市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

しん ちょく

○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イベシスで１次
受付を行う催し・講座
の募集数は定員の半
数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
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。

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１２月１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１１月２４日までにイ
ベントダイヤルへ。
問保健予防課☎
☎７２４・４２３９

お知らせ

申請を受け付けています

ま

町田市子ども・子育て会議

募

委

ち

だ

３

Ｒ

賞

ごみの減量やリサイクル・分別等
に積極的・組織的に取り組んでいる
事業所を、市の一般廃棄物の減量に
寄与したものとして表彰します。表
彰された事業所は、市ＨＰ等で紹介し
ます。
対市内の事業所（行政機関や少量排

募 集
公

員

市では、
子ども・子育て支援に関す

みんなで描くまちだの未来

Vol.18

わたしたちにできること

問環境政策課☎
☎７２４・４３８６

安になります。でも、たとえその行
動自体の効果はほんの少しであっ
たとしても、そうした行動を選ぶ
という私たちの意思表示は、やが
て経済や社会の仕組みにまで影響
していくでしょう。
市では、
「第３次町田市環境マス
タープラン」
（２０２２年度～２０３１
年度）の策定に当たり、９月１５日～
１０月１４日の期間でパブリックコ
メントを実施しました。ご意見を
お寄せいただいた市民の皆さん、
ありがとうございました。
もうすぐ完成する新しい計画と
ともに、よりよい未来の環境を次
の世代に引き継ぐため、町田市と
一緒に取り組んでいただければ幸
いです。

日々のニュースでは、地球温暖
化やプラスチックごみなど、環境
に関する話題がよく取り上げられ
ているのを目にします。そうした
中、環境問題を自分ごととして捉
えて行動し始めている方も多いの
ではないでしょうか。マイボトル
を持ち歩いたり、自宅の屋根に太
陽光パネルを設置したり、環境に
配慮した製品を選んだり、さまざ
まなことに取り組んでいる方がい
ると思います。
では、
一つ一つの行動で、どのく
らいの二酸化炭素が減るのでしょ
うか。どのくらいのプラスチック
ごみが減るのでしょうか。
「本当に
これで、地球温暖化などの問題は
解決するのかな…」と、ちょっと不
ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

公開している会議
会議名
町田市教育委員会定例
会
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

日 時
１１月５日㈮午
前１０時から
１１月８日 ㈪ 午
前１０時～正午
１１月１２日㈮午
町田市立図書館協議会
後２時～４時
１１月１５日㈪午
町田市都市計画審議会
後３時から

番号間違いにご注意ください

る取り組みを推進するため、
「町田市
出事業者を除く）申請方法申請書（市
子ども・子育て会議」で計画策定や実
ＨＰでダウンロード）に必要事項を記
施状況の評価、進 捗 確認などを行っ
入し、１２月２８日までにメールで３Ｒ
推進課（墳ｍｃｉｔｙ３７６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ています。会議には、行政だけでな
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
く、実際に子育て中の保護者の方に
問３Ｒ推進課☎
も参加していただき、当事者のさま
☎７９７・７１１１
ざまな意見をいただいています。
募集します
２０２２年３月３１日の第４期委員の任
技能功労者・永年勤続従業員の表彰者
期満了に伴い、新たに委員を公募し
ます。
市と町田商工会議所では、技能功
対次のすべての条件を満たす方 ①
労者と永年勤続従業員を表彰してい
市内在住の、２０２２年４月１日時点で
ます。
２０歳以上である②２０２２年４月１日
○①技能功労者の推薦基準
時点で１８歳以下の子どもの保護者
対主として、市内で技能的職業に従
である③子育て支援に理解と関心が
事し、市内に引き続き５年以上居住
ある④任期期間中の会議に出席でき
しており、経験年数２５年以上、年齢
る⑤他の町田市の附属機関等（会議） が５０歳（２０２１年１０月１日現在）以上
の委員となっていない任期２０２２年
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
４月１日～２０２４年３月３１日（２年）定
く、後進の模範となっている方／過
３人以内（保育有り、１歳６か月から）
去に同一の表彰を受けた方は対象外
報酬１回の会議出席につき１万円（税
です。
込み）選考１次＝書類、２次＝面接申
○②永年勤続従業員の推薦基準
応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
対市内の同一の中小企業に勤務し、
階〕で配布、市ＨＰでダウンロードも
勤続年数が、１０年以上、２０年以上、
可）に記入のうえ、作文（テーマ＝行
３０年以上（いずれも２０２１年４月１日
政が行う子育てサービスについてあ
現在）の方／過去に同一年の表彰を
なたが考える一番重要なこと及び課
受けた方は対象外です。
題や解決策について、１０００字程度）
◇
と併せて、１１月３０日まで（必着）に、 申各推薦基準を参照のうえ、推薦書
直接または郵送で子ども総務課へ。 （両提出場所に有り、市ＨＰでダウン
問子ども総務課☎
ロードも可）を１１月３０日まで（消印
☎７２４・２８７６

記事内の表記について

第 ５ 期

返０４２・７２４・５６００

誰もがホッと
できるまち

傍聴のご案内

会 場
定 員
申し込み
市 庁 舎１０階 会
直接会場へ問教育総務
☎７２４・２１７２
議室１０－２～５
課☎
市 庁 舎２階 会
３人
事前に電話で市政情報
（申し込み順）課（☎
☎７２４・８４０７）
へ
議室２－２
町田市民文学館
５人
事前に電話で中央図書
☎７２８・８２２０）
へ
２階大会議室 （申し込み順）館（☎
市庁舎３階第１
３人
事前に電話で都市政策
（申し込み順）課（☎
☎７２４・４２４７）
へ
委員会室
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有効）に、①直接または郵送で産業政
策課（市庁舎９階）へ②ＦＡＸで町田商
工会議所（返７２９・２７４７）へ。
問産業政策課☎
☎７２４・２１２９、同会議
所☎
☎７２２・５９５７
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています

障がい者サービスガイドブック
障がい福祉に関する各サービスや
情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」
の音訳版・点
訳版・ＳＰコード版を配布しています。
ご希望の方は、障がい福祉課
（市庁舎
１階）
へおいでください。また、
郵送を
希望する方はご連絡ください。
問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の訓練放送

緊 急 地 震 速 報 訓 練
推定震度５弱以上の地震の際に発
信する緊急地震速報を、町田市防災
行政無線屋外拡声スピーカーで市内
全域に放送する訓練です。なお、災害
等の発生により、予告なく中止とな
る場合があります。
日１１月５日㈮午前１０時ごろ
問防災課☎
☎７２４・３２１８

マイナンバーカードが健康保険証として
利用できるようになりました！

問保険年金課 国民健康保険の被保険者証について＝☎
☎７２４・２１２４、
国民健康保険の限度額適用認定証について＝☎
☎７２４・２１３０、特定健診
について＝☎
☎７２４・４０２７、後期高齢者医療保険の被保険者証・限度額
適用認定証について＝☎
☎７２４・２１４４
１０月２０日から、専用の端末を わせください。
設置した一部の医療機関や薬局等 【今後はさらに、次のような機能が
で、マイナンバーカードが健康保 追加され、ますます便利になる予
険証として利用できるようになり 定です】
○事前の手続き無しで限度額以上
ました。
受診する医療機関・薬局等がマ の医療費の支払いが不要に
イナンバーカードの健康保険証利 ○処方された薬剤情報や過去の特
用に対応しているか確認のうえ、 定健診情報がマイナポータルから
閲覧可能に
受診をお願いします。
○マイナポータルで医療費の情報
【ご注意ください】
○マイナンバーカードの健康保険 の確認が可能に
証利用には事前登録が必要です。 ※マイナンバーカード・個人番号
マイナポータルまたはセブン銀行 通知書・通知カードに関すること
や、その他マイナンバー制度に関
ＡＴＭで登録が可能です。
○既存の健康保険証は、マイナン することは、マイナンバー総合フ
バーカードの有無にかかわらず、 リ ー ダ イ ヤ ル（ 錆０１２０・９５・
引き続き利用できます。処分しな ０１７８）へお問い合わせください。
いでください。
○専用の端末を設置していない医
マイナポータル
療機関や薬局等では、引き続き健
での健康保険証
利用の事前登録
康保険証の提示が必要です。詳細
はこちらから▶
は各医療機関・薬局等へお問い合

粗大ごみ処理券（シール）のデザインが変わります

問３Ｒ推進課☎
☎７９７・７１１１

１１月中旬ごろから、町田市の粗
大ごみ処理券のデザインが変わり
ます。
販売店ごとに新デザインへの入
れ替え時期が異なるため、旧デザ
インのまま販売している店舗もあ
ります。すでにお手元にある旧デ
ザインの粗大ごみ処理券も含め、
新旧どちらのデザインでもご使用
いただけます。なお、処理券の価格
は変わりません。

粗大ごみの収集は事前に予約を
したうえで、町田市の粗大ごみ処
理券を購入してください。

粗大ごみ処理券（新デザイン）

