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お知らせお知らせ
届いていない方はご連絡を

就 学・ 入 学 通 知 書
　今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１４年４月２日
～２０１５年４月１日生まれ、中学校＝
２００８年４月２日～２００９年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）・入学通知書（新中
学校１年生）を、１月下旬にお送りし
ました。まだ届いていない方は、学務
課へご連絡ください。
　外国籍の方で、町田市立小・中学校
に就学を希望する方は、学務課で手
続きをしてください。なお、国立・都
立・私立の小・中学校に入学する方
は、２月末までに入学承諾書等の原
本を直接または郵送で、学務課（市庁
舎１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）、または各市民センター、各連
絡所へ提出してください。
問学務課☎☎７２４・２１７６

手 話 通 訳 者 登 録 試 験
　聴覚障がいのある方を支援する手
話通訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、２０２１年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手

話学習経験のある方（おおむね４年
以上）
試験日１次＝３月２日㈫午後７時か
ら、２次＝３月１４日㈰午前９時３０分
から（１次合格者のみ）
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、直接
または郵送で２月１５日まで（必着）に
障がい福祉課（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・３６３８
大地沢青少年センター～８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２月６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。
せせらぎの里　町田市自然休暇村 
８月２０日～３１日分の

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２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）。
※初日の午後１時までの受付分は抽
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
順で受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）にお問い合
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２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。

玉川学園コミュニティセンター

施設貸出を再開します
問玉川学園駅前連絡所☎☎７３２・９３７２

　現在、建て替え工事中の玉川学
園コミュニティセンターは、５月
２２日㈯午後の時間帯から、施設貸
出を再開します。用途や定員のほ
か貸出備品なども見直し、より快
適に利用していただけるようリニ
ューアルしました。
　施設貸出の再開に先立ち、申し
込みを抽選で受け付けます。多目
的ホールは２月１日㈪から、各多目

的室は３月１日㈪から、まちだ施設
案内予約システムで申し込むこと
ができます。なお、同予約システム
を初めて利用する場合は、事前に
窓口で利用者登録の手続きが必要
です。
　貸出施設の使用料金等は下表の
とおりです。ご不明な点はお問い
合わせください。

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話等でご覧いただけますURL町田市ホームページ

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

2月5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

まちだの新たな学
校づくり審議会

2月8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

町田市長期計画審
議会

2月16日㈫午
後3時～5時

市 庁 舎4階 政
策会議室

3人
（先着順）

直接会場へ問企画政
策課☎☎724・2103

町田市地域密着型
サービス運営委員
会

2月19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）

2月15日までに電話で
いきいき総務課（☎☎724・
3291）へ

貸出施設使用料金

施設名 定　員
午　前 午　後 夜　間 全　日

午前9時～
正午

午後1時～
5時

午後5時30
分～10時

午前9時～
午後10時

多目的ホール 140人 1520円 2080円 2080円 5680円
多目的室1A
（保育室） 18人 300円 400円 400円 1100円

多目的室1B 18人 300円 400円 400円 1100円
多目的室2 24人 610円 860円 860円 2330円
多目的室3

（アップライト 
ピアノ有）

24人 610円 860円 860円 2330円

多目的室4
（調理可） 24人 610円 860円 860円 2330円

※ホールの附帯設備使用料金　グランドピアノ=半日（1コマ）520円、全日（2コマ
以上）830円

　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、各課へお
問い合わせください。
任用期間4月1日～2022年3月31日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（1、5-①②、6-②③、8を除く）／通勤手当相当分の支給有り／
勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（1、4-③、5-①②、6-②③を除く）

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 申込期間 問い合わせ

1 市民協働推進課
一般事務

成瀬・つくし野・木曽森野・三
輪コミュニティセンター 月4日＝若干名 月額3万1500円 2月10日まで 市民協働推進課☎☎723・2892

2 子育て推進課
一般事務

子育て推進課
(市庁舎2階) 月16日＝1人 月額19万2200円 2月12日まで 子育て推進課☎☎724・4467

3 放課後児童支援員
(補助) 中央学童保育クラブ 月20日＝若干名 月額13万円 2月12日まで 児童青少年課☎☎724・2182

4 学童保育クラブ補助員 中央学童保育クラブ
①月20日＝若干名
②月16日＝若干名
③月12日＝若干名

①月額10万5000円
②月額8万4000円
③月額5万400円

2月12日まで 児童青少年課☎☎724・2182

5
子どもセンター支援員
※希望の勤務地へ申し込
みをしてください。

子どもセンター①3館(ばあ
ん、ただON、まあち)②ただ
ON

①月16日＝ばあん・1人、ただON・
2人、まあち・3人
②月4日＝1人

①月額5万7600円
②月額1万4400円 2月14日まで

ばあん☎☎788・4181
ただON☎☎794・6722
まあち☎☎794・7360

6
子どもセンター補助員
※希望の勤務地へ申し込
みをしてください。

子どもセンター①ばあん②4
館(ばあん、つるっこ、ただ
ON、ぱお分館)③ばあん

①月16日＝1人
②月8日＝ばあん・1人、つるっこ・1
人、ただON・2人、ぱお分館・1人
③月4日＝1人

①月額11万7600円
②月額5万8800円
③月額2万9400円

2月14日まで
ばあん☎☎788・4181
つるっこ☎☎708・0236
ただON☎☎794・6722
ぱお☎☎775・5258

7 下水道経営総務課
一般事務

下水道経営総務課
(市庁舎8階) 月16日＝1人 月額19万2200円 2月10日まで 下水道経営総務課☎☎724・4287

8 副校長補佐 市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。 月16日＝3人程度 月額12万4000円 2月8日～17日 教育総務課☎☎724・2173

9 スクール・サポート・スタ
ッフ

市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。

年192日（月16日相当）＝8人程度
※配置状況により勤務日数が変更
になる場合があります。

月額10万800円 2月10日まで 教育総務課☎☎724・2173

10 学校用務員 市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。 月16日＝若干名 月額19万2200円 2月15日まで 施設課☎☎724・5831

11 町田市民文学館
一般事務 町田市民文学館 月16日＝1人 月額19万2200円 2月12日まで 町田市民文学館☎☎739・3420

税理士による無料申告相談

お 詫 び
　本紙１月１５日号７面に掲載した
「税理士による無料申告相談」は、
新型コロナウイルス感染防止のた
め、中止となりました。
　ご迷惑をおかけして申し訳あり
ません。
問町田税務署☎☎７２８・７２１１、町田
市市民税課☎☎７２４・２１１４


