市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

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７月３日㈬、８月７日㈬、９月４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

Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日６月２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９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
＝６月１４日までの月～金曜日、午前
１０時～午後５時）

風しん予防のクーポン券
を 発 行 し ま す
市では、風しんの感染拡大を防止
するため、抗体保有率が低い世代の
男性（昭和３７年４月２日～昭和５４年
４月１日生まれ）に対し、抗体検査と

返０４２・７２４・５６００

定期予防接種が無料で受けられるク
ーポン券を随時発行しています。詳
細は市役所代表（☎７２２・３１１１）に
お問い合わせいただくか、町田市ホ
ームページをご覧下さい。
今年度発行対象昭和４７年４月２日～
昭和５４年４月１日生まれの男性
問保健予防課☎７２４・４２３９

募 集

生涯学習センターまつり

企 画・ 運 営 委 員

１０月２５日㈮～２７日㈰に実施す
る、生涯学習センター利用団体の発
表会「生涯学習センターまつり」の企
画検討、準備、当日運営等に関わる企
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１９日㈬午後
６時から（１１月まで月３～４回開催）
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。
町田市景観審議会

市

民

委

員

任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
＝２人
※募集要項をご確認下さい。
任期８月１日～２０２１年７月３１日
選考書類選考のうえ、対象者のみ面
接（７月１２日予定）
申申込書と論文（テーマ＝人と風景
が共に育つ景観づくりを行うために
は、どのような取り組みが必要でし
ょうか。また、あなたやあなたの周り

２０１9年度

番号間違いにご注意下さい
の人〔家族、友人、近隣住民等〕が取り
組んでいる生活の中の「景観づくり」
を、事例を交えて提案して下さい
〔１２００字以内〕）を、６月１４日午後５
時まで（消印有効）に直接または郵送
で、地区街づくり課（市庁舎８階、〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※応募論文は返却しません。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
郵送を希望する方は、地区街づくり
課へご連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７
かしの木山自然公園

２０１９年度ボランティア

かしの木山自然公園の維持保全整
備の支援をしていただきます。
対１８歳以上で１年を通じて活動でき
る方
日原則毎月第１・３火曜日、午前９時～
正午
場同公園
定５人（申し込み順）
申６月３日～７日に直接公園緑地課
（市庁舎８階）でボランティア参加申
込書に記入。
※申込者を対象に、６月２２日㈯午前
１０時から同公園で説明会を行いま
す。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

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

募集人員

臨床検査技師
若干名
（細胞検査士）

集

問町田市民病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

種

募

入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
ることができます。
施設内覧も随時受付、１席単位で
利用可能なブースの貸し出しもあり
ます。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・ 費２０３号 室（ 面 積１２㎡）＝月額
４万２６８円、２０５号室
（面積９㎡）
＝月額
３万２５６円、
２０９号室
（面積１５㎡）
＝月額
５万３９０円、２１８号室
（面積９㎡）
＝月額
３万２５６円
（いずれも７月から入居可）
※消費税、共益費を含みます。
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、６月
１４日まで（消印有効）に
直接または郵送で同セ
ンターへ。
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政策 同センターホ
ームページ
課☎７２４・２１２９

町田市民病院職員募集
職
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受験資格
１９８４年４月２日 以 降
に生まれた、臨床検査
技師及び細胞検査士
の資格を有する、また
は２０２０年春までに取
得見込みの方

採用

検索

日程等
採用日
○郵 送受付＝６月１７日㈪～７
月５日㈮まで（必着）
○持 込受付＝７月４日㈭、５日 ２０２０年
㈮、いずれも午後５時まで
４月１日
○第１次試験日＝７月２０日㈯
○第２次試験日＝８月３日㈯

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検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
（町田市民病院でも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病院総務課へ／受
験資格、
採用条件等は実施要項を十分に確認して下さい。

町田市成人健康診査・がん検診等のご案内

問４０歳以上の町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方の健康診査＝保険年金課保険給付係☎724・2130／生活保護受給者・中国残留邦人
等支援給付受給者・18～39歳で職場や学校等で受診機会のない方の健康診査、がん検診等＝健康推進課☎725・5178
町田市に住民票がある方は、ご加入の健康保険
や、勤務先・学校・人間ドックなどで受診の機会の
ない健診・検診を実施期間内に1回受けられます。
肝炎ウイルス検診・胃がんリスク検診は、過去に受
健診・検診名

成人健康診査

肝炎ウイルス検診 同時

対象（２０20年３月３１日時点の年齢）
４０～７４歳の町田市国民健康保
険加入者、後期高齢者医療制度
加入者、４０歳以上の生活保護等
受給者
※４０歳以上で上記対象以外の
方は、
ご自身が加入している医療
保険者にお問い合わせ下さい。

けたことがない方が対象で、1回のみの検診です。
○申込方法 事前に実施医療機関へお問い合わせ
下さい。受診券は必要ありません（40歳以上の成
人健康診査を除く）。

受診期間／通知
健診・検診内容
自己負担金（注）
４月～９月生まれの方には５月３１日、１０月～３月生まれの方 問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、身体診察
た ん ぱく
には６月２８日に受診券を送付します（受診券は大量に一括（聴診など）
、血
、血圧測定、尿検査
（尿糖・尿蛋白）
発送しているので、お手元に届くまで時間がかかることが 液検査
（ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール
あります）
。
受診券の有効期限内に受診して下さい。
・中性脂肪・血糖値・ＨｂＡ１ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
※２０１９年度中（４月１日から翌年３月３１日）に７５歳になる ※腎機能検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査、
５００円
方は、
受診券送付時期が異なる場合があります。
胸部エックス線検査は医師の判断により行いま
※年度途中で転入・健康保険を変更した対象の方は担当課 す
（６５歳以上の方は、結核健診として、胸部エッ
へご連絡下さい。
受診券を送付します。
クス線検査を原則実施）。

１８～３９歳で、健康診査を受け
２０２０年３月３１日まで
る機会のない方

※４０歳以上で在宅の寝たきりの方は訪問健診が
可能です。

４０歳以上で過去に肝炎ウイル
２０２０年３月３１日まで
ス検査を受けたことのない方

問診、血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

胃がんリスク検診 同時 ３０歳以上で過去に胃がんリス ２０２０年２月２９日まで
（ＡＢＣ検診）
ク検診を受けたことのない方
大腸がん検診 同時

４０歳以上の方

２０２０年２月２９日まで

乳がん検診

４０歳以上で偶数年齢の女性

２０２０年３月３１日まで

けい

○実施医療機関 市役所代表（☎722・3111）へ
お問い合わせいただくか、町田市ホームページを
ご覧下さい。また、成人健康診査の受診券送付時に
実施医療機関の一覧を同封します。

受診券はありません。 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗体、血
実施医療機関にお申し 清ペプシノゲン）
込み下さい。
問診、免疫便潜血検査２日法
問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

無料
８００円
８００円
２０００円

子宮頸がん検診

２０歳以上で偶数年齢の女性

２０２０年３月３１日まで

問診、視診、内診、細胞診

１０００円

前立腺がん検診 同時

５０歳以上７０歳以下の男性

２０２０年３月３１日まで

問診、血液検査（ＰＳＡ検査）

１０００円

同時 印の検診は、多くの医療機関で、複数の検診や成人健康診査と同時に受けられます。
（注）
自己負担金が免除となる方
下記の項目①～③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証書を提示した方のみ
（受診後の申請不可）
①2018年度住民税非課税世帯の方＝
「町田市成人健康診査受診券」
または「自己負担金免除申請審査結果通知書
（事前に申請が必要）
」
②生活保護受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または
「保護受給証明書」
③中国残留邦人等支援給付受給者＝「町田市成人健康診査受診券」
または
「中国残留邦人等支援給付受給証明書」
なお、胃がんリスク検診は、②③の方及び年度末（2020年3月31日）時点で30歳・40歳の方のみ自己負担金免除となります。詳細は町田市ホームページや各市民センターに設置し
ている案内チラシをご確認下さい。

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

