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対 対象

凡例

日 日時

○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。

募 集

家 庭 的 保 育 事 業 等 職 員
詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○Mammy's 保育ルーム（☎
☎ ８６０・
０３２５）＝保育士（非常勤）、調理員
（非常勤）
、
幼稚園教諭（非常勤）、子育
て支援員
（非常勤）
○みどりの森保育園（☎
☎７０８・８１６１）

お知らせ

２０２１年度包括外部監査報告書がまとまりました
２０２１年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から石阪市長へ報告書が提出さ
れました。包括外部監査は、行政経営
の監査機能を強化し、業務の適正化
を図り、市民の皆さんからの信頼を
高めるため、２００７年度から行って
います。今年度のテーマは、
「指定管
理者制度に関する事務の執行につい
て」でした。報告書は市ＨＰのほか、各
市立図書館でご覧いただけます。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
就職、退職などに伴う

国 民 年 金 の 手 続 き
退職により厚生年金保険や共済組

町田市立鶴川駅前図書館の開館
時間及び休館日の変更について
指定管理者制度導入に伴い、４
月１日から鶴川駅前図書館の開館
時間と休館日が変わります。
開館時間月～金曜日＝午前９時３０
分～午後８時、土・日曜日、祝休日
＝午前９時３０分～午後６時
休館日第１・３月曜日（ただし祝休
日にあたる場合は開館）、年末年
始、館内特別整理期間
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０

町田市民病院職員募集

問同病院総務課☎
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

種 募集人員

看護師
助産師

30人
程度

受験資格

内 内容

＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３８

記事内の表記について

職

場 会場

日程等

採用

看護師の資格を有する、
または2023年春までに ○受け付け
3月30日㈬まで
（必着）
取得見込みの方

助産師の資格を有する、 ○試験日
若干名 または2023年春までに 4月23日㈯
取得見込みの方

検索

採用日

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

合の資格を喪失した方は、退職日の
翌日から国民年金に加入となります
ので、手続きが必要です。手続きの際
は、年金手帳と資格喪失証明書など
退職日の分かる書類をお持ちくださ
い。また、厚生年金保険や共済組合に
加入している方に扶養されている
６０歳未満の配偶者は、次の場合に国
民年金の手続きが必要です。①扶養
している方が退職した時②扶養して
いる方が６５歳以上で、老齢基礎年金
を受ける資格が発生した時③扶養さ
れている方が扶養されなくなった時
／毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがありますのでご了承
ください。なお、就職により厚生年金
保険や共済組合に加入した方が、国
民年金の資格を喪失する手続きは不
要です。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２７

格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から、保険年金課保険
加入係（市庁舎１階）、各市民センタ
ーで事前に加入手続きを行うことが
できます。被扶養者であった方が一
緒に加入する場合は、退職する方だ
けでなく、被扶養者であった方の喪
失日も記載されている証明書類が必
要です。手続きには証明書類と、官公
庁発行の写真付き身分証明書をお持
ちください。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２４

献 血 に ご 協 力 く だ さ い
市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日３月２５日㈮、午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～３時４５分場ワン
ストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方は早めの手続きを
４月１日は、退職等で健康保険の資

みんなでつくる

問 問い合わせ

未来の場
未来の
場㉖
かたち

問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

アンケート、
ご意見募集に

ご協力いただきありがとうございました

公共施設が最も多く点在してい
る町田駅周辺に焦点を当て、公共
施設の再編により目指す姿等を示
す「町田市町田駅周辺公共施設再
編構想」策定に向けた検討を進め
ています。
検討に当たり、市民の皆さんに
対し、町田駅周辺の公共施設の再
編に関するアンケートを昨年７月
～１２月に実施し、計１７８８件のご
回答をいただきました。

7月1日
10月1日
2023年1月1日
2023年4月1日

アンケート結果の詳
細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）でご覧い
ただけます。
また、昨年１２月から今年１月ま
で本構想の素案に対するご意見募
集を実施し、９９件のご意見をいた
だきました。
たくさんのご意見をお寄せいた
だきありがとうございました。

いただいたご意見を踏まえて、３月下旬ごろに
「町田市町田駅周辺公共施設再編構想」を策定
し、市ＨＰに公表する予定です。
併せて、ご意見募集の結果も市ＨＰで公表する予
定です。

※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。

４月から市役所の組織が一部変わります

問総務課☎
☎７２４・２１０８

市では、市民の皆さんへのサービス向上及び業務の効率化を目的として、４月１日から組織の一部を変更します。

環境資源部の組織再編

新たな学校づくり推進課の新設

町田市バイオエネルギーセンターの稼働に併せて、環境施策及びご
み減量施策の推進体制をより一層強化することを目的として環境資源
部を再編します。

児童生徒数の減少や学校施設の老朽化などの環境が変化する中で、
学校統合等を契機に市立学校をより良い教育環境にしていくととも
に、地域活動の拠点としてより利用しやすい場所にすることを目的と
して設置します。

環境政策課
環境・自然共生課
環境資源部

環境保全課
循環型施設整備課
資源循環課
3Ｒ推進課

環境政策課

➡ 環境資源部

環境共生課
ごみ収集課
循環型施設管理課
循環型施設整備課

【各課の主な業務】
○環境政策課…地球温暖化対策やごみ処理施策に関する業務
○環境共生課…生物多様性の保全や生活環境・公害に関する業務
○ごみ収集課…資源とごみの収集や相談に関する業務
○循環型施設管理課…町田市バイオエネルギーセンター及びその他ご
み処理関連施設の管理運営に関する業務
○循環型施設整備課…町田市バイオエネルギーセンター及び資源ごみ
処理施設の整備に関する業務

教育総務課

教育総務課
施設課
学校教育部

学務課
保健給食課
指導課
教育センター

新たな学校づくり推進課

➡

施設課
学校教育部 学務課
保健給食課
指導課
教育センター

【主な業務】
○新たな学校づくり推進課…「まちだの新たな学校づくり」の推進に関
する業務
※このほか、次の課が廃止となります。
①生活介護事業民営化に伴い「地域福祉部ひかり療育園」を廃止します。
②東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に伴い「文化スポ
ーツ振興部オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課」を廃止します。

