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■問納税課　724・21212月は、「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

募　集募　集
認 可 保 育 所 職 員
　詳細は認可保育所へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○ねむの木保育園（☎７０６・０７３３）
＝看護師（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
児童青少年課
嘱託員（児童厚生員）
対①子どもセンター＝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）のいずれかを有する方
②学童保育クラブ＝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
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
勤務時間①火曜日、祝休日の翌日（ぱ
お分館ＷＡＡＡＯは日曜日、祝休日）
を除く午前９時３０分～午後６時１５
分、月１６日②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①各子どもセンター②各学童保育
クラブ（いずれも勤務地は未定）
募集人員いずれも若干名
報酬①月額１９万２２００円②月額
１８万６０００円／別途交通費支給
※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
くか、お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接
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、２月２５日まで（必
着）に直接または郵送で児童青少年
課へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
ご意見を募集します
２０１９年度町田市食品衛
生監視指導計画（案）
　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
　資料は、町田市保健所（中町庁舎）

及び町田市ホームページで公開して
いますので、皆さんのご意見をお寄
せ下さい。
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（団体名）・電話番号を明記し、３月１４
日まで（必着）に郵送またはＦＡＸで生
活衛生課（〒１９４－００２１、中町２－１３
－３、☎７２２・７２５４返７２２・３２４９）へ。
生涯学習センター利用者交流会
企 画・運 営 委 員 募 集
　５月２５日㈯に開催する、第６回生
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２２日、３月８日、２２日、４月５日、
１９日、５月１０日、１７日、いずれも金
曜日午前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。
大地沢青少年センター～９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３月２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。
※９月３日、１０日、１７日、１８日、２４
日、２５日は利用できません。
実施します
狂犬病予防屋外集合注射
　狂犬病は、致死率の高い非常に危

険な病気です。犬を飼育する方は社
会的責務として、毎年必ず愛犬に狂
犬病予防注射を行い、犬鑑札と注射
済票を常に装着させましょう。
　４月に実施する屋外集合注射の会
場の詳細は、３月中旬に発送予定の
「狂犬病予防注射のご案内」または町
田市ホームページをご覧下さい。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

市債権徴収一元化を実施します
　市債権の滞納額の縮減や効果的な
徴収を目指すため、４月から次の債
権の一部について各所管課から徴収
事務を引き継ぎ、納税課で徴収を行
います。
　対象は、生活保護費返還金、国民健
康保険給付費返還金、児童扶養手当
返還金、児童育成手当返還金です。ご
理解ご協力をお願いします。
問納税課☎７２４・３２９５

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０１８
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、小山町の上馬
場町内会が、上馬場公民館建替工事
の実施と備品（机・イス）の購入を行
いました。
　この事業は、コミュニティ活動の
充実・強化を図ることにより、地域社
会の健全な発展に寄与するととも
に、宝くじの社会貢献を広報するこ
とを目的としています。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４５

　立春を過ぎて、季節は春に向かっ
ています。気温の高い日と低い日が
交互にやってきて、この先は、晴れの
日と雨や雪の日が、交互にやってき
ます。
　久々に小野路の万松寺谷戸から奈
良ばいを訪ねました。このあたりは
相原地区と並んで里山に奥行きがあ
り、その分、野鳥の種類も豊かです。
　冬鳥として訪れるツグミ、トラツ
グミ、アカゲラ、シメ。猛

もう

禽
きん

類のノス
リもやってきています。この時期、カ
ラ類などの混群もよく見られます。
シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コ
ゲラ、メジロなどが群れで移動して
います。アオゲラやモズなどの留鳥
も混じって、鳥影の賑やかな里山の
朝でした。暖かい日には、ヤマガラや
シジュウカラが囀

さえず

りをしています。
　田んぼのあぜでは、日だまりの中、
ホトケノザやオオイヌノフグリがた
くさんの花を咲かせています。少し
ずつ、春になっていきます。
　さて、先日、フットサルＦリーグの
ホームタウンチーム、ペスカドーラ
町田の２０１８－１９シーズン、ホーム
最終戦が市立総合体育館であり、応
援に行きました。相手はリーグ１位
の名古屋オーシャンズでした。結果
は、惜敗でしたが、非常にレベルの高
い、すばらしいゲームでした。今シー
ズンのペスカドーラ町田の成績は、

この試合の結果、チャンピオンを決
めるプレーオフ出場圏の３位には届
かないことになりました。昨年、一昨
年と準優勝続きで、今シーズンこそ
はと、期待が大きかっただけに残念
です。
　先日、平成３１年度の市の予算案を
発表しましたが、この中に、総合体育
館に、大型映像装置を設置する予算
を計上しました。予算成立後、早めに
発注、設置したいと思っています。活
用方法や中継などの詳細については
これからですが、試合のリプレイな
ど、これまで以上に試合観戦が楽し
くなる、応援が盛り上がる、そんな効
果を期待しています。
　サッカーＪ２リーグの町田ゼルビ
アの２０１９シーズンのゲームも始ま
ります。フットサルのホームタウン
チームペスカドーラ町田、２０１９－
２０シーズンの応援も引き続きお願
いします。

日だまりのホトケノザ

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
町田市教育委員
会定例会

３月１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

町田市認知症施
策推進協議会

３月１日㈮午後６時
３０分～８時３０分

市庁舎２階会議
室２－３・４

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎７２４・２１４０）へ

町田市介護保険苦
情相談調整会議

３月５日㈫午後６
時３０分～８時

市庁舎１０階会
議室１０－２

１０人
（申し込み順）

事前に電話で介護保険課
（☎７２４・４３６４）へ

町田市スポーツ
推進審議会

３月８日㈮午後６
時３０分から

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人
（申し込み順）

３月７日までに電話でスポー
ツ振興課（☎７２４・４０３６）へ

　市では公共施設の老朽化や厳し
い財政状況を見通し、必要な公共
サービスを将来にわたって維持し
ていくため、公共施設の再編に向
けた取り組みを進めています。
　１２月２日に市庁舎で開催した
「まちカフェ！」では、公共施設の
再編についてみんなで考える場と
してブースを出展し、２７２人の方
においでいただきました。巨大ジ
ェンガクイズや缶バッジ製作、ア
ンケートなど子どもから大人まで
楽しくご参加いただきました。

　次回は、小山市民センターまつ
り（７面参照）でブースを出展しま
す。公共施設について、やさしく、
楽しく、分かりやすく紹介します
ので、ぜひお立ち寄り下さい。
日３月２日㈯午前１０時～午後４時
場小山市民センター

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑫みんなでつくる

公共施設の再編について楽しく知ろう！
「みんなで考える場」においで下さい

Ｑ．公共施設の課題や再編の取り組み
　 を知っていますか？

Ｑ．あなたが今後参加したい取り組みは？

46.8%
39.0%

課題やそれに対する取り組みも知っている
課題を抱えていることは知っているが、取り組みは知らない
知らない

※四捨五入による端数処理を行っているため、合計が100％になりません。

14.3%
27人

14人
12人

10人
9人
9人

4人
8人

知る機会
アイディアを提案する場
勉強会・研究会
ＰＲ活動
行政と市民の議論・対話
市民同士で考える場
計画等の説明会
無回答

（複数回答可）

１２月２日「まちカフェ！」の様子▶
▼「まちカフェ！」でアンケートにご回答いただいた７７人のご意見


