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お知らせお知らせ
提出されました
決 算 審 査 意 見 書 等

　平成２９年度町田市決算審査意見
書が、監査委員から市長に提出され
ました。また、平成２９年度町田市健
全化判断比率審査意見書と平成２９
年度町田市各公営企業会計資金不足
比率審査意見書も提出されました。

※町田市ホームページと各市立図書
館で意見書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７
町田市子ども発達センター
２０１９年度認可通園入園児募集

　町田市子ども発達センターは、０～
１８歳未満の心身の発達に遅れや障が
いのある子どもを対象に、専門的な助
言や療育を行う児童福祉施設です。
　２０１９年度の認可通園（児童発達
支援事業）入園児の募集をします。ま

た、子どもの障がい福祉サービスで
利用する受給者証等の申請・受け付
けも行っています。
※事前に見学が必要です。見学の日
程については、まちだ子育てサイト
をご覧下さい。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
入園申込受付期間１１月１２日㈪～１２
月７日㈮
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
空家対策の推進に向けた取り組み
マッチング事業を行っています

【空家利活用のマッチング】

　市では、空家対策を推進するため
に、一戸建ての空家を地域活性化施
設として利用したい方と空家の所有
者とをつなぎ合わせる、マッチング
事業を行っています。
【空家利活用促進事業補助金】
　空家利活用のマッチングのうち、
一定の要件を満たす空家を地域活性
化施設として改修しようとする場合
に、当該空家を改修するために要す
る費用の一部を助成します。
補助額補助対象経費の２分の１とし、
上限は１００万円（集会所を有してい
ない町内会・自治会が集会施設とし
て改修する場合は５００万円）
※詳細は町田市ホームページをご確
認いただくか、お問い合わせ下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

10月1日から　乳幼児のショートステイも始めます
問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

子どもの医療費助成制度　医療証の更新を行います
問子ども総務課☎７２４・２１３９

「町田市名産品」が決定しました！
問産業政策課☎７２４・３２９６、町田商工会議所☎７２４・６６１４

９月２1日～３0日　秋の全国交通安全運動が始まります
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎０４２・６５３・０１１０

町田市課別・事業別行政評価シート　町田市の財務諸表
５年連続５回目！　パブリック・ディスクロージャー表彰２01７で

グッド・プラクティス賞を受賞
問財政課☎７２４・２１４９

　市では、保護者の病気や出産、家
族の介護などで一時的に子どもの
養育ができなくなった場合に、満
２歳から１２歳までの子どもを泊ま
りでお預かりしています。この度、
対象年齢を広げ、乳幼児のショー
トステイも始めます。
※事前に登録が必要です。直接子
ども家庭支援センター（市庁舎２
階）へおいで下さい。
対市内在住の生後３か月～２歳未
満の乳幼児
利用日数１回につき７泊まで

場ショートステイ・ベビーＣ
コ

ｏＣ
コ

ｏ
（小山町、愛恵会乳児院内）
費１泊６０００円（非課税世帯等減免
有り）
申事前登録後、利用日の３か月前
～２日前に直接子ども家庭支援セ
ンターへ。
※満２歳から１２歳までのショート
ステイの詳細
は、まちだ子
育てサイトを
ご覧下さい。

【医療証を郵送します】
　有効期間が平成３０年９月３０日
までの◯乳・◯子医療証をお持ちの方
で１０月１日以降も資格が継続とな
る方、申請により新たに１０月１日
から医療証の資格を得た方に、９
月末に医療証をお送りします。
　また、所得限度額超過のため１０
月１日からの◯子医療証の資格を得
られなかった方には、資格消滅通
知書をお送りします。９月末まで
に医療証または通知書が届かない

場合はご連絡下さい。
【該当すると思われる方は申請を】
　◯乳医療証は保護者の所得制限が
ありません。現在お持ちでない方
は交付申請の手続きをして下さ
い。
　◯子医療証は保護者の所得制限が
あります。制度に該当すると思わ
れる場合は、お早めに交付申請の
手続きをして下さい。
※いずれも生活保護を受給してい
る方は対象になりません。

　町田市名産品は、市の特色や農
産物を生かした食品・お菓子・工芸
品として、２年に１回、町田市名産
品等推奨委員会が認定していま
す。第１８回の今回は、新たに１１商
品が加わり、３３事業者の６２商品
が認定されました。名産品の詳細
は、町田市ホームページをご覧下
さい。認定された商品は「まちだの
イチオシ商品」として、「町田市ト

ライアル発注認定商品」や「まち☆
ベジ」と合わせ、ＳＮＳやイベントス
タジオ等でのＰＲを行い、市内外へ
の周知や販路の拡大を行います。
　一部の名産品は、ミニストップ
町田市役所店（市庁舎１階）やまち
の案内所「町田ツーリストギャラ
リー」、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」等
でも購入できます。販売時期等の
詳細は、お問い合わせ下さい。

●子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
　ドライバーは、思いやりのある
運転とともに、子どもや高齢者を
見かけたら、急な飛び出しやふら
つきに十分に注意し、安全運転を
心掛けましょう。高齢のドライバ
ーは、運転に不安があるときは、免
許の自主返納も含めて、周囲とよ
く話し合いましょう。
　子どもや高齢者自身が危険につ
いて知ることも大切です。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
　ドライバーからよく見えるよう
に、明るく目立つ服装で、「反射材
用品」を身に着けて外出しましょ
う。
　自転車は、自動車と同じ「車両」
です。ライトを点灯し、交通ルール
を守って乗りましょう。
●すべての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の
徹底
　交通事故の際に、車外放出や同
乗者に衝突するなどの危険性があ
ります。後部座席を含めたすべて
の座席でシートベルトを正しく着
用しましょう。なお、６歳未満の子
どもにはチャイルドシートの着用
が義務付けられています。
●飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。本人だけ
でなく、酒類の提供者や車両の同
乗者等も厳しく罰せられます。
●二輪車の交通事故防止
　交差点を右折するドライバー
は、対向車線を直進する二輪車に
気付かない場合があるため、優先
意識を持たず、しっかりと安全確
認をしましょう。二輪車を運転す
る際は、ヘルメットのあごひもを
しっかりと締め、胸部・腹部を守る
プロテクターを着用しましょう。

　早稲田大学パブリックサービス
研究所主催の「パブリック・ディス
クロージャー表彰２０１７」の表彰
式が８月に開催され、「町田市課別
・事業別行政評価シート」「町田市
の財務諸表」がマネジメント・レポ
ート部門のグッド・プラクティス
賞を受賞しました。この受賞は５
年連続５回目です。
　この表彰は、地方自治体におけ
る財政情報を積極的かつ適切に開
示しようと取り組んでいる団体を
表彰するものです。町田市は、公会

計情報を市政運営に活用しようと
する姿勢と開示までのスピードが
高く評価され、同賞を受賞しまし
た。
　さらに、「課別・事業別行政評価シ
ートダイジェスト」が、事業の成果
を分かりやすく示していることが評
価され、ポピュラー・レポート部門の

「サーティフィケイト・オブ・グッド・
メディア賞」を初めて受賞しました。
　今後も公会計情報の積極的な開
示と、事業マネジメントへの活用
に取り組みます。

◯子医療証　平成30年度　所得限度額表
扶養人数 所得限度額
０人 63０万円
１人 668万円
２人 7０6万円
3人 744万円

扶養人数が１人増すごとに38万円加算

※扶養人数は平成3０年度（２9年分）のものです。
※左表は、一律控除額8万円を加算して表示して
います。
※所得（給与収入の場合は給与所得控除後の金
額）から控除額を引いた金額がこの制度上の所
得額となります。控除可能なものは、まちだ子育
てサイトをご覧いただくか、子ども総務課へお
問い合わせ下さい。

町田市名産品 新規認定商品一覧
種　別 商品名 店舗名 電話番号
工芸品 町田の木のうつわ

家具工房ＫＡＳＨＯ（小野路町）☎０8０・５５3０・3947
工芸品 小野路まな板

洋菓子 萌木のゆめ （社福）つぼみの家町田ゆめ
工房（相原町） ☎78２・１49１

洋菓子 ＨＡＮＡＹＵ バニラシュガー（忠生） ☎866・44１6

洋菓子 まちだ柚子フィーユ パティスリー　ル・ソレイユ
（鶴川） ☎7０8・998２

その他 凡のしそシロップ 企業組合ワーカーズ・コレク
ティブ凡（木曽西） ☎794・487１

調味料 日本一ゆずポン酢 （株）岡直三郎商店（旭町） ☎7２２・２０２4

和菓子 まちだシルクメロンど
ら焼きパンケーキ （有）玉川虎屋（玉川学園） ☎7２8・634０

食　品 まちだ布巻ハム 手造りハム・ソーセージ独逸
屋（成瀬台） ☎7２１・74０１

洋菓子 東京みるくシューラスク キャラメリーゼ（小川） ☎788・２５66

洋菓子 ハスの実シフォンケーキ 大賀藕
ぐう

絲
し

館（下小山田町） ☎797・１6１6

市HP 町田市名産品  検索


