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お知らせお知らせ
新たに登録を希望される建築士の方
へ～登録のご案内
町田市木造住宅耐震診断士
対次のすべての条件を満たす方　①
１級建築士、２級建築士、木造建築士
の資格を有する②町田市内及び隣接
する市にある建築設計・監理を専業
とする建築士事務所に所属している
（所属する建築士事務所の同意を得
ていること）③「（２０１２年改訂版）木
造住宅の耐震診断と補強方法／（一
財）日本建築防災協会発行」に基づく
精密診断の実績（精密診断報告書の
事前審査有り）がある④町田市木造
住宅耐震診断士登録講習・考査を受
講できる
※テキスト「（２０１２年改訂版）木造
住宅の耐震診断と補強方法／（一財）
日本建築防災協会発行」は各自で用
意してください。
※新規で登録を希望する方のみ、
（特）顧問建築家機構の木造住宅耐震
検査士と面談を行います。なお、面談
の日程は個別にご案内します。
募集人数２０人
申「２０２０年度町田市木造住宅耐震
診断士登録申込書」（住宅課〔市庁舎

８階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と必要書類を添
えて、９月１８日まで（必着）に直接ま
たは郵送で住宅課へ。
※必要書類等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
※申込後、登録及び更新申込者宛て
に講習テキスト等を送付します。
※登録済みの方も更新が必要です。
※登録証の交付は１１月です。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
大地沢青少年センター～２０２１年３
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申９月５日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※３月２日、９日、１６日、２２日、２３日は
利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
２０２１年３月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久

郡川上村）
申９月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※３月９日、１０日は利用できません。

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

市民健康づくり講演会
　高齢者のめまいに関する講演会で
す。
※Ｚｏｏｍを使用した同時配信も予
定しています。詳細は町田市医師会
ホームページをご確認ください。
日１０月３日㈯午後２時３０分～４時３０
分ごろ
場町田市民フォーラム
講聖マリアンナ医科大学教授・肥塚
泉医師
定８０人（申し込み順）
申９月１０日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００９１０Ａへ。
問保健総務課☎☎７２２・６７２８

福祉サポートまちだ
【司法書士による成年後見制度相談
会～成年後見制度、相続や遺言など、
あなたの悩みにお答えします】
対市内在住の方
日１０月１０日㈯午前１０時～午後１時
（相談時間は１人３０分）
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎☎７２０・
９４６１、返７２５・１２８４）へ。
【成年後見制度講演会「落語でわかる
成年後見制度」】
　落語家でもあり行政書士でもある
＂こころ亭久茶＂（木﨑海洋氏）によ
る講演会です。前半は落語で制度に
親しみ、後半はじっくり学びます。
日１０月１０日㈯午後２時～４時
内テーマ「成年後見制度や相続、遺言
について考えてみませんか？」
定８６人（申し込み順）
※座席は指定させていただきます。

申往復ハガキの往信の裏面（文面）に
参加者住所・氏名・電話番号、必要に
応じて車いす席利用の有無・手話通
訳・要約筆記の利用希望を明記し、
１０月９日まで（必着）に（社福）町田市
社会福祉協議会福祉サポートまちだ
講演会担当（原町田４－９－８、町田市
民フォーラム４階）へ。

◇
場町田市民フォーラム
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

まちいきヘルパー養成研修
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日１１月６日、１３日、２０日、２７日、いず
れも金曜日午前９時３０分～午後４時
３０分、全４回（２０日のみ午後４時まで）
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場町田商工会議所
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定３０人（申し込み順）
費１３２０円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記
入し、１０月２３日まで（消印有効）に
直接、郵送またはＥメールで同セン
ター（〒１９５－００７４、山崎町２０５５
－２、Ｃ－１１１遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊ
ｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容、当日の詳細は同センター（☎☎
８５１・９５７８）へお問い合わせくださ
い。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

認知症サポーター養成講座
　講座終了後に、認知症サポーター
の証しとなるオレンジリングをお渡
しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月７日㈬午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
定２０人（申し込み順）
申９月３日正午～１０月１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２００９０３Ｃへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

２０２１年度から町田市立中学校で使用する

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１８日に開催された「第１回臨時教育委員会」
で、２０２１年度から市立中学校で使用する教科書を採択、決定しました。
2021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 中学書写 教育出版

社会（地理的分野） 社会科　中学生の地理 帝国書院
社会（歴史的分野） 社会科　中学生の歴史 帝国書院
社会（公民的分野） 中学社会　公民 教育出版

地図 中学校社会科地図 帝国書院
数学 新しい数学 東京書籍
理科 理科の世界 大日本図書

音楽（一般） 中学生の音楽 教育芸術社
音楽（器楽合奏） 中学生の器楽 教育芸術社

美術 美術 光村図書出版
保健体育 中学保健体育 学研教育みらい

技術・家庭（技術分野） 新しい技術・家庭　技術分野 東京書籍
技術・家庭（家庭分野） 技術・家庭　家庭分野 開隆堂出版

英語 Here We Go! 光村図書出版
道徳 新・中学生の道徳　明日への扉 学研教育みらい

９月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

　令和２年（２０２０年）第３回市議会
定例会（９月議会）が８月２７日に開
会されました。
　今議会には令和２年度（２０２０年
度）一般会計補正予算など３３議案
が提出されました。議案等の内訳
は予算５件、条例８件、規約１件、契
約４件、訴訟提起２件、道路３件、そ
の他８件、認定２件となっていま
す。会期は今月３０日までです。

予 算 案
　今回の補正予算額は、一般会計
が５６億５０４９万３千円、特別会計
は、１５億３０５４万２千円の補正を
行い、一般会計と特別会計の合計
は７１億８１０３万５千円です。
　主な内容は次のとおりです。
〇新型コロナウイルス感染症の影
響により、さまざまな不安を抱えて
出産及び育児を行う子育て世帯を
支援するため、５月補正予算で措置
された国の特別定額給付金の基準
日の翌日（２０２０年４月２８日）以降
に生まれ、新たに町田市民として住
民登録された新生児のいる世帯に
対し、新生児１人当たり１０万円の臨
時特別定額給付金を支給する「新
生児臨時特別定額給付金支給事
業」
〇妊婦の方が安心して産前産後を
過ごせるよう、国の第２次補正予
算を活用し、本人が希望する場合、
分べん前にＰＣＲ検査を受けること
ができる「妊婦向けＰＣＲ検査事業」
〇新型コロナウイルス感染症の最
前線で戦っている市内診療所の支
援を目的に、ふるさと納税を活用
し、必要な医療物資等を支援する
ため、特別給付金を支給する「ふる
さと納税を活用した医療機関応援
事業」

などです。

条 例 案・契 約 案 等
○保健所に勤務する職員等が新型
コロナウイルス感染症に係る業務
に従事した場合の特殊勤務手当の
支給限度額について、特例を定め
るため、所要の改正をする「町田市
職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例」
◯行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律の改正に伴い、関係する
規定を整備するため、及びコンビ
ニエンスストアにおいて証明書自
動交付サービスを利用した場合の
手数料の減額特例措置の期間を延
長するため、所要の改正をする「町
田市手数料条例等の一部を改正す
る条例」
◯安心して子育てができる環境を
整備することを目的として、義務
教育就学児の医療費の助成におけ
る所得制限を撤廃するため、所要
の改正をする「町田市義務教育就
学児の医療費の助成に関する条例
の一部を改正する条例」
◯市民病院において出産する際
に、無痛分べんの選択を可能にす
ることに伴い、無痛分べん加算を
新設するため、及び受益者負担の
適正化の観点から市民病院駐車場
の駐車料金を改定するため、所要
の改正をする「町田市民病院使用
条例の一部を改正する条例」
◯町田市５ヵ年計画の重点事業に
掲げられている「健康増進施設の
整備」を目的とし、市立室内プール
に健康増進温浴施設を増築する工
事請負契約を締結する「健康増進
温浴施設整備工事請負契約」
などです。


