
72018．12．15インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。町田市イベント申込システム 検索イベシス

お知らせお知らせ
行 政 経 営 監 理 委 員 会
　市では、「市役所の生産性の向上」
と「公共施設における行政サービス
改革」の２つを改革の柱とする行政
経営改革プランを着実に推進するた
め、有識者や市長・副市長等で構成す
る行政経営監理委員会を開催しま
す。
　この委員会は、専門的見地から行
政経営改革プランに関する提言・提
案等を行います。
　第２回のテーマは「自治体間比較
により見えてきた財務諸表の課題と
今後の利活用」です。委員会は公開で
行い、傍聴できます。　
日１月２８日㈪午後２時～４時
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申１月２１日までに電話で経営改革室
（☎７２４・２５０３）へ。　

医療従事者の届出について
　法令に基づき、次の方は２０１８年
１２月３１日現在の氏名・住所等を所
定の用紙（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、１月１５日まで
に保健総務課（市庁舎７階）へ提出し
て下さい。
対①市内在住、在勤の医師・歯科医師
・薬剤師②市内在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問保健総務課☎７２２・６７２８

原動機付自転車の改造申
告書の様式を変更します
　４月１日から、原動機付自転車を改
造した場合に改造内容などを記載す
る申告書の様式を変更します。
　様式変更に伴い、改造内容を確認
できる書類を新たに添付していただ
く場合もあります。詳細は、町田市ホ
ームページをご覧いただくかお問い
合わせ下さい。
申請窓口市民税課（市庁舎２階）、忠
生市民センター、鶴川市民センター
問市民税課諸税証明係☎７２４・
２１１３

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし

ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。希望の方は、１２月２８日ま
でにお問い合わせ下さい。なお、
２０１８年度の申請は、１月２５日まで
です。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方
※収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎
７２２・４８９８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕）、町田市福祉総務課☎
７２４・２１３３
配布しています

ハ ー ト ペ ー ジ２０１８～ 
２０１９年 ・ 町 田 市 版
　介護サービス事業者の情報をはじ
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０１８～２０１９年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎７２４・４３６５
都市農地を保全するために

農地を生産緑地に追加 
し ま せ ん か
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内にある②登記地目及び固

定資産税の課税地目が田・畑（農地）
③現に耕作されており、３０年以上農
業経営等の継続が期待できる④公害
・災害の防止、農業と調和した都市
環境の保全等に相当の効果があり、
公共施設等の敷地の用に供する土地
として適している⑤一団を形成する
区域の面積が３００㎡以上の規模であ
る
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図の写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を１月２８日～２月１５日に直接農
業振興課（市庁舎９階）へ（正午～午
後１時、土・日曜日、祝休日を除く）。
※生産緑地地区指定願書は農業振興
課で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６９
まちだくらしフェア２０１９

参 加 団 体 募 集
　市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境・経済・福祉
など日々の暮らしに関わること全
般）をテーマとした講演会や展示な
どを行う「まちだくらしフェア
２０１９」（７月５日、６日に町田市民フ
ォーラムで開催予定）の参加団体を
募集します。
※今年参加した団体へは個別に通知
します。
※第１回実行委員会を、１月１１日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。

対市内で消費者問題に携わる団体
（個人も可）
申１月９日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
２０１９町田さくらまつり～芹ヶ谷公
園会場

出 店 ・ 出 演 団 体 募 集
対市内で活動する市民団体等
日４月６日㈯、７日㈰、午前１０時～午
後４時

【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売
定各日若干数
※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
※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を使用
していただきます（容器代は別途必
要）。
※１月１１日㈮に説明会を行います
（抽選）。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。

【ステージ出演】
出演時間３０分以内
定各日若干数（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
２６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（町田市観光コンベンション
協会）へ。
※募集要項と応募用紙は町田市観光
コンベンション協会、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）。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市観光
まちづくり課☎７２４・２１２８

年末年始
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　年末年始（１２月２９日～１月３日）
は、コンビニエンスストアでの証
明書自動交付サービスを終日休止
します。
※コンビニ交付の再開は、１月４日
㈮午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

干支の置物とクリスマス製品の販売
問町田市美術工芸館☎７９３・２２２７、町田市障がい福祉課☎７２４・２１４７

　     返050・３１0１・１65３

　５月～６月に受診券をお送りした成人健康診査の受診期
限は、２０１９年１月末または２月末です。今年度まだ受診して
いない方は、早めの受診をおすすめします。
費５００円
申実施医療機関へ直接申し込み。
※実施医療機関や自己負担金の免除対象者等、健診の詳細
は市役所代表（☎７２２・３１１１）や町田市ホームページでご
案内しています。

【医療費は年々増加しています】
　町田市国民健康保険における１人当たりの医療費は年々
増加傾向にあり、国保財政の収支バランスの悪化原因とな
っています。病気を予防・早期発見し、高額な医療費がかか
る前から健康維持に努めることが、医療費の増加を抑える
ために重要です。

　また、定期的な健診の受診は病気の予防・早
期発見による健康の維持・増進に効果的です。

健診の受診がお済みでない方は、積極的な受
診をお願いします。

　町田市美術工芸館では、障がい
のある方が干支やキャンドル、雑
貨等の美術工芸品の制作・販売を
しています。
　なお、まちだ名産品の店「心

こ こ わ

和」、
まちだダリア園休憩所「木

も っ か

花」、町
田市大賀藕

ぐ う し

絲館売店等でも販売し
ています。

【いのししの置物】
　信楽赤土粘土を型に入れ焼き上
げた後に、しっくいを塗って仕上
げたテラコッタの置物(=右上写
真)です。原型制作者は、市内在住
の彫刻家である前田忠一氏です。
価格２７５０円

【クリスマス製品】

　リースやキャンドルを取りそろ
えています。
価格３００～１０００円

※２０１７年度の受診率は速報値です。

町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索12月1日～31日「えいごのまちだ」
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成人健康診査の受診はお済みですか 問保険年金課☎７２４・２１３0病気の予防・早期発見のために

町田市国民健康保険
加入者1人当たりの医療費

町田市国民健康保険加入者の
成人健康診査受診率


