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お知らせお知らせ
ご協力下さい

平 成３０年７月 豪 雨 災 害 
義 援 金 の 受 け 付 け
　日本赤十字社では、「平成３０年７月
豪雨災害義援金」を１２月３１日㈪ま
で受け付けています。

【義援金箱】
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、町田
・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽
山崎・玉川学園の各コミュニティセ
ンター窓口に義援金箱を設置してい
ます。

【日本赤十字社本社への送金】
○ゆうちょ銀行の振替口座へ送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１３０－８－６３５２８９
加入者名日赤平成３０年７月豪雨災害
義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行口座へ送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５４５、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５３８、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０４０５
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推

進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
都市公園等の

指定管理者を募集します
　市の都市公園施設である相原中央
公園、三ツ目山公園を含む２７公園緑
地等を一括で管理運営できる指定管
理者を募集します。
対都市公園またはこれに類する施設
における管理業務の実績を有する法
人またはその他の団体
指定期間２０１９年４月１日～２０２４年
３月３１日（５年間）
申必要資料をお持ちのうえ、直接公
園緑地課（市庁舎８階）へ。
※詳細は募集要項（町田市ホームペ
ージでダウンロード）をご覧下さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９９
学童保育クラブ

指定管理者を募集します
対学童保育クラブ、認可保育所、認証
保育所、幼稚園、認定こども園のいず
れかの運営の実績があり、市内に事
務所・事業所を有する社会福祉法人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設①成瀬中央あおぞら学童保
育クラブ（成瀬２－８）②なかよし学
童保育クラブ（忠生３－１０－２）③わ
んぱく学童保育クラブ（小川３－１０
－１）④そよかぜ学童保育クラブ（成
瀬７－１１－１）⑤大蔵学童保育クラ
ブ（大蔵町２８６）⑥図師学童保育クラ
ブ（図師町２３９－１９）⑦高ヶ坂けや
き学童保育クラブ（高ヶ坂６－７－１）
⑧つくし野学童保育クラブ（つくし
野２－２１－１１）⑨藤の台ポケット組
学童保育クラブ（金井３０４０－１５）⑩
小山田学童保育クラブ（上小山田

６１０）⑪本町田学童保育クラブ（本町
田２０３２）
指定期間２０１９年４月１日～２０２４年
３月３１日（５年間）
申８月２０日午前９時～２４日午後５時
に直接児童青少年課へ（郵送不可）。
※詳細は募集要項をご覧下さい。
※募集要項・仕様書・申請書は８月１
日午前９時～１７日午後５時に児童青
少年課（市庁舎２階）で配布します
（募集要項及び仕様書は町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。

【説明会を開催します】
日８月９日㈭午前９時３０分から
場市庁舎２階会議室２－２

◇
問児童青少年課☎７２４・２１８２
住民主体の地域活動団体型サービス

担 い 手 募 集 ＆ 説 明 会
　支援が必要な方へ介護予防に取り
組める場を提供する「地域活動団体
型サービス」の内容や登録について
説明会を実施します。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等
日８月２２日㈬午後２時～４時
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申８月１７日までに、直接または電話
で各高齢者支援センターの「生活支
援コーディネーター」へ。　
※各基準や補助金については、各高
齢者支援センターへお問い合わせ下
さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

児童扶養手当
現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。
　現況届を提出しない場合は、８月
分（１２月振り込み）からの手当が受
けられなくなります。
　なお、手当の受給開始から５年を
経過した方等には、６月下旬に「児童
扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」を送付していますので、現況
届と一緒に提出して下さい。この提
出がない場合や提出が遅れた場合
は、８月分からの手当が２分の１に減
額されます。
提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３１日ま
でに直接子ども総務課（市庁舎２階）
へ。
※状況確認を行いますので、受給者
本人がおいで下さい。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方
日９月６日㈭午後２時～４時
場市庁舎
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

該当する方は申請を 
心身障害者福祉手当 　

　心身障害者福祉手当は、８月に年
度の更新を行います。７月までに申
請をして所得超過により却下となっ
た方で、２０１８年度（２０１７年中）の所
得状況が限度額以内の場合は、８月
中に申請して下さい。
　所得限度額等、申請の詳細はお問

い合わせ下さい。
※現在受給中で、２０１８年度所得が
限度額を超える方には、別途通知し
ます。�

更新します～心身障害者（児） 
医療費助成制度○障 受給者証
　重度の障がい者（児）（身体障害者
手帳１・２級〔内部障がいは３級も含
む〕、愛の手帳１・２度）の方を対象と

した心身障害者（児）医療費助成制度
㊓障受給者証の更新を行います。
　所得制限基準額を超える方（表２
参照）、６５歳以上で初めて申請する
方、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちで住民税が課税の方は対象外で
す。
　引き続き助成が受けられる方に
は、９月からの新しい受給者証を８月
下旬にお送りします。また、所得が基

準を超える等で受給資格が無くなる
方には、資格消滅通知書をお送りし
ます。
　なお、以前、所得超過で受給資格を
喪失した方も、所得（表２参照）によ
って対象となる場合があります。詳
細はお問い合わせ下さい。
※有効期間の過ぎた受給者証は障が
い福祉課へお返し下さい。

8月1日～31日「町田市障がい者青年学級」町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

【表1】　心身障害者福祉手当の概要
手当額�
（月額） 対象者 所得限度額(2018年度〔2017年中〕の所得）

扶養人数 受給者本人所得

心身障害者
福祉手当
1万5500円

①～④のいずれかに該当する、心身に障がいのあ
る20歳以上65歳未満の方
①身体障害者手帳1･2級②愛の手帳1～3度③脳
性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。
精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円

以降、扶養人数1人につき38万円加算
※所得限度額は目安であり、個別に判断をする必要がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

【表2】　�心身障害者（児）医療費助成制度の所得制
限基準額

〇適用期間＝9月1日～2019年8月31日（2017年中所得）
扶養親族等の人数 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
4人 512万4000円
5人 550万4000円

戦没者のご冥福と世界平和を祈り

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎７２４・２１０３

心身障がい者各種制度のお知らせ

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、太平洋戦争が終結してから７３年
が経ちました。
　市では、戦没者のご冥福と世界平
和を願い、原爆投下の日と終戦の日
に、防災行政無線で黙とうの呼び掛
けを行っています。今年も、戦没者の
ご冥福をお祈りするとともに、二度

と戦争の起こらない平和な世界を願
い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　
　８月６日㈪午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　
　８月９日㈭午前１１時２分から
○終戦の日　
　８月１５日㈬正午から　

玉川学園コミュニティセンター

施 設 の 貸 し 出 し と 
児童図書の貸し出しを中止
　玉川学園コミュニティセンター
は建替工事に伴い、１２月２９日か
ら施設の貸し出しと児童図書の貸
し出しを中止します。
　なお、まちだ施設案内予約シス
テムで玉川学園コミュニティセン
ターをホームグラウンドに登録し
ている団体は、他の施設に変更す
ることができます。詳細はお問い
合わせ下さい。
問同センター☎７３２・９３７２

８月４日㈯

コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交付サービスを終日休止
　システムメンテナンスのため、
８月４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、８月５日
㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

問障がい福祉課☎７２４・２１４８
返０５０・３１０１・１６５３

※基準額を超える方は対
象になりません。�
※20歳未満の方は、国民
健康保険の世帯主、また
は社会保険の被保険者の
所得です。�
※20歳以上の方は、障が
い者ご本人の所得です。�


