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認可保育園を運営する費用の状況

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい
町田市消防団出初式

問防災課☎７２４・３２５４

経営品質向上活動について

タイの視察団をお迎えしました
問経営改革室☎７２４・２５０３

高齢者の相談窓口

能ヶ谷あんしん相談室が移転します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問管財課☎７２４・２１５１

お近くの市民センターで

個人番号カードの交付を開始します
問市民課☎８６０・６１９５

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎７２４・２５３７

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市教育委員会定
例会

1月12日㈮午前
10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市
庁舎10階、☎724・2172）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

1月15日㈪午前
10時~正午

市 庁 舎2階 会
議室2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎724・8407）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止協議会

1月19日㈮午前
10時~11時30分

市 庁 舎2階 会
議室2-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎724・2140）へ

町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

1月23日㈫午後
2時から

市庁舎10階会
議室10-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎724・2103）へ

　各市民センターで個人番号カード
の受領を希望する方は、事前に市民
課に電話予約が必要になります。な
お、受け取りは電話予約をしてから
３営業日以降になりますので、ご了
承下さい。
電話予約開始日１月４日㈭から
電話予約番号☎８６０・６１９５（市民課）
【電話連絡の際の注意事項】
○原則、申請者本人が電話連絡して
下さい。

　タイの視察団が昨年１１月２９日
㈬に市庁舎を訪れ、石阪市長と意
見交換を行いました。
　石阪市長からは、町田市の経営
品質向上活動への取り組みの経緯
をお伝えしました。その後、複式簿
記を取り入れた会計制度、他市比

　入札参加案内、契約条件等の詳細
は、「市有物件売却のご案内」をご覧
下さい。
※案内書は、管財課（市庁舎５階）で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。郵送希望者は早
めにお問い合わせ下さい。

　２人の民生委員・児
童委員が新たに委嘱さ
れました。担当地区は
右表のとおりです。
※その他の担当は、お
問い合わせ下さい。

　能ヶ谷あんしん相談室は、１月
末に鶴川団地センター名店街内へ
移転し、「鶴川あんしん相談室」に
名称が変わります。電話番号は今
までと変わりません。
※鶴川あんしん相談室は、能ヶ谷
・三輪町・三輪緑山・広袴町・広袴・
真光寺町・真光寺・鶴川にお住まい

　認可保育園は、保護者の就労や病
気などの理由により、家庭で保育で
きない児童を保護者に代わって保育
する児童福祉施設です。
　２０１６年度は、市内の保育園等の
定員を３４５人分増やし、市立・私立合
わせて７２園の認可保育園で保育を
行っています。
　運営には右表のとおり、国が定め
る保護者負担基準の一部を公費で負
担し、保護者の負担を軽減しています。
　保育料は、保育園運営の大切な費
用の一部です。納期限を守って納付
して下さい。なお、納期限までにお支
払いいただけない場合は、差し押さ

え等の滞納処分をすることがありま
す。

　新春恒例の町田市消防団出初式
が、１月１４日㈰に町田第一小学校校
庭で開催されます。
　当日は、消防団員の表彰式に続き、
消防団・町田消防署・町田消防少年団
の連携による消防救助演習や、一斉
放水を行います。
　また、玉川大学吹奏楽団の演奏や、
消防ポンプ車の展示、子ども用防火
服着用記念撮影コーナーもあります。
※当日は、午前７時に、市内消防器具
置場のサイレンを鳴らします。火災
とお間違えのないようご注意下さい。

○電話する際は、郵便で届いた交付
通知書（個人番号カード交付・電子証
明書発行通知書兼照会書）をお手元
に必ずご用意下さい。
※カードを紛失した方など、カード
の交付が２回目以降となる方は、各
市民センターで受領することができ
ません。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

較による事務事業改善の取り組
み、部長・課の目標達成に向けた取
り組み等を説明しました。
　タイの視察団からは、町田市の
取り組みを参考にしたいとの話が
あり、終始和やかな雰囲気での意
見交換となりました。

入札参加資格個人及び法人
入札日１月３０日㈫
場入札室（市庁舎５階）
申１月４日～２３日（受付時間＝午前８
時３０分～午後５時〔土・日曜日、祝日
を除く〕）に直接管財課へ（郵送も可、
１月１６日まで〔消印有効〕）。

の高齢者の相談窓口です。なお、能
ヶ谷にある鶴川第２高齢者支援セ
ンターでも引き続き相談をお受け
します。
移転日１月３１日
移転先住所鶴川６－７－２－１０３
（鶴川団地センター名店街）

日１月１４日㈰午前９時３０分～１１時
３０分
場町田第一小学校（雨天の場合、演習
は中止し、式典のみ体育館で実施）

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。
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売却予定物件
物件
番号 所在地 部屋

番号
建物の
種類 床面積 敷地権

の種類
敷地権
の割合 最低売却価格

1 森野二丁目763番1
東海町田マンション

104
号室 居宅 54.79㎡（公簿）

59.16㎡（壁芯） 所有権 962/100,000 448万円

2 森野二丁目763番1
東海町田マンション

105
号室 居宅 54.79㎡（公簿）

59.16㎡（壁芯） 所有権 962/100,000 487万5000円

3 森野二丁目763番1
東海町田マンション

212
号室 居宅 35.91㎡（公簿）

42.05㎡（壁芯） 所有権 684/100,000 358万円

4 森野二丁目763番1
東海町田マンション

413
号室 居宅 33.94㎡（公簿）

36.56㎡（壁芯） 所有権 594/100,000 310万5000円

※売却価格に消費税を含みます。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。

民生委員・児童委員（１月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

鶴川第一 小野路町 888~981、
3901~5391

（新）石川和子
☎736・9006

堺 都 営 武 蔵 岡 ア パ ー ト
10~12号棟

（新）池田美津子
☎090・5327・9721

2016年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万2564人
月平均入所児童数 6047人
1人あたりの平均保育料

（＝保護者負担額） 2万417円／月

2016年度の運営費用の状況
国 22億8717万円
都 11億4359万円
市 23億2168万円

保護者 14億8157万円
合　計 72億3401万円

国が定める
割合

認可保育園の運営にかかる児童１人あたりの費用 9万9691円／月
認可保育園の運営費の負担割合

町田市の
状況

国
31.6％

3万1519円

国
31.6％

3万1519円

都
15.8％

1万5760円

都
15.8％

1万5760円

市
32.1％

3万1995円

保護者
20.5％
2万417円

市
15.8％

1万5760円

保護者
36.8％

3万6653円

※入所児童数・運営費用とも、市の直接運営の公立保育所は除いています。


