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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６月２日㈬午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定２０人（申し込み順）
申５月２６日までに、イベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
市有財産活用課

会 計 年 度 任 用 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は町
田市ホームページでダウ
ンロードできます。
対大型自動車運転免許を有する方
任用期間７月１日～９月３０日
勤務時間午前８時２０分～午後４時５０
分
勤務場所市有財産活用課（市庁舎地
下１階）
募集人数１人
報酬月額１８万６０００円
選考書類、面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、５月１４日まで（必着）に、直
接または郵送で市有財産活用課（市
庁舎地下１階）へ。
問市有財産活用課☎☎７２４・２１１２

お知らせお知らせ
南大谷、東玉川学園三丁目・四丁目で

住所整理の検討をはじめます
　市では、住所を分かりやすくする
ため、住所整理事業を行っています。
今年度から、南大谷、東玉川学園三丁
目・四丁目において、事業の検討をは
じめます。

【資料の全戸配布の実施】
　５月から、事業の概要などについ
て、対象地域に資料を配布します。
問土地利用調整課☎☎７２４・４２５４
受け付けます

就 学 相 談 会
　町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（８月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
　開催日時のうち、ご都合の良い時
間帯においでください。いずれの日
も都合が悪い場合は、教育センター
へご連絡ください。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害
者手帳のある方はお持ちください。
受け付けの際は保護者と面談を行い
ます。受け付けには３０分～１時間程
度かかります。
※中学校進学の相談は、在学の小学
校を通じて受け付けます。また、私立
小学校等に在学し、都立特別支援学
校または町田市立中学校の特別支援
学級へ進学をお考えの方は、同セン
ター就学相談担当へお問い合わせく
ださい。
対２０２２年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの

保護者
日６月１６日㈬、１７日㈭、１８日㈮、２１
日㈪、２２日㈫、２３日㈬、７月５日㈪、６
日㈫、午前９時～１１時３０分、午後１時
３０分～４時
場同センター１号館２階研修室

【事前説明会を開催します】
　参加は任意です。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０２２年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月１０日㈭、１２日㈯、午前１０時～
正午
場同センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類等の説明
定１００人程度（先着順）

◇
問同センター☎☎７９３・３０５７
会社やお店の広告を載せてみません
か
「 資 源 と ご み の 収 集 
カ レ ン ダ ー」広 告 募 集
　同カレンダーは、毎年９月ごろに
市内全戸に約１９万部を配布してい
るほか、市内転入者や転居者、希望者

にも配布しています。会社やお店の
宣伝にご利用ください。
　掲載できる広告の制限等がありま
す。詳細はお問い合わせください。
対市内または近隣市に事業所を有す
る事業主
費１枠５万円（縦３㎝×横１１㎝）
募集枠数２３枠（３枠まで申し込み可）
市内の事業者を優先のうえ、抽選です。
募集期間６月５日まで
問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１
赤十字の活動にご協力ください

５月は赤十字運動月間です
　日本赤十字社は、皆さんの善意に
よって支えられた活動資金により、
国内外における災害や紛争による被
災者への救援活動や献血の推進な
ど、生命と健康を守るための活動を
行っています。
　赤十字運動月間にあたり、町内会
・自治会の方が、赤十字の協賛委員
として皆さんのご自宅を訪問させて
いただき、活動資金のご協力のお願
いに伺う場合があります。ご理解ご
協力をお願いします。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

２0２1年度　 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☎☎724・4027／生活保
護等受給者・18～39歳で職場や学校で受診機会がない方の健康診査・がん検診等＝健康推進課☎☎725・5178

成人健康診査 がん検診等

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

町田市教育委
員会定例会

５月７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

町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

５月１７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

町田市廃棄物
減量等推進審
議会

５月１７日㈪午後
６時３０分～８時
３０分

市庁舎２階会
議室２－１

２人
（申し込み順）

５月１４日までに電話で環境
政策課（☎☎７２４・４３７９）へ

町田市街づく
り審査会

５月２６日㈬午前
１０時～正午

市庁舎５階会
議室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎☎７２４・４２６７）へ

健診・検診名 対象（２０２２年３月３１日時点の年齢） 受診期間/通知 健（検）診内容 自己負担額（注１）

成人健康診査

〇４０～７４歳の町田市国民健康保険
加入者
〇後期高齢者医療制度加入者
〇４０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
お問い合わせください。

以下日程で受診券を送付します。
　〇４月～７月生まれの方＝５月２８日
　〇８月～１１月生まれの方＝７月２６日
　〇１２月～３月生まれの方＝９月２４日
※受診券の有効期限内にお受けください。
※２０２１年度中（４月１日から翌年３月３１日）に７５歳になる
方は、受診券送付時期が上記と異なる場合があります。
※年度途中で転入・健康保険を変更された対象の方は、
担当課へご連絡ください。受診券を送付します。

問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、身
体診察（聴診等）、血圧測定、尿検査（尿糖・
尿蛋

たん

白
ぱく

）、血液検査（ＨＤＬコレステロール・Ｌ
ＤＬコレステロール・中性脂肪・血糖値・Ｈｂ
Ａ１ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
※腎機能検査、貧血検査、心電図検査、眼底
検査、胸部エックス線検査は医師の判断に
より行います（６５歳以上の方は、結核健診
として、胸部エックス線検査を原則実施）。
※４０歳以上で在宅の寝たきりの方は訪問
健診が可能です。

５００円

１８～３９歳で町田市に住民票があ
り、健康診査を受ける機会のない方 ２０２２年３月３１日まで

受診券はありません。
直接、実施医療機関にお
申し込みください。

肝炎ウイルス検診 同時
（Ｂ型・Ｃ型）

４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検
査を受けたことのない方 ２０２２年３月３１日まで 問診、血液検査（ＨＢｓ抗原検査・ＨＣＶ抗体検

査） 無料

胃がんリスク検診 同時
（ＡＢＣ検診）

３０歳以上で過去に胃がんリスク検
診を受けたことのない方 ５月２８日～２０２２年２月２８日 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗

体、血清ペプシノゲン） ８００円

大腸がん検診 同時 ４０歳以上の方 ５月２８日～２０２２年２月２８日 問診、免疫便潜血検査２日法 通常８００円（同時実
施は５００円〔注２〕）

乳がん検診 ４０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２２年３月３１日まで 問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査） ２０００円
子宮頸

けい

がん検診 ２０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２２年３月３１日まで 問診、視診、内診、細胞診 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１）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（受診後の申請不可）
　①２０２０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」
※胃がんリスク検診は、②③の方及び年度末（２０２２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。
（注２）同時実施とは、「町田市成人健康診査」またはその他の保険者等が実施する「特定健康診査」に相当する健康診断と、大腸がん検診の問診を同時に受けることです。
（注３）昨年度受けることができなかった奇数年齢の方は、「町田市がん検診特例措置」の申請により、受けることができます。

　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・人間ドック等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、過去に受けたことがない方が対象で、１回のみの検診です。
　実施医療機関、町田市がん検診特例措置、自己負担金免除等については、町田市ホームページや各市民センター等に設置している案内チラシをご確認く
ださい。市役所代表（☎☎７２２・３１１１）でもご案内しています。
○申込方法　
　事前に実施医療機関へお問い合わせください。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）。


