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募　集募　集
市立小・中学校

学 校 用 務 嘱 託 員
対長時間の立ち作業が可能な方＝若
干名
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分、月１６日
勤務場所市立小・中学校（勤務校の希
望・車通勤不可）
内学校敷地内の環境整備、校舎の清
掃、設備や校具の簡単な修理及び整備
報酬月額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１次＝書類、作文（テーマ＝「学
校用務員として心掛けること」につ
いて、あなたの考えを述べてくださ
い、市販の原稿用紙に自筆で８００
字）、２次＝面接（２月２０日、２１日）
※３月下旬に採用説明会を行います。
申応募動機・職歴を明記した自筆の
履歴書と作文、定型の返信用封筒
（８２円切手貼付、宛名を明記）を１月
３１日まで（必着）に郵送で施設課（〒

１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問施設課☎７２４・５８３１
町田市民病院

放 射 線 科 臨 時 職 員 
（ 産 休・育 休 代 替 ）
対診療放射線技師資格を有し、病院
勤務経験のある方＝１人
勤務期間４月１日～２０２０年４月３０日
勤務時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分
勤務場所町田市民病院放射線科
報酬時給１７００円（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は同病院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
申電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の写
しを郵送で町田市民病院総務課（〒
１９４－００２３、旭町２－１５－４１）へ。
問同病院総務課☎７２２・２２３０

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○認定こども園開進幼稚園（☎７２５
・７８５１）＝保育士（常勤）・幼稚園教
諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
常 設 型 冒 険 遊 び 場 
活動団体を募集します
　４月１日～２０２０年３月３１日に、芹ヶ
谷公園、鶴川中央公園、谷戸池公園内
の冒険遊び場活動エリアで冒険遊び
場を開催する団体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を２
月１日～１５日に直接児童青少年課
（市庁舎２階）へ。
※募集要項等の書類は、児童青少年
課で配布します（まちだ子育てサイ
トでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎７２４・４０９７

市内事業者の設備投資を
支 援 し ま す
　市内事業者が、生産性の向上や制
度変更への対応を目的として行う設
備投資に対し、各種支援制度を設け
ています。

【生産性向上特別措置法に基づく「先
端設備等導入計画」の認定申請を受
け付けています】
　生産性向上特別措置法に基づき、
中小企業者が機械・装置などの設備
投資を通じて労働生産性の向上を図
るために作成する「先端設備等導入
計画」の認定申請を受け付けていま
す。計画が認定されると、税制面や国
の各種補助金採択においてメリット
があります。詳細はお問い合わせ下
さい。
対市内の事業所に設備を導入する中
小企業者
認定によるメリット①計画認定を受
けた設備（償却資産）に係る固定資産

税が３年間ゼロになる②国の各種補
助金（ものづくり・サービス補助金、Ｉ
Ｔ補助金等）の優先採択（加点）の対
象となる
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、直接産業政
策課（市庁舎９階）へ。
※市への申請にあたっては、作成し
た「先端設備等導入計画」の内容につ
いて、経営革新等支援機関（町田商工
会議所、町田新産業創造センター、市
内金融機関等）による事前確認書の
発行を受ける必要があります。また、
設備取得は必ず市による計画認定後
に行って下さい。

【軽減税率対応レジの導入等への支
援】
　今年１０月に、消費税率１０％への
引き上げが予定されています。消費
税軽減税率制度（複数税率）への対応
が必要となる中小企業・小規模事業
者等を対象として、国ではレジ導入
時の補助制度等を設けています。詳
細は、町田市ホームページ等でご確
認下さい。

◇
問産業政策課☎７２４・３２９６
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています

障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉に関するサービスや情
報などを掲載している「障がい者サー
ビスガイドブック」の音訳版・点訳版・Ｓ
Ｐコード版を１月から配布しています。
　希望の方は、直接障がい福祉課（市
庁舎１階）へおいで下さい。
※郵送を希望の方はご連絡下さい。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４４

　年末の寒波は、日本各地に大雪を
もたらしました。暖冬傾向と言われて
きましたが、南関東でも冬将軍の到来
とともに、一気に厳冬になりました。
　自宅近くの広袴公園の調整池に
は、数は少ないものの、今年も鴨たち
がやってきました。留鳥のカルガモ
のほかに、冬鳥のコガモ、オナガガ
モ、マガモ、オカヨシガモがいます。
加えて、鴨ではありませんが、バンと
オオバンも泳いでいます。
　さて、年初ですので、町田市の今年
１年の話題をいくつか記したいと思
います。その前に、昨年は災害の多い
年でした。恒例の「今年の漢字」が
「災」の字になりましたが、新しい年
は、まずは、災害の少ない年になって
ほしいと思います。
　今年、２０１９年はラグビーのワール
ドカップが日本全国で開催され、アフ
リカ代表のナミビアのキャンプが市
内で行われます。また、大会のパブリ
ックビューイングも検討しています。
　今年はまた、２０２０年のオリンピッ
ク・パラリンピックの準備の年でもあ
り、本大会の事前のキャンプやプレ・
イベントも予定されています。７月に
は自転車競技の男子ロードレースの
テスト大会も開かれ、コースの途中で
町田市内を通ることになっています。
　パラリンピックについては、イン

ドネシアのパラバドミントンチーム
の１年前合宿も予定されるなど、
２０２０年の本大会の機運が盛り上が
る１年になりそうです。
　まちづくりでは、南町田駅前のエ
リア開発「南町田グランベリーパー
ク」が、いよいよこの秋、リニューアル
・オープンとなります。再整備プロジ
ェクトの中心となる新しい商業施設
は大幅に拡充され、鶴間公園との間
に、新しく「スヌーピーミュージアム」
ができます。また、児童館としての
「子どもクラブ」もオープンします。南
町田の新しいまちづくりは、全国から
注目されているプロジェクトです。
　そのほか、保育施設の充実や英語
教育の先取りなど、保育・教育施策を
はじめ市民生活の向上のための政策
を通じて、１０年、１５年先も選ばれる
都市を目指していきます。本年が市
民の皆さんにとって良い年になるこ
とをお祈りします。

インターネット入札で　衛星携帯電話を売却します
問防災課☎７２４・３２５４

　インターネットを利用した一般
競争入札で衛星携帯電話を売却し
ます。
※入開札はヤフー（株）が提供する
公有財産売却システム上で行いま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
入札期間２月１８日㈪午後１時～２５
日㈪午後１時

申申込書類（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、２月１日
まで（消印有効）に郵送で防災課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※入札の参加には、事前に仮申し
込みが必要です。２月１日午後２時
までに「Ｙａｈｏｏ！官公庁オークシ
ョン」で入札参加手続きを行って
下さい。

今年の課題はルート（案）の決定

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

歯科
衛生士 若干名

歯科衛生士の資格を
有する、２０１９（平成
３１）年春までに取得
見込みの方

○郵送受付＝１月３１日㈭まで（必着）
○持込受付＝１月３０日㈬、３１日㈭、いず
れも午後５時まで
○試験日＝２月２３日㈯

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町田市民病院ホームページでダウン
ロードできます（町田市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病
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下さい。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課
☎７２２・２２３０（内線７４１５）

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
町田市食育推進計画策
定及び推進委員会

１月２１日㈪午後１時
３０分～３時３０分

町田市保健所（中
町庁舎）１階講堂

５人
（先着順）

直接会場へ問保健予
防課☎７２２・７９９６

町田市立図書館協議
会

１月２１日㈪午後
３時～５時

中央図書館６階
中集会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書
館（☎７２８・８２２０）へ

ごみの資源化施設地区連
絡会（町田リサイクル文
化センター周辺エリア）

１月２４日㈭午後
５時から

忠生市民センタ
ー２階ホール

１０人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型
施設整備課☎７２４・
４３８４

町田市街づくり審査
会

１月２８日㈪午後
２時～４時

市庁舎５階会議
室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）へ

町田市国民健康保険運
営協議会

１月３１日㈭午後
２時～４時

市庁舎２階会議
室２－１

３人
（申し込み順）

１月２５日午後５時まで
に電話で保険年金課

（☎７２４・４０２７）へ

町田市教育委員会定例
会

２月１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


