
32020．10．1市役所代表　辺辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意ください

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

募　集募　集
小 規 模 保 育 所 職 員
　詳細は各保育所へお問い合わせく
ださい。
対有資格者
○つながりづくり保育園・原町田α
（☎☎８５１・７２８５）＝保育士（常勤）
○つながりづくり保育園・原町田β
（☎☎８５１・７２８５）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
募集します

技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と永年勤続従業員を表彰してい
ます。推薦する場合は、それぞれの推
薦基準をご確認のうえ、１０月３０日
㈮までに推薦書を産業政策課（市庁
舎９階）、または町田商工会議所へ提
出してください（推薦書は両提出場
所に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）。

【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０２０年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
く、後進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。

【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③３０年以上（いずれも２０２０年４月１
日現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎☎７２２・５９５７
広報課

会 計 年 度 業 務 職 員
【一般事務】
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は町
田市ホームページでダ
ウンロードできます。
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１１月１８日～２０２１年３月９日
勤務時間月～金曜日、午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所広報課（市庁舎４階）
勤務内容広報紙編集・校正、市ホーム
ページ管理、庶務事務
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）
※社会保険・雇用保険等勤務条件に
より加入有り。
選考１次＝論文、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１２日まで（必着）に、
郵送で広報課へ。
問広報課☎☎７２４・２１０１

お知らせお知らせ
適用期間を延長します

新型コロナウイルス感染症 
感染者等への傷病手当金
　町田市国民健康保険に加入の被用
者（会社等に勤めており給与の支払
いを受けている方）のうち、新型コロ
ナウイルス感染症に感染、または発
熱等の症状があり感染が疑われ、療
養のため労務に服することができな
くなった方に傷病手当金を支給して
います。この適用期間を１２月３１日
まで延長します。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。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０
町田市子ども発達センター

２０２１年度認可通園入園児募集
　町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族
を対象に、お子さんの発達相談に応
じています。２０２１年度の同センタ
ーへの認可通園（児童発達支援事業）
入園児を募集します。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
申込締切日１１月１６日まで
※申し込みには事前の見学説明会へ
の参加が必要です。参加を希望する
方は同センター（☎☎７２６・６５７０）へ

お問い合わせください。
子育て世帯を対象に

市民住宅の入居者を募集します
　入居世帯には、入居日から３年間家
賃を一定額減免します（２０２０年度の
減免後家賃＝６万５７００円／月、共益費
＝４００円／月、駐車場＝８０００円／月）。
対次のすべての要件を満たす世帯　
①中学生以下の子どもがいる②世帯
の 月 額 所 得（ 各 種 控 除 後 ）が
１５万８０００円以上４８万７０００円以下
である
住宅の所在地忠生１－１９－１（忠生
市営住宅と同一棟の１階）
間取り３ＤＫ（６５．４㎡）
募集戸数２戸
申募集要項（住宅課〔市庁舎８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、応募用紙に必要
事項を記入のうえ、１０月１５日まで（必
着）に直接または郵送で住宅課へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。
※募集戸数に満たない場合は、申し
込み順で募集します（２０２１年３月末
日まで）。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
支給します

新生児臨時特別定額給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている子育て世帯を支援する
ため、対象の新生児１人につき、１０万
円を支給します。
対２０２０年４月２８日～２０２１年４月１
日に生まれ、出生日時点で町田市に
住民登録をした新生児
申戸籍の出生届と併せて子ども総務
課または各市民センターで申請。
※９月末までに出生届を提出した方
には申請書を送付します。
※手続き等の詳細は、まちだ子育て
サイトをご覧ください。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
中学・高校生向け

図書館でグループ学習しませんか
　大きな音を出さなければ、相談等
しながらグループ学習をすることが
できます。
対市内在住、在学及び相互利用提携
市在住の中学・高校生（２人以上でお
申し込みください）

日１０月１０日からの土・日曜日、祝休
日、午前１０時～午後５時
場中央図書館６階集会室
申同館４階カウンターで図書館の利
用券を提示し、申し込み。
※利用券をお持ちでない方は当日作
成することもできますので、住所が
分かる公的証明書（学生証可）をお持
ちください。
問同館☎☎７２８・８２２０
認知症高齢者グループホーム
「グループホーム小山ヶ丘」 
を 開 設 し ま し た
　現在、入居者を募集しています。な
お、入居者の決定方法は申し込み順
ではありません。入居の必要性等を
総合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（グループホーム小山ヶ丘
で配布）に記入し、直接または郵送で
グループホーム小山ヶ丘（〒１９４－
０２１２、小山町１５７０－１、☎☎８６０・
１８８６返８６０・１８８５）へ。
※申込書は電話、ＦＡＸで取り寄せ
（郵送）もできます。
※入居に関する相談は、直接施設へ
お問い合わせください。
問いきいき総務課☎☎７２４・３２９１
１０月１５日㈭～２１日㈬は

違 反 建 築 防 止 週 間
　１０月２０日㈫に、違反建築の一斉
公開パトロールを実施します。
　これは、日頃の監視活動を一層強
化することで、違反建築工事を早期
発見し、工事停止や警告・指示などの
的確な措置をとり、違反建築のない
住みよいまちづくりを進めるもので
す。
問建築開発審査課☎☎７２４・４２６８
大地沢青少年センター～２０２１年４
月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１０月３日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※４月１３日、２０日、２７日、３０日は利
用できません。

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

町田市教育委員会定例会 １０月２日㈮午前１０時から
市庁舎１０階会
議室１０－２～５

直接会場へ問教育総
務課☎☎７２４・２１７２

「（仮称）町田市都市づく
りのマスタープラン」策
定に関する特別委員会

１０月９日㈮午
後２時から

市庁舎３階会
議室３－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で都市政
策課（☎☎７２４・４２４７）へ

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

１０月１２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

まちだの新たな学校づく
り審議会

１０月１９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

町田市立図書館協議会 １０月２１日㈬午
前１０時～正午

中央図書館６
階ホール

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図
書館☎☎７２８・８２２０

町田市住みよい街づくり
条例改定検討委員会（町
田市街づくり審査会専門
部会）

１０月２３日㈮午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で地区街
づくり課（☎☎７２４・
４２６７）へ

町田市指定管理者管理運
営状況評価委員会（対象
施設＝木曽子どもクラ
ブ、子ども創造キャンパ
スひなた村、町田市フォ
トサロン、休日・準夜急患
こどもクリニック、休日
応急歯科・障がい者歯科
診療所）

１０月２６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

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

まちだの未来のために「できること」を一緒に考えよう

Vol.５

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

問企画政策課☎☎７２４・２１０３
　昨年度から市民の皆さんと一緒
に考えてきた「（仮称）まちだ未来
づくりビジョン２０４０」。２０２０年
度は、ビジョンで描く「なりたいま
ちの姿」を実現するためにできる
ことをみんなで考えていきます。
　８月に実施したオンラインタウ
ンミーティングでは、７２人の市内
在住、在学の方々と、福祉・市民活
動・都市づくり・環境のほか、さま
ざまな分野に関して意見交換を行
いました。

　また、市内で活動する地域団体・
事業者等にインタビューを行い、こ
れからの町田に必要なことや一緒
にできることなどを考えています。
　皆さんからいただいたご意見や
アイデアをもとに、まちだの未来
を描くビジョンやさまざまな分野
の計画をつくっていきます。
（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０　検索


