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募　集募　集
町田市民病院

管理栄養士臨時職員（産休代替）
対管理栄養士資格を有する方
任用期間２月１日～３月３１日（更新も
有り）
勤務時間祝休日を除く月～金曜日の
午前８時３０分～午後５時１５分
勤務場所町田市民病院
募集人数１人
報酬時給１４５０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
申事前に電話連絡のうえ、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
利用者を募集します

盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月１０日㈮までにお住
まいの地域の障がい者支援センター
へお問い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次の要件
を満たす方　①盲導犬＝視覚障がい
１級である、介助犬＝肢体不自由１・２
級である、聴導犬＝聴覚障がい２級

である②都内におおむね１年以上居
住している③世帯の所得税課税額が
月平均で７万７０００円未満である④
盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育を、家
屋の所有者・管理者から認められて
いる⑤決められた訓練を受け、盲導
犬・介助犬・聴導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬・介助犬・聴
導犬の利用が、社会活動への参加に
効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター

（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６・９６２４
返７０６・９６３２）、町田市障がい福祉課
☎☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３
生涯学習センター運営協議会

市 民 委 員
　生涯学習センターで実施する講座
や講演会等の内容・成果についての
協議を行う運営協議会の市民委員を
募集します。
対市内在住の１８歳以上の方
※２０２０年４月１日時点で町田市の他
の附属機関等の委員である方、過去
に生涯学習センター運営協議会の委
員を経験した方はご遠慮下さい。
任期４月から２年間
募集人数３人
選考書類、作文
申応募用紙に必要事項を記入し、作
文（テーマ＝自らの学習経験を踏ま
え、市民が生涯にわたって学習活動

を続けていくために必要とされる支
援とはどのようなことと考えます
か、６００字以上８００字以内）を１月２０
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で生涯学習センター（〒１９４－
００１３、原町田６－８－１）へ。
※詳細は募集要項（同センターで１月
４日から配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧下さい。
問同センター☎☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
市の環境の状況を報告します

環 境 白 書 ２ ０ １ ９
　市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進

しん

捗
ちょく

状況や目標達成状況を
点検・評価するとともに、環境の現状
や動向を広く市民の皆さんに公表す
るため、「町田市環境白書２０１９」を
作成しました。
　環境白書は、環境の状況及び施策
の実施状況を明らかにした「活動報
告」と、市の環境の現状に関するデー
タをまとめた「データ集」の２分冊に
なっています。
　「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）、各市民センター等で配布、「デ
ータ集」は、市政情報課で販売してい
ます（１冊３００円）。また、両冊とも町
田市ホームページでダウンロードも
できます。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

ご意見をありがとうございました
第四次町田市子ども読書 
活 動 推 進 計 画（案）

　市では、「第四次町田市子ども読書
活動推進計画（案）」の策定にあたり、
皆さんのご意見を募集しました。い
ただいたご意見は、計画策定の参考
にさせていただきます。
　詳細は、町田市立図書館ホームペ
ージで公表するほか、次の窓口でも
資料を配布します。
配布場所各市立図書館、町田市民文
学館、生涯学習総務課（市庁舎１０
階）、生涯学習センター、自由民権資
料館、各市民センター、町田・鶴川・南
町田の各駅前連絡所、各子どもセン
ター・子どもクラブ、子ども創造キャ
ンパスひなた村、保健予防課（市庁舎
７階）、町田市保健所（中町庁舎）、健
康福祉会館
問中央図書館☎☎７２８・８２２０
アンケートを実施します

健 康 と く ら し の 調 査
　市では、今後の介護予防事業や介
護保険事業計画等への反映のため、

「健康とくらしの調査」を実施します。
　次の要件を満たす約７８００人の市
民の方に、１月６日ごろアンケート用
紙を郵送します。ご協力をお願いし
ます。
対市内在住の６５歳以上の方（要介護
１～５の方を除く）
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

会社やお店の広告を載せてみませんか

まちだガイド広告募集
問広報課☎☎７２４・２１０１

　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド（市内全図）」に掲載す
る、市民生活に関連の深い会社や
お店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業者
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。
発行部数１万９０００部（年１回発行、

３月中旬以降配布）　
費１枠４万円
募集枠数４枠（１枠＝縦３．８㎝×横
９㎝）
※最大２枠まで申し込めます。
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、１月３１日
まで（消印有効）に郵送で広報課へ。
市HP まちだガイド  検索

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

１月１０日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

直接会場へ問教育総務
課☎☎７２４・２１７２

町田市立図書館協議
会

１月１４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

町田市立学校適正規
模・適正配置等審議会

１月１４日㈫午後
６時から

市 庁 舎２階 市
民協働おうえ
んルーム

南入り口から入り、直
接会場へ問教育総務課
　　　　☎☎７２４・２１７２

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１月２０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

町田市景観審議会 １月２１日㈫午後
２時～３時３０分

市 庁 舎２階 会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２６７）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止連絡協
議会

１月２７日㈪午後
２時３０分～４時

市 庁 舎２階 会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で障がい福
祉課（☎☎７２４・３０８９）へ

職　種 勤務場所 募集人数 報　酬 申込期限 申し込み・問い合わせ

１ ごみ収集作業員
町田リサイクル文化センター

１０人程度

月額１９万２２００円

１月２４日
３Ｒ推進課庶務係☎☎７９７・７１１１

２ 一般事務（３Ｒ推進課） 若干名 ３Ｒ推進課推進係☎☎７９７・０５３０

３ 一般事務（市民部） 市庁舎を含む市民部各課所管
施設のいずれか １５人程度 １月１４日正午 市民総務課☎☎７２４・４３４６

４ 一般事務（子ども総務課） 子ども総務課（市庁舎２階）
手当・医療費助成係＝５人

１月１５日
子ども総務課☎☎７２４・２１３９

企画総務係＝１人 子ども総務課☎☎７２４・２８７６

５ 一般事務（子ども総務課） 子ども総務課（市庁舎２階） ４人 月額１２万６０００円 １月１５日 子ども総務課☎☎７２４・２１３９

６ 保健師・看護師 健康推進課（市庁舎７階） 保健師または看護師どちらか１人 【保健師】月額２２万８０００円
【看護師】月額２１万６０００円 １月３０日 健康推進課☎☎７２５・５１７８

７ 特別支援教育支援員 市立小・中学校 ①年間１９２日間＝１０人程度
②年間１４４日間＝１０人程度

①月額１１万５２００円
②月額７万２０００円 １月１７日 教育センター☎☎７９３・３０５７

８ 生活指導補助者 市立小学校 １１５人程度 月額１０万８００円 １月２１日 指導課☎☎７２４・２１５４

　募集内容、勤務日数、申込方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページでダウンロード、または問い合わせ
先の各課窓口で配布）をご覧下さい。
任用期間４月１日～２０２１年３月３１日（８は４月１日～５月３１日）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り／通勤手当の支給有り／１～７は勤務条件により期末手当の支
給対象となる場合有り

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ


