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募　集募　集
会計年度業務・補助職員

　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は各窓口で配布
します（大地沢青少年セ
ンターを除く）。
※町田市ホームページで
ダウンロードもできます。

【消費生活センター　一般事務】
対パソコンや文書作成・表計算ソフ
トの基本操作ができる方（資格不要）
任用期間６月１６日～１０月５日
勤務時間月～金曜日（土・日曜日、祝
休日勤務も有り）、午前８時２０分～午
後５時５分、月１６日
勤務場所町田市民フォーラム３階
募集人数１人
報酬月額１９万２２００円（別途通勤手
当相当分支給）
※雇用保険等勤務条件により加入有
り。
選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、４月２７日まで（必着）に、郵
送で消費生活センターへ。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

【教育センター　教科書展示会受付】
対基本的なパソコン操作（ワード・エ
クセル等）ができ、窓口対応業務の経
験がある方
任用期間６月１日～３０日
勤務時間月～金曜日、午前９時～午
後５時、月１２日
勤務場所市庁舎または教育センター
募集人数４人
報酬月額８万８２００円（別途通勤手当
相当分支給）
選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、４月２７日午後５時まで（必
着）に直接または郵送で、教育センタ
ーへ。
問教育センター☎☎７９３・２４８１

【大地沢青少年センター　一般労務】
対野外活動等に興味がある健康な方
任用期間６月１日～２０２１年３月３１日
勤務時間原則、土・日曜日、祝休日、夏
休み・春休み期間の午前８時３０分～

午後５時、月２～８日（時期により変動）
勤務場所大地沢青少年センター
募集人数５人
報酬時給１０５０円（別途通勤手当相
当分支給）
選考書類及び面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、４月３０日まで（必着）に、郵
送で大地沢青少年センターへ。
問大地沢青少年センター☎☎７８２・
３８００
町田市環境審議会

市 民 委 員
　町田市環境審議会は、環境施策を
進める計画の進捗状況を点検する、
市の附属機関です。２０２１年度に計
画期間を終える「第二次町田市環境
マスタープラン」の改定にも携わる
市民委員を募集します。
対市内在住の、２０２０年４月１日現在、
満１８～８０歳の方
任期委嘱日～２０２２年４月３０日
募集人数５人以内
申募集要項を参照し、５月１５日まで
に、Ｅメールで環境政策課（遍ｍｃｉｔｙ
４２６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
※電子ファイルで募集要項の送付を
希望する方は、上記メールアドレス
へお問い合わせください。
※資源削減のため、募集要項は紙で
の配布は行いません。詳細は町田市
ホームページをご覧ください。
市HP 町田市環境審議会  検索
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

お知らせお知らせ
エ コ（ 環 境 ）に 関 す る 
アンケート調査を実施

　市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」を策定し、計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、点検・評価しています。
　２０１９年度の点検・評価を行うに
あたり、市民の皆さんに環境につい
ての意識や、市の環境施策に対する
ご意見などをお聞きする「エコ（環

境）に関する市民アンケート調査」を
実施します。市内在住の方３０００人
を対象に、アンケート用紙を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
国民年金制度

学生納付特例のご案内
　国民年金制度には、２０歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。利用を希望する方
は、年度ごとに申請が必要です。必要
書類等、詳細は町田市ホームページ
をご覧ください。
市HP 学生納付特例  検索
問保険年金課☎☎７２４・２１２７

住 宅 バ リ ア フ リ ー 化 
改 修 工 事 助 成 金

　市では、住宅（賃貸を除く）のバリ
アフリー化を目的とした改修工事に
対して助成を行っています。市内事
業者が施工する改修工事が対象とな
ります（既に契約や着工している工
事は助成の対象外）。制度の詳細はお
問い合わせいただくか、町田市ホー
ムページをご覧ください。
受付期間５月１５日㈮～２９日㈮
※予定件数を超えた場合は抽選です。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
町田市自然休暇村

夏 期 利 用 申 し 込 み
　２泊３日での申し込みとなります。
※１泊、３泊の場合は、抽選後の受け
付けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月

１５日～１７日㉒８月１７日～１９日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、代表者住所（市内在勤・在学の方
はその旨を明記）・氏名・電話番号・利
用施設（本館／キャビンの別）・利用
希望日の番号（第３希望まで可）・利用
予定人数（大人〔中学生以上〕・小学生
・幼児〔寝具利用の有無〕）、キャビン
申し込みの方は「ペット連れの有無」

「動物アレルギーの有無」を明記し、５
月３１日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメール（１グループ１通、重複
申込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・９９・２２４０遍
ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧くださ
い。
問自然休暇村☎☎０２６７・９９・２９１２
策定しました

町田市無電柱化推進計画
　市では、皆さんからいただいたご
意見を参考に「町田市無電柱化推進
計画」（計画期間＝２０２０年度～２０２５
年度）を策定しました。推進計画、い
ただいた意見の概要及び市の考え方
は、町田市ホームページで公表する
ほか、以下の窓口でも閲覧できます。
閲覧場所道路政策課（市庁舎９階）、
各市民センター、各連絡所、各市立図
書館
※各窓口で開所日・時間が異なりま
す。また、各市立図書館は５月６日ま
で休館予定です。
問道路政策課☎☎７２４・１１２４
５月１３日から開設します

性自認及び性的指向に 
関 す る 相 談 電 話 窓 口

　性的マイノリティーの悩みを抱え
ている方々の気持ちに寄り添い、解
決に向けたサポートを目指します。
秘密は厳守します。
　人間関係、職場や学校のことなど、
お気軽にご相談ください。
受付時間毎月第２水曜日、午後３時～
８時
相談電話番号☎☎７２１・１１６２
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

２０２０年度

町田市成人健康診査  受診期間を変更します
問４０歳以上の国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度被保険者の成人
健康診査＝保険年金課☎☎７２４・２１３０、４０歳以上の生活保護等受給者・１８
～３９歳で職場や学校等で健診を受ける機会がない方の成人健康診査＝
健康推進課☎☎７２５・５１７８

誕生月 受診券発送日 受診期間
４月～７月 ５月２９日㈮ 受診券が届いた日～９月３０日㈬
８月～１１月 ７月２２日㈬ 受診券が届いた日～１１月３０日㈪
１２月～３月 １０月２３日㈮ 受診券が届いた日～２０２１年２月２８日㈰

※２０２０年度中（４月１日～２０２１年３月３１日）に７５歳になる方（国民健康保険から後
期高齢者医療制度に加入される方）は、受診券発送日が異なる場合があります。
※年度途中で転入または健康保険を変更した対象の方は、受診券を送付しますので
担当課へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、受診期間などが一部変更になる場合が
あります。

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２５１8
返０５０・３０8５・４１０７

　民間企業で広く活用されているＳＰＩ試験を導入し、一般知識や教養中心の筆記試験を
廃止しました。詳細は町田市ホームページをご覧ください。

職　　　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（大卒程度） ２５人

○電子申請受付期間
　�４月２７日㈪午前１０時
　～５月１４日㈭午後３時

○�１次試験日（ＳＰＩ試験）
　６月１日㈪～１０日㈬

○２次試験日　６月２８日㈰

２０２１年
４月１日

身体障がい者対象一般事務 若干名
一般事務（考古学専攻） １人
土木技術（大卒程度） １０人
建築技術（大卒程度） いずれも

若干名栄養士
保健師 １０人
獣医師 １人
土木技術（社会人経験者対象）いずれも

若干名保健師（社会人経験者対象）

保育士 ５人
○電子申請受付期間
　�５月２０日㈬午前１０時
　～６月８日㈪午後３時
○１次試験日　６月２８日㈰

※受験資格等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認ください。
※申込受付は電子申請のみです。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。
Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）でも情報発信しています！
　Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント「町田市職員採用試験（町田市公式）」をフォローしてください。

　分散受診と受診率向上のため、以
下の対象者について受診券発送日及
び受診期間を変更します。ただし、
１８～３９歳で、町田市に住民票があ
り、職場や学校等で健診を受ける機
会がない方は、これまでどおり４月１
日～翌年３月３１日が受診期間となり
ます（受診券は不要）。

　成人健康診査の詳細や実施医療機
関等については、市役所代表電話（☎☎
７２２・３１１１）へお問い合わせいただ
くか、町田市ホームページをご覧く
ださい。
対４０歳以上の国民健康保険加入者、
後期高齢者医療制度被保険者、４０歳
以上の生活保護等受給者


