市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集
市民税課

嘱

託

員

返０４２・７２４・５６００

申選考申込書（教育総務課で配布、町
田市ホームページでダウンロードも
可）と履歴書を２月１３日午後５時ま
で（必着）に直接または郵送で教育総
務課（市庁舎１０階）へ。
問教育総務課☎７２４・２１７３

対１年以上、官公庁での税務窓口従
３Ｒ推進課
事経験があり、
パソコン操作（ワード
嘱託員（ごみ収集業務）
・エクセル）
ができる方＝１人
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
対心身ともに健康で、体力に自信が
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
ある方＝若干名
分、月１４日
（第２・４日曜開庁日の勤
※歩きながらごみを収集します。
務は必須）
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
内市税に関する証明発行業務及び閲 （更新も有り）
覧業務全般
（窓口対応、申請書審査、 勤務時間午前８時１５分～午後５時、
証明書発行等）
月１６日
報酬月額１６万８２００円（別途交通費
勤務場所町田リサイクル文化センタ
支給）
ー
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
※車通勤不可。
は町田市ホームページをご覧いただ
内市内のごみ収集業務、収集車の誘
くか、
お問い合わせ下さい。
導等
選考１次＝書類、
２次＝面接
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
申官公庁での税務窓口従事経験につ
支給）
いて概要を明記した履歴書（写真貼
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
付）
を、２月１５日まで
（必着）に直接ま
は町田市ホームページをご覧いただ
たは郵送で市民税課諸税証明係（市
くか、お問い合わせ下さい。
庁舎２階、〒１９４－８５２０、森野２－２
選考書類・面接
－２２）
へ。
※面接の際、履歴書（顔写真貼付）を
問市民税課☎７２４・２８７４
お持ち下さい。
申電話で３Ｒ推進課（☎７９７・７１１１）
町田市教育委員会
へ。

スクール・サポート・スタッフ

スクールソーシャルワーカー

名簿登録制で、各学校からの要請
に基づいて任用されます。
児童・生徒が抱える不登校やいじ
応募者が多数の場合や学校からの
め等の問題を解決するスクールソー
要請がない場合は、任用されないこ
シャルワーカーを募集します。
とがあります。
対次のいずれかの要件を満たす方
対学校教育に理解があり、基本的な
①社会福祉士など福祉に関する専門
パソコン操作ができる方
的な資格を有する②福祉や教育の分
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
野において専門的な知識・技術を有
（７月、
８月を除く）
する③福祉や教育の分野において活
勤務日月～金曜日
（原則土・日曜日、 動経験の実績等がある＝若干名
祝休日を除く）
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５ （学校休業期間は除く）
分のうち６時間
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
勤務場所市立小・中学校
～午後５時５分、月１６日
内学習プリント等の印刷・配布準備、 勤務場所教育委員会（市庁舎１０階）
授業準備、採点業務等の教員業務の
報酬月額２４万８０００円（別途交通費
補佐
支給）
報酬時給９９０円
（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
※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
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。
くか、
お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接
選考書類・面接（２月１２日～２２日の
申所定の申込書及び作文を、２月２２
うち指定する１日）
日まで（必着）に直接または郵送で教

公開している会議
会議名
上小山田地区資源ご
み処理施設連絡会
町田市会計基準委員
会
相原地区資源ごみ処
理施設連絡会

日 時
2月13日㈬午後
6時30分から
2月15日㈮午後
3時~5時
2月16日㈯午後
6時から

町田市総合教育会議

2月18日㈪午前
9時から

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会
町田市福祉のまちづ
くり推進協議会・バ
リアフリー部会

2月18日㈪午前
10時~正午
2月19日㈫午後
2時から

町田市地域密着型サ 2月19日㈫午後
ービス運営委員会
6時30分~8時
町田市スポーツ推進 2月20日㈬午後
審議会
6時30分から
町田市地域包括支援 2月21日㈭午後
センター運営協議会 4時~5時30分

傍聴のご案内

会 場
定 員
申し込み
忠生市民セン 5人程度 直接会場へ問循環型施
ターホール
（先着順） 設整備課☎724・4384
事前に電話で会計課（☎
市 庁 舎4階 会
3人
へ
議室4-1
（申し込み順）724・2196）
堺市民センタ 5人程度 直接会場へ問循環型施
ー第1会議室 （先着順） 設整備課☎724・4384
2月12日までに電話で
市庁舎10階会
30人
企 画 政 策 課（ ☎724・
議室10-3~5 （申し込み順）
2103）
へ
事前に電話で市政情報
市 庁 舎2階 会
3人
へ
議室2-1
（申し込み順）課（☎724・8407）
事前に電話で交通事業
市 庁 舎2階 会
3人
推進課
（☎724・4260）
議室2-1
（申し込み順）
へ
2月15日までに電話で
市 庁 舎2階 会
3人
いきいき総務課（☎724
議室2-4
（申し込み順）
・3291）
へ
2月19日までに電話で
市庁舎10階会
5人
スポーツ振興課（☎724
議室10-2
（申し込み順）
・4036）
へ
事前に電話で高齢者福
市 庁 舎2階 会
5人
へ
議室2-1
（申し込み順）祉課（☎724・2140）

町田市ホームページ

番号間違いにご注意下さい
育センタースクールソーシャルワー
カー採用担当へ。
※申込書及び作文用紙は教育センタ
ーで配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
※応募書類は返却しません。
問教育センター☎７９３・２４８１

お知らせ

町田薬師池公園四季彩の杜西園の

指定管理者を募集します

市では、町田薬師池公園四季彩の
杜魅力向上計画の一環として整備す
る、市の都市公園施設である町田薬
師池公園四季彩の杜西園（ウェルカ
ムゲート含む）及び、薬師池公園駐車
場を管理運営できる指定管理者を募
集します。
対都市公園またはこれに類する施設
における管理運営業務の実績を有す
る法人またはその他の団体
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要資料を
用意のうえ、直接公園緑地課（市庁舎
８階）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９７
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、衣・食・住・環境などを
テーマとした学習会、テスト教室等
の企画・運営を行う委員を募集しま
す。
対市内在住、在勤で、月に２～４回の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）
任期４月１日～２０２０年３月３１日
【説明会を開催します】
希望者は必ずいずれかの回に参加
して下さい。
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日２月２６日㈫午後１時から、３月５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
問消費生活センター☎７２５・８８０５

手話通訳者登録試験
聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、４月１日現在満
２０歳以上の方で、手話講習会養成ク
ラス修了者または同程度の手話学習
経験のある方（おおむね４年以上）
日３月１７日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕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、直接
または郵送で２月２１日まで（必着）に
障がい福祉課（☎７２４・２１４８返０５０
・３１０１・３６３８）へ。
届いていない方はご連絡を

就 学・入 学 通 知 書

今年4月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝2012年4月2日
～2013年4月1日生まれ、中学校＝
2006年4月2日～2007年4月1日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学1年生）
・入学通知書（新中学
1年生）を、1月下旬にお送りしまし
た。まだ届いていない方は、学務課へ
ご連絡下さい。
外国籍の方で、町田市立小学校に
就学を希望する方は、学務課で手続
きをして下さい。
なお、国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、
入学承諾書等の原本
を直接または郵送で、学務課（市庁舎
10階、〒194-8520、森野2-2-22）、
または各市民センター、木曽山崎連
絡所、町田・玉川学園・鶴川・南町田の
各駅前連絡所へ提出して下さい。
問学務課☎724・2176

南町田グランベリーパーク 商業施設の

大規模小売店舗立地法に基づく説明会

問都市政策課☎７２４・４２４８

市と東京急行電鉄（株）で推進し
ている「南町田拠点創出まちづく
りプロジェクト」において、商業施
設の駐車場計画などに関する大規
模小売店舗立地法に基づく説明会
を、東急電鉄と（株）東急レクリエ
ーションの主催で開催します。直
接会場へおいで下さい。
なお、５月に同プロジェクトの
進捗を報告する会を開催する予定
しん ちょく

です。詳細は、南町田拠点創出まち
づくりプロジェクトホームページ
をご覧下さい。
日２月１５日㈮午後７時～９時、２月
１６日㈯午後１時～３時（各日とも
同一内容）
場セミナープラス南町田２階大研
修室（鶴間３－１０－２）
定各１５０人程度（先着順）

４月から「町田市青少年施設ひなた村」は

「町田市子ども創造キャンパスひなた村」に変わります

問ひなた村☎７２２・５７３６

ひなた村は、４月から「町田市子
ども創造キャンパスひなた村」と
名称を改め、児童館相当施設とし
て指定管理者が運営を行います。
【利用者説明会を開催します】
４月以降の事業やサービス、施
設貸出ルールについて説明しま
す。

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

日２月２３日㈯午後２時～４時
場ひなた村第１レクリエーション
ルーム
定４０人（申し込み順）
申２月１日午前１０時から直接、電
話またはＦＡＸでひなた村（返７２１
・９０８６）へ。

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

