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募　集募　集
生涯学習センター

会計年度補助職員（保育士）
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は
同センターで配布しま
す（町田市ホームペー
ジでダウンロードも
可）。
対保育士資格を有し、保育業務の経
験がある方
任用期間１０月１日～２０２１年３月３１
日
勤務日保育付き講座及びひろば事業
がある日（土・日曜日、祝休日勤務有
り）、３０日程度（月により２～１２回の
変動有り）
勤務時間午前９時３０分～午後０時３０
分または午後１時３０分～４時３０分

（１回当たり実働３時間）
勤務場所同センター
内保育付き講座の保育及びひろば事
業業務
募集人数１人
報酬時給１１００円（別途、通勤手当相
当分の支給有り）

※社会保険・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（９月１０
日）
申応募書類に必要事項を記入し、保
育士資格書の写しと合わせて、９月４
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で同センターへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
シルバーピア「もりの」

入 居 者 募 集
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消・手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方
①市内に３年以上居住している満６５
歳以上の単身者で自立した生活を営
める②２０１９年中の所得が２５６万 
８０００円以内である③立ち退きなど
で住宅に困窮している
募集戸数単身用１ＤＫ１戸
入居時期１２月１日以降
申込用紙配布期間８月１７日～３１日
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市

庁舎１階）、各市民センター、各連絡
所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、８
月３１日まで（必着）に直接または郵
送で高齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１
医療的ケアを必要とする児童の

保育所への入所申込を 
受 け 付 け ま す

　受け入れに当たっては、市が策定
した「医療的ケア児の保育所等受入
れガイドライン」に基づき決定しま
す。なお、対応可能な医療的ケアは、

「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」と「喀
かく

痰
たん

の吸引（口
こう

腔
くう

・鼻
び

腔
くう

内吸引）」です。
対保育所で保育を必要とされる児童
のうち、主治医が集団保育を実施す
ることが適切であると認めた３歳児
クラス以上の児童
入所開始日２０２１年４月１日
保育時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後４時３０分（１日８時間）
場市内公立保育所
定３人（選考、１園につき１人）
申事前に入園相談が必要です。相談
予約は、９月１８日までに電話で保育
・幼稚園課へ。
※申請方法や必要書類等は、入園相
談時に説明します。
※お子さんの状況等により、ご希望
の保育所を変更していただく場合が
あります。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７
スマホでレポート！
夏の生きもの探しキャンペーン

　市では、市内の生きものの情報収

集と魅力発信のため、スマホアプリ
「まちピカ町田くん」を使用し、皆さ
んから野生の生きものの写真と位置
情報を送っていただく調査を行って
います。
　この度、９月１５日まで「夏の生きも
の探しキャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中に、素晴らしい
報告・調査活動をしていただいた方
には、記念品（特賞５人、入賞５０人程
度）を差し上げます。
※調査対象の生きものや参加方法等
の詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
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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
アフリー化のための改修工事に対し
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９月１５日㈫～３０日㈬
※予定件数を超えた場合は抽選を行
います。
問住宅課☎☎７２４・４２６９

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６２

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

町田市下水道事業
審議会

８月２１日㈮午後
２時から

成瀬クリーンセン
ター３階大会議室

５人
（申し込み順）

事前に電話で下水道
経営総務課（☎☎７２４・
４２８７）へ

町田市交通安全推
進協議会定例会

８月２１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ＦＡ
Ｘで市民生活安全課
（☎☎７２４・４００３返０５０
・３１６０・８０３９）へ

町田市長期計画審
議会

①８月２１日㈮午
後３時～５時②８
月３１日㈪午前
１０時～正午

①市庁舎３階第２
委員会室②市庁
舎３階第１委員会
室

各３人
（先着順）

直接会場へ問企画政
策課☎☎７２４・２１０３

町田市介護保険事
業計画・高齢者福祉
計画審議会（保険料
算定検討部会）

８月２６日㈬午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会議室
３－１

３人
（申し込み順）

事前に電話でいきい
き総務課（☎☎７２４・
２９１６）へ

　長い、長い梅雨が明けて、暑い夏が
やってきました。今年の梅雨明けは
記録的に遅く、関東では８月に入っ
てからです。新型コロナウイルスの
感染拡大は、第２波になったようで
す。引き続き、屋外の人が少ないとこ
ろ以外は、外出時のマスクは必要で
す。一方で、猛暑日が増えて、熱中症
も心配です。マスクはのどの渇きに
気付きにくいといわれています。こ
まめな水分補給も欠かせません。
　市内の公立小中学校は、夏休みは
８月に入ってからで、しかも、２４日に
は、もう２学期が始まってしまいま
す。短い夏休み、子どもたちは元気に
外遊びをしているでしょうか。
　自然の営みは長雨にもかかわらず
季節の巡りに合わせて動いているよ
うです。
　夏の「音風景」の代表は何といって
もセミでしょう。広袴の辺りでは、梅
雨の晴れ間の７月１２日に、ニイニイ
ゼミとヒグラシが鳴きました。それ
から雨続きで鳴かず、月末の晴れ間
に再度鳴き、３０日にはミンミンゼミ
も鳴き、それ以降は、夏の音風景、セ
ミの声が毎日聞かれます。
　花や植物のほうは不得意分野です
が、開花日などに長雨の影響はある
のでしょうか。７月末の町田薬師池

公園四季彩の杜での観蓮会は中止に
なりました。その後、蓮池を訪ねまし
たが、蓮はほとんど咲いていません
でした。どうも、日照不足が影響して
いるようです。
　小山田神社周辺の蓮田のほうは、
それなりの数の花が咲いていました
ので、こちらはあまり影響を受けて
いないようです。
　昆虫の話に戻りますが、近所の公
園で、タテハチョウの仲間の外来種、
アカボシゴマダラを見かけました。
ついでに、ちょっと開花時期が早い
ので同定が心配ですが、ヒガンバナ
の仲間のキツネノカミソリがオレン
ジ色の花を咲かせていました。
　雨降りが収まって外に出られるよ
うになりました。せいぜい草花、昆虫
を楽しみたいと思います。

小山田神社周辺の蓮田の様子

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

思わず出歩きたくなるまち

Vol.2

ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

誰もがホッと
できるまち

問都市政策課☎☎724・4248

市HP 都市づくりのマスタープラン  検索

　現在策定を進めている、都市づくり分野の計画では、単
なる都心のベッドタウンではない、にぎわい・交通・みど
り・住まいなどの町田のポテンシャルを生かした「思わず
出歩きたくなるまち」へのビジョンを描きます。

お出かけしたく
なるまち？団地が生まれ変わる？

公園はまちの中心地？

北部の
みどりが
すぐ近く！

市内で働く
スペース？

居心地の良い地元らしさ
あふれる住宅街？

住んで良し・訪れて良しの
駅そば生活圏？

まちを元気にする
モノレール？

身近なみどりを
生かした健康ライフ？

　未来の町田はどのような「まち」になっているでしょう。
　２０４０年を見据えたとき、時間や場所にとらわれない新しい働き方
やライフスタイルが定着し、市内で活動する人口が増えるなど、私たち
の日々の暮らしや仕事の在り方は、今とは大きく異なっていることが
見込まれます。
　今後は自分に合った暮らしを選択できるまちが求められることにな
るでしょう。みんなが自分のやりたいことに気軽にアクセスでき、そし
て、やりたいことを実現できる、そんな町田を目指していきたいと考え
ています。


