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コンピュータで処理している
項目を公表します

人情報登録簿で管理し、必要な職
員に限定してコンピュータ処理を
行っています。
　２０１５年度に稼働・更改した業
務システムは次のとおりです。
問情報化施策・記事全体について
＝情報システム課☎７２４・４４３２、
個人情報保護制度について＝市政
情報課☎７２４・８４０７

　市では、市民サービスの向上と
庁内事務の効率化のため、コンピ
ュータシステムの開発・導入を進
めています。コンピュータで処理
している項目の公表は、市の個人
情報保護制度の趣旨に沿って、ど
のような情報をコンピュータ処理
しているか、お知らせするもので
す。市では、業務に必要な項目を個

覧ができない方
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・広報紙無料配布希望・希望理由

（新聞をとっていない、等）を明記
し、２月２８日まで（必着）にハガキ
で町田市シルバー人材センター

（〒１9４-００２２、森野１-１-１５、わく
わくプラザ町田内）へ。
※発行日から２日以内の配布とな
ります。
※配布期間は翌年３月までです。１
年ごとに更新の確認を行います。
※３月１日以降の受付分の配布開
始日は、受付後に連絡します。

　広報まちだは毎月１日号・１５日
号の月２回発行しています。新聞
への折り込みや、市内の公共施設
や鉄道駅、郵便局、ファミリーマー
トなどの拠点で配布しています。
　４月１日号からは、対象の方で申
し込みいただいた方にポスト投函
による無料配布を行います。なお、
市内在住で高齢などの理由により
既に無料配布を行っている方は、
今回は改めてお申し込みいただく
必要はありません。
対市内在住で新聞をとっていな
い、またはお近くに広報紙配布の
拠点がなく、ホームページでの閲

新規導入及び更改したシステム（2015年度）
システム名 概　要 担当課

新
規

音声認識技術によ
るコミュニケーシ
ョン支援システム

聴覚障がい者や多言語に対応したコ
ミュニケーションを、モバイル端末
やパソコンを使って行う

情報システム課
☎724・4432

更
改

中小企業融資シス
テム

町田市中小企業融資制度を利用する
中小企業への融資情報の管理と補助
金計算などを行う

産業観光課
☎724・3296

子ども・子育て支
援システム

園児・児童の情報や利用状況の管理、
料金収納などを効率的に行うことで
保育サービスや学童保育サービスの
提供をサポートする

児童青少年課
☎724・2182
保育・幼稚園課
☎724・2137

コンビニエンスス
トアにおける証明
書等の自動交付シ
ステム

マイナンバーカードや住基カードを
利用して、コンビニエンスストアの
マルチコピー機で住民票の写しなど
の諸証明書の発行を受ける

市民課
☎724・2123

人事給与システム 市職員の人事、給与、福利厚生にかか
る情報を管理する

職員課
☎724・2199

東京電子自治体共
同運営電子申請サ
ービス

東京都及び都内各市町村などへの申
請・届出をインターネットを利用し
て行う

情報システム課
☎724・4432

東京電子自治体共
同運営電子調達サ
ービス

都内各区市町村などが実施する入札
情報の入手、入札参加資格審査申請、
電子入札をインターネットを利用し
て行う

契約課
☎724・2523

広報まちだ 問広報課☎７２４・２１０１

無料配布のご案内無料配布のご案内
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【アプリ】
＊スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」
　広報発行日にお知らせが届くほか、バックナンバ
ーが閲覧できます。
＊地域特化型電子書籍ポータルサイト「たまイーブックス」
　広報まちだのほか、多摩地域の刊行物（広報
紙・情報誌・パンフレットなど）が閲覧できます。
　市HP 広報アプリ  検索

【町田市ホームページ】
　バックナンバーも閲覧できます。
　市HP 広報PDF  検索

広報まちだは、
ホームページや
アプリで見るこ
ともできるよ！

国民健康保険・後期高齢者医療制度に
加 入 中 の 方 へ

　株式等にかかる譲渡所得や配当所
得などの金額を確定申告すると、所
得や収入の取り扱いが変わることに
より、保険税（料）や高額療養費等の
算定、また、国民健康保険高齢受給者
証・後期高齢者医療被保険者証をお
持ちの方は申告の結果、自己負担の
割合が変更になることがあります。
申告することによる損得・影響等を
よく考慮したうえで、申告するかど
うかをご自身で選択して下さい。
　なお、申告を提出した後で、その内
容を取り消すことはできませんので
ご注意下さい。
　詳細は保険年金課保険加入係（☎
７２４・２１２４）、高齢者医療係（☎７２４
・２１４４）へお問い合わせ下さい。
町田ターミナルプラザ
エレベーターが停止します

　設備の更新工事のため、３月１日㈬
～１７日㈮は、町田ターミナルプラザ
１階バスターミナルと２階市民広場
を結ぶエレベーターを停止します。
期間中は終日エレベーターが利用で
きません。１階バスターミナルを利
用する方は、階段か、小田急線町田駅
側の町田バスセンターをご利用下さ
い。
問産業観光課☎７２４・２１２9
町田リサイクル文化センター設置の

電 気 自 動 車 等 用 
普通充電器を撤去します

　町田リサイクル文化センターの建
て替えに伴い、設置している電気自
動車等用普通充電器は、３月１日以

降、撤去します。町田リサイクル文化
センターでの利用は、２月２８日まで
となります。
　なお、市庁舎に設置している普通
充電器は、引き続き利用できます。
問環境・自然共生課☎７２４・４３9１
小山市民センターの

施設貸出が制限されます
　天井と外壁等の改修工事のため、
次の期間、施設貸出が制限されます。
日６月５日㈪～9月３０日㈯

【各施設の利用制限】
○ホール
期間中全日利用不可
○音楽室
期間中全日利用可
○その他の部屋
６月５日～３０日：月～土曜日の午前・
午後＝利用不可、月～土曜日の夜間、
日曜日＝利用可
７月～9月：月～土曜日の午前・午後
＝騒音・振動等が予想されるが、施設
の利用可、月～土曜日の夜間、日曜日
＝利用可
問小山市民センター☎７9８・１9２７
提出されました

監 査 の 結 果 報 告 書
　次の監査結果報告書が１２月１9日
に監査委員から市長に提出されまし
た。
○２０１６年第２回定期監査
○２０１６年財政援助団体等監査
※町田市ホームページと各市立図書
館で報告書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７

南町田拠点創出まちづく
りプロジェクト説明会

　市と東京急行電鉄（株）は、南町田
拠点創出まちづくりプロジェクトを
推進しています。
　プロジェクトで整備する施設・建

築計画の内容についての説明会を開
催します。
※直接会場へおいで下さい。
※同プロジェクトホームページで
は、プロジェクトの概要やまちづく
り通信などを掲載しています。
日２月１７日㈮午後７時から、１８日㈯、
午後１時から、午後６時から（各回と
も同一内容）
場セミナープラス南町田２階大研修
室（鶴間３－１０－２）
内商業施設・駅施設の建築計画、鶴間
公園・南北自由通路の施設計画、各種
工事の進め方等の説明
定各１８０人程度（先着順）
問都市政策課☎７２４・４２４８
募集します

さくら開花リポーター
　３月中旬から町田さくらまつり実
行委員会フェイスブック等で、市内
のさくらの開花情報を写真とコメン
トでお知らせします。今回、その写真
を継続して提供していただける方を
募集します。
対３月１４日～４月２２日（予定）の期
間、週に数回、市内のさくらの開花状
況を撮影し、Ｅメールで画像を送信
できる方
申募集要項をご覧のうえ、同意書兼
登録書を２月２８日まで（必着）に郵送
またはFＡＸで町田ツーリストギャ
ラリーへ。
※募集要項と同意書兼登録書は、町
田市観光コンベンション協会ホーム
ページでダウンロードできます（町
田ツーリストギャラリーでも配布）。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０

・9３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市産業観光課☎７２４・
２１２８
２月１日から受け付けます
「ちょこっと共済」に加入を！
　交通災害共済「ちょこっと共済」
は、交通事故に遭った時、見舞金を受
けられる助け合いの制度です。
　２０１７年度の加入申込を受け付け
ます。
○会費は選べる２コース制
対町田市に住民登録のある方（生計
が同一であれば、就学のため市外に
転出している方も対象）
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
３万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がある場合、中
学終了年限に達するまで遺児１人に
対し年額１０万２０００円の交通遺児年
金が支給されます。
申込場所交通安全課（市庁舎9階）、
各市民センター、農協、市内の金融機
関（一部を除く）
申申込場所で配布の加入申込書に記
入し、会費を添えて直接申込場所へ。
共済期間４月１日～２０１８年３月３１日

（４月１日以降に申し込みの場合は、
その翌日から）
※自治会やサークル等での「団体加
入」制度もあります。詳細はお問い合
わせいただくか、東京都市町村民交
通災害共済ホームページをご覧下さ
い。
問交通安全課☎７２４・１１３６

お知らせお知らせ


