時　間 第１会場（第１学習室） 第２会場（第２学習室）

午前 １０時～１０時１５分 開会式 開会式
１０時１５分～１１時４５分 生涯学習センター・図書館事業 広報事業

午後
１時～２時３０分 環境衛生事業 町田ターミナルプラザ事業
２時４５分～４時１５分 道路管理事業 観光振興事業
４時１５分～４時３０分 閉会式 閉会式

　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サー
ビスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた取り
組みを進めています。
　町田駅周辺には、市庁舎をはじめ多くの公共施設があります。改修や建
て替えの時期を迎えつつある施設があるほか、町田シバヒロなどの大規
模な土地もあります。
　２０1９年度は、1つの建物に複数のサービスをまとめる複合化案作成に
向けた調査・検討を行っています。この一環として、市民センターまつり
等、人が集まる地域の場所へ赴き、アンケート形式で町田駅周辺の公共施
設の複合化についてご意見を伺っています。

　生涯学習センターや町田市民フォーラムは、公共施設と商業施設、住居
などが一体となった複合施設です。複合化案の作成にあたっては、民間の
資金や活力を取り入れる手法なども検討します。２０２０年度以降、検討し
た複合化案を市民の皆さんに示し、対話を行いながらより良いものにし
ていきます。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑮みんなでつくる

町田駅周辺の公共施設の
複合化検討を始めています
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Ｑ．町田駅周辺の公共施設を建て替える
際に、飲食店やスーパーなどの民
間施設と複合化することについて、
どのように感じますか。

Ｑ．複合化案は、より多くの皆さんのご意
見を踏まえながら作りたいと考えていま
す。あなたなら、どのような方法で関
わることが可能ですか（最大 3つまで選択）。

広報紙に掲載された記事をみる
今回のように、市のアンケートに答える
町田市ホームページから情報を探す
市に任せる
町内会・自治会に意見を伝える

アンケートに回答していただいた
102人のご意見を一部ご紹介！

（人）

市HP 市民参加型事業評価  検索


