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お知らせお知らせ
マイナンバーカードの 
申請書を順次送付します
　マイナンバーカードをまだお持ち
でない方へ、１月下旬～３月下旬に申
請書を順次送付します（地域ごとに
送付）。
※７５歳以上の方、２０２０年中に出生
したお子さん、永住者でない外国人
の方などは対象外です。
※急ぎで申請書が必要な場合や届か
ない場合は、お問い合わせください。

【マイナポイントの申し込みをする
方へ～マイナンバーカードの申請は
お早めに】
　マイナポイントの申し込みには、
マイナンバーカードが必要です。
　マイナンバーカードの申請から受
け取りまでには約１か月半かかりま
す。申請に不備があった場合は、さら
に時間がかかります。マイナポイン
トの申し込みをご希望の方は、お早
めに申請してください。
　なお、１月下旬以降は、申請件数の
増加によりカードのお渡しまでに時
間がかかる場合がありますので、１
月中に申請してください。
問市民課☎☎８６０・６１９５
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。

【①相原駅東口地区関連】
縦覧期間１月５日㈫～１９日㈫、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝休
日を除く。ただし、第２日曜日は堺市

民センターで縦覧可）
場都市政策課（市庁舎８階）、堺市民
センター
内町田都市計画地区計画の決定（相
原駅東口地区地区計画）、用途地域の
変更、高度地区の変更、防火地域及び
準防火地域の変更

【②町田都市計画道路の変更】
縦覧期間１月５日㈫～１９日㈫、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝休
日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
内町田都市計画道路の変更（町田３・
４・１３号木曽学園線）

◇
対住民及び利害関係人
意見書の提出１月１９日まで（消印有
効）に直接、郵送またはＥメールで都
市政策課（市庁舎８階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、遍ｍｃｉｔｙ４７１０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７
利用者を募集します

盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月１３日までにお住ま
いの地域の障がい者支援センターへ
お問い合わせください。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①盲導犬＝視
覚障がい１級の方、介助犬＝肢体不
自由１・２級の方、聴導犬＝聴覚障が
い２級の方②都内におおむね１年以
上居住している③世帯の所得税課税
額が月平均で７万７０００円未満であ
る④盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育
を、家屋の所有者・管理者から認めら
れている⑤決められた訓練を受け、
盲導犬・介助犬・聴導犬を適切に管理
できると認められる⑥盲導犬・介助
犬・聴導犬の利用が、社会活動への参

加に効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６・９６２４
返７９９・２１４５）、町田市障がい福祉課
☎☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３
冬号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１～
３月に開催または募
集を開始する講座・
イベント等の情報を
掲載しています。
配布場所市庁舎、各
市民センター、各市
立図書館等
※町田市ホームページ
（右記二次元バーコード）
でもご覧いただけます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

せせらぎの里　町田市自然休暇村～
７月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選（自然休暇村ホームペ
ージで受付分も含む）、午後１時以降
は申し込み順に受け付けます。詳細
は自然休暇村（☎☎０２６７・９９・２９１２）
へお問い合わせいただくか、自然休
暇村ホームページの空室情報をご覧
ください。
※７月１日は利用できません。
※７月２８日～８月１９日の夏季期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。

　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）をご覧いただくか、お問い合
わせください。
任用期間4月1日～2022年3月31日（3は4月1日～5月31日の間で32日以内）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（6を除く）／通勤手当相当分の支給有り／1、2、4、5は勤務条
件により期末手当の支給対象となる場合有り。

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 勤務日数・募集人数 報　酬 申込期限 問い合わせ

1 一般事務（市民部） 市庁舎勤務を含む市民部各課
所管施設のいずれか 月16日＝15人程度

月額19万2200円
1月14日 市民総務課☎☎724・4346

2 一般事務（生涯学習センター） 生涯学習センター 月16日＝若干名 1月8日午後5時 生涯学習センター☎☎728・0071
3 生活指導補助者 市立小学校 月16日＝30人程度 月額10万800円 1月27日 指導課☎☎724・2154

4 特別支援教育支援員 市立小・中学校
①年間192日間（月16日相当）
②年間144日間（月12日相当）
※募集人員は①②合わせて10
～20人程度です。

①月額11万5200円
②月額7万2000円 1月22日 教育センター☎☎793・3057

5 スクールソーシャルワーカー 教育センターまたは指導課
（市庁舎10階） 月16日＝若干名 月額24万8000円 1月21日

教育センター☎☎793・2481
6 一般事務（教育センター） 教育センター 月8日＝1人 月額5万400円 1月19日

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

はじめの一歩

Vol.10

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

問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福祉総務課☎☎７２４・２１３３
　年始はオンライン
帰省されている方も
いらっしゃるのでは
ないでしょうか。
　新型コロナウイル
ス感染症の拡大で、
生活スタイルが大きく変わったこ
となどにより、コミュニティーの
希薄化が懸念されており、これま
で以上に人と人とのつながりやさ
さえあいの必要性が高まっていま
す。
　このような状況に対応するた
め、市では地域づくりと地域福祉
を一体的に進める「（仮称）町田市
地域ホッとプラン」の策定に取り
組んでいます。
　この計画では、身近な地域でさ
さえあい、自分の役割や活躍の機
会を得られ、誰もが自分らしく暮
らすことのできるまちの実現を目
指しています。

　そのためには、まずは第一歩と
して人々が地域のつながりを「自
分ゴト」として考えることが必要
です。新年のどんど焼きや町内会
の活動など、自分にあった形で地
域での活動へ参加してみてはいか
がでしょうか。身近な地域での交
流を通じて、困りごとを抱える人
を早期に発見することや、適切な
支援にもつながります。
　将来にわたって地域でささえあ
い、お互いを尊重し合えるあたた
かい関係性の先にある、誰もがホ
ッとできるまちを、市民の皆さん
と一緒に築きあげていきたいと考
えています。

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

町田市教育委員会
定例会

1月8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

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

1月18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

町田市環境審議会
1月19日㈫午
後6時30分～
8時30分

市庁舎2階会
議室2－2

3人
（申し込み順）

1月18日までに電話で
環境政策課（☎☎724・
4386）へ

まちだの新たな学
校づくり審議会

1月25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

1月26日㈫午
後2時～4時

中央図書館6階
ホール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図
書館（☎☎728・8220）へ


