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募　集募　集
家 庭 的 保 育 事 業 職 員
対有資格者
○ひだまり保育室（☎☎７３７・４６３０）
＝保育士（非常勤）、栄養士（非常勤）、
子育て支援員（非常勤）／詳細は施設

へお問い合わせください。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
スマホで！自宅で！
東京都税・町田市税を簡単納付
　下記の東京都税・町田市税は、アプ
リを利用してスマートフォンで納付
することができます。アプリ内で納
付書のバーコードを読み取るだけで
いつでも、どこでも納付できます。
対象の東京都税・町田市税東京都税
＝自動車税種別割、固定資産税・都市
計画税（２３区内）、固定資産税（償却
資産）〔２３区内〕、不動産取得税、個人
事業税等、町田市税＝市・都民税（普
通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税（種別割）、国民健康保険税
※詳細は、東京都税については、東京
都主税局ＨＰ、町田市税については、
市ＨＰをご覧ください。
問納税課☎☎７２４・２１２１

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　６月は、「市・都民税」の納付月で
す。新型コロナウイルスの影響等で
納税が困難な方はご相談ください。
問納税課☎☎７２４・２１２１
後期高齢者医療保険料
納入通知書をお送りします
　７月１２日に納入通知書を本人宛て
に発送します。記載されている料額
は、市で把握した前年所得等をもと
に算出しています。所得の申告等に
より、料額が変更になる場合は、改め
て通知します。料額の計算方法等の
詳細は、各通知書、市ＨＰをご覧くだ
さい。
●新型コロナウイルス感染症の影響
による減免等　新型コロナウイルス
感染症の影響で収入に相当の減少等
があった方は、減免等に該当する場
合があります。詳細は、市ＨＰをご覧

いただくか、お問い合わせください。
●還付金詐欺にご注意ください　 
　「還付金がある」「住所や口座番号
を教えて」等の、市の職員を名乗る不
審な電話がかかってきたら、いった
ん電話を切り、市役所代表（☎☎７２２・
３１１１）に電話をかけて確認してく
ださい。
問保険年金課☎☎７２４・２１４４

測 量 実 施 の お 知 ら せ
　市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。測量の際、やむを得ず私
有地に立ち入る場合があります。測
量者は町田市発行の土地立入証を携
帯していますので、不審な時は証票
の提示をお求めください。ご理解ご
協力をお願いします。
日程６月中旬～２０２２年３月下旬
測量場所鶴川３・４丁目の一部
問道路管理課☎☎７２４・１１５５

シニアシニア
シニア生涯ワーキングセミナー
●今後の生活設計に備えたプランニ
ング知識とシニア再就職の働き方・
やりがいを同時に考える！　
対５５歳以上で働く意欲のある方日７
月１９日㈪午後２時～４時４５分場町田
市文化交流センター講社会保険労務
士・杉山達郎氏定４０人（申し込み順）
申６月１５日午前９時から電話で予約
専 用 ダ イ ヤ ル（ ☎☎０５０・３７４９・
０６３７）へ（受付時間＝祝休日を除く
月～金曜日の午前９時～午後５時）

問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎☎７２４・２１２９
認知症サポーター
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学の方日７月９
日㈮午後１時３０分～４時３０分場わく
わくプラザ町田内認知症の基礎知識
の復習と、認知症の方とのコミュニ
ケーションの取り方について実践的
な事例で学ぶ定２０人（申し込み順）申
６月１６日正午～７月２日にイベント☎☎
またはイベシスコード２１０６１６Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下します。改めて安
全運転について考えてみませんか。
なお、運転免許証の更新時に受講が
義務づけられている法定講習とは異
なります／町田ドライヴィングスク
ールの送迎バス（町田駅発のみ）がご
利用いただけます。運行時間・乗車場
所については同スクールＨＰをご覧
ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方日７月２１日㈬午前９時１０分～
午後０時３０分場町田ドライヴィング
スクール（南大谷）内交通安全講話、
運転適性検査、実車走行等定２４人

（抽選、結果は７月１２日ごろ送付）申
６月１７日正午～３０日にイベント☎☎
またはイベシスコード２１０６１７Ａへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

記 事 内 の 表 記 に つ い て
○イベント☎☎＝町田市イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）に電話で
申し込み（電話受付時間＝午前７
時～午後７時）／番号のかけ間違
いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム。インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イベ
シスで１次受付を行う
催し・講座の募集数は
定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
検温・手洗い・マスク着用などの感
染症対策をお願いします。

イベントダイヤル・イベシス
休 止 の お 知 ら せ
　システムメンテナンスのため、
６月２４日㈭午前９時～２５日㈮は、
イベント☎☎とイベシスでの申込受
付・キャンセル受付を休止します。
なお、イベシスは２５日午後８時以
降に再開予定です。
　ご理解ご協力をお願いします。
問広聴課☎☎７２４・２１０２

町田市成人式「二十祭まちだ」
実行委員を募集します

問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎☎７２４・２１８４

　来年１月１０日に行われる式典や
関連イベントを企画・運営する実
行委員を募集します。
対１８～２０歳代で、イベントの企
画・運営等に興味がある方
【実行委員希望者向け～二十祭ま
ちだオリエンテーション】
　オンラインでも参加できる形式
で開催予定です。詳細は申込者に
別途お知らせします。
※オリエンテーションに参加でき

ない方には個別に説明しますの
で、ご連絡ください。
日７月１１日㈰午後２時～３時３０分
ごろ
場市庁舎
申氏名・電話番号・メールアドレス
を明示し、電話またはメールで、文
化振興課〔二十祭まちだ実行委員
会事務局〕（墳ｍｃｉｔｙ１８９０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師

いずれも
若干名

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＝6

月25日㈮まで
（必着）

○試験日＝7月
17日㈯

10月1日
2022年1月1日
2022年4月1日助産師 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
医療ソー
シャルワ
ーカー

1986年4月2日以降に生まれた、社
会福祉士の資格を有する、または
2022年春までに取得見込みの方

2022年4月1日

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HP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7412）

　夜明け前、ホトトギスの声で梅雨
入り前の季節を感じるようになりま
した。広袴・真光寺での今年初めての
記録は５月２３日でした。
　小野路の万松寺谷戸では、夏鳥の
キビタキの囀

さえず

りを聞くことができま
した。すでに渡りの時期を過ぎてい
ますので、ここで繁殖しているかも
しれません。
　最近、市内でもカシノナガキクイ
ムシによる、ナラ枯れの被害が広が
っています。コナラやクヌギなどの
立ち枯れが目立つようになりました。
そこで、まちだ○

まる

ごと大作戦の一環
で、捕獲作戦が市内で展開されてい
ます。ここ万松寺谷戸の他に忠生公
園や芹ヶ谷公園などでもボランティ
アによる活動が進められています。
　さて、先月５月１７日の町田市教育
委員会で、「町田市新たな学校づくり
推進計画」が決定されました。児童生
徒数の減少、施設の老朽化を背景に、
昨年来、審議会で検討されてきた、町
田市の公立小・中学校の未来の姿を
描くプロセスの一つです。今後は
２０４０年ごろの小・中学校の通学区
域（学区）の再編成、新しい校舎建設
や教室・施設の在り方、地域利用な
ど、それぞれの地域ごとに計画を作
っていきます。
　１９６５（昭和４０）年前後から始まっ
た人口急増に伴い、市内では小・中学

校の建設ラッシュになりました。そ
れから４０～５０年が経ちました。そ
して、２０００年代前半に、忠生地区の
集合住宅を中心とした児童・生徒数
の減少を背景に学校の再編、統廃合
が行われ、忠生第四・第五・第六・第七
小学校が統合され、七国山小学校、木
曽境川小学校が開校し、忠生第四小
学校は教育センターに転換利用され
ています。
　今回の再編計画でも、将来は、現在
の小学校４２校、中学校２０校がそれ
ぞれ２６校、１５校になることとなっ
ています。並行して、老朽化が進む校
舎の建て替えをしなければなりませ
ん。
　私事になりますが、私の卒業した
鶴川小学校はその後中学校になり、
今は子どもセンターになっていま
す。鶴川中学校のほうは、やはり、鶴
川市民センターや大蔵保育園に跡地
利用されています。
　学校は、地域の児童・生徒だけでな
く地域の人々の「思い」の詰まった施
設です。統合新設校、建て替え校には
２５００億円を超える費用がかかると
試算されています。財源の確保を含
め、今後の計画づくりでは、多くの市
民の参加を得てまとめていきたいと
思います。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１７２

キビタキ♂


