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お知らせお知らせ
「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」に

ライフシーン検索を追加
　町田市ホームページでご覧いただ
ける「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」
の探しやすさを向上させるため、６
月５日から「妊娠・出産」や「子育て・
教育」等のライフシー
ンでＦＡＱを探せる機能
を追加します。ぜひご
利用下さい。
問広聴課☎７２４・２１０２
自宅にお風呂のない

高齢者の方へ入浴券を交付します
対７０歳以上の一人暮らし、または高
齢者世帯（世帯員が６５歳以上）であ
り、自宅にお風呂がない方
※経過措置として、２０１５年６月～
２０１６年５月に入浴券の交付対象で
あった方は、引き続き対象となりま
す。
※利用できる市内公衆浴場は大蔵湯
（木曽町）、金森湯（金森）です。
※対象期間は２０２０年５月３１日まで
です（申請した月から２０２０年５月分
までをまとめて交付）。
申本人確認書類（健康保険証等）と印
鑑をお持ちのうえ、直接高齢者福祉
課（市庁舎１階）へ（申し込みは入浴
券使用者本人に限る）。
※認定要件に変更があった方と、初
めて申請する方は、自宅にお風呂が
ないことを確認するため、調査員が
訪問します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
２０１９年度

高齢者の方へごみの指定
収 集 袋 を 配 付 し ま す
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３０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。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋４０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、１世帯あたり年間７０枚
を配付
※７月末までに町田市シルバー人材
センター会員が順次ご自宅にお届け
します。受け取り時に受領印または

サインが必要です（不在の場合は
２０２０年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付時
にお申し出下さい。
○南地区（容器包装プラスチックの
指定収集袋による収集の対象地域）
は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋２０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、容器包装プラスチック
専用袋（中袋２０枚）、１世帯あたり年
間７０枚を配付

◇
※再配付の依頼・お問い合わせは、ご
み袋配付事務局（町田市シルバー人
材センター内、☎７１０・７１０１、受付
期間＝８月３１日まで）へ。配付期間中
は電話でのお問い合わせが大変混み
合います。つながらない場合は、時間
をおいておかけ直し下さい。

【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、交換する袋
の容量と同じ容量に限り、原則未開
封の状態（１０枚単位）で交換ができ
ます。
交換窓口高齢者福祉課（市庁舎１階）
臨時交換窓口６月２５日㈫午前９時～
正午＝木曽山崎コミュニティセンタ
ー、６月２５日㈫午後１時～４時＝鶴川
市民センター、６月２８日㈮午前９時
～正午＝なるせ駅前市民センター、
６月２８日㈮午後１時～４時＝南市民
センター、７月２日㈫午前９時～正午
＝堺市民センター、７月２日㈫午後１
時～４時＝小山市民センター
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

２０１９年度の包括外部監
査テーマが決まりました
　市では、市政の透明性の確保や業
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、公認会計士
等の有識者による包括外部監査を毎
年実施しています。
　２０１９年度の包括外部監査テーマ
は「保健所に関する財務事務の執行
について」です。監査の結果は、
２０２０年２月ごろにまとまります。
　なお、これまでの包括外部監査の
結果や進捗状況は、町田市ホームペ
ージでご覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３

下水道使用料の減免措置
が 継 続 さ れ ま す
　原則として、３月末まで減免の適

用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお、新たな申請は
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
人支援給付の受給世帯、公衆浴場、医
療施設、社会福祉施設、デイサービス
（入所施設）、皮革関連企業等の生活
関連２３業種、東日本大震災による避
難者
※老齢福祉年金とは、大正５年４月１
日以前に生まれた方（その他要件有
り）を対象とする年金制度です。
減免期間２０２０年３月３１日まで
問減免の申し込み方法等の詳細につ
いて＝東京都水道局多摩お客さまセ
ンター☎０５７０・０９１・１０１（ナビダ
イヤル）または☎０４２・５４８・５１１０、
制度について＝下水道総務課☎７２４
・４２９５
２０１９年度

東京都認証保育所入所 
児 童 保 護 者 補 助 金
　市から運営費の補助金を支出して
いる、東京都認証保育所に在籍して
いる児童の保護者に対して、児童１
人につき月額２万円の補助金を交付
します。
※申請書は保育所を通じて配布しま
す。
対市内在住で、認証保育所（都内であ
れば市外の施設でも可）に月１６０時
間以上の契約で子どもを預けている
保護者
問子ども総務課☎７２４・２５５１
申請を受け付けます

２０１９年度私立幼稚園等補助金
【就園奨励費・保護者補助金】
対町田市に住民登録のある満３～５
歳児及び就学猶予された園児を私立
認可幼稚園に通園させている保護者
※満３歳児の特別クラス（隔日・半日
のクラス）等の場合、補助金の対象外
です。
※子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園に通う場合は、この手続
きは不要です。
※申請書は幼稚園を通じて配布しま
す。詳細は各幼稚園で配布のパンフ
レットまたは町田市ホームページを
ご覧下さい。
申幼稚園で申請書の取りまとめをし
ている場合＝申請書記入後、各幼稚
園が定める期限までに各幼稚園へ提
出／幼稚園で申請書の取りまとめを

していない場合＝申請書記入後、７
月５日までに子ども総務課へ（郵送
可）。
※各市民センター等では受け付けで
きません。
※期限後も受け付けますが、補助金
の支給が遅れることがあります。
※申請書を配布していない市外の幼
稚園等の場合は子ども総務課へご連
絡下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
提出して下さい

児童手当・特例給付現況届
　児童手当・特例給付を受けている
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
手続き）を送付しますので、提出して
下さい（児童手当の所得限度額を超
えている方も提出が必要）。
　現況届の提出がない場合、６月分
（１０月振り込み予定）からの手当が
受けられなくなります。
提出方法現況届に必要事項を記入し、
必要書類を同封のうえ、６月２８日まで
（消印有効）に郵送で子ども総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※子ども総務課窓口でも６月２８日ま
で受け付けますが、大変混雑します。
郵送での提出にご協力下さい。なお、
各市民センター等での受け付けは行
いません。
※郵送の場合は封筒に切手を貼付し
て下さい。
※必要書類は現況届の右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
屋外での活動にご注意下さい

光化学スモッグが発生 
し や す い 時 期 で す
　東京都環境局ホームページで、Ｅ
メールアドレスを登録
すると、光化学スモッグ
注意報等の発令状況が
配信されます。
問環境保全課☎７２４・２７１１

２０１９年度春の花壇コンクール

最優秀賞に「忠生自然第３クラブ」
問公園緑地課☎７２４・４３９９

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、
６月１１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。
　交付の再開は、６月１２日㈬午前
６時３０分からです。
問市民税課☎７２４・２８７４

　花壇コンクールは、花の香り漂
う美しいまちづくりに寄与するこ
とを目的に開催しています。
　今年度の春のコンクールには
３２３団体が参加し、審査の結果、以
下の団体が入賞しました。
○最優秀賞　忠生自然第３クラブ
（忠生）
○優秀賞　忠生中学校（忠生）、鶴
四富士見ＧＦＣ（鶴川）、サンフィー
ル保育園（小山町）、ききょう保育園
（鶴川）、めぶき公園花の友（図師町）
※その他、優良賞に１７団体、努力
賞に２９団体が選ばれました。

※受賞団体等コンクールの詳細
は、町田市ホームページでご覧い
ただけます。なお、審査会は４月２５
日に実施したため、掲載写真と現
在の開花状況は異なります。

最優秀賞　忠生自然第３クラブの花壇

市議会のうごき

　本会議･委員会を下表のとおり開催
します。開会時間は午前１０時です（６月
６日は午後１時）。

問議会事務局☎７２４・４0４９

月 日 曜日 内　　　　容

６

６ 木 本会議（提案理由説明）
７ 金 議案説明会・全員協議会
１１ 火

本会議（一般質問）
１２ 水
１３ 木
１４ 金
１７ 月
１８ 火 本会議（質疑）

１９ 水 文教社会常任委員会･建設常
任委員会

２０ 木 総務常任委員会・健康福祉常
任委員会

２１ 金 常任委員会予備日
２８ 金 本会議（表決）

※請願・陳情の受付締切は６月６
日㈭午後５時です。
※本会議・常任委員会は町田市
議会ホームページでインターネ
ット中継・録画中継をしていま
す。スマートフォンやタブレッ
ト端末でもご覧いただけます。
※会議の日程・時間等は変更に
なることがあります。

議会を傍聴しましょう

Twitterアカウント名＝町田市
議会（町田市公式）＠machida_
gikai

Twitterで情報発信

6月定例会・常任委員会を開催します


