対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

健康案内

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
があります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会等
の行事の準備・支援等
定１０人（申し込み順）
申忠生がにやら自然館でボランティ
ア参加申込書に記入。
※申込者を対象に、３月１５日㈰午前
１０時から忠生がにやら自然館で説
明会を行います。
問同公園☎
☎７９２・１３２６

胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日４月８日、５月１３日、６月１０日、７月１
日、
いずれも水曜日午前１０時～１１時
場町田市保健所
（中町庁舎）
定各２０人
（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前までに、
イベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
へ。
問保健予防課☎
☎７２２・７６３６

お知らせ

募 集

３Ｒ推進をテーマに５・７・５調の

男女平等推進センター

川 柳 を 募 集 し ま す

運 営 委 員 会 委 員

対①男女平等参画推進に取り組む同
センター登録団体の推薦を受け、か
つ事業に協力できる方②市内在住
で、
男女平等参画推進に理解があり、
事業に協力できる方
任期５月～２０２２年３月
内月１回の定例会への出席（交通費
程度の謝礼・保育有り）
定①１０人②２人
選考書類
申①所定の推薦書②所定の申込書に
必要事項を記入し、いずれも３月２３
日まで（必着）に、直接または郵送で
男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー（ 〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民フ
ォーラム３階）
へ。
※所定の用紙は同センターで配布の
ほか、町田市ホームページでダウン
ロードもできます。
問同センター☎
☎７２３・２９０８
忠生公園

２０２０年度ボランティア

対１年間を通じて活動できる方

【
「ごみを減らそう」もったいないこ
としま川柳】
市では、３Ｒ（ごみを作らないリデ
ュース・ものを大切に繰り返し使う
リユース・分けて資源にするリサイ
クル）を推進しています。
そこでこの度、３Ｒ推進をテーマに
ごみの減量を推進する川柳を募集し
ます。
応募規定（各市民センター等の市
内公共施設で配布、町田市ホームペ
ージで閲覧も可）を確認のうえ、応募
してください。なお、採用作品は、公
共施設等での展示や、広報媒体への
掲載など市の環境啓発活動に使用し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）、雅号（ペン
ネーム）、応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月３１日まで（必着）に、ハ
ガキ・封書による郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで３Ｒ推進課川柳募集担当（〒
１９４－０２０２、下小山田町３１６０、返
７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

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
町田市情報公開・個人情 ３月９日 ㈪ 午 前 市 庁 舎 ２ 階
３人
事前に電話で市政情報
報保護運営審議会
１０時～正午
会議室２－１（申し込み順）課
☎７２４・８４０７）
へ
（☎
「
（仮称）町田市都市づく
事前に電話で都市政策
３月１３日㈮午前 市 庁 舎 ２ 階
５人
りのマスタープラン」の
☎７２４・４２４７）
へ
（☎
１０時から
会議室２－１（申し込み順）課
策定に関する特別委員会
事前に電話で高齢者福
町田市地域包括支援セ ３月１９日㈭午後 市 庁 舎 ２ 階
５人
☎７２４・２１４０）
へ
（☎
ンター運営協議会
４時３０分～６時 会議室２－１（申し込み順）祉課

町田市民病院職員募集

問同病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

職

種

募集人員

看護師

20人
程度

助産師

若干名

受験資格

日程等

採用

検索

採用日

1985年4月2日以降に生まれた、看 ○受け付け＝
護師の資格を有する、または2021
3月31日㈫
7月1日
年春までに取得見込みの方
午後5時まで
10月1日
2021年1月1日
1985年4月2日以降に生まれた、助 （必着）
2021年4月1日
産師の資格を有する、または2021 ○試験日＝
4月25日㈯
年春までに取得見込みの方

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院ホームページでダウンロード
できます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等
は実施要項を十分に確認してください。

会計年度任用職員募集
職

種

自由民権資料館一般事務

市HP 町田市ホームページ

【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○応募作品は返却しません。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

２０１９年度包括外部監査
報告書がまとまりました
２０１９年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から市長へ報告書が提出されま
した。
包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、業務の適正化
を図り、市政に対する市民の皆さん
からの信頼を高めるために、２００７
年度から行っています。
今年度のテーマは、
「保健所に関す
る財務事務の執行について」でした。
報告書は、町田市ホームページのほ
か、各市立図書館でご覧いただけま
す。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
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

３月議会が開会
令和２年第１回市議会定例会（３
月議会）が２月２１日に開会されま
した。今議会には令和２年度一般
会計予算など３7議案が提出され
ました。
議案等の内訳は予算１３件（令和
元年度補正予算６件、令和２年度当
初予算７件）、条例１２件、規約１件、
契約4件、訴訟提起２件、道路２件、
その他２件、報告承認１件となって
います。会期は３月３０日までです。

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。
今年も４月に屋外集合注射を実施
します。前回と会場が変わっている
所もありますので、日程・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
ムページをご覧ください。
また、２０２０年度から狂犬病予防
集合注射の料金が１頭につき３７５０
円（注射代３２００円、注射済票交付手
数料５５０円）となりますので、ご注意
ください。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。駐車場のない会場
への車での来場はご遠慮ください。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
消費生活センター

若 者 の ト ラ ブ ル１１０番

東京都と共同で行っている「若者
向け悪質商法被害防止キャンペー
ン」の一環として、来所・電話相談を
実施します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月９日㈪、１０日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
場同センター
相談専用電話☎
☎７２２・０００１
問同センター☎
☎７２５・８８０５

新年度予算などを審議
☎７２４・２１０４
問総務課☎
街づくり事業」など
◯その他の取り組みとして「小・中
学校体育館空調設備設置事業」な
ど

条例案・契約案等

◯学童保育クラブでの高学年児童
の受け入れを開始することを目的
として、関係する規定を整備する
ため、所要の改正をする「町田市学
童保育クラブ設置条例の一部を改
正する条例」
予 算 案
◯「町田都市計画小山田桜台地区
令和２年度の予算額は、一般会 地区計画」の都市計画決定及び「町
計が１６６１億３８８万８千円、特別会 田都市計画竹桜地区地区計画」の
計が１２１５億９５４２万１千円、合計 都市計画変更に伴い、関係する規
で２８７６億９９３０万９千円となりま 定を整備するため、所要の改正を
する「町田市地区計画の区域内に
す。主な事業は次のとおりです。
◯将来を担う人が育つまちをつく おける建築物の制限に関する条例
るための「待機児童解消対策事業」 の一部を改正する条例」
◯玉川学園コミュニティセンター
「学童保育クラブ整備事業」など
○安心して生活できるまちをつく の改築に合わせて、玉川学園前駅
るための「温浴施設整備事業」
「雨 からコミュニティセンターまでの
バリアフリー化を図ることを目的
水管渠整備事業」など
○賑わいのあるまちをつくるため として、歩行者通路等を整備する
の「東京２０２０オリンピック・パラ 工事請負契約を締結する「玉川学
リンピック等国際大会推進事業」 園前駅デッキ整備工事請負契約」
「野津田公園スポーツの森整備事 ◯２０２０年度一般表彰の対象者に
ついて、議会の同意を求める「町田
業」など
◯暮らしやすいまちをつくるため 市表彰条例に基づく一般表彰の同
の「循環型施設整備事業・循環型施 意方について」
設周辺環境整備事業」
「相原駅周辺 などです。
かん きょ

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
※通勤手当相当分の支給有り

勤務場所

募集人数

※勤務時間等の詳細は募集要項を参照

自由民権資料館

固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧

月８日＝１人

3

2020．3．1

問 問い合わせ

報

酬

月額５万８８００円

◀町田市ホーム
ページ

申込期限

申し込み・問い合わせ

３月１０日

☎７３４・４５０８
自由民権資料館☎

期間 ４月１日㈬～ ６月１日㈪

問 資産税課☎724・2118

