市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日６月３日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田市文化交流センター５階
内血液検査
定７０人
（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいで下さい。
※採血から約１時間後に結果説明を
します。
陰性の場合は即日、判定保留
の場合は６月１０日に行います。
※希望者は同時に梅毒検査も受ける
ことができます。
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

町田市民病院職員募集

返０４２・７２４・５６００

種 募集人員

薬剤師

看護師

助産師

募 集

町田市認定幼児教育施設在籍幼児保
護者補助金

生涯学習センターまつり

企 画・ 運 営 委 員

１０月１９日㈮～２１日㈰に実施する
「生涯学習センターまつり」の企画検
討、準備、当日運営等にかかわる企画
・運営委員を募集します。
対水曜日夜間に開催する企画・運営
委員会に参加できる方
日初回打ち合わせ＝６月２０日㈬午後
６時から（１１月まで月３～４回程度開
催）
場生涯学習センター
申住所・氏名・電話番号・年齢を明示
し、電話またはＦＡＸで同センター
（☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。

問町田市民病院総務課☎722・2230（内線7415）
採用

検索

受験資格

日程等
採用日
○郵送受付＝７月１０日
㈫まで
（必着）
１９８３（昭和５８）年４月２日以降に生 ○持込受付＝７月９日
１０月１日
まれた、薬剤師の資格を有する方
㈪、１０日㈫、いずれも
午後５時まで
○試験日＝７月２１日㈯
１９８８（昭和６３）年４月２日以降に生
若干名
まれた、看護師の資格を有する、ま ○郵送受付＝７月１７日
たは２０１９年春までに取得見込みの ㈫まで
（必着）
１０月１日、
方
○持込受付＝７月１３日 ２０１９年
（火）
、いずれ １月１日、
１９８３（昭和５８）年４月２日以降に生 ㈮、１７日
４月１日
まれた、助産師の資格を有する、ま も午後５時まで
たは２０１９年春までに取得見込みの ○試験日＝７月２８日㈯
方

※試験実施要項と受験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
等は募集要項を十分に確認して下さい。

高齢者の方へ

ごみ袋の配付と入浴券交付のお知らせ

問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

【ごみの指定収集袋を配付します】 ごみ袋配付事務局（町田市シルバ
対４月１日現在、市内在住の７０歳
ー人材センター内、
☎７１０・７１０１、
以上の方がいる世帯で、かつ世帯
受付期間＝８月３１日まで）へ。配付
員全員の平成２９年度市・都民税が
期間中は電話でのお問い合わせが
非課税の世帯
大変混み合います。つながらない
※４月２日以降、転入・転出した方、 場合は、時間をおいておかけ直し
生活保護受給者、税申告が未申告
下さい。
等で税情報のない方は対象外で
※９月以降は高齢者福祉課へお問
す。
い合わせ下さい。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
【自宅にお風呂のない高齢者に入
＋中袋４０枚）
、燃やせないごみ専
浴券を交付します】
用袋（中袋１０枚）
、１世帯あたり年
対７０歳以上の一人暮らし、または
間７０枚を配付
高齢者世帯（世帯員が６５歳以上）
※７月末までに町田市シルバー人
であり、自宅にお風呂がない方
材センター会員が順次ご自宅にお
※経過措置として、２０１５年６月～
届けします。受け取り時に受領印
２０１６年５月に入浴券の交付対象
またはサインが必要です（不在の
であった方は、引き続き対象とな
場合は２０１９年３月まで再配付も
ります。
可）
。
※利用できる市内公衆浴場は大蔵
※受け取りを辞退する方は、配付
湯（木曽町）、金森湯（金森）です。
時にお申し出下さい。
※対象期間は２０１９年５月３１日ま
○南地区（容器包装プラスチック
でです（申請した月から２０１９年５
の指定収集袋による収集の対象地
月分までをまとめて交付します）。
域）
は次のとおり配付します
申本人確認書類（健康保険証等）と
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
印鑑をお持ちのうえ、直接高齢者
＋中袋２０枚）
、燃やせないごみ専
福祉課（市庁舎１階）へ（申し込み
用袋
（中袋１０枚）
、容器プラスチッ
は入浴券使用者本人に限る）。
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯あた
※認定要件に変更があった方と、
り年間７０枚を配付
初めて申請する方の自宅に、お風
◇
呂がないことを確認するため、調
※再配付の依頼・お問い合わせは、 査員が訪問します。

町田市ホームページ

お知らせ

＝６月１５日までの月～金曜日の午前
１０時～午後５時）

町田市民病院

職

番号間違いにご注意下さい

対象施設を募集します

市内在住の４・５歳児が在籍する認
認定商品を募集！
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可外の幼児教育施設のうち、町田市
で定めた基準に適合し町田市による
認定を受けている場合、児童の保護
者に対し補助金を交付します。
補助対象となる施設（認定幼児教
育施設）
を募集します。
申請方法、
認定
基準についてはお問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１

第18回町田市名産品

問町田市名産品等推奨委員会事務局（町田商工会議所）
☎７２４・６６１４、
町田市産業政策課☎７２４・３２９６
「町田市名産品」は、町田市にふさ され、継続的に店舗等で販売できる
わしい要素を有する食品や工芸品 ②名称・意匠・材料が町田市にふさわ
で、２年に１度、学識経験者などで構 しい要素を有する
成される町田市名産品等推奨委員会 ※申請数は原則として１事業所３品
により認定されています。
目までです。
この度、９月１日からの２年間を新 ※認定に際して１商品あたり１万円
たな認定期間とする名産品の募集を の認定料が発生します。
行います。
申申請書（町田商工会議所で配布、同
認定された名産品は、
「ミニストッ 会議所ホームページでダウンロード
プ町田市役所店（市庁舎１階）」
「町田 も可）に記入し、６月２２日午後５時ま
ツーリストギャラリー（ぽっぽ町田 でに直接または郵送で町田市名産品
１階）」
「町田名産品の店『心和』
（小田 等推奨委員会事務局（町田商工会議
急町田駅西口タクシー乗り場前）」で 所内）へ。
販売します。また、認定事業者で構成 【申請事業者向け説明会を開催しま
される「まちだ名産品のれん会」等に す】
よるＰＲ活動を通じ、市内外に広く周 日６月２５日㈪午後７時から
知・販売促進を図ります。
場市庁舎
対次のすべての要件を満たす商品
※詳細は、申請者に別途お知らせし
①町田市内で企画・生産・製造（加工） ます。
ご活用下さい

ものづくり企業地域共生推進事業補助金

問産業政策課☎７２４・３２９６

市では今年度から新たに、工場に 事業が対象です。
防音壁を導入したり、
工場敷地内に近 補助額補助対象経費の４分の３以内
隣住民が集えるような緑地を整備す （上限３７５万円）
るなど、ものづくり企業が市内で行う ※予算に達し次第、受け付けを終了
地域との共生を目的とした事業に係 します（先着順、審査有り）。
る経費の一部を補助します。
申申請書類（町田市ホームページで
対東京都内で１年以上工場等を操業 ダウンロード）を直接産業政策課（市
するものづくり企業
庁舎９階）へ。
補助対象事業地域との共生を目的と ※申請の際は、事前に産業政策課へ
する工場の改修・移転事業、設備更新 ご連絡下さい。
・導入事業、住民受け入れ整備事業
※補助対象経費等の詳細は町田市ホ
※２０１９年３月１５日までに完了する ームページをご覧下さい。
町田市表彰式

自治功労者などを表彰しました

問秘書課☎７２４・２１００

５月１２日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発展
に貢献され、市民の福祉の向上にご
尽力いただいた個人９０人と８団体の
方々を表彰しました。
表彰を受けた方と団体は、次のと
おりです（敬称略、順不同）。
【自治功労】
坂倉久美子／渡邉厳太郎／井口昌彦
／村田啓二／岡部良行／宮本良太郎
／榎本義浩／矢口実／結城義孝／花
木孝之
【一般表彰】
川西京也／田所健一／守屋礼子／永
井進／小川冬樹／川村益彦／青木正
／石川義洋／小阪博文／三沢仁司／
矢守利次／大久保満紀子／小宮茂治
／佐藤とも子／杉井ゆかり／陶山慎
治／萩原行夫／町野眞里子／山岸愛
／小野寺明／足立正文／葊田一郎／
狩野雅和／新井克尚／笠原薫／小森
満／坂井雅史／小島邦彦／葊瀬康久
／井上巌／井田竜介／榎本博文／大
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塚和一郎／鈴木成彦／大山積／吉沢
雄宇／平瀨勲／若林章喜／尾作剛／
長瀬学輝／加藤正人／小池寛明／大
倉康／レーベンスガルテン鶴川自主
防災隊／玉川学園西美台自治会自主
防災隊／上山崎町内会自主防災隊／
下山崎町内会自主防災隊／加藤重雄
／髙橋清人／平山富士雄／早坂悦子
／井上光晴／岡田迪彦／河合重／小
林美晴／柴田規夫／田村勝司／塚本
誠子／中野進／長谷川博文／深見幹
朗／町田市アーチェリー協会／町田
市ダンススポーツ連盟／町田市トラ
ンポリン協会／池澤かおり／濱口昭
男／葊瀨隆夫／山下美枝子／市川健
一／池上裕子／村野幸司／梅木信一
／鈴木定彦／橋田惠子／𠮷川和男／
石上貴美子／髙橋廣子／平緒基／廣
田昭五／三澤惠美子／宮本輝子／渡
邉裕子／町田市立鶴川第二中学校合
唱部／飛鳥井雅崇／河合正人／中城
正堯／松山眞喜子／熊田賢治・郡裕
子・池田忠子

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

