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健康案内健康案内
「新たな国民病」を防ぐ！腎臓を守るための食事
　腎臓をいたわる食事の講話です
（試食有り）。たんぱく質や水分の摂
取制限がある方に向けた内容ではあ
りません。

対市内在住の１８歳以上の方日１月
２８日㈮午前１０時～１１時３０分場健
康福祉会館定１６人（申し込み順）費
２００円（食材費）申１月５日正午～２０
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
２２０１０５Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

募　集募　集
町田市市民センター等の未来ビ
ジョン推進委員会市民委員
　昨年３月に策定した「町田市市民
センター等の未来ビジョン」の具体
的な取り組みを検討し、円滑な推進
と計画の進

しん

捗
ちょく

管理を行うことを目
的とした委員会を立ち上げます。そ
の構成員として市民委員を募集しま
す。詳細は募集要項をご覧ください。
対市内在住で、市の他の審議会や懇
談会等の委員と重複していない方任
期委嘱日から２年募集人数２人選考１
次＝書類、２次＝面接／結果は応募
者全員にお知らせします。申込書は
返却しません申申込書を１月１４日午
後５時まで（消印有効）に直接、郵送、
ＦＡＸまたはメールで市民総務課（市
庁舎２階、返０５０・３０８５・６５５１墳ｍｃ
ｉｔｙ５３２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。募集要項、申込書等は市ＨＰでダ
ウンロードできます。メールや郵送
を希望する方は、市民総務課へご連

絡ください。
問市民総務課☎☎７２４・４３４６

病児保育施設職員（保育士）
　詳細は施設へお問い合わせくださ
い。
対有資格者
○はやしクリニックキッズケア・ル
ーム（☎☎７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

お知らせお知らせ
ご意見を募集します　
中学校給食センター整備に関する基本的な考え方
　市では、現在選択制で中学校給食
を提供していますが、共働き家庭の
増加などの家庭環境の変化や、食の
多様化が加速する中、今後、全員給食
の導入を目指し、給食センターを整
備することを計画しています。この
度、３月に策定予定の「（仮称）町田市
中学校給食センター整備基本計画」
の骨子となる「中学校給食センター
の整備に関する基本的な考え方」を
取りまとめました。給食センターの
整備について市民の皆さんから広く
ご意見を伺うため、給食センター整
備に関する基本的な考え方について
意見募集を実施します。資料は市ＨＰ

に掲載するほか、下記の窓口で閲覧
及び配布しています。
資料の閲覧・配布保健給食課（市庁舎
１０階）、広聴課、市政情報課（市庁舎１
階）、各市民センター、各連絡所
ご意見の提出方法書式（様式は自由）
に住所・氏名・電話番号、件名に「意見
募集」と明記し、１月４日～２４日（消
印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまたはメ
ールで保健給食課（市庁舎１０階、返
０５０・３１６１・８６８１墳ｍｃｉｔｙ５２２０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を
配布している窓口に直接提出も可）。
意見提出の際の注意事項等詳細は、
お問い合わせください。なお、寄せら
れたご意見の概要及び市の考え方
は、個人情報を除き、３月ごろに市ＨＰ
で公表します。
問保健給食課☎☎７２４・２１７７
新たに委嘱されました
民 生 委 員・ 児 童 委 員
　担当地区は次のとおりです。なお、
その他の担当はお問い合わせくださ
い。
地区・地域①南第一・金森５丁目、６丁
目２２～５１②南第一・南町田３・４丁目
担当委員氏名①水口久美香（新任）②
阿部優美子（新任）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

現在、追加接種（３回目）の接種券を順次発送しています。
■１月７日、１４日に追加接種（３回目）の接種券を発送します
【対象】昨年６月２１日～７月２０日に２回目の接種を完了した方（１８歳以上）
【３回目接種が可能となる日】２回目接種日から８か月経過した日以降
　接種券が届き次第、予約を取ることができます。
　３回目の接種を受けられるのは、２回目の接種日から８か月経過した日
以降になりますので、ご注意ください。詳細は接種券に同封する書類をご
覧ください。
■追加接種（３回目）特集号を全戸に配布します
　追加接種（３回目）に関する情報を掲載した特集号（追加接種〔３回目〕の
おしらせ）を、１月８日～１５日に全戸に配布します。

新型コロナワクチン接種情報
問�新型コロナワクチン接種相談コールセンター��
☎☎７３２・３５６３（受付時間＝午前８時３０分～� �
午後７時〔１月１日～３日を除く〕）

ワクチン情報の
詳細はこちら▶

◀�市内の感染者数等の情報は� �
こちらからご覧いただけます

�※�この記事の内容は昨年
１２月２３日現在の情報
です。

市議会　議長に佐藤伸一郎氏が就任 問議会事務局☎☎７２４・２１７１

　町田市議会は、昨年１２月２２日に開催された令和３年（２０２１年）第４回市
議会定例会で、市議会議長に佐藤伸一郎氏（自由民主党）を選出しました。

　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（市HP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。
任用期間4月1日～2023年3月31日（4は4月1日～5月31日、月16日）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（5‒②を除く、4は社会保険を除く）／通勤手当相当分の支給有
り／勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（4、5‒②を除く）。

会計年度任用職員募集
▲市HP

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。

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

町田市教育委員会定
例会

1月７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

町田市環境審議会 1月11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）

1月７日までに電話で
環境政策課（☎☎７24・
43８6）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

1月1７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

町田市町区域の新設
に関する市民懇談会

（南大谷・東玉川学園
三・四丁目地区）

1月20日㈭午
後 6 時 ～ ７ 時
30分

市庁舎3階第1
委員会室

3人程度 
（申し込み順）

事前に電話で土地利用
調整課（☎☎７24・4254）
へ

町田市立図書館協議
会

1月25日㈫午
後2時～4時

中 央 図 書 館6
階ホール

5人 
（申し込み順）

事前に電話で中央図書
館（☎☎７2８・８220）へ

町田市外郭団体監理
委員会

2月1日㈫午後
1時30分から

市 庁 舎2階 会
議室2－2

4人 
（申し込み順）

事 前 に 電 話 で 総 務 課
（☎☎７24・210８）へ

職 種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報酬 申込期限 問い合わせ

1 市民部
一般事務

市庁舎勤務を含む市民部各課所管施
設のいずれか 月16日＝20人程度 月額19万2200円 1月14日 市民総務課☎☎７24・4346

2 建築技術職員 施設課（市庁舎10階） 月16日＝1人 月額19万2200円 1月11日 施設課☎☎７24・2553

3
3Ｒ推進課
①一般事務
②一般事務
③一般労務

3Ｒ推進課（町田市バイオエネルギー
センター） 月16日＝いずれも1人 月額19万2200円 1月1８日 3Ｒ推進課 ☎☎①７9７・0530  

☎☎②③７9７・７111

4 生活指導補助者 町田市立小学校 月16日＝20人程度 月額10万８000円 1月1８日 指導課☎☎７24・2154

5 特別支援教育支援員 町田市立小・中学校
①年間192日間（月16日相当）
②年間144日間（月12日相当）
※募集人員は①②合わせて15
～20人程度です。

①月額11万5200円
②月額７万2000円 1月21日 教育センター☎☎７93・305７

6 スクールソーシャルワーカー 教育センター ①月16日＝若干名
②月12日＝若干名

①月額24万８000円
②月額1８万6000円 1月21日 教育センター☎☎７93・24８1

【経歴】昭和３１年生まれ（６５歳）。市議当選連続５回。災害対策委員会委
員長、町田市交通政策特別委員会委員長、議長などを歴任


