市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

記事内の表記について
都市政策課

○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。

返０４２・７２４・５６００

募 集

会 計 年 度 業 務 職 員

番号間違いにご注意ください
共済年金に加入している方を除く）。
送付される書類等についての詳細
は、八王子年金事務所（☎
☎０４２・６２６
・３５１１）へお問い合わせください。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２７

述申出書を１２月１５日まで（必着）に
直接または郵送で同局都市づくり政
策部都市計画課（〒１６３－８００１、新
宿区西新宿２－８－１）へ。意見要旨等
を考慮し選定します。
●公聴会を傍聴できます（多摩部）
日①１月２０日㈭午後７時から②１月
２４日㈪午後２時から場①東京都庁都
民ホール（新宿区西新宿２－８－１）②
立川市女性総合センターアイムホー
ル（立川市曙町２－３６－２）／公述申
出が無い場合は中止になります。詳
細は同局ＨＰをご覧ください。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎０３・５３８８・３３３６、町田市都市政
策課☎
☎７２４・４２４７

●一般事務（産休代替職員） 詳細は
都市農地を保全するために
募集要項をご覧ください。募集要項
農地を生産緑地に追加しませんか
・応募書類は市ＨＰ（右記
二次元バーコード）でダ
詳細はお問い合わせください。
ウンロードできます。
対次の主な要件を満たす農地 ①市
対パソコンや文書作成・表計算ソフ
街化区域内にある②登記地目及び固
トの基本操作ができる方（資格不要） 定資産税の課税地目が田・畑（農地）
任用期間１月４日～３月３１日勤務時
である③現に耕作されており、３０年
間月～金曜日、午前８時２０分～午後
以上農業経営等の継続が期待できる
５時５分、月１６日勤務場所都市政策
④公害・災害の防止、農業と調和した
課（市庁舎８階）募集人数１人報酬月
都市環境の保全等に相当の効果があ
額１９万２２００円（別途通勤手当相当
り、公共施設等の敷地の用に供する
分支給）選考１次＝書類、２次＝面接
土地として適している⑤一団を形成
申募集要項を参照し、応募書類に記
する区域の面積が３００㎡以上の規模
入のうえ、１２月１０日まで（必着）に、 である申生産緑地地区指定願書、案
直接または郵送で、都市政策課へ。
内図、公図の写し、全部事項証明書
問都市政策課☎
（発行日から３か月以内の原本）、申
☎７２４・４２４７
出書（農地転用届出農地の場合）を、
１月１１日～３１日に直接農業振興課
（市庁舎９階）へ（正午～午後１時を除
国民年金保険料の免除について
く）。生産緑地地区指定願書は農業振
興課で配布します（市ＨＰでダウンロ
国民年金保険料を納めるのが困難
ードも可）。
な場合、学生には「学生納付特例制
血管アンチエイジング（動脈硬化予防）講習会
問農業振興課☎
度」が、学生以外の方には「免除・納付
☎７２４・２１６９
猶予制度」があります。申請を希望す
対市内在住の１８～７４歳の方日１２月
都市計画の原案への
る場合は、身分証明書（学生の方は加
１５日㈬、午前９時１５分～１１時５分、
公 述 申 出 と 公 聴 会
えて学生証）をお持ちのうえ、保険年
午前１０時４５分～午後０時３５分（各
金課（市庁舎１階）またはお近くの各
回とも同一内容）場健康福祉会館内
●住宅市街地の開発整備の方針
市民センターへおいでください。
血管年齢測定
（希望者のみ）、保健師
対対象区域の住民及び利害関係人対
●２０歳になった方について ２０歳
・栄養士講話（血管を若く保つため
象区域特別区、市、瑞穂町及び日の出
になった方には、おおむね２週間以
の生活習慣）定各１６人（申し込み順）
町期間１２月１５日㈬まで（土・日曜日
内に、国民年金加入のお知らせ・国民
申１２月３日正午～１２日にイベント
を除く）計画案の縦覧・申出書の配布
年金保険料納付書・国民年金の加入
ダイヤル（☎
場所東京都都市整備局都市づくり政
☎７２４・５６５６）またはイ
と保険料のご案内等が日本年金機構
策部都市計画課（都庁第二本庁舎１２
ベシスコード２１１２０３Ａへ。
から送付されます（厚生年金または
階北側、受付時間＝午前９時～１１時
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６
３０分、午後１時～５時）、町田市都市
政策課（市庁舎８階、受付時間＝午前
新型コロナワクチン
８時３０分～午後５時）／申出書は同
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター
局ＨＰでも入手できます。
ワクチン
情報詳細
☎７３２・３５６３
（受付時間＝午前８時30分〜 
＜公述の申し出＞
はこちら▶
午後７時
〔１２月２９日～１月３日を除く〕
）
１人１０分以内で公述できます。公

配布しています

ハートページ２０２１～２０２２年・町田市版
介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０２１～２０２２年・町田市
版」を次の場所で配布しています。な
お、詳細は右記二次元バ
ーコードでもご覧いただ
けます。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎
☎７２４・４３６５

お知らせ

健康案内

介護保険の住宅改修に関する

施 工 業 者 向 け 研 修
来年４月から３年間、町田市で介護
保険住宅改修の「受領委任払い事業
者」として登録を希望する住宅改修
施工業者に、登録・更新に必要な研修
を実施します。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から、書面
実施とします。後日、受講確認書を提
出していただくことで受講完了とな
ります。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者申１月１４日までに電話で介護保険
課（☎
☎７２４・４３６６）へ。

追加接種（３回目）が始まります

町田市職員採用試験情報

■医療従事者（※）を対象に、３回目接種券を発送しました
※３月、４月に２回目の接種を完了した方

詳細は接種券に同封する書類をご覧ください。
【接種券の発送】
１１月１９日㈮
【予約の開始日】
１２月３日㈮午前８時３０分から

職

任期付職員
(e-まち推進担当課長)

＜３回目接種について＞

【接種対象者】
２回目の接種を完了した日から、おおむね８か月経過した
方
【接種の開始時期】
決まり次第、お知らせします
【接種券の発送】
接種を受けられる日のおおむね１か月前に発送予定。
※接種券の発送等、詳細は、今後の本紙や市ＨＰでお知らせします。
＜
「町田市新型コロナワクチン接種予約サイト」の一時運休について＞
追加接種
（３回目）の実施に伴いシステム改修を行うため、予約サイト
を運休します。その間、インターネット及び電話の予約受付ができなく
なります。
◯運休…１２月２日㈭午後６時～３日㈮午前８時３０分

ワクチン接種の予約方法
①パソコン・スマート
フォンから予約

②電話で予約

町田市新型コロナワクチン接種予約センター
☎７８５・４１１７
（受付時間＝午前８時３０分～ 
午後７時
〔１２月２９日～１月３日を除く〕
）
※番号のかけ間違いにご注意ください。

２４時間予約
可能です。
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（多言語対応可）
新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせ先
厚生労働 省 新型コロナワクチンコールセンター 錆０１２０・７６１７７０
（日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語＝毎日午前９
時～午後９時／タイ語＝毎日午前９時～午後６時／ベトナム語＝毎日午
前１０時～午後７時）
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採用予定
数

種
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ご

3

2021．12．1

1人

問職員課☎
☎724・2199
採用日
（予定）

申込期間

2022年
4月1日

12月20日(月)正午まで

※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。
※申込受付はメールのみです。

問同病院総務課
☎722・2230
（内線7412）

町田市民病院職員募集

町田市民病院

職

種

募集人員

看護師

10人程度

助産師

若干名

受験資格

採用

日程等

検索

採用日

看護師の資格を有する、
または2022年春までに ○受け付け
12月24日（金）まで
取得見込みの方
（必着）
助産師の資格を有する、 ○試験日
または2022年春までに 1月22日（土）
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。

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

事前に電話で市政情報
町田市情報公開・個人 12月13日㈪午 市庁舎2階会議
3人
（申し込み順）課
☎724・8407）へ
（☎
情報保護運営審議会
前10時～正午 室2－2
町田市教育委員会定例 1 2 月 1 5 日 ㈬ 市庁舎10階会
会
午前10時から 議室10－2～5
町田市立図書館協議会

直接会場へ問教育総務
☎724・2172
課☎

事前に電話で中央図書
12月24日 ㈮ 町田市民文学
5人
☎728・8220）へ
（☎
午後2時～4時 館2階大会議室（申し込み順）館

