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募　集募　集
認 可 保 育 園 等 職 員

　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○なごみ保育園、なごみ第二保育園

（☎７２４・０７５３）＝保育士（常勤）・看
護師（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
８月から高額介護サービス費の制度
が

一 部 改 正 さ れ ま す
　介護費用や保険料が増大する中、
サービスを利用している方と利用し
ていない方との公平性や、応能負担
をお願いする観点から、８月利用分
より、世帯のどなたかが市民税を課
税されている場合の負担の上限が

３万７２００円から４万４４００円になり
ます（いずれも月額）。
　ただし、介護サービスを長期に利
用している方に配慮し、同じ世帯の
すべての６５歳以上の方（サービスを
利用していない方を含む）で本人の
合計所得金額が１６０万円未満などの
場合、利用者負担割合が１割の世帯
は、年間上限額が４４万６４００円（月額
上限額＝３万７２００円相当）となり、
年間を通しての負担額は増えませ
ん。
※３年間の時限措置です。
問介護保険課☎７２４・４３６６
住民主体の地域活動団体型サービス

担い手募集及び説明会
　支援が必要な方へ介護予防に取り
組める場を提供するサービスの担い
手となる団体を募集します。利用者
は要支援の方、サービス事業対象者
を中心に一般の高齢者や子どもなど
です。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等
活動例体操、食事会、参加者同士の交
流、趣味の集まり等
提供回数月２回以上
※各基準や補助金等の詳細はお問い
合わせ下さい。

【説明会を開催します】
対地域活動団体型サービスの担い手
となる団体
日①８月２２日㈫午前１０時～正午②８
月３０日㈬午後２時～４時（両日とも
同一内容）
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
定各５０人（申し込み順）
申町田市ホームページで事業内容を
確認のうえ、①８月１５日まで②８月
２３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。

問各基準や補助金等について＝各高
齢者支援センター、事業全般につい
て＝町田市高齢者福祉課☎７２４・
２１４６

測 量 実 施 の お 知 ら せ
　市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
　測量の際に、やむを得ず私有地に
立ち入る場合があります。測量者は
町田市発行の土地立入証を携帯して
いますので、不審な時は証票の提示
をお求め下さい。
　ご理解ご協力をお願いします。
実施期間７月中旬～２０１８年３月下旬
場大蔵町、鶴川四丁目及び小野路町
の各一部
市HP 検索地籍調査事業
問道路管理課☎７２４・１１５５
実施します

境川クリーンアップ作戦
　町田市と相模原市の間を流れる境
川の清掃作業を両市民が協働で行う
ことにより、地域コミュニティの育
成と環境美化・環境保全への意識高
揚を目指しています。
※熱中症対策をして、清掃ができる
服装で、直接会場へおいで下さい。
日７月３０日㈰午前８時～１１時
※集合場所等の詳細は、境川クリー
ンアップ作戦実行委員会事務局（☎
７８５・４３５０）へお問い合わせ下さい。
問下水道総務課☎７２４・４２９０

東京都議会議員選挙　開票結果

２０１８年４月から　学童保育クラブ育成料が変わります

認可保育所等保育料　改定のお知らせ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２7

　今年の梅雨は、どうも「空梅雨」に
なり、早くも夏本番のようです。暑い
夏、いつものことながら、熱中症には
お気を付け下さい。
　最近まで毎日のように、夜明け前
から鳴きわたっていたホトトギスの
声も聞こえなくなりました。シジュ
ウカラやエナガ、ムクドリなどの野
鳥たちも、子育ての時期を終えたよ
うで、えさをねだって電線や木にと
まっていた幼鳥も、今では独り立ち
して自力でえさを捕まえています。
　来年、２０１８年、平成３０年は町田市
制６０周年に当たります。いわゆる

「周年行事」はそれぞれの団体や組織
などがそうした節目の年を迎えたこ
とを祝い、今後の発展を期する意味
で多く開催されています。
　市内の小・中学校などでも、開校
５０周年、１００周年といった節目にお
祝いの行事をしています。
　さて、町田市の市制６０周年もひと
つの節目の年ですが、町田市として
は、少しこれを発展的に捉え、翌年の
２０１９年のラグビーワールドカッ
プ、そして２０２０年のオリンピック・
パラリンピックの３ヵ年を、節目の３

ヵ年と捉え、町田市に住んでよかっ
た、町田市に住んでみたい、そんな機
運を盛り上げる３ヵ年にしようと考
えました。
　「まちだ○

まる

ごと大作戦１８－２０」と
名付けて、３年間のシティプロモー
ション活動を展開していきます。今
月の広報まちだ１日号の紙面でもお
知らせしましたが、今月と来月には、
この大作戦に興味がある方や、町田
をもっと楽しくしたい、この機会に
住んでいる地域の魅力を創りたいな
ど、そんな市民に集まってもらう機
会も設けています。
　来年からの３年を、自分たちで楽
しい３年にする、感動や交流の３年を
創る、そんな試みを始めます。

　２０１５年４月から子ども・子育て
支援新制度が開始し、市では、保育
定員の拡充を図るとともに、保育
士のキャリアアップや処遇改善に
取り組んできました。２０１６年１１月
には、外部委員による町田市子ど
も・子育て会議から「町田市保育料
及び育成料のあり方検討報告書」
として、保育の定員を拡充し、質の
高い教育・保育サービスを安定的
に提供するための保育料改定の実
施や、保育サービス間の負担の公
平性を確保することが必要である
ことなどの提言がありました。
　この提言を踏まえて取りまとめ
た「保育料の改正条例」が議会で可

　市では、２０１６年度に「町田市子
ども・子育て会議」へ育成料のあり
方について諮問した結果、同年１１
月１０日に答申をいただきました。
答申を踏まえ、市の考え方をまと
めた結果、２０１８年４月１日から学
童保育クラブ育成料を月額９０００
円に改定します。
　また、答申で提案された「所得の
低い世帯に配慮し、応能負担の考
え方を取り入れた料金設定」や、

「多子世帯への配慮」を取り入れ、
保育料とのバランスにも考慮し
た、新たな減免区分については現
在整備中です。整備され次第、子育
てサイト等でご案内します。
　「町田市子ども・子育て会議」の
検討結果は、町田市ホームページ
でご覧いただけます。
まちだ子育てサイト 検索

問児童青少年課☎７２４・２１８２

決されました。改定後の保育料は、
２０１８年４月から適用されます。

【保育料改定の概要】
（１）２号認定・３号認定の保育料を、
世帯の所得の状況・認定区分・保育
時間に応じて月額１００円～３０００
円の増額とします。

（２）保育標準時間と保育短時間の
料金差を月額最大４０００円としま
す。
※１号認定の保育料は変更ありま
せん。
※支給認定区分は下表をご覧下さ
い。
まちだ子育てサイト 検索

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

投票率
東京都全体 町田市選挙区

51.28% 54.29%

東京都議会議員選挙（町田市選挙区）開票結果〔定数４〕
順位 候補者名 党派名 得票数（町田市選挙区） 結果
1 おくざわ　高広 都民ファーストの会 55,784 当選
2 こいそ　善彦 公明党 31,893 当選
3 池川　友一 日本共産党 25,528 当選
4 よしわら　修 自由民主党 23,470 当選
5 今村　るか 民進党 21,252
6 市川　勝斗 自由民主党 17,387
7 えびさわ　由紀 日本維新の会 12,824
8 上田　てつじ 幸福実現党 609

　７月２日㈰に東京都議会議員選挙が執行さ
れました。
　投票率及び町田市選挙区の開票結果は各表
のとおりです。
 市HP 検索東京都議会議員選挙

問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

子ども・子育て支援新制度の支給認定区分
認定区分 年　齢 教育・保育の必要性 保育時間
1号 3歳以上 教育時間のみ 4時間（教育時間）

2号 3歳以上 保育の必要性有り 8時間（保育短時間）、11時間（保育
標準時間）

3号 3歳未満 保育の必要性有り 8時間（保育短時間）、11時間（保育
標準時間）

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン 
臨 時 休 館

　８月１４日㈪～１６日㈬は館内清
掃のため、臨時休館します。
問同サロン☎７３６・８２８１、町田市
文化振興課☎７２４・２１８４


