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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１０月２日、１１月６日、１２月４日、い
ずれも水曜日午前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

募　集募　集
入居者募集

シルバーピア「あいはら」
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方　①
市内に３年以上居住している満６５歳
以上の単身者で自立した生活を営め
る②平成３０年中の所得が２５６万
８０００円以内である③立ち退きなど
で住宅に困窮している
募集戸数単身用１ＤＫ３戸
入居時期１２月１日以降
申込用紙配布期間９月１２日㈭まで
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市
庁舎１階）、各市民センター、木曽山
崎連絡所、各駅前連絡所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、９
月１７日午後５時までに直接高齢者福

祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
募集します

技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と永年勤続従業員を表彰してい
ます。推薦する場合は、それぞれの推
薦基準をご確認のうえ、１０月３１日
㈭までに推薦書を産業政策課（市庁
舎９階）、または町田商工会議所へ提
出して下さい（推薦書は両提出場所
に有り、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）。
※２０２０年２月１７日㈪に町田市文化
交流センターで表彰式を行う予定で
す。

【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０１９年１０月１日時点）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
く、後進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。

【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③３０年以上（いずれも２０１９年４月１
日現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業政策課☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎７２２・５９５７
参加者募集

町田市こどもマラソン大会
　詳細はパンフレット（各市立小学
校、総合体育館など市立のスポーツ

施設、各市民センター等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学３～
６年生
日程１２月７日㈯
場市立陸上競技場
内３・４年生２０００ｍ、５・６年生３０００ｍ
申パンフレットに添付の申込書に記
入し、直接各市立小学校へ。または
１０月１１日まで（必着）に郵送でスポ
ーツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
参加者・参加団体募集

障がい者スポーツ大会
対市内在住で障がいのある方とその
家族、市内の障がい福祉施設
日１１月２日㈯午前１０時～午後３時
場市立総合体育館
内パン取り競走や鈴割り、卓球、バド
ミントン等
申９月１３日までに電話またはＦＡＸ
で障がい福祉課（☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）へ（申し込み状
況によっては抽選の場合有り）。

お知らせお知らせ
決 算 審 査 意 見 書 等 が 
提 出 さ れ ま し た
　平成３０年度町田市決算審査意見
書が、監査委員から市長に提出され
ました。また、平成３０年度町田市健全
化判断比率審査意見書と平成３０年度
町田市各公営企業会計資金不足比率
審査意見書も提出されました。
※町田市ホームページと各市立図書
館で意見書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７

市民意識調査を実施します
　市では、市民の皆さんが日常生活
の中で感じていることや、市政に対
する意見を伺うため、「町田市市民意
識調査」を実施しています。
　住民基本台帳から無作為で抽出し
た対象の方５０００人に郵送で調査票

をお送りします。ご協力をお願いし
ます。
対１５歳以上８０歳未満の方（２０１９年
４月１日現在）
回答期限９月２５日まで
調査方法郵送配布・回収
調査票自己記入式・無記名
問企画政策課☎７２４・２１０３
実施します

２０１９年全国家計構造調査
　総務省・東京都・町田市では、１０月
から１１月までの２か月間、全国家計
構造調査を実施します。
　この調査は、統計法に基づいて実
施される国の重要な調査で、調査結
果は、社会保障や福祉政策等の国民
生活に身近なさまざまな政策などに
役立てられます。
　調査は、基本調査と簡易調査の２
つに分かれており、基本調査は８月末
から、簡易調査は１０月中旬から、調
査員が調査対象地域に訪問します。
※調査員は顔写真付きの「統計調査
員証」を携帯しています。
問市政情報課☎７２４・２１０６
ご覧（縦覧）いただけます

つ く し 野 三 丁 目 地 区 
街づくりプラン（計画）原案
　町田市住みよい街づくり条例（平
成１５年条例第４９号）第８条第１項に
基づき、地区街づくりプラン（計画）
原案の縦覧を実施します。
　同原案区域内に居住の方、土地・建
物の権利をお持ちの方で同原案にご
意見のある方は、意見書を提出する
ことができます。
縦覧期間９月２４日～１０月７日（土・日
曜日を除く）
縦覧場所地区街づくり課（市庁舎８階）
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
意見書の提出先所定の様式（町田市
ホームページでダウンロード）にご
意見を記入し、１０月７日まで（必着）
に直接または郵送で地区街づくり課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

２０２０年度から町田市立小学校で使用する

教科書の採択が行われました
問指導課☎７２４・２１５４

　町田市教育委員会は、８月１９日
に開催された「第１回臨時教育委
員会」において、２０２０年度から市
立小学校で使用する教科書を採

択、決定しました。今回は現行の教
科に加え、新たに英語の教科書が
採択されました。

　市では公共施設の老朽化や厳し
い財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持して
いくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
　昨年度から、町田市の公共施設再
編の取り組みについてみんなで考
える場として、各市民センターまつ
り等でブースを出展しています。
　７月６日㈯の堺市民センター祭り
では、２０７人においでいただき、缶
バッジ製作、巨大ジェンガクイズな
ど子どもから大人まで楽しみなが
ら公共施設について知っていただ
くことができました。その他、アン
ケート形式で町田駅周辺公共施設
の複合化についてもご意見を伺い

ました。
　今後も、各地域で公共施設の再
編について、楽しく、分かりやすく紹
介していきます。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課
☎７２４・２１０３

未来の場
かたち

⑭みんなでつくる

公共施設の再編について楽しく知ろう

「みんなで考える場」においで下さい！
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２０２０年度使用教科書一覧
種　目 教科書名 発行者
国　語 国語

光村図書出版
書　写 書写
社　会 新しい社会 東京書籍
地　図 楽しく学ぶ小学生の地図帳 帝国書院
算　数 新しい算数 東京書籍
理　科 未来をひらく　小学理科

教育出版
生　活 せいかつ
音　楽 小学生の音楽 教育芸術社

図画工作 図画工作
開隆堂出版

家　庭 小学校　わたしたちの家庭科
保　健 小学保健 光文書院
道　徳 新訂　新しい道徳 東京書籍
英　語 CROWN Jr. 三省堂

「みんなで考える場」　今後の出展予定
９ 月２１日㈯ 成瀬コミュニティセンターまつり
１０月 ５ 日㈯ なるせ駅前市民センターまつり
１０月１９日㈯ 鶴川市民センターまつり
１１月 ２ 日㈯ つくし野コミュニティセンターまつり
１１月１６日㈯ 忠生市民センターまつり
１２月 １ 日㈰ 市民協働フェスティバル　まちカフェ！


