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募　集募　集
市立小・中学校
特別支援教育支援員
　教員免許の有無は不問です。
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（夏休み等の学校休業期間は除く）
勤務日月～金曜日の５日間または３
日間（学校行事等で土・日曜日、祝休
日に勤務する場合も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分の間で１日６時間程度（宿泊学習時
を除く）
勤務地市立小・中学校
内市立小・中学校で支援が必要な児
童・生徒の学校生活の支援
報酬時給１１００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１次＝書類、２次＝面接
申履歴書を１月２１日まで（必着）に郵
送で教育センター就学相談担当（〒
１９４－００３６、木曽東３－１－３）へ。
※履歴書は返却しません。
問教育センター☎７９３・３０５７
生涯学習センター
嘱 託 員
対①②のいずれかに該当し、かつパ
ソコンの基本操作が可能な方　①社
会教育主事資格または教員免許・幼
稚園教諭免許・保育士資格のいずれ
かを有する②公民館などの社会教育
施設での職務経験がある
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時１５分、月１６日（土・日曜日、祝休日
勤務、午後９時４５分までの勤務有り）
勤務場所同センター

内同センターが実施する講座・学級
の企画・運営、受講者のサポート業
務、それらに関する庶務的な業務
募集人員若干名
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。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、作文、面接
申募集要項（同センターで１月４日か
ら配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）を参照のうえ、応募用
紙に必要事項を記入し、作文（８００字
以上１０００字以内）を添えて、１月３１
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で同センターへ。
問同センター☎７２８・００７１
高齢者福祉課
嘱 託 員
対介護支援専門員実務研修受講試験
に合格している方
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所高齢者福祉課（市庁舎１階）
募集人員若干名
報酬１９万２２００円（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。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、作文、面接
申応募書類に記入し、１月４日～１５
日午後５時（必着）に直接または郵送
で高齢者福祉課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
※応募書類（履歴書・作文用紙）は、申
込期間中に限り、高齢者福祉課で配
布します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

お知らせお知らせ
１月１２日に実施します
冬季献血キャンペーン
　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日１月１２日㈯午前１１時３０分～午後
３時４５分（骨髄バンクドナー登録の
受け付けは午後３時まで）
場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７
利用者を募集します
盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月７日㈪までにお住ま
いの地域の障がい者支援センターへ

お問い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次の要件
を満たす方　①盲導犬＝視覚障がい
１級である、介助犬＝肢体不自由１・２
級である、聴導犬＝聴覚障がい２級
である②都内におおむね１年以上居
住している③世帯の所得税課税額が
月平均で７万７０００円未満である④
盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育を、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・介助犬・聴導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬・介助犬・聴
導犬の利用が、社会活動への参加に
効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎７０６・９６２４
返７０６・９６３２）、障がい福祉課☎７２４
・３０８９返０５０・３１０１・１６５３

　４つの地域の民生委員・児童委
員に異動がありました。

※その他の担当地域は、お問い合
わせ下さい。

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

町田市教育委員会定
例会

１月１１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

「（仮称）町田市産業振
興計画１９－２８」策定
検討委員会

１月１１日 ㈮ 午
後５時～７時

市庁舎２階市
民 協 働 お う
えんルーム

１０人
（先着順）

直接会場へ問産業政策
課☎７２４・２１２９

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１月２１日 ㈪ 午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

１月２３日㈬午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会
議室３－１

１０人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎７２４・２９１６）へ

町田市高齢者・障がい
者虐待防止連絡協議会

１月３０日㈬午後
３時～４時３０分

市庁舎３階会
議室３－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎７２４・２１４０）へ

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市スポーツ推進計画19-28（案）

問スポーツ振興課☎724・4036
　２０１８年度末で町田市スポーツ推進計画（２０１４年度～２０１８年度）の計
画期間が終了します。社会情勢の変化と市の現状を踏まえて町田市スポ
ーツ推進計画１９-２８を策定します。
【概要】
○計画期間　２０１９年度～２０２８年度
○基本理念　スポーツ環境の整備及び魅力ある地域社会の形成／スポー
ツを通じた健康の保持及び増進に関する知識の向上／市、市民等、ホーム
タウンチーム及びスポーツ関連団体による相互の信頼の下の連携、協力
○この計画で目指す将来の姿　スポーツで人とまちが一つになる
○構成　１０年後に目指す将来の姿の実現に向け、基本目標１「スポーツへ
の参加機会の充実」、基本目標２「スポーツに関わる人材と組織の充実」、
基本目標３「スポーツ環境の充実」、基本目標４「スポーツを通じたまちづ
くり」の４つの基本目標と１０の基本施策ごとに成果指標と目標値を設定
しています。
○募集期間　１月４日㈮～２月１日㈮
○資料の閲覧・配布　計画（素案）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（概要版）の配布を行っています（各窓口で開
所日・時間が異なります）。スポーツ振興課（市庁舎１０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）、生
涯学習センター、各市民センター、町田・南町田・鶴川・玉川学園の各駅前
連絡所、木曽山崎コミュニティセンター、各子どもセンター、各市立図書
館、町田市民文学館、市立総合体育館、サン町田旭体育館、市立陸上競技
場、相原中央公園管理事務所、小野路公園管理事務所、成瀬クリーンセン
ターテニスコート
○意見等の提出方法　郵送、FAX、Eメール、またはスポーツ振興課ほか、
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　スポーツ振興課（〒１９４-８５２０、森野２-２-２２、市庁舎１０階、☎
７２４・４０３６返０５０・３１０１・０４８８遍mcity３７９０@city.machida.tokyo.jp）

―注意事項―
○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。
○原則、電話や窓口での口頭によるご意見はお受けできませんが、文章で
の提出が困難な場合はスポーツ振興課へお問い合わせ下さい。
○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、２月下旬
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。

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい
町田市消防団出初式

問防災課☎724・32５4

民生委員・児童委員に異動がありました
問福祉総務課☎724・2５37

　出初式では、消防団員の表彰式に
続き、消防団・町田消防署・町田消防
少年団の連携による消防救助演習
や、一斉放水を行います。
　また、町田市消防団６０周年を記念
して東京消防庁カラーガーズ隊及び
音楽隊が参加し、会場を盛り上げま
す。玉川大学吹奏楽団の演奏や、消防
ポンプ車の展示、子ども用防火服着
用記念撮影コーナーもあります。
※当日は、午前７時に市内消防器具置

場のサイレンを鳴らします。火災とお
間違えのないようご注意下さい。
日１月１３日㈰午前９時～１１時３０分
場町田第一小学校（雨天の場合、演習
は中止し、式典のみ体育館で実施）

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。
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民生委員・児童委員（１月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

町田第二 町田第二地区主任児童委員 （担当地域変更）
赤池ルミ☎７３２・７５７７

町田第二 本町田 ２６００～２６９９、２９００～３３２４ （新）永山千絵☎７３９・６０２９
南第一 つくし野 ４丁目　全 （新）落合智惠子☎７９５・３６２８

忠生第一 図師町 １～４５９、７３０、１４１７～１４３１、
１９１３～１９２８、２２０３～２２９１ 欠　員


