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募　集募　集
要介護認定の認定調査員
対基本的なパソコン操作ができる介
護支援専門員の資格を有する方、ま
たは３月３１日までに取得見込みの方
＝若干名
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分（時間外勤務有り）、月１６日
勤務場所介護保険課（市庁舎１階）
内介護保険の認定調査、要介護認定
関連業務
報酬２０万４６００円（別途交通費支給）
※更新時に最大１万５４００円の増額
があります。
選考１次＝書類、２次＝筆記・パソコ
ン試験、面接
申採用試験実施要項を参照し、応募
書式に記入のうえ、１月３０日まで（必
着）に直接または郵送で介護保険課
へ。
※実施要項・応募書式は介護保険課
で配布しています（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問介護保険課☎８６０・６８７５
保健予防課臨時職員
歯 科 衛 生 士
対歯科衛生士資格を有する方＝若干
名
勤務期間採用決定の翌月から３月末
まで（更新も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時の
間で３～６時間程度（勤務日数・時間
は応相談）
勤務場所健康福祉会館
内乳幼児の歯科健康診査における健
診補助・保健指導・予防処置、障がい
のある方の歯磨き指導等
報酬時給１４５０円（別途交通費支給）
選考面接
申保健予防課へ電話のうえ、歯科衛
生士免許の写しと履歴書を郵送。
問保健予防課☎７２５・５４３７

学童保育クラブ嘱託員
（ 児 童 厚 生 員 ）
対小学校・幼稚園教諭免許、保育士資
格（都道府県知事の登録を受けた
方）、中学・高等学校教諭免許のいず
れかを有する方＝若干名
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
勤務時間日曜日、祝休日を除く午前
８時～午後７時のシフト制、月２０日
程度（月１２０時間）
※行事等により勤務日・時間に変更
があります。
場学童保育クラブ（勤務地未定）
報酬月額１８万６０００円（別途交通費
支給）
選考１次＝書類、２次＝面接（２月７日
～９日の間で実施）
申応募用紙（児童青少年課〔市庁舎２
階〕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、資格証明
書の写しを添えて、直接または郵送
で１月３１日まで（必着）に、児童青少
年課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、☎７２４・２１８２）へ。

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
○東平ひまわり保育園（☎７３６・
２２６６）＝保育士（常勤・非常勤）、栄
養士（常勤・非常勤）
○東平しらゆり保育園（☎７３６・
２２７６）＝保育士（常勤・非常勤）、栄
養士（常勤・非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市都市計画審議会
市 民 委 員
　都市計画の案や、都市計画に関す
る事項を、市長の諮問に応じて調査
・審議する都市計画審議会は、学識
経験者・市議会議員・関係行政機関の
職員・市民委員で構成されています。
今回、その市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会委員等を務めていない方＝２
人
任期４月１日～２０２０年３月３１日
選考書類、面接
申募集要項を参照し、申込書と論文
を１月３１日まで（必着）に直接または
郵送で都市政策課（市庁舎８階）へ。
※詳細は募集要項（都市政策課で配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）をご覧下さい。
※募集要項・申込書等を郵送希望の
方は都市政策課へご連絡下さい。
問都市政策課☎７２４・４２４７

お知らせお知らせ
生涯学習センター利用者交流会
企 画・運 営 委 員 募 集
　５月１９日㈯に開催する、生涯学習
センター利用者交流会の企画・運営
委員を募集します。
対生涯学習センターを利用している
方等
日２月～４月の第１・第３金曜日、５月
１１日（金）、午前１０時～正午、全７回
（予定）
場同センター
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
消費生活センター
運営協議会委員募集

【くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？】
　市と協働で、学習会、テスト教室等
の企画・運営をボランティアで行う
委員を募集します。
対市内在住、在勤の、月に数回程度の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）
任期４月１日～２０１９年３月３１日
【説明会を開催します】
　応募希望者は必ずいずれかに参加
して下さい。
日２月２７日㈫午後１時から、３月６日
㈫午前１０時から、いずれも１時間３０
分程度
場町田市民フォーラム３階事業準備
室
問同センター☎７２５・８８０５
住民主体の地域活動団体型サービス
担い手募集及び説明会
　日常生活で支援が必要な方へ介護
予防に取り組める場を提供する、サ
ービスの担い手となる団体を募集し

ます。利用者は、介護保険の「要支援」
の方、「サービス事業対象者」を中心
に一般の高齢者や子どもなどです。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等
活動例体操、食事会、参加者同士の交
流、趣味の集まり等
提供回数月２回以上
【説明会を開催します】
対地域活動団体型サービスの担い手
となる団体
日２月１９日㈪午前１０時～正午
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申２月１３日までに、直接または電話
で各高齢者支援センターの「生活支
援コーディネーター」へ。
※各基準や補助金等については、各
高齢者支援センターへお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
町田新産業創造センター～インキュ
ベーション個室
入 居 者 募 集
　個人でも法人でも入居でき、事業
者登録や本社登記も可能です。平日
の日中は、常駐のインキュベーショ
ンマネージャーによる経営相談を受
けられます。
対これから起業・創業する方、起業・
創業後５年以内の方、第２創業の事業
者の方
利用可能時間２４時間・３６５日
内・費２１７号室（面積９㎡）＝月額利
用料３万２５６円（３月１５日以降から
入居可）
※消費税、共益費を含みます。
※別途保証金として利用料１か月分
が必要です。
申入居申込書（町田新産業創造セン
ターホームページでダウンロード）
に記入し、２月１５日まで（必着）に直
接または郵送で同センターへ。
※施設概要等の詳細は、同センター
ホームページの募集要項をご覧下さ
い。個別ブースの入居募集も随時行
っています。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９

高齢者のための所得税、
市・都 民 税 の 控 除

【高齢者の障害者控除】
　市では、介護保険の要介護１以上
の認定を受けている６５歳以上の方
が、一定の要件を満たす場合に、障害

者控除対象者の認定（要申請）を行っ
ています。その場合、身体障害者手帳
等の交付を受けていない方でも税控
除の対象となります。
※認定終期が記載されていない障害
者控除対象者認定書をお持ちの方
は、体の状態に変化がなければ翌年
以降も有効のため、申請は不要です。
【身体障害者手帳等をお持ちの方へ】
　手帳等では、普通障害者控除の対
象であっても、特別障害者に該当す
る場合があります。詳細はお問い合
わせ下さい。
【おむつに係る費用の医療費控除】
　傷病等のため６か月以上寝たきり
の方のおむつ費用は、医師が治療に
必要と認めた場合に発行する「おむ
つ使用証明書」の添付により、医療費
控除の対象となります。
　２年目以降の申告では、要介護認
定時の「主治医意見書」または「町田
市おむつに係る費用の医療費控除主
治医意見書確認書」（要申請）で要件
の確認ができる場合は、「おむつ使用
証明書」の代わりにできます。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

市庁舎１階のコンビニが
変 わ り ま す
　市庁舎１階のコンビニエンススト
アが生活彩家からミニストップに変
わります。これに伴い、新規店舗工事
を行います。工事期間中は市庁舎内
にコンビニは無くなりますので、ご
注意下さい。
工事期間１月２７日㈯～４月１日㈰
○生活彩家閉店日時　１月２６日㈮午
後２時
○ミニストップ開店日時　４月２日
㈪午前７時
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布します
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉サービスや障がいに関
わる制度などの情報を掲載している
「障がい者サービスガイドブック
２０１７（改訂版）」の音訳版・点訳版・Ｓ
Ｐコード版を１月から希望者に配布
しています。
申直接、電話またはＦＡＸで障がい福
祉課（市庁舎１階、☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）へ。
※郵送による配布も行っていますの
で、ご希望の方は障がい福祉課へご
連絡下さい。

地域活動功労者に感謝状を贈呈しました
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

　長年にわたり子どもの見守り活動
や地域住民の健康増進に尽力されて
いる方々へ感謝状を贈呈しました。
○丸山団地学童登下校見守りボラン
ティアの皆様

○小林一朋様
　この感謝状は、町内会・自治会等か
らの推薦により、地域の課題解決の
ため、地域で連携・協力している個人
や団体に対し、贈呈するものです。

１１月２９日に市庁舎で贈呈式を行いました


