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お知らせお知らせ
１０月１日から市役所の組織が一部変わりました
　市役所のＤＸ（デジタルトランスフ
ォーメーション）の推進を強化する
ため、「政策経営部デジタル戦略室」
を設置します。なお、デジタル戦略室
の新設に伴い、「総務部情報システム
課」を廃止します。
●主な業務　デジタル化施策の企画
・調整、デジタル技術の調査研究、デ
ジタル化に伴う事務改善、情報シス
テムの導入・運用・管理、情報セキュ
リティー対策の計画及び推進
問総務課☎☎７２４・２１０８
町田市民病院
選定療養費を改定しました
　令和４年度診療報酬改定に伴い、
１０月１日から選定療養費（紹介状無

しで受診する場合の定額負担等）を
改定しました。入院が必要な重症患
者や緊急性の高い患者への治療等、
当院の果たすべき役割に注力するた
め、地域の医療機関との役割分担と
連携強化にご理解ご協力をお願いし
ます。
●初診時選定療養費　原則、他の医
療機関からの紹介状無く来院し、初
診で受診する方等が対象となり、初
診時に下記金額をご負担いただきま
す。
負担金額医科＝７７００円、歯科＝
５５００円／税込み
●再診時選定療養費　当院から他の
医療機関へ紹介する旨を説明した患
者さんが、ご自身の希望で当院を引
き続き受診する場合に対象となり、
再診の都度、下記金額をご負担いた
だきます。
負担金額医科＝３３００円、歯科＝

２０９０円／税込み
問同病院☎☎７２２・２２３０

健康増進温浴施設の愛称投票を開始します
　市では、７月に市立室内プール「健
康増進温浴施設」の愛称を募集しま
した。ご応募いただいた中から選定
された５作品への投票を行い、愛称
を決定します。詳細は市ＨＰ
（右記二次元コード）をご覧
ください。末永く愛される
施設となるよう、この機会に施設を
ご利用いただき、皆さんの１票をお
願いします。
投票期間１０月４日㈫～３１日㈪投票
場所同プール受付、健康増進温浴施
設棟受付
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
町田市農業研修
現 地 見 学 会
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で、野菜作りのノウハウを学ぶこと
ができる２年間の農業研修を実施し
ています。２０２３年度研修生の募集
に向けて、現地見学会を開催します。
汚れても良い服装でおいでくださ
い。

対市内在住で、２０２３年度の農業研
修への参加を希望・検討している方
等日１０月２９日㈯午前１０時～１１時
ごろ（雨天時は１１月５日に延期）場町
田市農業研修農場（小野路町）内農業
研修の見学、研修事業の説明定２０人
（申し込み順）申１０月４日正午～１８
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１００４Ｆへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
南大谷及び東玉川学園三・四丁目地区
住所整理計画案がまとまりました
　２０２４年７月に南大谷及び東玉川
学園三・四丁目地区で予定されてい
る住所整理について、新しい町名と
町区域の案がまとまりました。案は、
対象地区とその周辺地区の町内会・
自治会の各代表や公募の委員による
「町田市町区域の新設に関する市民
懇談会」が、２０２１年１０月から約１年間
かけて検討してきたものです。９月
２０日に、市民懇談会会長から市長へ
「町田市町区域の新設に関する市民
懇談会報告書」が手渡されました。今
後は、報告された案について、学識経
験者等で構成される「町田市住居表
示整備審議会」で審議する予定です。
問土地利用調整課☎☎７２４・４２５４

南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）からのお知らせ
問同駅前連絡所☎☎７９９・７７６６

市内最高齢の方を市長が訪問しました
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

【同駅前連絡所を閉所します】
　入居する建物の賃貸借契約満了
に伴い、２０２３年１月３１日㈫に閉
所します。長年にわたり多くの皆
さんにご利用いただき、ありがと
うございました。詳細は改めてお
知らせします。
【行政証明書自動交付機をご利用
ください】
　行政手続きのデジタル化の推進
に伴い、新たに行政証明書自動交
付機をグランベリーパーク郵便局
に設置します。マイナンバーカー

ドを利用して、数字４桁の暗証番
号を入力することで、住民票等の
各種証明書を取得できます。操作
が分からない方は、郵便局の職員
がお手伝いします。取得できる証
明書等については市ＨＰ
（右記二次元コード）をご
覧ください。
日１０月３日㈪からの月～金曜日、
午前９時～午後５時（祝休日、年末
年始を除く）
場グランベリーパーク郵便局内
（鶴間３－３－１）

　敬老の日を前にした９月１３
日、市内最高齢の方を市長が訪
問し、長寿をお祝いしました。
　２年連続で市内最高齢に輝か
れた篠原愛さんは、大正２年生
まれの１０９歳です。お住まいの
施設では、お仲間と一緒に園芸
やコーラスを楽しまれていま
す。訪問当日は、ご家族やお仲間
に囲まれながら、和やかな雰囲
気の中、終始笑顔で楽しい祝賀
の時間を過ごされました。
　２年連続で男性最高齢となられたのは、守屋章雄
さんです。大正４年生まれの１０６歳です。市内小学校
で長年にわたり教員を務められました。ご都合によ
り訪問はできませんでしたが、お祝いの言葉を伝え
させていただきました。

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（右記二次元コード）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。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

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　採用 検索

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

臨床検査
技師（細胞
検査士）

若干名
臨床検査技師及び細胞検
査士の資格を有し、病理検
査及び細胞診検査の職務
経験を3年以上有する方

○受け付け
10月3日㈪～31
日㈪（必着）

○試験日
11月19日㈯

2023年1月1日

若干名
臨床検査技師及び細胞検
査士の資格を有し、病理検
査及び細胞診検査の職務
経験を5年以上有する方

2023年4月1日

※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。

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 10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

町田市都市計画審議会 10月7日㈮午
後2時から

市庁舎3階
第1委員会
室

3人
（申し込み順）

事前に電話で
都市政策課（☎☎
724・4247）へ

町田市景観審議会
10月14日㈮
午前9時30分
～11時

市庁舎3階
会議室3-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で
地区街づくり
課（ ☎☎72 4・
4267）へ

町田市情報公開・個人情報保護運
営審議会

10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

町田市指定管理者管理運営状況
評価委員会（対象施設＝原町田一
丁目駐車場グループ、町田市文化
交流センター、相原中央公園グル
ープ、町田中央公園グループ）

10月24日㈪
午後1時から

市庁舎2階
会議室2-2

4人
（申し込み順）

事前に電話で
総務課（☎☎724
・2108）へ

町田市自殺対策推進協議会
10月27日㈭
午後3時30分
～5時30分

市庁舎3階
会議室3-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で
健康推進課（☎☎
724・4236）へ

新型コロナワクチン接種情報

■オミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました
　４回目接種対象者（６０歳以上の方、基礎疾患のある方、医療従事者等）のう
ち、未接種の方（４回目の接種券をお持ちの方）を対象にオミクロン株対応
ワクチンの接種が始まりました。その他の方は、順次接種を開始します。接
種券の発送スケジュール等の詳細は、市ＨＰ及びＴｗｉｔｔｅｒ等をご覧ください。
　また、１０月３日㈪から順次、「町田市新型コロナワクチン特別号その４」
を市内すべての世帯に配布します。

■ＬＩＮＥによる接種券発行のためのオンライン申請を開始しました
　詳細等は、市ＨＰをご覧ください。申請が必要な方は、右記二
次元コードを読み取り、「コロナ関連」のメニューから申請し
てください。

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 ▲�最新情報は市ＨＰ

をご覧ください


