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募　集募　集
教育総務課

嘱 託 員（ ① 学 校 事 務 
② 教 育 総 務 課 事 務 ）
対心身ともに健康で、学校教育に理
解があり、基本的なパソコン操作（ワ
ード・エクセル等）ができる方
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日（更新も有り）
勤務場所①市立小・中学校②教育総
務課（市庁舎１０階）
勤務時間月～金曜日、①午前８時１５
分～午後４時４５分②午前８時２０分～
午後５時５分、月１6日
内①市立小・中学校における学校事
務全般②教育総務課の課内事務全般
募集人員①１４人程度②１人
報酬月額１９万２２００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
申指定の選考申込書・履歴書・原稿用
紙（いずれも教育総務課に有り、町田
市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、返信用封筒（８２円切手
貼付）を同封のうえ、１２月２１日まで
（必着）に郵送で教育総務課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問教育総務課☎７２４・２１７３
自由民権資料館

嘱 託 員
対次のすべての要件を満たしている
方　①大学で日本近代史を専攻して
卒業した②学芸員資格を取得してい
る③古文書の解読・整理ができる＝
１人
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日（更新も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１6日（土・日曜日、祝休日勤務
を含む）　
勤務場所自由民権資料館
内展示の企画、図書刊行、資料整理等
の業務
報酬月額２１万７０００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（１月３１
日実施予定）
申小論文（テーマ＝「武相地域の近代
化と自由民権運動について〔研究的
私見を述べなさい〕」、４００字詰め原
稿用紙で１０００～１２００字、自筆のみ
可）・履歴書（写真貼付）・資格を証明
する資料・論文等の業績目録を添付
し、１月８日まで（必着）に自由民権資
料館（〒１９５－００6３、野津田町
８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８

お知らせお知らせ
国保・後期・介護の

納付済額通知をお送りします
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
２０１８年中に町田市に支払いされた
保険税（料）については、１月下旬に
納付済額通知を郵送します。申告書
類作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎７２４・２１２１、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎７２４・２１４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎
７２４・４３6４

年末年始は道路工事を控えます
　年末年始の交通渋滞緩和や事故防
止のため、１２月２７日㈭～１月6日㈰
は、市が管理する道路の工事を抑制
します。期間中は、原則として、道路
の維持管理作業、警察が管理する施
設の工事、ライフライン等の緊急工
事以外の工事は行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、
１２月２２日㈯～２6日㈬の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧

下さい。
問道路管理課☎７２４・１１４９
第７期整備分

介護保険施設等整備運営 
候 補 事 業 者 募 集
　第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、介護保険施設等整備運営候
補事業者を募集します。
　今回は、２０１８年度第１回・第２回の
介護保険施設等整備運営候補事業者
の募集において、決定していない分
の再募集となります。募集地区、募集
概要等の詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１
大地沢青少年センター～６月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１２月１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※6月４日、１１日、１８日、２５日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
６月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※6月6日、１１日、１２日、２０日、２５日
～２７日は利用できません。
２０１９町田さくらまつり～尾根緑道
会場

出店・出展・出演団体募集
対市内で活動する市民団体等
日４月6日㈯午前１０時～午後４時、７
日㈰午前１０時～午後３時３０分

【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し
た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器（リユ
ース食器、リサイクル容器）を使用し
ていただきます（容器代は別途必
要）。
※１月１１日㈮に説明会を行います
（応募者多数の場合は抽選）。申請書
類の配布・説明を行いますので代表
者は必ず出席して下さい。無断欠席
はキャンセルとなります。
○ＰＲコーナー出展

内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
○ステージ出演
出演時間２０分程度
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
申募集要項を参照のうえ、応募用紙
に記入し、添付資料とともに１２月
２6日まで（消印有効）に直接または
郵送で町田さくらまつり実行委員会
事務局（観光まちづくり課〔市庁舎９
階〕）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり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）。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

町田市要約筆記者登録試験
　聴覚に障がいのある方の情報保障
を支援する要約筆記者の登録試験を
実施します。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０１９年４月現在２０歳以上
で、要約筆記者養成課程修了相当の
方
日２月１７日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、障がい者支援センター、町田ボ
ランティアセンターで配布、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、１２月１８日まで（必着）に
直接または郵送で、障がい福祉課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・２１４８）へ。
宴会での食べ残しを減らそう！

まちだ☆おいしい食べきり運動
　年末年始は、食べ残しが発生しや
すい宴会のシーズンです。市では、市
の施設や協力店舗に啓発ポスターを
掲示するなど、「食べきる宴会」を推
進するキャンペーンを行います。
　外食や宴会などで、食べ残しを出
さない工夫をしましょう。
○参加者に応じた適切な量の料理を
注文しよう！
○宴会を始める前に「おいしく食べ
きろう！」の声掛けをしよう！
○中締めやお開き前にしっかりと料
理を食べる「食べきりタイム」を実施
しよう！
○食べきれない料理は、みんなで分
け合おう！
○食べ過ぎや飲み過ぎにもご用心！
ごみとからだのダイエットを目指し
ましょう！
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

１２月１日～７日

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察 

　    署☎０４２・６５３・０１１０ 

　年末は交通事故が増える時期で
す。交通ルールやマナーを守り、交通
安全の輪を広げましょう。
【推進重点】
１．　子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
　道路を横断するときは、遠回りで
も横断歩道を渡りましょう。子ども
には、青信号でもドライバーと目を
合わせて安全確認をして渡るよう伝
えましょう。高齢者は、加齢と共に運
転に必要な身体機能と、認知機能が
衰えていきます。今まで以上に安全
運転を心掛けましょう。運転に自信
がなくなった方や家族に心配と言わ
れた方は、免許の返納を検討しまし
ょう。
２．　自転車の交通事故防止
　ヘルメットを着用して車道の左側
を通行する、夜間はライトを点灯す
る等の交通ルールを守りましょう。
３．　二輪車の交通事故防止

　ヘルメットのあごひもを締め、胸
部・腹部を守るプロテクターをしま
しょう。
４．　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。重大事故に
つながるため、絶対にやめましょう。
なお、本人だけでなく酒類の提供者
や同乗者等も厳しく罰せられます。
５．　違法駐車対策の推進
　違法駐車は見通しが悪くなり、交
通事故の原因にもなるため、絶対に
やめましょう。

【ライトオン１
イチ

６
ロク

キャンペーン】
　秋から冬の夕方は暗くなる時間が
早まり、人も車も互いに見えにくく、
交通事故が増える傾向にあります。
日没前の午後４時には、車両（自転車
も含む）のヘッドライトを点灯しま
しょう。歩行者も、ドライバーからよ
く見える明るく目立つ服装で、反射
材用品を身に着けましょう。

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
町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

12月10日㈪午
前10時～正午

市 庁 舎2階 会
議室2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

町田市ラブホテル
建築規制審議会

12月13日㈭午
前10時から

市 庁 舎8階 会
議室8-2

5人
（申し込み順）

12月11日までに電話
で土地利用調整課（☎
724・4256）へ

町田市教育委員会
定例会

12月20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


