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お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　９月は、「固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税」の納付月です。新型
コロナウイルス感染症の影響等で納
税が困難な方はご相談ください。
問納税課☎☎７２４・２１２１
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

●町田都市計画下水道の変更　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。
対住民及び利害関係人縦覧期間９月
１５日㈬～２９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
市計画下水道の変更（町田市公共下
水道）意見書の提出９月２９日まで（消

印有効）に直接または郵送で都市政
策課（市庁舎８階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７

シニアシニア
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１０月１４日㈭午前９時１０分
～午後０時３０分場同スクール（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１０
月６日ごろ送付）申９月１７日正午～
３０日にイベントダイヤルまたはイ
ベシスコード２１０９１７Ｂへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方／医師
から運動制限等を受けている方はご
遠慮ください日①１０月２８日㈭午前
８時５０分～午後３時②１１月１１日㈭
午前９時２０分～午後３時③１１月２５
日㈭午前８時５０分～午後３時、全３回
／集合は①成瀬駅②相原駅③町田バ
スセンター１１番乗り場です内①成
瀬②相原③七国山の各コース（各約
７㎞）を歩く定３０人（抽選、結果は１０
月１３日ごろ発送）費１２００円申９月
２２日正午～２８日にイベントダイヤ
ルまたはイベシスコード２１０９２２Ｂ
へ。当日の詳細は町田市シルバー人
材センター（☎☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

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
１０月１２日㈫午後２時～４時４５分場
町田市文化交流センター内①今後に
備えたライフプランニング②シニア
世代の再就職の現状と考え方講①社
会保険労務士・吉岡早苗氏②東京し
ごとセンターシニアコーナー職員定
４０人（申し込み順）申９月１５日午前９
時から電話で予約専用ダイヤル（☎☎
０３・５２５６・６２００）へ（受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）またはシニア生涯ワーキ
ングセミナー特設サイト
（右記二次元バーコード）で
申し込み。
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

子ども・子育て子ども・子育て
子どもの医療費助成制度　
医 療 証 の 更 新 を 行 い ま す
●医療証を郵送します　有効期間が

令和３年９月３０日までの⃝乳・⃝子医療
証をお持ちの方で１０月１日以降も資
格が継続となる方に、９月末に医療
証をお送りします。９月末までに医
療証が届かない場合はご連絡くださ
い。
●該当すると思われる方は申請を　
⃝乳・⃝子医療証は、保護者の所得制限が
ありません。現在お持ちでない方は
交付申請の手続きをしてください。
いずれも生活保護を受給している方
は対象になりません。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

町田市こどもマラソン大会参加者募集
　開催状況等の詳細は市ＨＰをご確
認ください。
対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学５・６
年生日程１２月４日㈯場町田ＧＩＯＮス
タジアム距離３０００ｍ申パンフレッ
ト（各市立小学校、市立総合体育館等
のスポーツ施設、各市民センター等
で配布、市ＨＰでダウンロードも可）
に添付の申込書に記入し、１０月８日
までに直接市立小学校へ。または１０
月１５日まで（必着）に郵送でスポー
ツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　朝夕、コオロギの声を聞く季節に
なりました。１０羽ほどのエナガの群
れが庭のザクロの木にやってきて、
枝に付いた小さな虫を、これまた小
さな嘴

くちばし

でついばんでいきました。広
袴不動尊のピンクの花の百

さ る す べ り

日紅で少
し遊んで、移動していきました。
　さて、新型コロナウイルスの変異
株の流行で心配されていた、小・中学
校の２学期も始まりました。
　町田第一中学校の２学期は、新し
い校舎です。２０１９年からの工事が
ようやく終わり、先日、落成式を行い
ました。コロナ対策ということもあ
り、少人数での開催になりましたが、
地域の方や一中の生徒さんにも加わ
っていただき、心のこもったお祝い
になりました。
　先年の鶴川第一小学校建て替えと
今回の町田第一中学校建て替えで、
ここ１０年程続いた、小・中学校の新
設と老朽化による建て替えも、ここ
で一段落ということになりました。
　昭和４０年代から、町田市では市立
学校の新設ラッシュがありました。
それから４０年、５０年が経とうとし
ています。少子化の流れにより小・中
学校の児童生徒の数は、今後２０年で
３割減少すると見込まれます。建物
の老朽化と学級数の減少が一緒にや
って来ます。
　町田第一中学校は、これまでも、地
域開放施設として温水プールを備

え、体育館等地域住民の利用に配慮
した施設として整備し、運営してき
ましたが、これからは地域住民が地
域の施設として使う「地域施設」とし
ての位置づけをしています。そうい
う意味で「地域に支えられた地域の
施設としての」学校＝「新たな学校づ
くり」計画の理念を先取りした形に
なりました。
　学校建設には、多額の財源が必要
になります。高度経済成長期には毎
年１万人、人口が増えていました。当
時は、毎年、市立小・中学校を建設し
ていました。ただ、それを支える税収
も人口増により、毎年増加していま
した。
　これに対して、今後の２０年間の
「新たな学校づくり」では、老朽化へ
の対応と再編成の所要額は２０００億
円以上と見込まれています。少子・高
齢化時代、人口減少や財政収入の減
などもありますが、財源確保を含め、
「新たな学校づくり」を進めていかな
ければなりません。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１７５

落成式の様子

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

町田市環境マネジメント
システム外部評価委員会

9月30日㈭午
後6時～8時

市庁舎
※会場の詳細
は申込時にお
伝えします。

3人
（申し込み順）

9月29日までに電
話で環境政策課(☎☎
724・4386)へ

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

10月6日㈬午
後6時30分～
8時

市庁舎3階会
議室3-1

3人
（申し込み順）

事前に電話でいき
いき総務課(☎☎724
・2916)へ

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２518
返050・3085・４10７

　多くの方が受験しやすいよう、ＳＰＩ試験及びＷｅｂ面接を実施します。詳細は、市ＨＰを
ご確認ください。

職　　　　　種 採用予定数 日程等（予定） 採用日
（予定）

一般事務（高卒程度）

いずれも
若干名 ○電子申請受付期間

　�9月17日㈮午前10時～�
22日㈬正午

○第1次試験期間（ＳＰＩ試験）
　�10月1日㈮午前10時～�
5日㈫正午

2022年
4月1日

障がい者対象一般事務
土木技術（大卒程度）
建築技術（大卒程度）
薬剤師 1人
保健師

いずれも
若干名

土木技術（社会人経験者対象）
建築技術（社会人経験者対象）
保健師（社会人経験者対象）
※受験資格や試験日等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」（市ＨＰでダウンロード）
をご確認ください。
※申込受付は電子申請のみです。

Ｔｗｉｔｔｅｒで情報発信 Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市職員採用試験情報（町田市公式）
@machｉda_saｉyou

義援金・救援金受付中

「令和3年台風第9号等大雨災害義援金」「2021年ハイチ地震救援金」
　詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推進部☎☎０３・３４３７・７０８１、
町田市福祉総務課☎☎７２４・２５３７

記 事 内 の 表 記 に つ い て
○イベントダイヤル＝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。


