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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１月８日、２月５日、３月４日、いずれ
も水曜日午前１０時～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
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
報酬訪問１件につき４０００円
選考１次＝論文、２次＝面接（１次合格
者のみ、１２月２４日予定）
申募集要項をお送りしますので、１２

月９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）。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６６
２０２０町田さくらまつり～尾根緑道
会場
出店・出展・出演団体
対市内で活動する市民団体等
日４月４日㈯午前１０時～午後４時、５
日㈰午前１０時～午後３時３０分
【模擬店・キッチンカーによる出店】
　１月１０日㈮に説明会を行います。
申請書類の配布・説明を行いますの
で代表者は必ず出席して下さい。無
断欠席はキャンセルとなります。
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器（リユ
ース食器・リサイクル容器）を使用し
ていただきます（容器代は別途必要）。
○模擬店コーナー
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内（抽選、結果は１２月下
旬に通知）
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し

た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
○キッチンカー
内飲食物の販売
定５台（抽選、結果は１２月下旬に通知）
費１車両２万円（２日間）
【ＰＲコーナー出展】
内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
【ステージ出演】
出演時間２０分程度
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
申募集要項を参照のうえ、応募用紙に
記入し、添付資料とともに１２月２５日
まで（消印有効）に直接または郵送で
町田さくらまつり実行委員会事務局
（観光まちづくり課〔市庁舎９階〕）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり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）。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
中央図書館
展 示 会 作 品
　来年５月から入替制で、中央図書
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）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
は郵送で中央図書館４階カウンター
（〒１９４－００１３、原町田３－２－９）
へ（結果は２月中に通知）。
※応募は１人（１団体）１件までです。
問中央図書館☎７２８・８２２０

お知らせお知らせ
策定しました
東京における都市計画道路
の在り方に関する基本方針
　東京都と特別区及び２６市２町は、
優先整備路線等を除く未着手の都市
計画道路について、協働で調査・検討
を進め、都市計画道路の見直しに関
する検証手法や個々の路線の計画変
更等の対応方針を示した基本方針を
策定しました。
　基本方針は、東京都都市整備局及
び都内の各区市町のホームページ、
都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３
階）及び都内の各区市町の窓口で閲
覧できます。
問同局都市基盤部街路計画課☎０３
・５３８８・３３７９、町田市道路政策課☎
７２４・１１２４

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 10人程度 看護師の資格を有し、看護師業務の職務経験を3年以上有する方 ○受け付け＝
12月2日㈪～
1月6日㈪
午後5時まで
（必着）

○試験日＝
1月25日㈯

4月1日

助産師

いずれも
若干名

助産師の資格を有し、助産師業務の職
務経験を3年以上有する方

薬剤師
（治験支援室）

薬剤師の資格を有し、病院を含む民間
企業等において治験支援業務に関す
る職務経験を2年以上有する方

栄養士
（任期付き）
※任期は3年。

管理栄養士の資格を有し、病院におい
て管理栄養士業務に関する職務経験
を2年以上有する方

※�試験実施要項・受験申込書は同病院ホームページでダウンロードできます（同病院でも配布）／
郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎７２２・２２３０（内線７４１２）

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９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

町田市長期計画審議
会

12月16日㈪午
後5時～７時

市庁舎2階会議
室2－1

10人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎７24・2103

町田市教育委員会定
例会

12月20日㈮
午前10時から

市庁舎10階会
議室10－3～5

直接会場へ問教育総務
課☎７24・21７2

町田市立学校適正規
模・適正配置等審議会

12月20日㈮
午後2時から

市庁舎3階会議
室3－2・3

直接会場へ問教育総務
課☎７24・21７2

パブリック
コメント
予　告

　１２月１６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 新・町田市子どもマスタープラン【後期】（案）
募集期間 12月16日㈪~1月15日㈬

案の公表
方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
〈12月16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
・子ども総務課（市庁舎2階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 子ども総務課☎７24・2８７6

　令和元年（２０１９年）第４回市議
会定例会（１２月議会）が１１月２９日
に開会されました。今議会には令
和元年度（２０１９年度）一般会計補
正予算など４４議案が提出されま
した。
　議案等の内訳は予算２件、条例
２６件、契約３件、損害賠償２件、町
区域４件、その他７件となっていま
す。会期は今月２３日までです。

予 算 案
　今回の補正予算では、９月の台
風１５号及び１０月の台風１９号によ
る被害があった学校施設、公園、そ
の他公共施設等の復旧対応を迅速
に行うために、多額の予備費を要
したことから、今後の不測の事態
に備えるために、予備費を増額し
ます。補正額は、一般会計が９億８２
１４万３千円、特別会計が２千万円、
合計で１０億２１４万３千円です。
　主な内容は次のとおりです。
【子育て・教育環境のさらなる充実
を目指して】
◯小・中学校体育館における児童
・生徒の熱中症対策を図るととも
に、災害時における市民の避難場
所としての機能を強化する「小・中
学校体育館空調設備設置事業」
◯国の補助金を活用して、小学校
校舎外壁等の改修による防災機能
の強化や、防火シャッターの改修
など、老朽化対策のための改修工
事を一部前倒しで実施する「小学
校校舎等改修事業」
◯２０２１年４月から始める学童保
育クラブでの高学年児童（４～６年
生）の受け入れに向けて、町田第一
小学校区学童保育クラブを増築す
る「学童保育クラブ整備事業（債務
負担行為の設定）」
【賑わいのあるまちづくりのため

に】
◯２０２０年に開催される東京
２０２０オリンピック・パラリンピ
ック大会期間中に、市民や市外か
ら来訪される方とともに選手・チ
ームを応援するため、パブリック
ビューイングなどを実施する「東
京２０２０オリンピック・パラリン
ピック大会気運醸成事業（債務負
担行為の設定）」

条 例 案
◯地方創生応援税制（企業版ふる
さと納税）による企業からの寄附
金を適正に管理することを目的と
して、まち・ひと・しごと創生基金
を設置するため制定する「町田市
まち・ひと・しごと創生基金条例」
◯鶴川駅南土地区画整理事業を開
始することに伴い、特別会計を設
置するため、所要の改正をする「町
田市特別会計条例の一部を改正す
る条例」
◯成年被後見人等の権利の制限に
係る措置の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の趣
旨を踏まえ、関係する規定を整理
するため、所要の改正をする「町田
市消防団に関する条例の一部を改
正する条例」
◯町田市営住宅への入居手続に際
して、連帯保証人を不要とするた
め、所要の改正をする「町田市営住
宅条例の一部を改正する条例」
◯「町田都市計画鶴川駅南地区地
区計画」の都市計画決定及び「町田
都市計画鶴川駅前地区地区計画」
の都市計画変更等に伴い、関係す
る規定を整備するため、所要の改
正をする「町田市地区計画の区域
内における建築物の制限に関する
条例の一部を改正する条例」
など２６条例です。

１２月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４


