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募　集募　集
町田市民病院

看 護 師 臨 時 職 員
対看護師資格を有する方＝８人程度
※採用時期は相談のうえ、決定しま
す。
勤務時間月～金曜日のうち週４日、
午前８時３０分～午後５時
勤務場所町田市民病院
報酬時給１８００～１９００円（別途交通
費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は同病院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
申事前連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の写
しを郵送で町田市民病院総務課（〒
１９４－００２３、旭町２－１５－４１）へ。
問同病院総務課☎７２２・２２３０

お知らせお知らせ
児童扶養手当

現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。
　現況届を提出しない場合は、１１月
分（翌年１月振り込み）からの手当が
受けられなくなります。
　なお、手当の受給開始から５年を
経過した方等には６月下旬に「児童
扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」を送付していますので、現況
届と一緒に提出して下さい。こちら
の提出がない場合や提出が遅れた場
合は、１１月分からの手当が２分の１
に減額されます。
　また、今年度に限り児童扶養手当
を受給中の方で、一定の事由に該当
する方は「未婚の臨時・特別給付金」

を申請することができます。詳細は
現況届に同封された案内をご確認下
さい。
提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３０日ま
でに直接子ども総務課（市庁舎２階）
へ。
※状況確認を行いますので、受給者
本人がおいで下さい。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
説明会を開催します

生活支援団体補助金制度
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民が中心となって活動す
る団体
日８月１９日㈪午前１０時から
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申８月１４日までに直接または電話で
各高齢者支援センターへ。
※助成の基準や補助金については各
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
募集します

地域の生きものがいる風景 
（ ビ オ ト ー プ ）の 写 真
　市では、生き物と共生する環境づ
くりのため、生物多様性に理解を深
め、緑のつながりを保つ取り組みを
進めています。
　その一環として、地域の野生生物
（鳥、虫、魚、トカゲ、カエル等）のすみ
かになっている場所（ビオトープ）の
写真を募集します。
　写真は、１０月６日開催の町田エコ
フェスタや、町田市ホームページで
紹介する予定です。
申市内で１年以内に撮影した写真
と、２００字以内のＰＲ文、住所・氏名

（個人の場合、イニシャルも可）また
は団体名を明記し、９月２０日まで（必
着）に郵送またはＥメールで環境・自
然共生課（〒１９５－８５２０、森野２－２
－２２、遍ｍｃｉｔｙ３６１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※Ｅメールで画像データを送る場合
は５MB以下にして下さい。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

大地沢青少年センター～2020年2
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８月３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。
※２月４日、１２日、１８日、２５日、２６日
は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
2020年2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８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）。
※２月４日～６日、１３日、１８日～２０
日、２７日は利用できません。

催し・講座催し・講座
未経験者応援プログラム

介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶことができる研修です。全課
程を修了すると修了証が発行され、
介護の資格研修（まちいきヘルパー
養成研修、介護職員初任者研修など）
が一部免除されます。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は、研修終了後も介護の仕事
へのマッチングなど継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方等
日１０月１０日、１７日、２４日、３１日、１１
月７日、いずれも木曜日午前１０時～
午後４時、全５回
※１０日は午後４時３０分まで、３１日
は午後３時までです。
場ぽっぽ町田
定３０人（申し込み順）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に必要
事項を記入し、１０月４日まで（必着）
に電話、郵送またはＥメールで町田
市介護人材開発センターへ。
問同センター☎８５１・９５７８（受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午前
９時～午後５時）、町田市いきいき総
務課☎７２４・２９１６

ショウジョウトンボ

　国民健康保険に加入している
７５歳未満の方（後期高齢者医療制
度加入者を除く）が現在お持ちの
入院時等に医療費の負担が少なく
なる「国民健康保険限度額適用認
定証」、または「国民健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定証」の
有効期限は、７月３１日です。
　８月からは、２０１９年度住民税課
税状況により、改めて所得区分を
判定します。２０１９年度の住民税
を未申告の方は、申告後に申請を
して下さい。今後、入院等で医療費
が高額になる可能性がある方や、
高額な外来診療を受ける予定のあ
る方は、再申請して下さい。
対次のいずれかに該当する方
①７０歳未満で国民健康保険税に
未納がない②７０歳以上７５歳未満
で２０１９年度住民税非課税世帯で
ある③７０歳以上７５歳未満で
２０１９年度課税所得が１４５万円以
上６９０万円未満の世帯である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申事前に電話でお問い合わせのう
え、国民健康保険被保険者証を持
参し、直接保険年金課保険給付係
（市庁舎１階）へ。
※郵送希望の方はお問い合わせ下

さい。
※各市民センター等では交付でき
ません。
問保険年金課☎７２４・２１３０

　国民健康保険に加入している方
が現在お持ちの「国民健康保険被
保険者証」の有効期限は、９月３０日
です。１０月１日からお使いいただ
く被保険者証は、９月中に世帯主
の方宛てに簡易書留（転送不可）で
お送りします。

【窓口で受け取りを希望の場合】
　留守が多いなど郵便では都合の
悪い方には、窓口でお渡しするこ
ともできます（世帯主または世帯
主の委任を受けた同世帯の家族に
限る）。
申８月１３日～２９日（月～金曜日）
に保険年金課へ電話予約のうえ、
９月１１日～２６日（祝日を除く月～
金曜日）に保険年金課（市庁舎１
階）へ、現在使用中の被保険者証・
印鑑・世帯主からの委任状（家族が
代理で受け取る場合）をお持ち下
さい。
※期間内に受け取りをしなかった
場合は、後日特定記録で郵送しま
す。
問保険年金課☎７２４・２１２４

国民健康保険のお知らせ

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

町田市立図書館協議会 ８月６日㈫午前
１０時～正午

中央図書館６
階中集会室

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎７２８・８２２０

町田市環境マネジメン
トシステム外部評価委
員会

８月８日㈭午後６
時３０分 ～８時
３０分

市庁舎２階会
議室２－２

１０人
（申し込み順）

８月７日までに電話で
環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市都市計画審議会 ８月１６日㈮午前
９時３０分から

市庁舎３階第
１委員会室（予
定）

１０人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市教育委員会臨時
会

８月１９日㈪午前
１０時から

市庁舎３階会
議室３－１～３

会議当日に３階会議室
前へ（午前９時３０分か
ら受け付け）問教育総
務課☎７２４・２１７２

町田市街づくり審査会 ８月１９日㈪午後
２時～４時

市庁舎２階会
議室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）へ

町田市長期計画審議会 ８月１９日㈪午後
５時～７時

市庁舎４階政
策会議室

１０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎７２４・２１０３

町田市環境審議会
８月１９日㈪午後
６時３０分～８時
３０分

市庁舎２階会
議室２－１

１０人
（申し込み順）

８月１６日までに電話で
環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市都市計画マスタ
ープラン及び町田市住
みよい街づくり条例あ
り方調査検討委員会（町
田市都市計画審議会特
別委員会兼町田市街づ
くり審査会専門部会）

８月２０日㈫午前
１０時～正午

市庁舎８階会
議室８－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）また
は地区街づくり課（☎
７２４・４２６７）へ

町田市景観審議会 ８月２０日㈫午後
２時～３時３０分

市 庁 舎１０階
会議室１０－４

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）へ

町田市自殺対策推進協
議会

９月２６日㈭午後
２時～３時３０分

市庁舎２階会
議室２－１

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進
課☎７２４・４２３６

国民健康保険限度額適用認
定証は再申請が必要です

新しい国民健康保険被保
険者証をお送りします


