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募　集募　集
指導監査課

会 計 年 度 補 助 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は指
導監査課（市庁舎７階）で
配布します（町田市ホー
ムぺージでダウンロー
ドも可）。
対次のすべての要件を満たす方　①
心身ともに健康である②ＯＡ機器の
操作及び入力による業務経験がある
任用期間１１月１６日～２０２１年３月５
日
勤務時間月～金曜日、午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所指導監査課（市庁舎７階）
募集人数１人

報酬月額１３万２００円（別途通勤手当
相当分支給）
※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
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１０月９日まで（必着）に、直
接または郵送で指導監査課へ。
問指導監査課☎☎７２４・４０９４

認 可 保 育 所 職 員
　詳細は認可保育所へお問い合わせ
ください。
対有資格者
○みどりの森保育園（☎☎７０８・８１６１）
＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
町田市スポーツ推進審議会

市 民 委 員
　同審議会は、町田市スポーツ推進

計画の策定のほか、市長の諮問に応
じてスポーツ施策の推進に関する重
要な事項を調査・審議する組織です。
　委員の任期満了にあたり、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
附属機関等の委員をしていない方
任期２年
募集人数２人
選考書類
申募集要項（スポーツ振興課〔市庁舎
１０階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）を参照し、応募
用紙と論文（テーマ＝「スポーツ推進
計画１９－２８及びアクションプラン
の２０１９年度進捗状況を踏まえて、
町田市のスポーツを推進するため
に、どのような工夫が必要だと考え
られますか」、６００字以上８００字以
内）を９月３０日まで（必着）に直接ま
たは郵送でスポーツ振興課へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
ください。

問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

お知らせお知らせ
自動車税・軽自動車税環境性能割に
係る

臨 時 的 軽 減 の 期 間 が 
延 長 さ れ ま し た
　２０１９年１０月１日～２０２０年９月
３０日に取得した自家用乗用車に対
する自動車税・軽自動車税環境性能
割の税率を１％軽減する特例措置の
適用期限を６か月延長します。これ
により、２０２１年３月３１日までに取
得した自家用乗用車が対象となりま
す。
問自動車税について＝東京都自動車
税コールセンター☎☎０３・３５２５・
４０６６（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）、軽
自動車税について＝町田市市民税課
☎☎７２４・２１１３

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６３

未来の未来の場場
かたちかたち

⑲⑲みんなでつくる

公共施設再編に関する
「サウンディング型市場調査」を実施します
　２０１８年６月に策定した「みんなで描こう　より良いかたち　町田市公共
施設再編計画」に基づき、主に町田駅周辺の公共施設を対象とした再編を
検討しています。
　「公共施設・公共空間のより良いかたち」を実現するとともに、市の財政
負担を最小限にすることを目指して、民間事業者の資金や活力を取り入
れる可能性を調査するサウンディング型市場調査を公募で実施します。

サウンディング型市場調査とは
　民間事業者と市との対話の場です。民間事業者と連携した公共施設の
整備・運営方法を検討する際に、案の作成段階で民間事業者から、意見や
課題解決に向けた優れた事業提案を受けることなどを目的としています。

実施概要
対象事業①保健施設を含む複合施設の整備②教育センターの建て替え
参加対象利活用の事業実施主体となることが可能な法人または法人のグ
ループ
対話期間１０月１２日㈪～２３日㈮
結果公表１２月ごろ
申込期間１０月２日㈮まで
※実施要領を公開中です。サウンディング型市場調査の内容の詳細は、町
田市ホームページをご覧ください。

問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

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

　Web会議システムを活用したリモートでの面接（Web面接）を導入しました。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（予定） 採用日
（予定）

身体障がい者対象一般事務 いずれも
若干名 ○�電子申請受付期間� �

9月16日㈬午前10時～23日㈬
正午

○1次試験（SPI試験）
　10月2日㈮～12日㈪

2021年
4月1日

土木技術（大卒程度）
保育士 10人
保健師

いずれも
若干名土木技術（社会人経験者対象）

保健師（社会人経験者対象）
※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」（町田市ホームページでダ
ウンロード）をご確認ください。
※申込受付は電子申請のみです。
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情報（町田市公式）」をフォローしてください。

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

町田市下水道事業審
議会

9月2８日㈪午
前10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

町田市介護保険事業
計画・高齢者福祉計
画審議会

9月30日㈬午
後6時30分～
８時

市庁舎2階会議
室2－1

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎☎７24・2916）へ

町田市総合教育会議 10月1日㈭午後2時から
市庁舎3階会議
室3－1

3人
（申し込み順）

9月2５日までに電話で企画
政策課（☎☎７24・2103）へ

町田市都市計画審議
会

10月2日㈮午
前10時から

市庁舎3階第1委
員会室（予定）

５人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎☎７24・424７）へ

まちだの新たな学校
づくり審議会

10月2日㈮午
後6時30分か
ら

市庁舎10階会議
室10－2～５

南入口から入り、直接会
場へ問教育総務課☎☎７24
・21７2

町田市指定管理者管
理運営状況評価委員
会（対象施設＝野津田
公園、小野路公園、デ
イサービス森野、デイ
サービス高ヶ坂、わく
わくプラザ町田）

10月５日㈪午
後1時1５分か
ら

市庁舎５階会議
室５－3

4人
（申し込み順）

事前に電話で総務課（☎☎
７24・210８）へ

　猛暑の８月。統計では１９４６年以来
最も平均気温が高く、平年を２度以
上も上回る気温だったそうです。よ
うやく、朝夕に少しだけ、涼しさを感
じられるようになりましたが、まだ
まだ熱中症の警戒が続きます。
　セミの声もミンミンゼミに代わっ
てツクツクボウシが主役になりまし
た。自宅の玄関脇に、秋に姿をよく見
かける蝶のウラギンシジミ（裏銀蜆）
がやってきました。この季節、真っ白
な羽裏をキラキラ輝かせて飛んでい
ます。公園の樹林地の日陰では、キツ
ネノカミソリが実を付け、ヤブミョ
ウガも白い花の中に青黒い実がなり
始めました。
　先月下旬、真夏の芹ヶ谷公園で、
「ポケモンマンホールふた（以下「ポ
ケふた」）」の設置お披露目式があり
ました。広報まちだ９月１日号で紹介
をしましたが、６種類の「ポケふた」
が寄贈され、そのうちの２つは、飯田
善國氏の「彫刻噴水・シーソー」の傍
らに設置されました。「ポケふた」の
設置は都内では初めてです。
　当日はかなり暑い日で、子どもた
ちはシーソーから落下する大量の水
を浴びて、それこそ夏を満喫してい
ました。新型コロナウイルス感染症
のために、プールや水遊びの場所が

ほとんど限られてしまったこの夏。
終日子どもたちの声が谷戸に響いて
いました。
　町田駅から徒歩１０分ほど行くと、
ビルや住宅などの言わば「海の中に
浮かぶ島」である芹ヶ谷公園の緑。世
界的なキャラクターである「ポケモ
ン」の登場によってさらに、その魅力
が増すものと思われます。
　今年の春には、再整備の第１期工
事が完了しました。現在は公園の再
整備第２期とあわせて、（仮称）国際
工芸美術館整備の設計もすすめてい
ます。今後さらに多くの人が町田市
の内外から訪れてくれる、そんな期
待をしながら「せりがや」を、「まち
だ」をブラッシュアップしていきた
いと思います。
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