市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集

番号間違いにご注意ください

対次のいずれかに該当する団体
①市内の町内会・自治会、子供会また
は老人会②市内に事業所がある事業
者③市内の小・中学校、高等学校及び
これに準ずる教育機関④市内に活動
拠点のある団体
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

町田市公益的活動団体
町田市公益的活動とは、地域コミ
ュニティの活性化や市内の公園・緑
地のゴミ拾い、落ち葉の清掃などを
行う活動です。
２０１８年４月から、参加できる活動
団体区分が広がり、地域の方だけで
なく、新たに市内の事業者や学校の
参加ができるようになりました。昨
年度は、２１３団体がそれぞれの特徴
を生かした活動を行いました。
仲間と一緒に身近なみどりの活用
を考え、地域を盛り上げていきませ
んか。
※申し込みは随時受け付けています
が、
参加には事前の相談が必要です。
詳細はお問い合わせください。

みんなでつくる

返０４２・７２４・５６００

お知らせ

ご覧いただけます～社会資本整備総
合交付金事業

「南町田駅周辺地区」事後評価

市では、南町田駅周辺地区（南町田
グランベリーパーク駅周辺）におい
て、２０１６年度～２０１９年度の４年間、
国土交通省の「社会資本整備総合交
付金」を活用し、社会資本総合整備計
画・都市再生整備計画に基づく事業
を推進してきました。

未来の場
未来の
場㉓
かたち

問企画政策課
☎７２４・２１０３

（仮称）町田駅周辺公共施設再編構想を策定します
市では、
「町田市公共施設再編計画」に基づき、健康福祉会館・保健所中
町庁舎の集約と教育センターの複合化に向けて、
「民間とのコラボレーシ
ョンによる公共施設の建替え方針」を３月に策定しました。
この方針を踏まえ、今年度は、教育センターを含めた町田駅周辺にある
公共施設全体の方向性を示す「（仮称）町田駅周辺公共施設再編構想」を策
定します。
市民の皆さんや事業者の皆さんと十分な対話を行いながら進めていき
ます。
３月に策定した建替え
方針は町田市ホームペ
ージ で 公開していま
す。詳細は、
左記二次元
バーコードからアクセ
スしてください。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

定

員

申し込み

町田市情報公開・個
事前に電話で市政情報
４月１２日㈪午前 市 庁 舎２階 会
３人
人情報保護運営審
（申し込み順） 課
☎７２４・８４０７）
へ
（☎
１０時～正午
議室２－２
議会
町田市長期計画審 ４月１３日㈫午後 市 庁 舎４階 政
３人
直接会場へ問企画政策
☎７２４・２１０３
議会
１時～３時
策会議室
（先着順） 課☎
市庁舎１０階会
町田市教育委員会 ４月１４日㈬午前
議 室１０－２～
定例会
１０時から
５

直接会場へ問教育総務
☎７２４・２１７２
課☎

町田市自殺対策推 ４月２２日㈭午後 市庁舎１０階会
５人
直接会場へ問健康推進
☎７２４・４２３６
進協議会
１時～２時３０分 議室１０－３
（先着順） 課☎

会計年度任用職員募集

社会資本整備総合交付金事業は、
事業完了時に取り組みの成果を評価
し、目標の達成状況等の確認を行う
こととされています。
本事業は、２０１９年度に完了し、
２０２０年度に事後評価を実施し、原
案に対する市民意見募集及び評価委
員会の開催を経て、その結果を取り
まとめました。
事後評価シートは、町田市ホーム
ページ及び都市政策課（市庁舎８階）
でご覧いただけます。
問都市政策課☎
☎７２４・４２４８

不点灯等の故障を見つけた際には、
街路灯・公園灯専用のコールセンタ
ーへご連絡をお願いします。
コールセンターは、２４時間３６５日
稼働しています。ご連絡の際には、電
柱に付いている黄色の管理プレート
に記載されている、管理番号をお伝
えください。なお、照明専用柱の場合
は白色の管理シールが貼ってありま
す。
※コールセンターは修理専用の受け
付けとなります。修理以外について
は、市へお問い合わせください。
問コールセンター錆０１２０・２８０・
０７０（２４時間）、町田市道路維持課☎
☎
７２４・１１２１、町田市公園緑地課☎
☎
７２４・４３９９

街路灯・公園灯の故障は
コ ー ル セ ン タ ー へ
市では、市が管理している街路灯
・公園灯をＬＥＤ照明に更新しました。

指定管理者を募集します
施設を効果的にかつ効率的に管 【市立室内プール】
理運営できる指定管理者を募集し
市立室内プールを効果的かつ効
ます。
率的に管理運営できる指定管理者
詳細は募集要項（町田市ホーム を募集します。
ページでダウンロード）をご覧く 指定期間２０２２年４月１日～２０２７
ださい。
年３月３１日（５年間）
【町田市民ホール・町田市鶴川緑の 申申請書に記入し、５月１０日午前
交流館ホール等・町田市立鶴川駅 ８時30分～１４日午後5時に直接ス
前 図 書 館（ 図 書 館 運 営 業 務 を 除 ポーツ振興課（市庁舎１０階）へ。
く）】
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６
対文化施設またはこれに類する施 【木曽子どもクラブ】
設における管理業務の実績を有
木曽子どもクラブ（木曽東１－６
し、かつ、市内に事務所または事業 －４０）の指定管理者を募集しま
所を有する法人等
す。
対象施設町田市民ホール、町田市 対児童館、学童保育クラブ、認可保
鶴川緑の交流館ホール等、町田市 育所、認証保育所、保育室、認定こ
立鶴川駅前図書館
ども園等の子どもに関する施設の
※3つの施設を一体的に募集しま 運営実績等を有する法人
す。なお、町田市立鶴川駅前図書館 指定期間２０２２年４月１日～２０２７
は図書館運営業務を除く施設の維 年３月３１日（５年間）
持管理を対象とします。
申募集要項を参照し、必要書類を
指定期間２０２２年４月１日～２０２７ お持ちのうえ、５月１０日午前９時
年３月３１日（５年間）
～１４日午後５時に直接児童青少年
申申請書に記入し、５月６日午前８ 課へ。
時３０分～１２日午後５時に直接文 問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７
化振興課（市庁舎１０階）へ。
【町田市立鶴川駅前図書館】
問文化振興課☎
町田市立鶴川駅前図書館の図書
☎724・2184
館業務を効果的に達成することが
【町田市フォトサロン】
対文化施設またはこれに類する施 できる指定管理者を募集します。
設における管理業務の実績を有 対指定管理者として公立図書館の
し、かつ、市内に事務所または事業 運営実績を有する法人またはその
他の団体
所を有する法人等
指定期間２０２２年４月１日～２０２７
対象施設町田市フォトサロン
指定期間２０２２年４月１日～２０２７ 年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月６日午前９
年３月３１日（５年間）
申申請書に記入し、５月１３日午前 時～１２日午後５時（ただし正午～
８時３０分～１９日午後５時に直接文 午後１時と５月１０日を除く）に、直
接中央図書館へ。
化振興課（市庁舎１０階）へ。
問中央図書館☎
問文化振興課☎
☎７２４・２１８４
☎７２８・８２２０

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。
※雇用保険等勤務条件により加入有り
（1、4を除く）
／通勤手当相当分の支給有り

職種

勤務場所

任用期間

募集人数
※勤務時間等の詳細は
募集要項を参照

報

酬

1

都議会議員選挙における選挙事務（期日前投票事務）

６月２２日～７月１６日

月１６日以内＝１２人

2

都議会議員選挙における選挙事務（庶務）

５月２１日～７月２１日

月１６日以内＝２人

時給１０５０円（実働７時間）

3

都議会議員選挙における選挙事務（投開票事務）

６月７日～７月２１日

月１６日以内＝６人

時給１０５０円（実働７時間）

4

都議会議員選挙における選挙事務（電話受付事務）

6月11日～7月9日

月16日以内＝5人

時給1050円（実働6時間）

5

都議会議員選挙における選挙事務（不在者投票事務）

6月1日～7月14日

月16日以内＝6人

時給1050円（実働7時間）

選挙管理委員会
事務局

3

2021．4．1

◀町 田市ホーム
ページ

申込期限

申し込み・
問い合わせ

時給１０５０円（実働７時間） ４月２３日

４月１６日

選挙管理委員会
事務局
☎７２４・２１６８

