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保健給食課
小学校給食調理嘱託員
　一般嘱託員及び短時間嘱託員を募
集します。
勤務期間２０１８年１月１日～３月３１日
（更新も有り）
勤務時間一般嘱託＝午前８時１５分～
午後４時４５分、短時間嘱託＝午前８
時１５分～午後０時１５分
勤務場所市立小学校
内給食業務全般（下処理・調理・配膳
・洗浄作業等）
※調理補助ではありません。
募集人員若干名
報酬一般嘱託＝月額１９万２２００円、
短時間嘱託＝月額１０万５４００円（い
ずれも別途交通費支給）
※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。
選考一次＝書類審査、二次＝面接及
び適性検査（１２月７日）
※１２月１８日㈪に採用説明会を行い
ます（二次選考合格者のみ）。
申応募動機・職歴・一般嘱託員／短時
間嘱託員を明記した履歴書を、１１月
２９日午後５時まで（必着）に直接また
は郵送で保健給食課（市庁舎１０階、
〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問保健給食課☎７２４・２１７７
保健予防課臨時職員

看 護 師
対看護師免許を有する方＝若干名　
勤務時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時の間で応相談
※勤務期間は、相談のうえ決定しま
す。
勤務場所町田市保健所（中町庁舎）等
内感染症に関する業務（健診時の採
血・事務）
報酬時給１６３０円（別途交通費支給）
申電話で保健予防課（☎７２２・
７６３６）へ。
※後日面接日を連絡しますので、履
歴書と看護師免許の写しをご持参下
さい。　
町田市学童保育クラブ

臨 時 職 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（１日５時間程
度）
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）
募集人員合せて５人程度
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
の教諭免許、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
年課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
ごみは正しく分別し

計画的にお出し下さい！
　ご家庭から出すごみについて、改
めて以下のポイントをご確認いただ
き、年末に向けて計画的にお出し下
さい。正しく分別することにより、ご
みの減量にもつながります。
○１回の収集で出せるごみの量は、
指定収集袋の数ではなく、出すごみ
の総重量で１家庭当たり１０㎏までで
す。
○傘などの棒状で長いものを除き、
指定収集袋に収まっていない場合は
収集できません。
○市が収集できる品目で、指定収集
袋に入る大きさのごみは清掃工場へ
の持ち込みはできません。
○家電リサイクル対象製品やパソコ
ン等はメーカーが回収を行い、市で
は回収しません。
○スプレー缶・ライター・乾電池等
は、収集時の火災原因となる恐れが
あるため絶対に指定収集袋に入れな
いで下さい。
○剪定枝・お菓子の紙箱等は、資源と
してお出し下さい。
※ごみの分別や出し方の詳細は、「資
源とごみの出し方ガイド」（市庁舎・
各市民センター・各駅前連絡所の窓
口で配布）や町田市ホームページを
ご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
ご協力下さい

義援金・救援金の受け付け
【平成２９年台風第１８号災害義援金】
　１２月２８日㈭まで受け付けていま
す。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－０－６３５１５６
加入者名日赤平成２９年台風１８号災
害義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５０８、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５４９８、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２０３６７
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。

【バングラデシュ南部避難民救援金】
　２０１８年３月３１日㈯まで受け付け
ています。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－２－５６０６
加入者名日本赤十字社
※通信欄に「バングラデシュ南部避
難民」と明記して下さい。
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７７６９、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５７７４、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２３４０４
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。

◇
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。ご希望の方は、１２月２８日
までにお問い合わせ下さい。なお、
２０１７年度の申請は、２０１８年１月２６
日までです。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方
※収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎
７２２・４８９８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕）、町田市福祉総務課☎
７２４・２１３３
町田市民文化祭　春の催し

出 品 者 募 集
　２０１８年２月２４日㈯～３月４日㈰に
国際版画美術館で開催する「第４３回
町田市民美術展」（無審査制）の展示
作品を募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・デザイン・彫刻部門、
手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０１８年１月２０日まで（消印有
効）。
※詳細は、出品規定（各市民センタ
ー、各市立図書館、生涯学習センター
等に有り）をご覧下さい。
※内容や出品規定については、市民

美術展事務局（町田市書道連盟）〔☎
返７３５・３５６７〕へお問い合わせ下さ
い。
問文化振興課☎７２４・２１８４
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減 額 制 度
　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

【①耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の２分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間２０１７年１月１日～２０１８年
３月３１日に工事が完了した場合＝翌
年度１年度分（ただし、建築物の耐震
改修の促進に関する法律に規定する
通行障害既存耐震不適格建築物に該
当する場合は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。

【②バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１００㎡相当分を上
限）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分

【③省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
時に適用されますが、耐震改修を行
った住宅に係る減額制度と同時には
適用されません。

◇
※①③は、長期優良住宅の認定を受
けて改修された場合は３分の２を減
額します（２０１７年４月１日～２０１８
年３月３１日の間の改修工事が対象）。
問資産税課☎７２４・２１１８

募　集募　集

問子育て推進課
☎７２４・４４６８

町田市メール配
信サービス（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

まちだ子育て
サイト
子育てひろば
カレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

生 涯 学 習 セ ン タ ー ホ ー ル 
利用再開時期変更のお知らせ
　耐震性強化工事に伴うホールの
利用中止について、工事期間の変
更に伴い、ホールの利用再開時期
を変更します。なお、２０１８年３月
分の抽選申込は、１月から受け付
けます。詳細はお問い合わせ下さ
い。ご理解ご協力をお願いします。
※ホール以外は通常どおり利用で
きます。
利用再開日２０１８年３月１日㈭から
問同センター☎７２８・００７１


