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書及び論文を２月３日までに、直接ま
たは郵送（消印有効）でいきいき総務
課（市庁舎７階）へ。応募に必要な書
類は市ＨＰでダウンロードできます。
郵送を希望する方はご連絡くださ
い。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方日２月２１日㈫午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）定２０人
（申し込み順）申２月１４日までにイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
町田市廃棄物減量等推進審議会
市 民 委 員
　同審議会は、町田市廃棄物の処理
及び再利用の促進に関する条例に基
づき設置されています。町田市一般
廃棄物資源化基本計画に従って施策
が実行されているかの確認や、ごみ

の排出抑制のための方策などの事項
を審議します。
対市内在住の１８歳以上で、過去に同
審議会の委員を経験していない方、
また任期中に他の審議会等の委員で
ない方任期４月から２年募集人数３人
報酬１回の会議出席につき１万６００
円申募集要項を確認のうえ、指定の
用紙に、住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・性別・作文を書いて、２月３日ま
でに直接、郵送（必着）またはメール
で環境政策課（市庁舎７階）へ。募集
要項は環境政策課、各市民センター、
町田市バイオエネルギーセンター３
階で配布します（市ＨＰでダウンロー
ドも可）。
問環境政策課☎☎７２４・４３７９
町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会
市 民 委 員
　同審議会は、高齢者のための福祉
サービス事業の目標などを定める

「高齢者福祉計画」及び介護保険料等
を定める「介護保険事業計画」の策定
や進

しん

捗
ちょく

評価を行っています。任期満
了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
任期４月１日～２０２６年３月３１日（３
年間）募集人数３人選考論文申申込

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（右記二次元コード）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。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

新型コロナウイルス感染症情報

＊新型コロナワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種における予防効果と副反応をよく理解したうえで、接種をご検討ください。
　新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、注射した部位の痛みや発熱等の症状が現れることがあります。接
種前に心配なことがある場合や接種後に不安な症状がある場合には、かかりつけ医にご相談ください。
　また、副反応のご相談は東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（☎☎０３・６２５８・５８０２鯖０３・５３８８・１３９６、受付時間＝土・日曜日、祝休日
を含む２４時間対応、多言語対応可）でも可能です。診察をご希望の場合には、かかりつけ医または地域の医療機関にご相談ください。
　なお、国では副反応による健康被害（病気になったり障がいが残ること）が生じた場合のため、予防接種法に基づく救済制度を設けています。申請先は接
種を受けたときに住民票のあった住所地です。申請を検討している方は、接種相談コールセンターへ事前にお問い合わせください。

最新情報は市ＨＰを▶
ご覧ください※この記事の情報は１月６日現在のものです。

　新型コロナウイルス感染症と診断され、症状悪化や薬の処方のために受診を希望する方向けに、市内の医療機関で受診可能な医療機関等
の情報を市ＨＰ（右記二次元コード）に掲載しています。各医療機関での対応可能な内容は、各医療機関にご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えましょう
問町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口☎☎７８５・５２３７、町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８

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）� �
鯖０５０・３１６１・８６３４（お電話が難しい方のお問い合わせ用）■ワクチン接種の副反応について

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 業務職員・運転手 市有財産活用課（市庁舎地下１階） 月１６日＝３人 月額１８万６０００円 １月２７日 市有財産活用課

☎☎７２４・２１１２２ 補助職員・運転手 月１６日＝２人 月額１３万８０００円

３

町田市教育センター
①業務職員・一般事務
②業務職員・けやき教室指導員
③業務職員・一般事務（けやき・くすの
き教室）

町田市教育センター ①②月１２日＝１人
③月１６日＝１人

①②月額１１万１６００円
③月額１２万４０００円

①１月３０日
②③１月２４日

教育センター
①☎☎７９３・２４８１

②③☎☎７９２・６５４６

４ 子どもセンターまあち
業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターまあち 月１６日＝１人 月額５万７６００円 ２月１日 子どもセンターまあち

☎☎７９４・７３６０

５ 子どもセンターつるっこ
①②業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターつるっこ ①月１６日＝３人

②月４日＝１人
①月額５万７６００円
②月額１万４４００円 ２月１日 子どもセンターつるっこ

☎☎７０８・０２３６

６ 子どもセンターぱお
業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターぱお 月８日＝１人 月額２万８８００円 ２月１日 子どもセンターぱお

☎☎７７５・５２５８

７ 子どもセンターぱお分館
補助職員・子どもセンター補助員 子どもセンターぱお分館 月８日＝１人 月額６万４８０円 ２月１日 子どもセンターぱお

☎☎７７５・５２５８

８
子どもセンターただＯＮ
①業務職員・子どもセンター支援員
②補助職員・子どもセンター補助員

子どもセンターただＯＮ ①月１６日＝１人
②月８日＝１人

①月額５万７６００円
②月額６万４８０円 ２月１日 子どもセンターただＯＮ

☎☎７９４・６７２２

９ 業務職員　介護・高齢者福祉相談員 高齢者福祉課（市庁舎１階） 月１６日＝１人 月額２２万３２００円 １月２７日 高齢者福祉課
☎☎７２４・２１４１

１０ 業務職員・看護師 広聴課（市庁舎１階） 月１６日＝１人 月額２２万３２００円 １月３１日 広聴課
☎☎７２４・２１０２

１１

町田市子ども発達センター
①業務職員・心理発達相談員
②業務職員・発達相談ケースワーカー
③業務職員・指導員
④業務職員・言語聴覚士（月１２日、７時
間勤務）
⑤業務職員・言語聴覚士（月１２日、６時
間勤務）
⑥業務職員・言語聴覚士（月８日）
⑦業務職員・看護師

町田市子ども発達センター

①②月１６日＝１人
③月１６日＝６人

④⑤月１２日＝１人
⑥月８日＝１人
⑦月８日＝３人

①月額２３万５６００円
②月額２２万９４００円
③月額１９万２２００円
④月額２０万１６００円
⑤月額１７万２８００円
⑥月額１３万４４００円
⑦月額７万２０００円

１月２７日 子ども発達支援課
☎☎７２６・６５７０

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

町田市国民健康保
険運営協議会

１月２６日㈭午後
２時～４時

市庁舎３階第３
委員会室

３人
（申し込み順）

１月１９日までに電話で保険
年金課（☎☎７２４・４０２７）へ

町田市都市計画審
議会

１月２６日㈭午後
２時３０分から

市庁舎３階第１
委員会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課
（☎☎７２４・４２４７）へ

町田市母子保健連
絡協議会

１月２６日㈭午後
７時～８時３０分

健康福祉会館
１階検診室

３人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎☎７２５・５４７１）へ

町田市スポーツ推
進審議会

２月９日㈭午後６
時３０分から

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人
（申し込み順）

２月８日までに電話でスポー
ツ振興課（☎☎７２４・４０３６）へ

町田市認知症施策
推進協議会

２月１４日㈫午後
６時３０分～８時

オ ン ラ イ ン
（Ｗｅｂｅｘ）

３人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉課
（☎☎７２４・２１４０）へ

町田市景観審議会
専門部会

２月２０日㈪午後
２時～４時

市 庁 舎３階 会
議室３－２・３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎☎７２４・４２６７）へ

　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～２０２４年３月３１日／社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（３～８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（４～８、１１－⑦を除く）。

会計年度任用職員募集
◀市ＨＰ


