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募　集募　集
高齢社会総合計画審議会

市 民 委 員
　高齢社会総合計画審議会は、高齢者
のための福祉サービス事業の目標な
どを定める「高齢者福祉計画」及び介
護保険料等を定める「介護保険事業計
画」の策定や見直しを行っています。
　任期満了に伴い、来期の市民委員
を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
任期委嘱日～２０２３年３月３１日
募集人数５人以内
選考論文（１６００字以内）
申２月１７日まで（必着）に、直接また
は郵送でいきいき総務課（市庁舎７
階）へ。
※応募に必要な書類は町田市ホーム
ページでダウンロードできます。郵
送を希望する方はご連絡ください。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
消費生活センター

運 営 協 議 会 委 員
【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～２０２１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
してください。
日２月２５日㈫午後１時から、３月３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
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

２０２０年度町田市奨学資金 
奨 学 生
対次のすべてに該当する方　①２０１９
年４月１日から引き続き市内に住所
を有する保護者の子どもである②東
京都内または神奈川県内に所在する
高等学校または高等専門学校に進学
を希望している③成績優秀である④
経済的理由により修学が困難である
⑤同種の奨学金を他から支給または
貸与されていない
内正規の修業期間内に月額８７００円
以内を支給
定４月に新１年生になる方５０人以内
（選考有り）

申申請書（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、必要書類を添え
て、２月１０日～３月１０日に直接、町田
市立中学校在学中の方は各中学校
へ、それ以外の方は学務課（市庁舎
１０階）へ。
問学務課☎☎７２４・２１７６

お知らせお知らせ
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＝２０１３年４月２日
～２０１４年４月１日生まれ、中学校＝
２００７年４月２日～２００８年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）・入学通知書（新中
学校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
課へご連絡ください。

　外国籍の方で、町田市立小・中学校
に就学を希望する方は、学務課で手
続きをしてください。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、
各駅前連絡所へ提出してください。
問学務課☎☎７２４・２１７６
２０１９年度

地区協議会活動報告会
　市内１０地区で設立され、各地区で
さまざまな活動を行っている地区協
議会が一堂に会し、２０１９年度に取
り組んだ活動の発表を行います。詳
細は、町田市ホームページをご覧く
ださい。
日２月１５日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム３階ホール
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

　募集内容、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）をご覧ください。
任用期間4月1日～2021年3月31日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り／通勤手当相当分の支給有り／勤務条件により期末手当の支
給対象となる場合有り（2-②③を除く）。

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ

町田市・相模原市首長懇談会を開催しました
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

　１月２０日に相模原市役所で、石
阪丈一市長と相模原市の本村賢太
郎市長による首長懇談会を開催し
ました。両市の首長懇談会は今回
で２３回目です。
　これまで、図書館・宿泊施設等の
相互利用、広域証明発行サービス
等、共通する行政課題への対応や

市域を越えた市民サービスの充実
を図ってきました。
　今回の懇談会では、「令和元年台
風第１９号における対応及び被害
状況について」をテーマに意見を
交わしました。
　詳細は、町田市ホームページを
ご覧ください。

オリンピック・パラリンピックに関わってみませんか

まちだサポーターズを募集します！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

国際版画美術館ホームページに

バナー広告を載せてみませんか
問同館☎☎７２６・２７７１

　２０２０年７月に市内で開催される
オリンピック聖火リレーや自転車
競技ロードレース、海外代表チーム
の事前キャンプなど、市のオリンピ
ック・パラリンピック関連事業を支
える「まちだサポーターズ（市民ボ
ランティア）」を募集します。
※活動内容の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
対２０２０年４月１日現在、満１５歳以

上の方
申指定申込用紙（各市民センター
等で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を
記入し、３月３１日まで（消印有効）
に直接、郵送またはＦＡＸでオリン
ピック・パラリンピック等国際大
会推進課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３０６６・０１７８）へ。

　市や美術・デザインに関係の深
い広告を募集します。
※掲載できる広告の制限等があり
ます。
対サイトを有する事業主
掲載期間４月１日～９月３０日
募集枠数トップページ１０枠（横

１８０ピクセル×縦８０ピクセル）
※申し込みは１枠までです。
費３万円
募集期間３月１日まで
※応募説明書類は同館ホームペー
ジでダウンロードできます。詳細
はお問い合わせください。

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

町田市交通安全行動
計画策定及び推進委
員会

2月3日㈪午後3
時から

市 庁 舎3階 情
報指令室2

5人
（申し込み順）

事前に電話またはＦＡＸ
で市民生活安全課（☎☎
724・4003返050・
3160・8039）へ

町田市情報公開・個
人情報保護運営審議
会

2月10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

町田市食育推進計画
策定及び推進委員会

2月10日㈪午後
1時30分～3時
30分

町田市保健所
（中町庁舎）1
階講堂

5人
（先着順）

直接会場へ問保健予防
課☎☎722・7996

町田市廃棄物減量等
推進審議会

2月13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）

2月12日までに電話で
環境政策課（☎☎724・
4379）へ

町田市産業振興計画
推進委員会

2月14日㈮午後
3時～5時

市 庁 舎2階 市
民協働おうえ
んルーム

3人
（先着順）

直接会場へ問産業政策
課☎☎724・2129

相原地区資源ごみ処
理施設連絡会

2月15日㈯午後
6時から

堺市民センタ
ー第1会議室

5人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎☎724・4384

上小山田地区資源ご
み処理施設連絡会

2月19日㈬午後
6時30分から

忠生市民セン
ターホール

5人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎☎724・4384

町田市街づくり審査
会

2月20日㈭午前
10時～正午

市庁舎10階会
議室10-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎724・4267）
へ

町田市スポーツ推進
審議会

2月20日㈭午後
6時30分から

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人
（申し込み順）

2月19日までに電話で
スポーツ振興課（☎☎724
・4036）へ

職　種 勤務場所 募集人数
※勤務時間等の詳細は募集要項を参照 報　酬 申込期限 申し込み・問い合わせ

1 介護保険事業
適正化事務員 指導監査課（市庁舎7階） 月16日＝1人 月額22万3200円 2月14日 指導監査課☎☎724・4078

2
高齢者福祉課
①一般事務
②一般事務（ふれあい館）
③看護師または准看護師

①高齢者福祉課（市庁舎1階）
②市内ふれあい館
③市内ふれあい館

①月16日＝1人
②月8日＝2人
③月8日＝1人

①月額8万4000円
②月額5万400円
③看護師＝月額7万9200
円、准看護師＝月額7万
4400円

2月14日 高齢者福祉課☎☎724・2141

3 スクール・サポート・スタ
ッフ

市立小・中学校のうち1校
※勤務地の指定はできません。

年192日（月16日相当）＝11人程度
※勤務日数は応相談。 月額10万800円 2月12日 教育総務課☎☎724・2173


