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健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１月１０日㈬、２４日㈬、２月７日㈬、
２０日㈫、３月７日㈬、２０日㈫、午前９
時３０分～１１時
場町田市保健所
（中町庁舎）
定各２０人
（申し込み順）
申 健 診 受 診 希 望 日 の１週 間 前 ま で
に、
イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６
コード１７０３１５Ｘ）
へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募 集

市立小学校新１年生の

生 活 指 導 補 助 者

勤務期間４月１日～５月３１日、計３３
日以内
内新しい生活環境に適切に慣れ親し
むことができるよう、各小学校で児
童を見守り手助けする
報酬時給９９０円
（別途交通費支給）
選考書類、
面接
※応募に必要な書類は郵送しますの
で、
ご連絡下さい
（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
募集期間１月１７日まで（必着）
※勤務希望確認書で回答済みの場合
は応募不要です。
問指導課☎７２４・２１５４

市 立 図 書 館 嘱 託 員
対司書または司書補の資格を有する
方（２０１８年３月３１日までに取得見
込みを含む）
＝若干名
採用時期４月１日以降
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１６日
（土・日曜日、祝日勤務を
含む）
※週に１回程度、時差出勤がありま
す
（火・水・金曜日、中央図書館・鶴川
駅前図書館＝午前１１時３０分～午後
８時１５分、その他の市立図書館＝午
前９時３０分～午後６時１５分）。
勤務場所各市立図書館
内資料貸出・返却業務、図書館運営に
関する業務等

報酬月額１９万２２００円（予定）
※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＝適性試験・論文（１月２２
日）、二次＝面接（一次合格者のみ）
申募集要項を参照し、応募書類（各市
立図書館に有り、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、１
月１０日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で中央図書館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

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（１月２８日）
※３月１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、１月
１５日まで（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

生涯学習センター嘱託員
対次のいずれかに該当し、かつパソ
コンの基本操作ができる方 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＝若干名
勤務期間４月１日～２０１９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
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
選考書類、面接
申募集要項（同センターで配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）を参照し、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１５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

認 可 保 育 園 職 員
詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○
（仮）
まちっこ保育園
（☎７０８・８１６１
〔みどりの森保育園〕）＝保育士・看護
師・栄養士・子育て支援員（常勤・非常
勤）
※４月に新規開所予定です。
○こばと保育園（☎７９６・３６２８）＝
保育士・栄養士（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

町田市子ども・子育て会議
第 ３ 期 公 募 委 員
市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、２０１３
年度から「町田市子ども・子育て会
議」にて計画策定や実施状況の評価、
進捗確認などを行っています。
会議には、実際に子育て中の保護
者の方にも参加していただき、さま
ざまな意見をいただいています。第
２期の委員任期が満了となるため、
新たに委員を公募します。
対申し込み時において次のすべての
要件を満たす方 ①市内在住で、
２０１８年４月１日時点で２０歳以上で
ある②２０１８年４月１日時点で１８歳
以下の子どもの保護者である③子育
て支援に理解と関心がある④任期期
間中の会議に出席できる=３人
任期４月１日～２０２０年３月３１日
報酬１回の会議出席につき１万円
選考書類、面接
申応募用紙（子ども総務課に有り、町
田市ホームページでダウンロードも
可）
・作文（テーマ「将来を担う人が育
つまちをつくるために、市民と行政
が協働でできること」、８００字程度）

保健給食課

小学校給食調理嘱託員

勤務期間４月１日～２０１９年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。
募集人員一般嘱託＝２０人、短時間嘱
託＝２人
報酬一般嘱託＝月額１９万２２００円、

２０１６年度（２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日の３６５日）の航空機騒音発生状況

問環境保全課☎７２４・２７１１

環境基本法に基づく航空機騒音の環境基準Ｌｄｅｎの２０１６年度の測定結果は、東京都固定局３地点（★印）と市測
定局５地点
（小山小学校は指定区域外）すべての地点において環境基準に適合しました。町田第一小学校は１日、小
山小学校は５日間、南中学校は３日間欠測日がありました。
測定者

東京都

町田市

測定場所

測定日数
（日） ７０～７９
ｄＢ

騒音発生回数
（回）
８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上

合

計

Ｌｄｅｎ
最大騒音
レベル
測定結果
（ｄＢ） （年平均値） 環境基準

町田第一小学校★

３６４

２４０５

１６７７

４０８

１０２

４５９２

１０７．
６

６０

６２以下

忠生小学校★

３６５

１１２６

９１７

９１

１

２１３５

１０２．
３

５１

５７以下

鶴川第二小学校★

３６５

８００

１４９

３５

１０

９９４

１０５．
０

４９

５７以下

本町田東小学校

３６５

１７４３

８６４

１５９

８

２７７４

１０４．
０

５３

５７以下

小山小学校

３６０

３７３２

５３７

２０

０

４２８９

９７．
５

５０

指定なし

町田第五小学校

３６５

２９８２

６７４

１８３

４６

３８８５

１０７．
３

５６

５７以下

忠生第三小学校

３６５

１６６８

１１０４

２６１

０

３０３３

９９．
７

５４

５７以下

南中学校

３６２

１４２９

１３６１

８６

１

２８７７

１０６．
７

５２

５７以下

※騒音発生回数は、７０ｄＢ（デシベル）以上の騒音が５秒以上継続した回数です。Ｌｄｅｎは２０１３年４月から航空機騒音に係る環境基準の
評価指標として採用されており、単位は（ｄＢ）で表します。
夕方・夜間など静かな時間帯に重み付けを行い算出しています。

納付はお済みですか？

12月は、
「固定資産税・都市計画税第4期」
の納付月です

を、１月１５日まで（必着）に直接また
は郵送で子ども総務課（市庁舎２階）
へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６

お知らせ

まちだくらしフェア２０１８

参

加

団

体

募

集

市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境など日々の
暮らしに関わること全般）をテーマ
とした講演会や展示等を行う「まち
だくらしフェア２０１８」
（７月６日、７
日に町田市民フォーラムで開催予
定）の参加団体を募集します。
※今年参加された団体へは個別に通
知します。
※第１回実行委員会を、１月１２日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。
対市内で消費者問題に携わる団体
（個人も可）
申１月１０日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
１２月２３日㈷・年末年始

コンビニ証明書自動交付
サービスを一時停止

システムメンテナンスのため、
１２月２３日㈷はコンビニエンスス
トアでの証明書自動交付サービス
を一時停止します。なお、本サービ
スの再開は、１２月２４日㈰午前６時
３０分からです。
年末年始（１２月２９日～１月３日）
も、コンビニエンスストアでの証
明書自動交付サービスを一時停止
します。なお、本サービスの再開
は、１月４日㈭午前６時３０分からで
す。
ご理解ご協力をお願いします。
問市民課☎７２４・２８６４

中

央

図

書

館

【臨時休館】
蔵書点検及び館内整理等のた
め、中央図書館は１月２９日㈪から
２月５日㈪まで臨時休館します。休
館中は貸し出し・リクエストサー
ビス等は利用できません。
なお、返却ポストは利用できま
す（ＣＤ等の視聴覚資料、ビニール
カバー付きの借用資料等は返却で
きません）。
【エレベーター改修工事のお知ら
せ】
エレベーター改修工事のため、
中央図書館は１月２９日㈪から２月
２６日㈪まですべての階でエレベ
ーターの利用ができません（１月
２９日～２月５日は休館）。期間中の
入・退館は２階エントランスから
エスカレーターをご利用下さい。
なお、工事期間中は２階エント
ランスに臨時案内カウンターを設
置します。エスカレーターを利用
できない方はこちらでご相談下さ
い。ご理解ご協力をお願いします。
※詳細は、町田市立図書館ホーム
ページをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０

問納税課 ☎724・2121

