市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集
町田市学童保育クラブ

臨

時

職

返０４２・７２４・５６００

年課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせ

員

各学童保育クラブに在籍する児童
（障がい児を含む）
の保育及び介助の
仕事です。
勤務日月～土曜日で指定する日（週
最大５日勤務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（最大５時間）
勤 務 場 所 中 央 学 童 保 育 ク ラ ブ（ 中
町）
、相原たけの子学童保育クラブ
（相原町）
募集人員若干名
報酬時給９９０円
（別途交通費支給）
※幼稚園・小学校・中学校・高等学校
の教員免許、
保育士資格（都道府県知
事の登録が必要）のいずれかをお持
ちの方は１１１０円です。
選考書類審査、
面接
申事前連絡のうえ、
履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の
写しを、直接または郵送で児童青少

募集します

技能功労者・永年勤続従業員

市と町田商工会議所では、技能功
労者と永年勤続従業員を表彰してい
ます。推薦する場合は、推薦基準を確
認のうえ、１１月３０日㈮までに推薦
書を産業政策課（市庁舎９階）、また
は町田商工会議所へ提出して下さい
（推薦書は両提出場所に有り、町田市
ホームページでダウンロードも可）。
※２０１９年２月１３日㈬に町田市文化
交流センターで表彰式を行う予定で
す。
【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０１８年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

パブリック
コメント
予 告

10月15日から下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

案件名 （仮称）町田市産業振興計画１９－２８（素案）
募集期間 １０月１５日～１１月１５日
・本紙１０月１５日号に概要を掲載
〈１０月１５日以降〉
案の公表
・町田市ホームページに詳細を掲載
方法
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。
意見等の ・郵便 ・ＦＡＸ ・Ｅメール
提出方法 ・産業政策課（市庁舎９階）ほか、指定の窓口への提出
担当課

産業政策課☎７２４・２１２９

町田市職員採用試験情報

問職員課
☎７２４・２518

Twitter（ツイッター）で情報発信もしています！
Twitterアカウント「町田市職員採用試験情報（町田市公式）
」
をフォローして下さい。
職

種

募集人員

採用日
（予定）

日程等

一般事務（高卒程度）
土木技術（大卒程度）

○電子申請受付期間
10月2日㈫午前10時～12日㈮
午後4時

土木技術（社会人経験者対象）
栄養士
保健師

○1次試験日

いずれも
若干名

保健師（社会人経験者対象）

11月4日㈰

2019年
4月1日

○郵送受付期間
10月2日㈫～11日㈭
※締切日の消印有効です。

身体障がい者対象一般事務
（高卒程度）
身体障がい者対象一般事務

○1次試験日

11月4日㈰

※受験資格、申込方法等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」
をご確認下さい。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、
市庁舎・各市民センターでも配布しています。

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

市庁舎１０階
１０月５日 ㈮ 午
町田市教育委員会定例会
会議室１０－
前１０時から
３～５
町田市都市計画審議会

定

員

申し込み
会議当日に教育総務
課（ 市 庁 舎１０階、 ☎
７２４・２１７２）
へ

事前に電話で都市政
市 庁 舎３階
１０月１２日㈮午
１０人
策課（☎７２４・４２４７）
第１委 員 会
（申し込み順）
前１０時から
へ
室（予定）

事前に電話で市政情報
町田市情報公開・個人情報 １０月１５日㈪午 市 庁 舎 ２ 階
３人
へ
（☎７２４・８４０７）
保護運営審議会
前１０時～正午 会議室２－２ （申し込み順）課
町田市指定管理者管理運営
状況評価委員会（対象施設
１１月５日 ㈪ 午 市 庁 舎 ５ 階
４人
事前に電話で総務課
＝藤の台学童保育クラブ、
南
へ
後１時から
会議室５－３ （申し込み順）（☎７２４・２１０８）
第一さくら学童保育クラブ、
みわっこ学童保育クラブ）

番号間違いにご注意下さい
く、後進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。
【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③満３０年（いずれも２０１８年４月１日
現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業政策課☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎７２２・５９５７
ご意見を募集します

町田市教育に関する総合
的な施策の大綱（素案）

市では、２０１５年に教育、学術及び
文化の振興に関する総合的な施策の
目標となる方針として、
「町田市教育
に関する総合的な施策の大綱」を策
定しました。
その後の社会変化等に対応した、
新たな方針を策定する必要があるた
め、２０１９年度～２０２３年度を計画期
間とする「町田市教育に関する総合
的な施策の大綱」を策定します。
資料の閲覧・配布企画政策課（市庁舎
４階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１
階）、男女平等推進センター（町田市
民フォーラム３階）、教育センター、
生涯学習センター、各市民センター、
パブリック
コメント
概 要

2018．10．1
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木曽山崎・玉川学園の各コミュニテ
ィセンター、町田・南町田・鶴川の各
駅前連絡所、各市立図書館、町田市民
文学館（町田市ホームページでダウ
ンロードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。
提出方法資料に添付の記入用紙また
は書面に「町田市教育に関する総合
的な施策の大綱」と書き、住所・氏名
・電話番号を明記し、10月31日まで
（消印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまた
はＥメールで企画政策課（市庁舎４
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、
☎７２４・２１０３返０５０・３０８５・３０８２
遍ｍｃｉｔｙ３７２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布している窓口
へ直接提出も可）
※郵送の場合は配布資料に添付の専
用封筒（料金受取人払郵便）をご利用
いただけます。
【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への個別回答は行いません。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、２０１９年
１月ごろに公表します。

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市教育プラン２０１９－２０２３（原案）
問教育総務課☎724・2172

市教育委員会では、２０１４年に教育振興基本計画である「町田市教育プ
ラン」を策定し、教育施策を進めてきました。
この間、情報化の進展に伴う産業構造・ライフスタイル等の社会的な変
化やグローバル化が予測を超えて進み、それに伴って教育をめぐる環境
は複雑化・多様化しています。
そこで、このような状況を踏まえ、市の教育施策を更に充実させていく
ため、
「町田市教育プラン２０１９－２０２３」を策定します。
【概要】
○計画期間 ２０１９年度～２０２３年度
○教育目標
・夢や志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てる
・生涯にわたって自ら学び、互いに支え合うことができる地域社会を築
く
○基本方針
Ⅰ 学ぶ意欲を育て「生きる力」を伸ばす／Ⅱ 充実した教育環境を整備
する／Ⅲ 家庭・地域の教育力を向上させる／Ⅳ 生涯にわたる学習を
支援する
○計画の構成
教育目標と基本方針を受けて、それを実現するための１４の施策と課題
解決に向けて重点的に取り組む４３の重点事業で計画を構成しています。
○募集期間 １０月３１日㈬まで
○資料の閲覧・配布 計画（原案）は、町田市ホームページに掲載するほ
か、次の窓口で閲覧及び資料の配布を行っています（各窓口で開所日時が
異なります）。
教育総務課（市庁舎１０階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、教育セン
ター、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学習センタ
ー、各市民センター、町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学
園の各コミュニティセンター、各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法 郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または教育総務課ほか、資料
を配布している窓口へ直接提出して下さい。郵送の場合は、配布資料に添
付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課 教育総務課（〒１９４-８５２０、森野２－２－２２、市庁舎１０階、☎
７２４・２１７２返０５０・３１６１・７９０６遍ｍｃｉｔｙ３７００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
―注意事項―
〇書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記して下さい。
〇電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
〇ご意見への個別回答は行いません。
〇公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれ
るものは無効とします。
〇寄せられたご意見の概要及び市教育委員会の考え方は、個人情報を除
き、２０１９年１月ごろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で、公
表します。

