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健康案内健康案内
市 民 公 開 講 座
　町田市薬剤師会と共催です。
※要約筆記があります。
日２月８日㈯午後２時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
※公共交通機関をご利用下さい。
内「睡眠薬！私に必要？ずっと飲んで
て大丈夫？」「ジェネリック医薬品に
ついて分かりやすく説明します！」
講町田市薬剤師会理事・高橋克也氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月１７日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１２１７Ｂへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

か ら だ 測 定 会
　お子さん向けコーナーもあります。
※運動教室に参加する方は、動きや
すい服装でおいで下さい。
対①市内在住の女性②市内在住の方
日１２月１８日㈬、受け付け＝①午前９
時２５分～９時４５分②午前１０時４５分
～１１時１０分
場健康福祉会館
内血管年齢・骨の健康度測定、口の健
康チェック、ＦＣ町田ゼルビアスタッ
フによる運動教室、①のみ＝しこり
チェッカー（乳がん自己触診用）、保
健師・栄養士による結果説明、講話
問保健予防課☎７２２・７９９６

募　集募　集
シルバーピア「あいはら」入居者
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たしている
方　①市内に３年以上居住している
満６５歳以上の単身者で、自立した生
活を営める②平成３０年中の所得が
２５６万８０００円以内である③立ち退
きなどで住宅に困窮している

募集戸数単身用１ＤＫ１戸
入居時期３月１日以降
申込用紙配布期間１２月２５日㈬まで
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市
庁舎１階）、各市民センター、木曽山
崎連絡所、各駅前連絡所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、１２
月２７日午後５時までに直接高齢者福
祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
町田市民病院
病 院 ボ ラ ン テ ィ ア
対１６歳以上の健康な方（未成年は保
護者の許可が必要）
日月～金曜日（祝休日を除く）、午前９
時～午後３時の間で都合の良い時間
内入院患者の受付後の病棟への案
内、外来案内、手作業（材料作り等）
問同病院総務課☎７２２・２２３０（内線
７４１４）
まちだくらしフェア２０２０
参 加 団 体
　市民と行政が協働して、消費者問
題（衣・食・住・健康・環境・経済・福祉な
ど日々の暮らしに関わること全般）を
テーマとした講演会や展示などを行
う「まちだくらしフェア２０２０」（７月３
日、４日に町田市民フォーラムで開催
予定）の参加団体を募集します。
※今年参加した団体へは個別に通知
します。
※第１回実行委員会を、１月１０日㈮
午前１０時から町田市民フォーラム
で行います。
対市内で消費者問題に携わる団体
（個人も可）
申１月７日までに電話で消費生活セ
ンター（☎７２５・８８０５）へ。
２０２０町田さくらまつり～芹ヶ谷公
園会場
出 店 ・ 出 演 団 体
対市内で活動する市民団体等
日４月４日㈯、５日㈰、午前１０時～午
後４時
【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売

※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を使用
していただきます（容器代は別途必
要）。
【ステージ出演】
出演時間３０分以内
費１団体１万円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
定各日若干数（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
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２５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
（町田市観光コンベンション協会）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり課（市庁舎９階）、町田市観光コ
ンベンション協会で配布しています
（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市観光
まちづくり課☎７２４・２１２８

お知らせお知らせ
米空母艦載機による
航空機騒音の解消等を要請
　市は、神奈川県及び厚木基地周辺

市とともに、１１月６日、７日に内閣総
理大臣、駐日米国大使、在日米海軍司
令官らに対し、米空母艦載機による
航空機騒音の解消等を要請しまし
た。
問企画政策課☎７２４・２１０３
１２月２２日は
マイナンバーカード及び電子
証明書の手続きができません
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎１階）と各市
民センターで、月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に交付してい
ます。１２月２２日㈰は、全国システム
がメンテナンスにより休止するた
め、同カードの交付を行えません。ま
た、住所異動に伴う同カードに関す
る各種手続き（継続利用・券面事項の
変更等）、電子証明書に関する手続き
も行うことができません。ご理解ご
協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおりご利用いただけます。
問市民課☎７２４・２１２３

献血にご協力下さい
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１２月２０日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

パブリック
コメント
予　告

　１月８日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施
を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案 件 名 町田市地域防災計画第１章～３章（修正案）
募集期間 １月８日㈬～２月５日㈬

案の公表
方法

・本紙１月１日号に概要を掲載
〈１月８日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・FAX　・Ｅメール
・防災課（市庁舎3階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 防災課☎724・３2１8

職　種 対　象 勤務時間 勤務場所 募集人数
報酬（別途通勤手当相当分支
給有り）/社会保険・雇用保険
の加入の有無

選　考 申し込み・
問い合わせ

教育センター

適応指導教
室指導員

次のすべてに該当する方
①中学校教諭普通免許状を有する
②中学校における不登校指導経験者
③中学校における特別支援教育、及び生
活指導経験者

午前8時３0分
~午後３時１5
分、月１2日

教育センター 若干名 月額１１万１600円/無し

１次=論文、
2次=面接

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１2月25
日午後5時まで（消印有効）
に直接または郵送で教育
センター管理担当（☎79３
・248１）へ

スクール
ソーシャル
ワーカー

次のいずれかに該当する方
①社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉
に関する専門的な資格を有する
②福祉や教育の分野において、専門的な
知識・技術を有する
③福祉や教育の分野において、活動経験
の実績等がある

午前8時20分
~午後5時5分、
月１6日

指導課（市庁
舎１0階）等 若干名 月額24万8000円/有り

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１月8日
午後5時まで（必着）に直接
または郵送で教育センタ
ー 管 理 担 当（ ☎79３・
248１）へ

A：総合教育
相談員

次のすべてに該当する方
①（公財）日本臨床心理士資格認定協会が
認定する臨床心理士資格、または（一社）
臨床発達心理士認定運営機構が認定する
臨床発達心理士の資格を有する、あるい
は今後資格取得が可能である
②20１9年度中に大学院を修了見込み、も
しくは修了している

午前8時３0分
~午後5時、月
１6日または月
8日

教育センター
月１6日=
１0人程度、
月8日（Cの
み）=若干名

月額26万4000円/有り

１次=論文、
2次=面接・
実技等

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１月6日
まで（必着）に郵送で教育
センター教育相談担当（☎
792・6546）へ

B：専任教育
相談員 月額24万6000円/有り

Ｃ：教育相談
員

月１6日=月額22万8000円/
有り、月8日=月額１１万4000
円/無し

教育総務課 一般事務
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

午前8時１5分
~午後4時45
分、月１6日

市立小・中学
校 8人程度 月額１9万2200円/有り １次=論文、

2次=面接

募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、１2月27日
まで（必着）に郵送で教育総
務課（☎724・2１7３）へ

募集内容、申し込み方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページからダウンロード、または問い合わせ先の各窓口で
配布）をご覧下さい。
任用期間4月１日~202１年３月３１日　　※勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（Cの月8日勤務を除く）。

会計年度任用職員募集


