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■問広報課　724・2101☎☎「東京都町田市」から名称を変更しました。災害、緊急情報等を配信していますTwitter・Facebook「東京都町田市（災害・安全・気象情報）」Twitter・Facebook「東京都町田市（災害・安全・気象情報）」

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１月６日、２月３日、３月３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

Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
日１２月６日㈰、検査受付時間＝午後
１時３０分～３時３０分
場町田市文化交流センター
定５０人（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいでください。
※採血後、約１時間後に検査結果を
説明します。陰性の場合は即日、判定
保留の場合は１２月１３日㈰に説明し
ます。
※希望者は同時に梅毒検査も受ける
ことができますが、梅毒検査のみを
受けることはできません。

問保健予防課☎☎７２４・４２３９、東新宿
こころのクリニック（本検査への問
い合わせ専用電話）☎☎０７０・１３２１・
７７５７（受付期間＝１２月１８日までの
月～金曜日、午前１０時～午後５時）

お知らせお知らせ
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【多摩３・１・６号南多摩尾根幹線】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間１２月２日㈬～１６日㈬、都庁
で縦覧の場合＝午前９時～正午、午
後１時～５時、市庁舎で縦覧の場合＝
午前８時３０分～午後５時
※いずれも土・日曜日を除きます。
場東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課（都庁第二本庁舎１２階
北側）、町田市都市政策課（市庁舎８
階）
内多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線の変更
意見書の提出１２月１６日まで（消印
有効）に直接または郵送で、東京都都
市整備局都市づくり政策部都市計画
課（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２

－８－１）へ。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎☎０３・５３８８・３２２５、町田市都市政
策課☎☎７２４・４２４７

シルバーピア「あいはら」
入 居 者 募 集
　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 ②２ ０ １ ９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１ＤＫ１戸
入居時期３月１日以降
申込用紙配布期間１２月１４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、各連絡
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、１２
月１４日まで（必着）に直接または郵
送で高齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１
202１年４月から義務教育就学児医
療費助成制度（◯子医療証）の
所得制限が撤廃されます
　⃝子医療証を所得超過によってお持
ちでない方の申請受付を開始しま

す。
　対象と思われる方には、１２月中に
申請書を送付しますので、対象児童
の健康保険証の写しと合わせて、１
月２９日まで（必着）に郵送で子ども
総務課へ提出してください。３月末
に医療証を送付します。
対２００６年４月２日～２０１４年４月１日
生まれの方
※乳幼児医療証をお持ちで新小学１
年生になる方は申請不要です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

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２５日ま
でにお問い合わせください。なお、
２０２０年度の申請は、１月２９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（中途退学者や浪人生
等）
※収入等の貸付要件があります。
問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

１２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４回市議会
定例会（１２月議会）が１１月３０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１８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、契約５件とな
っています。会期は今月２３日まで
です。

予 算 案予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
６億９６３３万８千円、特別会計が
１億７１２２万７千円、合計で８億
６７５６万５千円です。
　主な内容は次のとおりです。
◯新型コロナウイルス感染症拡大
防止を図るため、市からの施設休
止指示により、利用料金収入が大
きく減少した指定管理者に対し
て、事業継続のための支援金を支
給する「指定管理者事業継続支援
事業」
◯市民課等の窓口で発行する各種
証明書発行手数料の支払いについ
て、市民の利便性向上と、「新しい
生活様式」に対応するため、キャッ
シュレス決済を導入し、新型コロ
ナウイルス感染リスクの低減を図
る「証明書発行手数料キャッシュ
レス決済導入事業」
◯在宅の要介護高齢者を介護する
家族等が新型コロナウイルス感染
症に感染した際、要介護高齢者が
一時的に利用できる医療機関を確
保し、介護者が安心して療養に専

念できる体制を整備する「在宅要
介護者受入支援事業」
◯町田市民病院における新型コロ
ナウイルス感染症への対応とし
て、新たにＥＣＭＯ（体外式膜型人
工肺）等の医療機器を整備し、重症
化した際の医療提供体制を強化す
る「新型コロナウイルス感染症対
応医療機器整備事業」
などです。

条 例 案条 例 案
◯学校運営協議会の設置に伴い、
関係する規定を整備するため、所
要の改正をする「町田市非常勤の
特別職の職員の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条
例」
◯玉川学園コミュニティセンター
の開所に伴い、関係する規定を整
備するため、所要の改正をする「町
田市地域センター条例の一部を改
正する条例」
◯市立総合体育館及び市立室内プ
ールの施設の利用料金を改定する
ため、所要の改正をする「町田市体
育施設条例の一部を改正する条
例」
◯山王塚公園グラウンドの整備に
伴い施設の利用時間、利用料金等
を設定するため、並びに市立陸上
競技場及び小野路球場の施設の利
用料金を改正するため、所要の改
正をする「町田市立公園条例の一
部を改正する条例」
などです。

パブリック
コメント
予　告

市では、条例・計画などの策定
を進めるに当たり、市民の皆さん
にご意見を伺います
①②１２月１５日から③１２月１６日から、下記のパブリックコメ
ント（意見公募）の実施を予定しています。

案 件 名
①（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040（基本計画素案）②（仮称）
第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画（案）③（仮称）町田市いきい
き長寿プラン21－23（町田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画－
第８期－）（案）

募集期間 ①12月15日㈫～1月15日㈮②12月15日㈫～1月14日㈭③12月16
日㈬～1月15日㈮

案の公表
方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。
※③のみ本紙以外の公表は、12月16日以降となります。

意見等の
提出方法

・郵便・FAX・Ｅメール
・�①企画政策課（市庁舎4階）②環境政策課（市庁舎7階）③いきいき
総務課（市庁舎7階）、その他、指定の窓口への提出

担 当 課 ①企画政策課☎☎724・2103②環境政策課☎☎724・4379③いきいき
総務課☎☎724・2916

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市情報公開・個
人情報保護運営審
議会

12月14日㈪
午前10時～正
午

市庁舎2階会
議室2－2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎☎724・８407）へ

町田市教育委員会
定例会

12月16日㈬
午前10時から

市庁舎10階会
議室10－2～5

直接会場へ問教育総務
課☎☎724・2172

町田市下水道事業
審議会

12月1８日㈮
午前10時から

成瀬クリーン
センター3階
大会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道経
営 総 務 課(☎☎724・
42８7）へ

町田市住みよい街づ
くり条例改定検討委
員会（町田市街づく
り審査会専門部会）

12月21日㈪
午前10時～正
午

市庁舎2階会
議室2－1

3人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎724・4267）へ

まちだの新たな学校
づくり審議会

12月21日㈪
午後6時30分
から

市庁舎10階会
議室10－2～5

南入口から入り、直接
会場へ問教育総務課☎☎
724・2172

町田市立図書館協
議会

12月23日㈬
午後2時～4時

中央図書館6階
ホール

5人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎☎72８・８220


