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医療費の還付金に関する不審電話にご注意下さい 　　保険年金課☎724・2125問

募　集募　集
市民税課
嘱 託 員
対１年以上の税務事務等（経理・税理
・会計）の従事経験があり、パソコン
操作（ワード・エクセル）及び窓口業
務ができる方＝１人
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
内市・都民税賦課にかかる事務
報酬１９万２２００円（別途交通費支給）
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考書類、面接（書類審査合格者の
み）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、税務事務等
の従事経験の概要を明記した履歴書
と自己推薦書（１００字以内）を、２月
２３日まで（必着）に直接または郵送
で市民税課（市庁舎２階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問市民税課☎７２４・２１１４
町田市生涯学習審議会
市 民 委 員

　町田市生涯学習審議会は、教育委
員会の諮問に応じて生涯学習の振興
・社会教育に関する方針の立案、施
策の評価について調査審議を行いま
す。今回、その市民委員を募集しま
す。
対市内在住の１８歳以上の方＝２人
※２０１８年６月１日時点で町田市の他
の附属機関等の委員である方、過去
に「町田市生涯学習審議会」の委員を
経験した方はご遠慮下さい。
任期６月１日～２０２０年３月３１日
選考書類、論文
申応募用紙に必要事項を記入し、論

文（テーマ＝ご自身の経験を踏まえ、
市民の学習が地域づくりに生かされ
ていくために必要と考えることは何
ですか、１０００字以上１２００字以内）
を３月９日午後５時まで（必着）に、直
接または郵送で生涯学習総務課へ。
※詳細は募集要項（生涯学習総務課
で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
問生涯学習総務課☎７２４・２１８１
町田市地域密着型サービス運営委員
会
市 民 委 員

　地域密着型サービス事業所の指定
に関することや、事業の適正な運営
を確保する観点から必要と認められ
る事項等を検討する委員会の委員を
募集します。
対市内在住の４０歳以上で、介護保険
制度及び地域密着型サービスに理解
のある方＝１人
任期４月１日～２０２１年３月３１日
選考論文等
申応募用紙に必要事項を記入し、３
月９日まで（必着）に郵送でいきいき
総務課へ。
※募集要項を送付しますので、いき
いき総務課へご連絡下さい（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１

お知らせお知らせ
３月１１日の日曜窓口では
保険証の当日交付ができません

　３月１１日㈰はシステムメンテナン
スのため、国民健康保険被保険者証

（７４歳以下の方）、高齢受給者証（７０
～７４歳の方）の当日交付及び再交付
ができません。また、国民健康保険の
脱退に伴う国民健康保険税の再計算
もできません。

　市庁舎及び各市民センターで被保
険者証・高齢受給者証の交付を伴う
手続きをした場合は、翌日以降に簡
易書留で発送します。
問保険年金課☎７２４・２１２４
国の行政相談
特 設 相 談 会

　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日２月１５日㈭午前１０時～午後３時
場忠生市民センター１階ロビー
問広聴課☎７２４・２１０２
申請はお済みですか
２０１７年度幼稚園等補助金
対町田市に住民登録のある３歳に達
した幼児を、２０１７年４月～２０１８年
３月の期間に私立幼稚園へ通園させ
ている保護者で、今年度の補助金申
請がまだお済みでない方
※子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園及び認定こども園に通う
場合は、委任状を園に提出すること
で補助金が園に支払われるため、こ
の申請は不要です。
※満３歳児用プレ教室等の特別クラ
スは対象外です。
申お子さんが通園する私立幼稚園か
ら申請書を受け取り、３月３０日まで

（必着）に子ども総務課へ（郵送可）。

※申請書が幼稚園にない場合は子ど
も総務課へご連絡下さい。
※申請期限を過ぎると受け付けがで
きません。
※詳細は各幼稚園で配布しているパ
ンフレット、またはまちだ子育てサ
イトをご覧下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【町田都市計画道路の変更（町田３・３
・５０号小山宮下線）】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間２月２１日㈬～３月７日㈬、都
庁で縦覧の場合＝午前９時～午後５
時、市庁舎で縦覧の場合＝午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課（都庁第二本庁舎１２階
北側）、町田市都市政策課（市庁舎８
階）
意見書の提出３月７日まで（必着）に
直接または郵送で東京都都市整備局
都市づくり政策部都市計画課（〒
１６３－８００１、東京都新宿区西新宿２
－８－１）へ。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎０３・５３８８・３２２５、町田市都市政
策課☎７２４・４２４７

コンビニエンスストアでの
証明書自動交付サービスについてのお知らせ

問市民課☎724・4225

２０１７年１０月～１２月までの航空機騒音測定結果（速報値）

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
１０月 62 ７ ０ ０ 6９ ８3.2 
１１月 ８2 ９ １ ０ ９2 ９2.９ 
１2月 １１８ 42 2 ０ １62 ９９.７ 

小山小学校
１０月 2００ １０ ０ ０ 2１０ ８4.７ 
１１月 265 32 4 ０ 3０１ ９７.5 
１2月 222 32 １ ０ 255 ９７.2 

町田第五小学校
１０月 ９4 １０ ０ ０ １０4 ８2.１ 
１１月 １０3 ９ １ ０ １１3 ９０.6 
１2月 １54 35 １ ０ １９０ ９5.８ 

忠生第三小学校
１０月 ９3 ０ ０ ０ ９3 ７８.3 
１１月 １１5 5 ０ ０ １2０ ８７.９ 
１2月 ８4 6１ １5 ０ １6０ ９９.3 

南中学校
１０月 32 2 ０ ０ 34 ８3.4 
１１月 55 ８ ０ ０ 63 ８5.７ 
１2月 ７９ 5９ １ ０ １3９ ９5.3 

※ 発生回数は、７０ｄＢ(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。１０月~１２月に頂い
た苦情の件数は右表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。なお、皆さんから頂いた苦情は、

国や米軍へ伝えるほか、要請の際の
資料として活用しています。苦情は
企画政策課・環境保全課で電話受付
し て い る ほ か、Eメ ー ル（遍mci
ty４７０@city.machida.tokyo.jp）で
も受け付けていま
す。

月 件　数
１０月 １０件
１１月 26件
１2月 4０件

問環境保全課☎724・2711市HP 航空機騒音測定結果  検索

２０１７年１０月～１２月の航空機騒音苦情受付件数
問企画政策課☎724・2103市HP 航空機騒音苦情件数  検索

【一時停止します】
　システムメンテナンスのため、
２月２１日㈬、２２日㈭はコンビニで
の証明書自動交付サービスを一時
停止します。
※コンビニ交付の再開は、２月２３
日㈮午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４
【手数料が下がります】
　４月１日から、コンビニでの証明
書自動交付サービスの手数料が下
がります。住民票、印鑑登録証明

書、課税・非課税証明書は１５０円、
戸籍全部・個人事項証明書は２５０
円になります。併せて、同サービス
がセブンイレブン・ローソン・ファ
ミリーマート・サークルＫサンク
スに加え、ポプラ・ミニストップで
も利用できるようになります。
　窓口で証明書を取得するよりも
安くなるので、マイナンバーカー
ドをお持ちの方は、コンビニでの
証明書自動交付サービスをご利用
下さい。

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
町田市会計基準委
員会

2月2１日 ㈬ 午
後3時~5時

市庁舎１０階会
議室１０-2

3人
（申し込み順）

事 前 に 電 話 で 会 計 課（ ☎
７24・2１９6）へ

町田市認知症施策
推進協議会

2月2１日 ㈬ 午
後6時3０分~８
時3０分

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

2月2０日までに電話で高齢
者福祉課（☎７24・2１4０）へ

町田市公共施設再
編計画策定検討委
員会

2月2７日 ㈫ 午
後2時から

市庁舎2階市民
協働おうえん
ルーム

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎７24・2１０3）へ

町田市スポーツ推
進審議会

3月１日㈭午後
6時3０分から

市庁舎１０階会
議室１０-2

5人
（申し込み順）

2月2８日午後5時までに電
話 で ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎
７24・4０36）へ

町田市教育委員会
定例会

3月2日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０-3~5

会議当日に教育総務課（市
庁舎１０階、☎７24・2１７2）
へ

町田市介護保険苦
情相談調整会議

3月2日㈮午後
6時3０分~８時

市庁舎１０階会
議室１０-4

１０人
（申し込み順）

事前に電話で介護保険課
（☎７24・4364）へ

町田市地域公共交
通会議

3月5日㈪午後
１時3０分から

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推進
課（☎７24・426０）へ

町田市交通マスター
プラン推進委員会

3月5日㈪午後
3時3０分から

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推進
課（☎７24・426０）へ

町田市福祉のまち
づくり推進協議会
・バリアフリー部
会

3月6日㈫午前
１０時~正午

市庁舎3階会議
室3-2・3

3人
（申し込み順）

3月5日午後5時までに電話
またはFAXで交通事業推進
課（☎７24・426０、返０5０・
3１6１・6322）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

3月6日㈫午後
6時3０分~８時

市庁舎１０階会議
室１０-2・3

4人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務
課（☎７24・32９１）へ


