凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

お知らせ
高齢者世帯へ

ごみ袋を配付しています

市では、高齢者の経済的負担を軽
減するため、年に１回、一定枚数のご
み袋を配付しています。今年度は７月
末までに順次自宅にお届けします。
なお、今年度から以下のとおり対
象者が変更となっていますのでご確
認下さい。
対４月１日現在、市内在住の７０歳以
上の方がいる世帯で、かつ世帯員全
員の平成２９年度市・都民税が非課税
の世帯
※４月２日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者、税申告が未申告等で
税情報のない方は対象外です。
【配付後の交換について】
配付されたごみ袋の大きさや種類
の交換を希望する方は、原則未開封
の状態（１０枚単位）で等量交換がで
きます。
交換窓口高齢者福祉課（市庁舎１階）
臨時交換窓口７月７日㈯午前９時～午
後３時＝木曽山崎コミュニティセン
ター
すでにごみ袋を配付した方へ
お詫びと訂正
ごみ袋配付の際に同封した文書
内の
「重要なお知らせ」は誤って記
載してしまいました。削除して訂
正します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
お送りします

国 民 健 康 保 険 高 齢
受 給 者 証（ 更 新 証 ）

国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの「国民健
康保険高齢受給者証」の有効期限は、
新たに委嘱されました

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

７月３１日です。８月１日からお使いい
ただく同受給者証は、７月中に世帯
主の方宛てに普通郵便でお送りしま
す。なお、今回お送りする高齢受給者
証の有効期限は２０１９年７月３１日ま
でです（途中で７５歳になる方は誕生
日の前日まで）。
また、2018年度から高齢受給者
証の大きさをはがきサイズから保険
証と同じカード型へ変更していま
す。医療機関の窓口には「保険証」と
「高齢受給者証」の２枚を提示いただ
く必要があるため、保険証は捨てな
いようご注意下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２４
農業経営をがんばっている方へ

認 定 農 業 者 募 集

認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を計画的に改善す
るために作成した「農業経営改善計
画」
（５年後の経営目標）を町田市が
認定し、その計画達成に向けた取り
組みを関係機関・団体が支援する仕
組みです。
申７月１３日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。
２０１９年度実施事業募集

農業振興事業補助金

対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、または農家３戸以上が
参加する営農集団・農業経営を行う
法人で、次のいずれかに該当する方
①牛または馬＝５頭以上飼育②豚＝
１０頭以上飼育③鶏＝５００羽以上飼
育④ホダ木＝５００本以上栽培⑤ハウ
ス＝２００㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以
上耕作⑦生産緑地＝１０ａ以上耕作
内機械・施設の導入等、経営改善を目
指した総額が３０万円以上の事業に
対し、認定農業者・認定就農者・営農
集 団・ 農 業 法 人 は 経 費 の２分 の１

民生委員・児童委員

問福祉総務課☎７２４・２５３７

新たに委嘱された民生委員・児
童委員と異動のあった地域は下表
のとおりです。

※その他の担当は、福祉総務課へ
お問い合わせ下さい。
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（１５０万円を限度）、その他の農家は
３分の１（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場
合もあります。
申申請書（農業振興課〔市庁舎９階〕、
ＪＡ各支店に有り）に関係書類を添え
て、７月３１日まで（必着）に直接また
は郵送で農業振興課へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
まちだ男女平等フェスティバル

実

行

委

町田市民病院は地域医療支援病院の承認申請を行いました

問町田市民病院代表☎７２２・２２３０

町田市民病院は、６月に東京都
へ地域医療支援病院の承認申請を
行いました。
【地域医療支援病院とは？】
都道府県知事から承認された地
域医療の中心となる病院です。
今後は、第一線のかかりつけ医
を後方から支援する立場で、入院
が必要になるような重症患者や緊
急性の高い患者への治療等、当院
の果たすべき役割に注力します。
【紹介状をご持参下さい】
原則、初診で受診の際は医療機
関からの紹介状をお持ち下さい。
紹介状なく受診する場合は、紹介

安全確認をお願いします！

患者を優先するため、待ち時間が
長くなるだけでなく、選定療養費
をご負担いただく必要がありま
す。
地域医療支援病院の承認後は、
選定療養費
（現在、
医科・歯科２７００
円）を医科５4００円（税込）、歯科３
24０円（税込）に改定します。実施
時期の詳細は、承認後、町田市民病
院ホームページ等でお知らせしま
す。
限られた医療資源を有効活用す
るため、地域の医療機関との役割
分担と連携強化にご理解・ご協力
をお願いします。

募

集

２０１９年２月２日㈯、３日㈰に開催
する「第１９回まちだ男女平等フェス
ティバル」の実行委員（市民・団体）を
募集します。
同フェスティバルでは、男女共同
参画社会づくりの推進に向けて活動
している団体などが中心となり、講
演会やワークショップ、展示などを
行います。
活動日７月～２０１９年２月の毎月第２
火曜日、午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
申電話で男女平等推進センター（☎
７２３・２９０８）へ。
町田エコフェスタ２０１８

出

展（店）者

募

１９４－００３６、木曽東２－１－１、境川
クリーンセンター内、
〔一財〕まちだ
エコライフ推進公社、☎７９７・９６１７
返７９７・９８８１）へ。後日説明会のご
案内をお送りします。
※９月１５日㈯に出展（店）者説明会を
行いますので、必ず出席して下さい。
※出展（店）要項・申込用紙は、まちだ
エコライフ推進公社で配布します
（同公社ホームページ及び町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。郵
送希望の方は封書で、出展（店）区分
を明記し、８２円切手を貼った返信用
封筒を同封のうえ、お送り下さい。
※申込多数の場合は、抽選です（ＰＲ
コーナーの出展内容が重複する場合
等は、同実行委員会で調整も有り）。
問環境政策課☎７２４・４３８６

集

９月３０日に開催予定の同フェスタ
の出展（店）者を募集します。
【フリーマーケット・団体バザー】
対市内在住の方（業者を除く）
費フリーマーケット＝１０００円、団
体バザー＝２０００円
【ＰＲコーナー】
エコロジーの取り組みを紹介・展
示する場です。
対市内の団体や企業及び市内在住、
在勤、在学の方
◇
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時
場市庁舎
申申込用紙に必要事項を記入し、団
体バザーは団体規約、活動内容等の
書類を添付し、７月２日～３１日（必
着）に直接、郵送またはＦＡＸで町田
エコフェスタ実行委員会事務局（〒

生涯学習センター

貸出ロッカー申し込み

生涯学習センターのサークル・団
体用貸出ロッカーの貸出期限は９月
２０日までです。
これに伴い、新たに貸し出しの申
込受付と公開抽選会を行います。
対生涯学習センターを利用し、予約
システムに団体登録をしているサー
クル・団体
申往復ハガキに団体登録ＩＤ番号・住
所・団体代表者名・電話番号・希望の
ロッカー（大または小）、返信用にも
宛先を明記し、８月２４日午後５時ま
で（必着）に、直接または郵送で生涯
学習センター（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１

７月１４日

コンビニ証明書自動交付
サービス 終日休止

システムメンテナンスのため、
７月１４日㈯はコンビニエンススト
アでの証明書自動交付サービスを
終日休止します。
※コンビニ交付の再開は、７月１５
日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

心身障害者医療費助成制度（マル障）

負担上限額が変わります

民生委員・児童委員（6月・7月異動）

担当委員
地 区
地 域
氏名・電話
町田第二 町田第二地区担当主任児童委員
欠員
（退任）
鶴川第一 金井町
２２８３～３０３２
（新）森高登志夫☎７３４・１６８４

員
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問 問い合わせ

問障がい福祉課☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

８月１日から、心身障害者医療費
助成制度（マル障）の住民税課税者
（負担者番号８０１３６３２８の受給者
証をお持ちの方）の負担上限額が
変わります（表１参照）。
なお、住民税非課税者（負担者番
号８０１３７３２６の受給者証をお持
ちの方）は変更ありません。
【２０１９年１月から対象者が拡大し
ます】
精神障害者保健福祉手帳１級を
お持ちの方は、２０１９年１月１日か
ら心身障害者医療費助成制度（マ

表１

負担上限額

マル障一部負担金
負担者番号
８０１３６３２８

外来 １割
入院 １割

ル障）の対象となります。１１月１日
から事前受付を開始する予定です。
申請窓口住民登録のある区市町村
※所得制限基準額を超える方（表
２参照）、生活保護受給中の方、６５
歳までにマル障の申請をしなかっ
た方などは対象外です。
※経過措置として、手帳交付日が
１２月３１日以前で有効期間内の精
神障害者保健福祉手帳１級をお持
ちの６５歳以上の方は、２０１９年６
月３０日までの間に限り、６５歳を超
えていてもマル障を申請できます。

負担上限額※
１万４０００円／月
（１４万４０００円／年）
５万７６００円／月
（多数回４万４４００円／月）

※同一の医療機関で１か月の負担額が上記の額に達したと
きは、その医療機関でのその月の窓口負担はありません。
なお、
外来療養は年間上限が設定されています。入院は、過
去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は４回目か
ら
「多数回」
に該当となり、
上限額が下がります。

問建築開発審査課☎724・4413
塀の基準等は町田市ホームページをご覧下さい。 ■

表２

所得制限基準額

扶養親族
等の数

所得制限
基準額

０人

３６０万４０００円

１人

３９８万４０００円

２人

４３６万４０００円

３人

４７４万４０００円
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