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11月12日～25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です 男女平等推進センター辺723・2908問 辺辺

健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査

　直接会場へおいで下さい。
対感染の機会がある方
日１１月２６日㈯午後１時３０分～３時
３０分
場ぽっぽ町田地下１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日以降の検査
をお勧めします。
○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４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９日までの月～金曜日、午前
１０時～午後５時）

募　集募　集
保健予防課嘱託員
保 健 師
対保健師免許を有する方＝１人（経
験者希望）
勤務期間１２月１日～２０１７年３月３１
日（更新も有り）
勤務時間土・日曜日、祝日を除く午前
８時３０分～午後５時、月１６日
勤務場所保健予防課（市庁舎７階）
内母子保健等の保健相談、保健指導、
健康教育等の保健師業務全般及び一
般事務作業
報酬月額２２万８０００円（別途交通費
支給）

申１１月２２日までに電話で保健予防
課（☎７２５・５４２２）へ。
※後日面接日を連絡しますので、履
歴書と保健師免許の写しをご用意下
さい。
市HP 保健師  検索

認 可 保 育 園 職 員
　詳細は認可保育園へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○こばと保育園（☎７９６・３６２８）＝
保育士・幼稚園教諭・子育て支援員

（常勤、非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
点検に伺います
公 共 汚 水 ま す

　市では、下水道管理区域内の公共
汚水ます及び本管に至る取付管（市
管理部分）の汚水の流れを点検し、詰
まり等の発生を防いでいます。
　身分証明書を携行し、腕章をつけ
た市委託業者が、宅地内にある公共
汚水ますの点検に伺います。ご協力
をお願いします。
※この調査で費用を請求することは
一切ありません。
期間１１月１６日～２０１７年３月３１日

（日曜日、祝休日を除く）
対象区域野津田町３４４０（一部）・
３４８９（一部）・３４９３（一部）、山崎町
９９５～１０９１（一部）・１０９６～１１１９

（一部）・１１２１～１１３０・１１３８・
１１４３・１１４４・１１５０～１１５９・１１６２
～１１６５・１１８５～１１８９・１１９５・
１２０１～１２０７（ 一 部 ）・１２１３～
１２２２・１２５３～１２７３・２１８２・
２１８６、木曽町１１９～１２２・４９２～
４９６・４９９・５０１～５１４・５２０～５２４、
木曽東四丁目１、木曽東一丁目４～
１６・１７（一部）・１８～３０・３１（一部）・

４０（一部）・４１（一部）・４４（一部）・４６
（一部）・４７・４８（一部）、玉川学園三
丁目１３（一部）・１４（一部）・１５（一
部）、玉川学園四丁目１５（一部）・１６

（一部）・１７（一部）・１９～２４、本町田
８０６（一部）・８１１～８１３・９０１～９０４
・９５５・９９５～１００１・１０３６～１０３９
・１１４３・１１４６（一部）・１１６４～
１８６９（一部）・２０４５～２１５１（一部）
・２６２３～３６６４（一部）
問下水道管理課☎７２４・４３２８
市HP 汚水ます点検  検索

清掃工場への持ち込みは
粗 大 ご み の み で す

　清掃工場へは「粗大ごみ」のみ持ち
込むことができます。
　指定収集袋に入る「燃やせるごみ

・燃やせないごみ」及び「資源・有害
ごみ」は持ち込めません。
　ご自身で粗大ごみを持ち込む際
は、事前に粗大ごみ処理依頼書（市庁
舎、各市民センター等に有り、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、受付に提出して下さい。
　なお、市外からの持ち込み防止の
ため、運転免許証等で住所の確認を
させていただきます。
　粗大ごみは、（一財）まちだエコラ
イフ推進公社（☎７９７・１６５１）へ収
集を依頼することもできます。
※粗大ごみ…４０ℓの指定収集袋に
入らないごみや単体で重さ１０㎏、長
さ１４０㎝、直径１５㎝を超えるごみで
す。
問資源循環課☎７９７・２７３２

マイナンバーの通知カードを
　　　　　　まだ受け取っていない方へ
マイナンバーの通知カードを
　　　　　　まだ受け取っていない方へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
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　暑い日があったと思ったら、突然、
秋を飛び越えて、１０月のうちから冬
の寒さが訪れました。北風に乗って、
ジョウビタキ、そしてツグミが渡っ
てきました。
　残った柿の実に野鳥が来ていま
す。ハシボソガラス、オナガ、ムクド
リ、ヒヨドリ、シジュウカラ、コゲラ、
スズメ、そしてメジロ。畑や農家の庭
の柿も、最近は収穫せずにそのまま
にしておくようになり、おかげで、野
鳥たちは大助かりです。
　さて、リオデジャネイロのオリン
ピック・パラリンピックは、日本選手
の活躍で大いに盛り上がりました。
町田市出身の選手では、長距離の大
迫選手や関根選手、体操の内山選手
などの活躍が市民に勇気と誇りを与
えてくれました。
　中でも、パラサイクリングの鹿沼
由理恵選手は、ロードのタイムトラ
イアルで銀メダルを獲得しました。
先月２１日には、メダル獲得の報告会
があり、その折に、町田市として６人
目の市民栄誉彰を贈呈することがで
きました。
　鹿沼さんをはじめ日本選手のパラ

リンピックでの活躍は、４年後の東
京２０２０大会に向けての、パラリン
ピックの機運の盛り上がりに、大き
く貢献していると思います。
　今月３日には、毎年恒例の障がい
者スポーツ大会も開かれ、５日には、
ブラインドサッカー（視覚障がい者
５人制サッカー）の東日本リーグと
東西対抗オールスター戦“ドリーム
マッチ２０１６”が開催されました。
　来年１月には、パラ・バドミントン
のインドネシア代表チームと日本の
代表チームの合同合宿も市立総合体
育館で予定されています。
　これからも、さまざまな機会を通
じて、東京オリンピック・パラリンピ
ックの機運を盛り上げてゆきたいと
思います。

子どもセンターぱおが作ったくす玉でお
祝いしました

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時
です(１１月３０日は午後１時から)。
問議会事務局☎７２４・４０４９

１２月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容
11 30 水 本会議（提案理由説明）

12

1 木 議案説明会・全員協議会
5 月

本会議（一般質問）
6 火
7 水
8 木
9 金
12 月 本会議（質疑）
13 火 文教社会常任委員会･建設常任委員会
14 水 総務常任委員会・健康福祉常任委員会
15 木 常任委員会予備日
22 木 本会議（表決）

市
議
会
の
う
ご
き

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

町田市環
境審議会

11月22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21日午後5時までに電
話で環境政策課（☎724・
4386）へ

町田市景
観審議会

11月28日㈪
午前10時～正午

市庁舎10階会
議室10－3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎724・4267）へ

【今年中に受け取りをお願いします】
　マイナンバーの通知カードは、
２０１５年の１１月～１２月に市内全世
帯に簡易書留郵便で郵送しました。
　この時に受け取られなかった方
の通知カードは、現在も市役所で
保管していますが、１２月末をもっ
て廃棄します。
　今年の１月から税・社会保障関
係の手続きに、マイナンバーが必
要となっているほか、２０１７年の
確定申告からはマイナンバーの提
示が必要となります。通知カード
を受け取っていない方は、早めに
お受け取り下さい。受け取りの際
は、本人確認書類が必要です。顔写
真入りのもの（運転免許証等）であ
れば１点、顔写真無しのもの（健康
保険証、介護保険証、年金手帳等）
であれば２点をお持ち下さい。住
民票で同じ世帯の方は、全員分ま
とめてお渡しできます。
【写真付きのマイナンバーカード
について】
　写真付きのマイナンバーカード

（個人番号カード）は、現在、申請か
ら１か月強で交付通知書を送付し
ています。交付申請をして、交付通
知書を受け取った方は、早めにお
受け取り下さい。
　なお、受け取りの際の必要書類
は、交付通知書をご確認いただく
か、お問い合わせ下さい。
問町田市マイナンバーコールセン
ター☎８６０・６１９５、町田市市民課
☎７２４・４２２５

　お知らせする人数は、「住所変
更の届出」「戸籍の届出」「マイナ
ンバーの手続き」の各窓口の待
ち人数です。
【T

ツイッター

witterアカウント名】
町田市市民課（@machida_sim
in）
※町田市ホームページのトップ
ページからもご覧いただけま
す。

ツイッターで
「市民課窓口の待ち人数」を

お知らせします

※会議の日程・時間等は
変更になることがありま
す。
※本会議・常任委員会は
インターネットで中継し
ています。パソコンやス
マートフォン、タブレッ
ト端末でもご覧いただけ
ます。

議会を傍聴しましょう


