市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

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５月２５日までにイベン
トダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎
☎７２４・４２３９

記事内の表記について
○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。

血管アンチエイジング（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の１８～７４歳の方日５月
１７日㈫、午前９時１５分～１１時５分、
午前１０時４５分～午後０時３５分（各
回とも同一内容）場健康福祉会館内
血管年齢測定（希望者のみ）、保健師
・栄養士講話「血管を若く保つため
の生活習慣」定各１６人（申し込み順）
申５月１０日正午～１５日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０５１０Ｆへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６

募 集

町田新産業創造センター

２階インキュベーションフロアの入居者

健康案内

入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
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ることができます。施設内覧も随時
受け付けしており、１席単位で利用
可能なブースの貸し出しもありま
す。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で
も法人でも可）内・費２階６号室（面積
１５㎡）＝月額５万１３２３円（賃料）／
消費税、共益費を含みます申入居申
込書（同センターＨＰ〔下記二次元バ
ーコード〕でダウンロード）に記入
し、５月３１日までに直接または郵送
（消印有効）で同センター
へ。書類審査後、面接を行い
ます。
問同センター☎
☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎
☎７２４・２１２９

町田市成人式「二十祭まちだ２０２３」実行委員
来年１月９日に開催予定の町田市
成人式「二十祭まちだ２０２３」の当日
の運営や式典関連のイベントを企画
する実行委員を募集します。
対１８歳～２０歳代で、
イベントの企画

・運営等に興味がある方申氏名・電話
番号・メールアドレスを明示し、電話
またはメールで、文化振興課〔二十祭
まちだ実行委員会事務局〕
（墳ｍｃｉｔｙ
１８９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
◯実行委員希望者向け～二十祭まち
だ２０２３オリエンテーション
オンラインでも参加できる形式で
開催予定です。詳細は別途お知らせ
しますので、オリエンテーションの
参加希望者は５月１６日までに申し込
みしてください（申込方法は上記参
照）。
日５月２２日㈰午後２時～３時３０分ご
ろ場市庁舎／なお、
オリエンテーショ
ンは参加必須ではありません。
〇二十祭まちだ２０２３の参加対象者
は２０歳です
４月から成年年齢が１８歳に引き下
げられましたが、町田市では、２０２２
年度以降も引き続き２０歳を対象に
成人式を実施します。
問文化振興課（二十祭まちだ実行委
員会事務局）☎７２４・２１８４

熱中症にご注意を！

 問健康推進課☎
☎724・4236

○これからの季節、気温が高い時は、人との距離を十分
取れる時はマスクを外す。
○マスク着用時は、
「激しい運動は避ける」
「こまめな水
分補給」等に気を付ける。
○室内では、エアコン使用中もこまめに換気。
○暑さに備えた体づくり（暑熱順化）も効果的。
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（市ＨＰ）

接種後、心配な症状がある方は、かかりつけ医のほか、東 京 都新型コロ
☎０３・６２５８・５８０２）で相談す
ナウイルスワクチン副反応相談センター（☎
ることが可能です（土・日曜日、祝 休 日を含む２４時間／対応言語＝日本語
・英語・中国語・韓国語・ベトナム語等）
。
か

番号間違いにご注意ください

▲詳細は
こちら

公開している会議 傍聴のご案内
会議名

日

時

会

場

町田市教育委員会 5 月 13 日 ㈮ 午 市庁舎10階会
定例会
前10時から
議室10－2～5

定

員

申し込み
直接会場へ問教育総務
☎724・2172
課☎

町田市情報公開・
事前に電話で市政情報
5 月 16 日 ㈪ 午 市庁舎2階会議
3人
個人情報保護運営
（申し込み順） 課
☎724・8407）へ
（☎
前10時～正午 室2－2
審議会

２０２２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
☎７２５・５１７８
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☎

成人健康診査

がん検診等

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・人間ドックなどで受診の機会のない健
（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、
生涯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、
市ＨＰ
（上記二次元バーコード）
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）。
健（検）診名

対象
（２０２３年３月３１日時点の年齢）

受診期間／通知
以下日程で受診券を送付します。
〇４０～７４歳の町田市国民健康保
〇４月～７月生まれの方＝５月３０日
険加入者
〇８月～１１月生まれの方＝７月２２日
〇後期高齢者医療制度加入者
〇１２月～３月生まれの方＝９月２６日
〇４０歳以上の生活保護等受給者
※受診券の有効期限内にお受けください。
※４０歳以上で上記対象以外の方 ※２０２２年度中（４月１日〜２０２３年３月３１日）に７５歳にな
成人健康診査
は、ご自身が加入している医療保 る方は、受診券送付時期が上記と異なる場合があります。
険者にお問い合わせください。
※年度途中で転入・健康保険を変更した方は、担当課へ
ご連絡ください。
受診券を送付します。
１８～３９歳で町田市に住民票があ
２０２３年３月３１日まで
り、健康診査を受ける機会のない方
肝炎ウイルス検診 同時 ４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検 ２０２３年３月３１日まで
査を受けたことのない方
（Ｂ型・Ｃ型）
胃がんリスク検診 同時 ３０歳以上で過去に胃がんリスク検 ５月３０日～２０２３年２月２８日 受診券はありません。
診を受けたことのない方
（ＡＢＣ検診）
直接、実施医療機関に申
し込みしてください。
４０歳以上の方
５月３０日～２０２３年２月２８日
大腸がん検診 同時
乳がん検診

４０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２３年３月３１日まで

けい

子宮頸がん検診
肺がん検診

２０歳以上で偶数年齢の女性（注３） ２０２３年３月３１日まで
今年度、開始する予定です。詳細は決まり次第、
今後の本紙、
市ＨＰ等でお知らせします。

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。

健（検）診内容
自己負担額
（注１）
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・
たんぱく
、血液検査
（ＨＤＬコレステロール・ＬＤ
尿蛋白）
Ｌコレステロール・中性脂肪・血糖値・ＨｂＡ１ｃ
・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
５００円
※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。
問診、血液検査（ＨＢｓ抗原検査・ＨＣＶ抗体検
無料
査)
問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗
８００円
体、血清ペプシノゲン）
通常８００円
問診、免疫便潜血検査２日法
（同時実施は
５００円〔注２〕）
問診、マンモグラフィ
（乳房エックス線検査）
２０００円
問診、視診、内診、細胞診

（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）
①２０２１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（２０２３年３月３１日）
時点で３０歳・４０歳の方のみ自己負担金が免除となります。
（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」
等の健康診断と、
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、
「町田市乳がん・子宮頸がん検診特例措置」
の申請により、
受けることができます。

１０００円

