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募　集募　集
市政情報課　一般事務

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・応募書類は町
田市ホームページでダウ
ンロードできます。
対統計調査への従事経験がある方
※経済センサス－活動調査の調査員
経験のある方を優遇します。
任用期間７月１日～３１日
勤務時間月～金曜日、午前９時～午
後４時、月１２日
勤務場所市政情報課（市庁舎１階）
募集人数１６人
報酬月額７万５６００円（別途通勤手当
相当分支給）
※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、３月１２日まで（必着）に、郵
送で市政情報課へ。
問市政情報課☎☎７２４・２１０６
町田市情報公開・個人情報保護

運 営 審 議 会 市 民 委 員
　現委員の任期満了に伴い、市の情
報公開制度、個人情報保護制度の運
用について審議を行う「町田市情報
公開・個人情報保護運営審議会」の市
民委員を募集します。本会議は、月１
回程度開催しています。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員をしていない方
任期期間５月１０日～２０２３年５月９日
募集人数２人（男女１人ずつ）
選考応募した方が複数いた場合は、
くじ引きによる抽選
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
募」と朱書きし、住所・氏名・電話番号
・生年月日・性別を明記し、３月１５日
まで（消印有効）に、市政情報課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問市政情報課☎☎７２４・８４０７
忠生公園

２０２１年度ボランティア
対１年間を通じて活動できる方

日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
があります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会の
支援・準備、行事の支援等
定１０人（申し込み順）
申忠生がにやら自然館でボランティ
ア参加申込書に記入。
※申込者を対象に、３月１４日㈰午前
１０時から忠生がにやら自然館で説
明会を行います。
問同公園☎☎７９２・１３２６

お知らせお知らせ
２０２０年度包括外部監査
報告書がまとまりました

　２０２０年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、行政経営の監査
機能を強化し、業務の適正化を図り、
市民の皆さんからの信頼を高めるた
めに、２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「外郭団体に係
る財務事務の執行等について」でし
た。報告書は、町田市ホームページの
ほか、各市立図書館でご覧いただけ
ます。
問経営改革室☎☎７２４・２５０３

○子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を乳幼
児医療費助成制度（⃝乳医療証）で助成
し、小・中学生の医療費を義務教育就
学児医療費助成制度（⃝子医療証）で助
成しています。
　４月から小学生になる⃝乳医療証を
お持ちのお子さんに、４月１日から有
効の⃝子医療証を３月末にご自宅に郵
送します。申請の必要はありません。
４月になっても⃝子医療証が届かない
場合は子ども総務課までご連絡くだ
さい。
※生活保護受給中、⃝親医療証・⃝障医療
証（それぞれ負担無しの医療証）に該
当のお子さんは対象ではありませ

ん。
※現在、対象年齢のお子さんで⃝乳医
療証、⃝子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

国民健康保険高額療養費 
申請書は再発行が可能です

　国民健康保険に加入の方で、医療
機関等でひと月当たり支払った医療
費の自己負担額の合計が所得や年齢
に応じた自己負担限度額を超えた場
合、保険年金課から国民健康保険高
額療養費申請書を診療の約３か月後
に送付しています。
　申請書がお手元にない場合は、お
問い合わせいただければ再発行する
ことができます。なお、申請できるの
は診療を受けた日の翌月１日から２
年以内です。
※詳細はお問い合わせください。
※各市民センター等では再発行でき
ません。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０
消費生活センター

若 者 の ト ラ ブ ル１１０番
　「若者に対する悪質商法被害防止
共同キャンペーン」の一環として実

施します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月８日㈪、９日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
相談専用電話☎☎７２２・０００１
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方 
は 早 め の 手 続 き を

　４月１日は、退職等で健康保険の資
格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から、保険年金課保険
加入係（市庁舎１階）、各市民センタ
ーで事前に加入手続きを行うことが
できます。
　被扶養者であった方が一緒に加入
する場合は、退職する方だけでなく、
被扶養者であった方の喪失日も記載
されている証明書類が必要です。手
続きには証明書類と、官公庁発行の写
真付き身分証明書をお持ちください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

「キラリ☆２０２０町田私の好きなお店大賞」受賞店舗決定！
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　「町田私の好きなお店大賞」は、
市内商業の活性化と地域経済の発
展のため、個性的で魅力ある店づ
くりに意欲的に取り組んでいるお
店を表彰しているものです。
　市民・来街者の皆さんに投票い
ただいた候補店舗の中から、上位
店舗を同大賞実行委員会の審査会

委員が審査し、２０２０年度は下表
の３店舗がお店大賞に決定しまし
た。
※詳細は町田商工会議所（☎☎７２２
・５９５７）へお問い合わせくださ
い。また、同会議所ホームページで
過去の受賞店舗をご覧いただけま
す。

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

ライフスタイルに合った「住まい」で暮らせるまち

Vol.１3

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

問住宅課☎☎７２４・４２６９
　皆さんは、どんな「住まい」で暮
らしていますか。生活様式に変化
があったこの１年、自分の家の中
のこと、外のこと、「住まい」につい
て今まで以上に思いを巡らせた方
も多いのではないでしょうか。
　庭のある戸建て住宅、駅近くの
マンション、緑豊かな団地など、さ
まざまな「住まい」が市内にはあり
ます。これを自分や家族のライフ
スタイルに合わせて、たくさんの
選択肢の中から自由に選ぶことが
できたら、これまで以上に居心地
の良い住みやすいまちになるので
はないでしょうか。
　例えば、大学近くの団地で仲の
良い仲間たちとシェアして住み、
団地の方たちと交流を楽しむ。さ
まざまなエンターテインメントが

集まる町田駅周辺の賃貸住宅に住
み、サテライトオフィスでの仕事
の後のプライベートを楽しむ。庭
のある戸建て住宅で、広い空を見
ながらのリモートワーク後に家族
との団らんを楽しむ。住み慣れた
まちの利便性の良いところで暮ら
し、近所の公園や水辺で四季を楽
しむ。
　未来の「住まい」のことを考える
と、ワクワクしませんか。
　現在、策定を進めている都市づ
くり分野の計画では、暮らし方の
変化を見据え、「住まい」の選択肢
を増やすために、住
宅や住環境に関す
る施策の方針を描
いていきます。
市HP 都市づくりのマスタープラン  検索

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

町田市情報公開・個
人情報保護運営審
議会

３月８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

町田市教育委員会
定例会

３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

町田市景観審議会
３月２５日㈭午
後３時１５分～
５時

市庁舎２階会
議室２－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街
づくり課（☎☎７２４・
４２６７）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 ２０人
程度

看護師の資格を有する、または
２０２２年春までに取得見込みの方

○�受け付け＝�
３月３０日㈫
午後５時まで
（必着）
○試験日＝
　４月２４日㈯

７月１日
１０月１日

２０２２年１月１日
２０２２年４月１日助産師 若干名 助産師の資格を有する、または

２０２２年春までに取得見込みの方

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院ホームページでダウンロード
できます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等
は実施要項を十分に確認してください。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎☎７２２・２２３０（内線７４１５）

店名（扱い品目等） 所在地 電　話
玉川虎屋（和菓子） 玉川学園７－５－１ ☎☎７２８・６３４０
だるま堂（手芸用品） 鶴川２－１３－７ ☎☎７３５・５３４３
玄（和食、居酒屋） 南町田５－４－７ ☎☎８５０・７８０８


