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募　集募　集
町 田 市 情 報 公 開・ 個 人 情 報 
保 護 運 営 審 議 会 市 民 委 員
　市の情報公開制度、個人情報保護
制度の運用について審議する「町田
市情報公開・個人情報保護運営審議
会」の市民委員を募集します。年２～
４回の開催を予定しています。
対市内在住の１８歳以上で、町田市の
他の附属機関等の委員となっていな
い方任期４月１日～２０２５年３月３１日
募集人数４人選考抽選申２月２日正午
～１９日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
２３０２０２Ｂへ。
問市政情報課☎☎７２４・８４０７
消費生活センター
運 営 協 議 会 委 員
●くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？　市と協働で、
衣・食・住・環境などをテーマとした
学習会、テスト教室等の企画・運営を
行う委員を募集します。くらしに役
立つ知識を学びながら、ご自身のア

イデアを企画や活動に生かしてみま
せんか。
対市内在住、在勤で、月に２～４回の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）任期４月１日～２０２４年３月３１日
／説明会を開催しますので、応募希
望者は必ずいずれかの回に参加して
ください日①２月２１日㈫午前１０時
から②３月７日㈫午前１０時から、い
ずれも１時間３０分程度場町田市民フ
ォーラム申①２月１７日まで②３月３
日までに、電話またはＦＡＸで消費生
活センター（☎☎７２５・８８０５返７２２・
４２６３）へ。
町田新産業創造センター　
インキュベーションフロア入居者
　常駐のインキュベーションマネー
ジャーによる販路拡大や資金調達等
の支援、他の入居者等との交流を通
じた創業期のノウハウ共有など、さ
まざまな経営支援を受けることがで
きます。施設内覧も随時受付、１席単
位で利用可能なブースの貸し出しも
あります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で

も法人でも可）内・費２０８号室（面積
１０㎡）＝月額３万４１７７円、２１０号室
（面積１５㎡）＝月額５万１３２３円（い
ずれも３月末ごろ入居可能）／消費
税、共益費を含みます申入居申込書
（同センターＨＰ〔右記二次元コード〕

でダウンロード）に記入し、
２月２８日までに直接または
郵送（消印有効）で同センタ
ーへ。書類審査後、面接を行います。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

会計年度任用職員募集

職　種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報　酬 申込期間 問い合わせ

1 下水道経営総務課
業務職員・一般事務

下水道経営総務課
（市庁舎8階） 月２０日＝1人 月額18万6０００円 ２月1０日まで 下水道経営総務課

☎☎7２4・4２87

２ 高齢者福祉課
業務職員・一般事務

高齢者福祉課
（市庁舎1階） 月16日＝２人 月額19万２２００円 ２月13日まで 高齢者福祉課

☎☎7２4・２141

3 子どもセンター
業務職員・児童厚生員

各子どもセンターの
いずれか 月16日＝２人 月額19万２２００円 ２月13日まで 児童青少年課

☎☎7２4・4０97

4
①業務職員・放課後児童支援員
②補助職員・放課後児童支援員Ａ
③補助職員・放課後児童支援員B
④補助職員・放課後児童支援員Ｃ

中央学童保育クラブ（中町）

①月２０日（実働6時間）＝1人
②月２０日（実働5時間）＝若干名
③月16日（実働5時間）＝若干名
④月1２日（実働4時間）＝若干名
※シフト制となります。

①月額２1万円
②月額13万円
③月額1０万4０００円
④月額6万２4００円

２月２8日まで 児童青少年課
☎☎7２4・２18２

5
①補助職員・学童保育クラブ補助員Ａ
②補助職員・学童保育クラブ補助員B
③補助職員・学童保育クラブ補助員Ｃ

中央学童保育クラブ（中町）
①月２０日（実働5時間）＝若干名
②月16日（実働5時間）＝若干名
③月1２日（実働4時間）＝若干名
※シフト制となります。

①月額1０万8０００円
②月額8万64００円
③月額5万184０円

２月２8日まで 児童青少年課
☎☎7２4・２18２

　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／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（４−④、５−③を除く）。 ▲市ＨＰ

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

町田市食育推進
計画策定及び推
進委員会

２月２日㈭午後1
時3０分～3時3０
分

町田市民フォ
ーラム3階視聴
覚室

２人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎☎7２２・7996）へ

町田市教育委員
会定例会

２月3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

町田市産業振興
計画推進委員会

２月7日㈫午後3
時～5時

町田新産業創
造センターイ
ベントスペー
ス（中町1-4-２）

3人
（先着順）

直接会場へ問産業政策課
☎☎7２4・２1２9

町田市住居表示
整備審議会

２月8日㈬午後3
時～4時

市庁舎5階会議
室5-3

3人
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調
整課（☎☎7２4・4２54）へ

町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

２月13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

町田市地域密着
型サービス運営
委員会

２月13日㈪午後6
時3０分～7時3０
分

市庁舎5階会議
室5-3

3人
（申し込み順）

２月8日までに電話でい
きいき総務課（☎☎7２4・
3２91）へ

町田市立図書館
協議会

２月14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

町田市下水道事
業計画評価委員
会

２月17日㈮午前
1０時から

成瀬クリーン
センター3階大
会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道経営
総務課（☎☎7２4・4２87）
へ

　新型コロナウイルス感染症の報告数は減少傾向ですが、予断を許さない状況です。加えてこの冬はインフルエンザの報告数が増加傾向にあり、都内では
3年ぶりの本格的な流行が懸念されます。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防対策は共通しています。引き続き基本的な感染対策をお願い
します。

①手洗い・マスク着用を心掛ける　②体温測定など体調管理に気を付ける　③発熱に備えて抗原検査キット・解熱剤・食料品・日用品等を準備する

　感染拡大による医療機関の逼
ひっ

迫
ぱく

や、救急搬送が困難な事例が増えており、発熱時に医療機関の受診が困難となる可能性があります。
　発熱した時に備えて、重症化リスクに応じた受診の流れを事前に確認しておきましょう。詳細は市ＨＰをご覧ください。

＊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。
　２月以降は新たに接種対象となる方が少なくなるため、一部の病院・診療所を除
き、右表のとおり集団接種会場のみで接種を行います。
※現在、新型コロナワクチン接種事業は３月３１日までとされています。接種をご希望
の方で、接種券がお手元にない方は、同コールセンターへお問い合わせください。な
お、オミクロン株対応ワクチンの接種は１人１回です。

新型コロナウイルス感染症情報 最新情報は市ＨＰを▶
ご覧ください※この記事の情報は１月２５日現在のものです。

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）
� 返０５０・３１６１・８６３４（お電話が難しい方のお問い合わせ先）

■�新型コロナワクチン２月の接種予定会場・
スケジュールのご案内

オミクロン株対応ワクチン（３・４・５回目）

生涯学習センター ２月３日、９日、１０日、
１７日、２２日～２４日

忠生市民センター ２月１２日
鶴川市民センター ２月１８日
小山市民センター ２月１９日
南市民センター ２月２５日

■新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザにもご注意ください

　その他のワクチン
の接種日程・接種会
場は、市ＨＰをご覧い
ただくか、同コールセ
ンターへお
問い合わせ
ください。

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

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


