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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４月５日㈬、１８日㈫、５月１０日㈬、
２４日㈬、６月７日㈬、２０日㈫、いずれ
も午前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３月１５日正午から、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
町田市民病院
放 射 線 科 臨 時 職 員�
（ 産 休・ 育 休 代 替 ）
対診療放射線技師資格を有し、病院
勤務経験のある方＝１人
勤務期間４月～２０１８年３月（採用時

期は、相談のうえ決定）
勤務時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分、週５日
場町田市民病院放射線科
報酬時給１７００円（別途交通費支給）
※詳細は同病院ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考書類選考後、面接　
申電話連絡のうえ、履歴書を郵送で
町田市民病院総務課（〒１９４－００２３、
旭町２－１５－４１、☎７２２・２２３０〔内
線７４１４〕）へ。
町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会市民委員
　知る権利を保障する情報公開制
度、市民のプライバシーを守り、自分
の情報をコントロールする権利を保
障する個人情報保護制度の両制度
を、適正に運用していくため、「町田
市情報公開・個人情報保護運営審議
会」を行っています（主に情報公開制
度の運用に関すること、個人情報保
護制度の運用に関すること、コンピ
ュータの運用に関することについて
審議）。
　今回、その市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で他の審議
会などの委員をしていない方＝男女
各１人（抽選）

日原則毎月第２月曜日、午前１０時～
正午
任期５月１０日～２０１９年５月９日（２
年間）
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
募」と朱書きし、住所・氏名・電話番号
・生年月日・性別を明記し、３月３１日
まで（消印有効）に市政情報課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・８４０７）へ。

お知らせお知らせ
町田新産業創造センター～インキュ
ベーションフロア
入 居 者 募 集
　入居者は、経営相談等の支援を随
時受けられ、入居者同士の交流も活

発です。また、本店登記が可能です。
オープンデスクをシェアする形式の
個別ブースは、無線ＬＡＮ対応、コピ
ー機・会議室等を利用できます。
※施設見学を希望する方はお問い合
わせ下さい。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業を考えている方
利用可能時間２４時間・３６５日
利用料月額２万１３４円（消費税、共益
費含む）
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、直接
または郵送で同センターへ。
※起業・創業に関する情報は、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋページ「起業・創業はＴＯＫＹＯ
の町田から！（町田市公式）」をご覧
下さい。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６

　春です。まだ寒い日が続きますが、
春になりました。近くの広袴神社や
妙全院のアセビが満開になり、これ
も近所の、寒緋桜の赤い色が冬枯れ
の景色の中で目立つようになりまし
た。万作や沈丁花は先月から、ホトケ
ノザ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノ
フグリやナズナも先月中旬から、そ
れぞれ赤紫、青、白の花をつけていま
す。
　野鳥のほうは既に繁殖期に入って
います。例年より少し早いのですが、
先月の末には、ウグイスの初鳴きを
記録しました。これからの一か月半
ほどは、ツグミやシメなど残ってい
る冬鳥と、南からやってくるツバメ
やセンダイムシクイなどの夏鳥が一
緒に見られる季節です。高原へ帰る
アオジが囀

さえず

るのもこの季節です。市
街地では野鳥が一年で一番にぎやか
な季節になります。
　さて、スポーツのシーズンも季節
はさまざまで、先日はＪ２のＦC町田
ゼルビアが野津田で開幕戦を迎えま
した。８０００人を超えるサポーター
が詰めかけ、大いに盛り上がりまし
た。ここでリーグ戦が終了したのが、
ラグビートップリーグとフットサル
のＦリーグです。ラグビーのキヤノ

ンイーグルスは、２０１６―１７シーズ
ンはリーグ後半にがんばりを見せ７
位に入りました。
　フットサルのＡSVペスカドーラ
町田は、リーグ戦３位で、プレーオフ
を戦い、決勝ラウンドでリーグ戦１
位のシュライカー大阪と戦い、２戦
目で敗れてしまい、惜しくも初優勝
はなりませんでした。
　東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックまで３年余りになりまし
た。市は、２０１９ラグビーワールドカ
ップともども、キャンプ地の招致を
しています。こうした機会をとらえ
て、これまで以上にスポーツの振興
と両大会の機運を盛り上げ、さらに
都市としてのブランドの強化を図っ
ていこうと考えています。
　今後とも、さまざまな場面で、市民
の皆様のご参加と協働の取り組みを
お願い致します。

町田市長　石阪丈一
カワセミ通信１２３

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
町田市景観審
議会

3月17日㈮午前
10時～正午

市 庁 舎3階 会
議室3-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎724・4267）へ

町田市認知症
施策推進協議
会

3月17日㈮午後
6時30分～8時
30分

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人
（申し込み順）

3月17日午後3時までに
電話で高齢者福祉課（☎
724・2140）へ

町田市地域公
共交通会議

3月23日㈭午前
9時から

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人程度
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

町田市交通マ
スタープラン
推進委員会

3月23日㈭午前
11時から

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人程度
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

　「第４次町田市農業振興計画
（案）」について、２月２７日に第４次
町田市農業振興計画策定検討委員
会委員長の橋口卓也氏（明治大学
農学部准教授）から市長に報告が
ありました。
　これは、２０１６年５月に市長から
委嘱を受けた委員により構成され
た同検討委員会が、市の農業の現
状や課題、パブリックコメントで
の意見等を踏まえながら、検討を
進めてきたものです。　
　市が目指す将来の姿を「『市民と
農をつなぐ』魅力ある町田農業の
推進」とし、「担い手」、「農地」、「販

売」、「市民と農とのふれあい」の４
つの視点で目標を定めています。
　今回の報告を受けて、市では
２０１７年度～２０２６年度を計画期
間とする「第４次町田市農業振興
計画」を策定し、さまざまな取り組
みを展開します。
問農業振興課☎７２４・２１６６

　３・４月は、引っ越し等で市民課
窓口が大変混雑し、待ち時間が長
くなります。
　引っ越しの手続きや印鑑登録・
各種証明書類発行を申請する方
は、比較的待ち時間の短い各市民
センターをご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付け
ます】
　市外への引っ越し（転出）手続き
は、転出予定日のおおむね１４日前
から受け付けます。書面に新住所
・旧住所・氏名・生年月日・転出年
月日・電話番号・届出者氏名を明記
し、捺印のうえ、本人確認書類（運
転免許証、健康保険証等）のコピー
と８２円切手を貼った返信用封筒
を同封し、市民課郵送転出担当（〒
１９４－８５８０、森野２－２－２２）へ
郵送して下さい。
　なお、転入と市内転居の手続き
は、引っ越しをした日から１４日以
内に市民課（市庁舎１階）または各
市民センターへおいで下さい。

【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
書を取得できます】
　町田・南町田・鶴川の各駅前連絡
所では、住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本などの証明書
類を発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前
連絡所は第１・３月曜日もお休みで
す。
【日曜窓口をご利用下さい】
　毎月第２・４日曜日に市民課及び
各市民センターで日曜窓口を開い
ています。３月は２６日、４月は９日
と２３日です。
開所時間午前８時３０分～午後５時
※各市民センター、町田・南町田・
鶴川の各駅前連絡所の詳細は、１
月に全戸配布しました「別冊タウ
ンページ　町田市わたしの便利
帳」の１５、４１、４２ページ、または町
田市ホームページをご覧下さい。

市民課窓口（引っ越し手続き）の予想待ち時間
午前8時30分

～10時
午前10時
～午後3時

午後3時
～5時

3月21日 ★★ ★★★ ★★★
3月22日～24日 ★ ★★ ★★
3月26日～4月3日 ★★ ★★★ ★★★
4月4日～10日 ★ ★★ ★★
★1時間未満、★★1～2時間、★★★2時間以上

３月下旬～４月上旬 市民課窓口は混み合います

お近くの市民センターをご利用下さい
問市民課☎７２４・２１２３

第４次町田市農業振興計画（案）の報告が行われました

シュライカー大阪戦で２得点を上げた本田選手（右）

【T
ツイッター

witter
� アカウント名】
町田市市民課
（@mａｃhidａ_simin）

ツイッターで「市民
課窓口の待ち人数」
をお知らせします


