市役所代表

記事内の表記
について

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください

●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
（右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

3
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対 対象 日 日時
講 講師 定 定員
申 申し込み

凡例

場 会場 内 内容
費 費用
問 問い合わせ

※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。

今号から
「記事内の表記について」のデザインを一部変更しています

健康案内

る④盲導犬の飼育を、家屋の所有者
・管理者から認められている⑤決め
られた訓練を受け、盲導犬を適切に
熱中症に気を付けましょう
管理できると認められる⑥盲導犬の
利用が、社会活動への参加に効果が
熱中症は、体内の水分や塩分等の
あると認められる
バランスが崩れ、体温調整機能が低
問各地域の障がい者支援センター
下することで起きてしまいます。屋
外だけでなく室内で発症する場合も （堺☎
☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
あります。
熱中症を予防するために、 生☎
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
「暑さを避ける」
「こまめに水分補給
☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
☎
をする」
「こまめに換気をする」
「日頃
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎
☎７０６
から体調管理をする」等に気を付け
・９６２４返７９９・２１４５）、町田市障が
ましょう。
い 福 祉 課 ☎ ７２４・３０８９返０５０・
詳細は市ＨＰ（右記二次元
３１０１・１６５３
バーコード）をご覧くださ
い。
●熱中症警戒アラートメール配信サ
６月６日から受付開始
ービスにご登録ください 環境省・
住宅バリアフリー化改修工事助成金
気象庁では、暑さへの気付きを呼び
掛けるために「熱中症警戒
市では、住宅のバリアフリー化の
アラート」を発表していま
ための改修工事に対して助成を行っ
す。
ています。市内事業者が施工する改
問健康推進課☎
修工事が対象です（既に契約や着工
☎７２４・４２３６
している工事は助成の対象
外）。制度の詳細は、市ＨＰを
ご覧いただくか、お問い合
利用者を募集します
わせください。
盲
導
犬
対市内の住宅にお住まいの方（賃貸
を除く）受付期間６月６日㈪から（先
盲導犬の利用を希望する方は、６
着順）／予算上限に達し次第、受け付
月１０日までにお住まいの地域の障
けを終了します。
がい者支援センターへお問い合わせ
問住宅課☎
ください。
☎７２４・４２６９
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
米空母艦載機の
ての要件を満たす方 ①視覚障がい
着 陸 訓 練 の 禁 止 を 要 請
１級である②都内におおむね１年以
上居住している③世帯の所得税課税
５月４日に防衛省から、米空母艦載
額が月平均で７万７０００円未満であ
機着陸訓練について、通常は硫黄島

お知らせ

募 集

で実施するところ、天候等の事情で
できない場合には厚木基地で実施す
るという通告がありました。このこ
とを受け、市は、５月６日に国に対し、
厚木基地における訓練の禁止を要請
しました。
問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

度です減免期間２０２３年３月３１日ま
で／減免の申し込みや詳細について
は、東京都水道局多摩お客さまセン
ター（☎
☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイ
ヤル〕または☎
☎０４２・５４８・５１１０）へ
お問い合わせください。
問下水道経営総務課☎
☎７２４・４２９５

下水道使用料の減免措置が継続されます

６月 は 蚊 の 発 生 防 止 強 化 月 間

原則として、３月末まで減免の適
用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお、新たな申請は
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
人支援給付の受給世帯、東日本大震
災による避難者、公衆浴場・医療施設
・社会福祉施設などの各施設、生活
関連２３業種／老齢福祉年金とは、大
正５年４月１日以前に生まれた方（そ
の他要件有り）を対象とする年金制

デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。また、蚊に
刺されないために、家に侵入させな
い対策と外出時の対策をとりましょ
う。町田市保健所（中町庁舎）で、市民
向けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用くださ
い（市ＨＰでダウンロードも可）。
問生活衛生課☎
☎７２２・７３５４

町田市バイオエネルギーセンターの愛称を募集します

問循環型施設整備課☎
☎７２４・４３８４

今年１月に稼働開始した町田市バ
イオエネルギーセンターについて、
施設に対する理解を深め、親しみを
感じていただき、ごみ処理を始めと
した環境問題への意識向上を目的
に、施設の愛称を募集します。
詳細は、募集要項（循環型施設整備
課〔市庁舎７階〕
、
町田市バイオエネル
ギーセンター２階受付で配布、
市ＨＰで
ダウンロードも可）をご覧ください。

対市内在住の方
申８月３１日までに、
郵送
（消印有効）
、
Ｆ
ＡＸまたはメールで、循環型施設整備
課へ（募集要項に記載の投函箱設置
場所へ直接投函も可）。
※結果は、市ＨＰに掲載するほか、町
田市バイオエネルギーセンターでの
掲示を予定しています。また、受賞者
には、２０２３年３月ごろに表彰式を執
り行います。

新型コロナワクチン４回目接種が始まりました
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎
☎７３２・３５６３
/毎日午前８時３０分〜午後７時

次の方を対象に新型コロナワクチンの４回目接種が始まりました。
①６０歳以上の方は、接種券が自動的に配達されます。ご自宅に接種券が
届き次第、
予約することができます。
②１８歳から５９歳までの基礎疾患等のある方は、接種券の申請が必要です
（接種券は、
自動的に配達されません）。
◆３回目の接種日から５か月以上経過していることが必要です。
◆詳細は、配布済みの「町田市コロナワクチン特別号その３」
をご覧ください。市ＨＰ
（右記二次元バーコード）でもご覧い
ただけます。
７月以降は４回目接種が本格化するため、
３回目接種予約が取りづらくな
る可能性があります。
接種をお考えの方は、
お早めに予約をお願いします。

町田市民病院職員募集

問同病院総務課☎
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

職

種

作業療法士

看護師
助産師

募集人員

採用

検索

受験資格

日程等
採用日
○受け付け
1987（昭和62）年4月2
7月8日㈮まで
日以降に生まれた、作業
（必着）
１０月１日
若干名 療法士の資格を有する、
２０２３年４月１日
または2023年春までに
○試験日
取得見込みの方
8月6日㈯
看護師の資格を有する、
○受け付け
10人程度 または2023年春までに 6月23日㈭まで
10月1日
取得見込みの方
（必着）
2023年1月1日
助産師の資格を有する、
2023年4月1日
○試験日
若干名 または2023年春までに
7月16日㈯
取得見込みの方

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要項を十分に確認し
てください。

問新たな学校づくり推進課
☎785・5471

南第一小学校地区の新た
な学校づくりについてご
意見をお寄せください

本町田・南成瀬・鶴川東・鶴
川西地区 統合新設小学
校の学校名の案をお寄せ
ください

南第一小学校地区では、新たな
学校づくり基本計画検討会を5月
に設置し、建て替えに向けた検討
を開始しました。そこで、市民の皆
さんから、新しい学校に期待する
ことなどについて意見を募集して
います。皆さんからお寄せいただ
いたご意見を参考にし、新たな学
校づくりを進めていきます。

市民の皆さんから、統合して新
しく設置する4地区の小学校の学
校名の案を募集しています。お寄
せいただいた学校名の案を参考に
し、各地区の新たな学校づくり基
本計画検討会で学校名を検討して
いきます。

回答方法 6月17日までに、各Googleフォーム（下記二次元バーコード）
で回答できます。なお、Googleフォームで送ることができない場合は、
書面でも提出できます。詳細はお問い合わせください。
統合新設小学校の

学校名の案はこちら▶

南第一小学校地区の 
ご意見募集はこちら▶

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

町田市教育委員会定 6月9日㈭午前 市庁舎10階会
例会
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☎

事前に電話で市政情報
町田市情報公開・個人 6月13日㈪午 市 庁 舎2階 会
3人
（申し込み順） 課
☎724・8407）
へ
（☎
情報保護運営審議会 前10時～正午 議室2－2

