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健康案内健康案内
ご利用ください
高齢者歯科口腔機能健診
　口

こう

腔
くう

診査とともに、噛
か

む力や飲み
込む力などの摂食嚥

えん

下
げ

機能を、問診
と簡単なテストにより健診します。
対町田市に住民票があり、健診日時
点で７１歳以上の方
受診期間２０２１年３月３１日まで
場町田市の契約歯科医療機関
費５００円（生活保護受給・市民税非課
税世帯の方、中国残留邦人等の支援
給付受給証明書を持参の方は無料）
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（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）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

募　集募　集
町田市街づくり審査会
市 民 委 員
　町田市街づくり審査会委員の任期
満了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の市民委員と重複していな
い方

※詳細は募集要項をご覧ください。
任期６月１日～２０２２年５月３１日
募集人数４人
選考１次＝論文、２次＝面接（５月１１
日予定）
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。なお、応募論文は返却しません。
申申込書と論文（テーマ＝地域で市
民が主役となる街づくりを進めるう
えで、市民、大学・企業等、行政がどの
ように連携していくことが大切だと
考えますか、６００字以上１０００字以
内）を、４月１４日まで（消印有効）に直
接または郵送で地区街づくり課へ。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
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。
問地区街づくり課☎☎７２４・４２６７
生涯学習センター
障がい者青年学級新入生
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上の方
日原則第１・３日曜日または第２・４土
曜日、午前１０時～午後４時
場生涯学習センター、ひかり療育園
内主に知的障がいのある方が中心と
なって「生きる力・働く力の獲得」を
目的とした、音楽・演劇・スポーツ・創
作活動・料理・合宿・日帰り旅行等を
行う
定５人

※応募者多数の場合、４月２５日㈯午
前１１時から抽選会を行います。ま
た、入級予定者には、当日午後に個別
面談を行います。
申住所・氏名・電話番号・年齢・障がい
の種類と程度・応募動機を明記し、４
月２０日まで（消印有効）に封書で、生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原
町田６－８－１）へ。
問同センター☎☎７２８・００７１返７２８・
００７３

町田創造プロジェクト
（ Ｍ Ｓ Ｐ ）メ ン バ ー
　町田の魅力を発信し、町田の未来
を考える若者グループ「町田創造プ
ロジェクト（ＭＳＰ）」のメンバーを募
集します。
　市では、５年後、１０年後、２０年後と
いう未来を「大人」だけでなく、「これ
から大人」になる若い皆さんと一緒
に考え、皆さんのアイデアや発想を
町田の魅力創造や発信、市の計画づ
くり等の事業に反映していきたいと
考えています。
　日頃から感じている「この場所を

多くの人に見て欲しい」「こうすれば
もっと住みやすくなる」「ここが不
便」などの町田の良い点や悪い点に
ついて意見を出し合い、自分たちの
まちを一緒に盛り上げませんか。
【以下のような方をお待ちしていま
す】
○「町田をもっと良くしたい」という
意欲のある方
○町田でやってみたいことがある方
○今の町田を変えたい方
○イベント企画が好きな方
※詳細は、まちだ子育
てサイト（右記二次元
バーコード）をご覧く
ださい。
対市内在住、在勤、在学の１５～１８歳
の方（中学生を除く）
活動日時原則第２・４木曜日、午後６時
～８時
場市庁舎
申氏名（ふりがな）・電話番号・生年月
日を明記し、Ｅメールで児童青少年
課（遍ｍｃｉｔｙ４１３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔ
ｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

総務部法制課担当課長（法務担当）を公募します
問職員課☎☎７２４・２１９９

学校跡地を活用して開校しました

桜美林大学東京ひなたやまキャンパス
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

　市では、法律に関する高度な専
門的知識のある人材を採用し、法
務の充実・強化を図るため、法務部
門に任期付職員を募集します。
対次の要件を満たす方　①法律に
関する高度な専門知識を有し、訴
訟活動に関する実務経験が３年以
上ある②司法修習生の修習を終え
ている
役職担当課長（法務担当）
募集人数１人
採用日２０２１年４月１日（予定）
※欠員状況等で４月１日より前に
採用することもあります。
任用形態特定任期付職員（２年間）
職務内容訟務事務の指導及び人材
育成、庁内弁護士としての相談、行

政法規の解釈
※給与等は条例等の定めによりま
す。
選考１次＝書類、２次＝面接
※詳細は、実施要項（町田市ホーム
ページでダウンロード）をご覧く
ださい。
応募方法受験申込書（町田市ホー
ムページでダウンロード）と司法
修習終了証の写しを、５月１１日ま
で（消印有効）に郵送で職員課人事
係（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
※封筒表面に「特定任期付職員募
集」と朱書きし、書留で提出してく
ださい。

　廃校となった本町田西小学校・
本町田中学校の跡地約３．２万㎡を
一体的に活用し、桜美林大学東京
ひなたやまキャンパスが開校しま
した。
　市と学校法人桜美林学園は学校
跡地活用に係る基本協定を結んで
おり、土地は５０年間の定期借地権
を設定しています。
　また、山崎団地と町田木曽住宅
に隣接する立地を生かし、地域と

連携した新たな取り組みを進める
とともに、地域の方のアートの拠
点としても利用できる、開かれた
キャンパスとなる予定です。

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

町田市交通安全推進
協議会定例会

４月３日㈮午後
２時から

市庁舎３階第
１委員会室

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

町田市教育委員会定
例会

４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

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

４月１３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

町田市長期計画審議
会

４月２８日㈫午
後３時～５時

市庁舎２階会
議室２－１

１０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

　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。
※１と８は社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（３～７は雇用保険のみ加入有り）／通勤手当相当分の支
給有り／２～８は土・日曜日、祝日勤務有り

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ

職　種 勤務場所 任用期間
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 運転手 市有財産活用課 ７月１日～９月３０日 月１６日＝１人 月額１８万６０００円 ４月１４日 市有財産活用課
☎☎７２４・２１１２

２ 都知事選挙における選挙事務
（期日前投票事務）

選挙管理委員会
事務局

６月１６日～７月１５日 月１６日以内＝１３人 時給１０５０円
（実働７時間４５分）

４月２４日 選挙管理委員会事務局
☎☎７２４・２１６８

３ 都知事選挙における選挙事務
（庶務） ５月２２日～７月２２日 月１６日以内＝２人 時給１０５０円

（実働７時間３０分）

４ 都知事選挙における選挙事務
（投開票事務の統括） ６月８日～７月２２日 月２０日以内＝１人 時給１０５０円

（実働６時間）

５ 都知事選挙における選挙事務
（投開票事務） ６月８日～７月２２日 月１６日以内＝５人 時給１０５０円

（実働７時間４５分）

６ 都知事選挙における選挙事務
（電話受付担当） ６月８日～７月８日 月２０日以内＝５人 時給１０５０円

（実働６時間）

７ 都知事選挙における選挙事務
（不在者投票事務） ６月２日～７月１５日 月１６日以内＝６人 時給１０５０円

（実働７時間４５分）

８ 保育士 生涯学習センター ５月１日～２０２１年３
月３１日 年間６０日程度＝１人 時給１１００円

（実働３時間）
４月１０日

※持参の場合は午後５時まで。
生涯学習センター

☎☎７２８・００７１


