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お知らせお知らせ
１０月１１日～２０日
全国地域安全運動を実施します
　全国地域安全運動は、防犯協会を
はじめとする民間防犯協力組織、自
治体、関係機関団体、地域住民及び警
察が連携して、地域安全活動を強力
に推進することで、規範意識の向上
と地域の絆の醸成を図り、「まちの安
全・安心の実現」のために実施するも
のです。
　市では、期間中、町田警察署・南大
沢警察署や関係機関と連携し、各種
の防犯イベントを実施します。
　この機会に、地域の見守り活動へ
の参加や、自宅の防犯設備の見直し

など、安全・安心のまちづくりにご協
力下さい。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
貸し出します
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、早期の使用で救命
の確率を高めることができる医療機
器です。イベントの際などに貸し出
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
イベントを開催する町内会・自治会、
その他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間
（６泊７日）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥＤ
の操作を含む普通救命講習会等の修
了者、医師、看護師、保健師、救急救命

士のいずれか）を配置していることが
条件です（原則としてＡＥＤの設置施設
で開催するイベントには貸し出し不
可）。
申貸出希望期間の２か月前～７日前
に、貸出申込書（保健総務課〔市庁舎
７階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と有資格者の資
格証の写しを直接または郵送で保健
総務課へ。
※貸出期間の予約は、電話で受け付
けます。
※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝え下さい。
問保健総務課☎７２４・４２４１
高齢者インフルエンザ
予防接種費用助成制度
　接種してから効果が現れるまで２
週間程度かかります。１２月中旬まで
に接種を終えることが望ましいとさ
れています。接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸器の機能に日常生活が極度に
制限される程度の障がいのある方、及
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫
機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障がいのある方も対象です。
日１０月９日㈫～２０１９年１月３１日㈭
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市の
契約医療機関
※町田市ホームページ等でご確認い
ただくか、お問い合わせ下さい。
自己負担額２５００円

※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は無料です。接種の際
は、必ず「生活保護受給証明書」「中国
残留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ち下さい。
※非課税世帯は有料です。
【指定介護老人福祉施設等に入所し
ている町田市民の方の接種費用を助
成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王子
・日野・多摩・稲城市の契約医療機関
以外の医師による接種を受ける場
合、費用の全額または一部を１人１回
助成します（接種の前に申請が必要）。
　詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい。
対同予防接種対象の方で、市内・市外
の指定介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、指定介護療養型医療施設
のいずれかに入所している方
助成限度額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は５１００円です。
問保健予防課☎７２４・４２３９

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０１８
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、町田市町内会
・自治会連合会が、各町内会のイベ
ントで使用する発電機やトランシー
バー等を購入しました。
　この事業は、コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的として
います。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

　市では、公共施設の老朽化や厳
しい財政状況を見通し、必要な公
共サービスを将来にわたって維持
していくため、公共施設の再編に
向けた取り組みを進めています。
　６月に策定した「みんなで描こ
う　より良いかたち　町田市公共
施設再編計画」の推進にあたって
は、公共施設の現状や再編につい
て、できるだけ多くの方々に知っ
ていただき、興味・関心を持ってい
ただくことが重要です。そこで「ぷ
らっとＤｅｌｉ」と名付けた活動を行
っていきます。
　「ぷらっとＤｅｌｉ」とは、市民の皆
さんが集まる各種説明会やイベン

トなどいろいろな場面で、１～２分
程度公共施設の再編について宣伝
する活動です。
　まだまだ認知度の低い「公共施
設の再編」。この活動を通じて一人
でも多くの方に知っていただくこ
とを目指しています。

【２０１７年度の赤字補てん額は
１７億円】
　国民健康保険事業会計（国保会
計）は、被保険者の医療にかかる給
付である保険給付費等の歳出を、
保険税と国・都の補助金などの歳
入で賄い運営する、独立採算が原
則です。しかし、毎年度歳入不足が
生じ、一般会計からの繰入金で赤
字を補てんする厳しい財政状況が
続いています。
　２０１７年度は、保険税率の改定
により被保険者１人あたりの保険
税収入額は増加しましたが、１人
あたりの保険給付費も増加したこ
とから、一般会計からの繰入金に
よる赤字補てん額は１７億円とな
りました。
　保険給付費が増加する理由に
は、被保険者の高齢化や糖尿病等
の生活習慣病の増加、医療技術の
高度化などがあります。また、医療
機関へのかかり方（同じ疾患で同

時期に複数の医療機関を受診する
など）により医療費がかさむこと
もあります。
【赤字額の削減に向けた取り組み】
　赤字額の計画的・段階的な削減
に向けて、「第４期町田市国民健康
保険事業財政改革計画」に基づく
保険税率の見直しを行うととも
に、保険給付の適正化、医療費の適
正化、保険税の徴収の適正な実施
を推進していきます。

２０１７年度決算　国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎７２４・４０２７

2017年度国民健康保険事業会計の決算状況

歳入　507億円 歳出　486億円

赤字補てん17億円
保険税収入
90億円

国・都の補助金
等の収入
400億円

拠出金等
の支出
206億円

保険給付費
280億円

知らなかったな
公共施設が

古くなっています

考えていか
ないとね

２０１９年度　町田市私立幼稚園等　園児募集
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

　詳細は各私立幼稚園等へお問い合わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。

名　　　　称 新制度移行園 所在地 連絡先
相原 相原町４４４５－３ ☎７８２・２１０４
桜美林 常盤町３６１３－３ ☎７９７・０７９６
小川 小川１－１８－１ ☎７９５・１１３４
開進 ◎ 本町田３３５０－２４ ☎７２５・７８５１
カナリヤ ◎ 山崎町２０８８－１ ☎７９１・２２９０
きそ 木曽東１－２７－２６ ☎７２２・５１４４
慶松 鶴川１－５－２ ☎７０８・８７８７
高ヶ坂 ◎ 高ヶ坂５－６－１９ ☎７２８・０３２１
子どもの森 ◎ 常盤町３０３１－２ ☎７９７・７６３１
境川 木曽東３－１６－１７ ☎７９１・３６８０
幼保連携型認定こども園さふらん ◎ 本町田２４４１ ☎７９１・００３６
正和 ◎ 山崎町２２６１－１ ☎７９１・２７４６
たちはな 高ヶ坂６－２９－１ ☎７２６・４９７６
玉川学園幼稚部 玉川学園６－１－１ ☎７３９・８６２３
玉川中央 ◎ 玉川学園２－３－２７ ☎７２５・８４４６
第一富士 成瀬７－１０－１９ ☎７２３・４０５５
つくし野天使 つくし野２－１８－４ ☎７９５・５１２７
鶴川シオン ◎ 大蔵町２２１６ ☎７３５・３１３６
鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属 三輪町１２２－１２ ☎０４４・９８８・４０７４
鶴川平和台 ○ 能ヶ谷６－４１－１ ☎７３５・４９１８
鶴川若竹 野津田町１３０３ ☎７３５・５２１０
鶴間 ○ 南町田２－１２－１ ☎７９５・１４５０
成瀬台 ○ 成瀬台２－２－１２ ☎７２６・９１２３
原町田 ○ 原町田３－９－１６ ☎７２２・２４５４
光 ◎ 金森３－４１－１ ☎７９６・１９１２
藤の台 金井町３０４０－２ ☎７２５・５４７２
町田こばと 本町田２９０４ ☎７２３・１４９４
町田こひつじ 高ヶ坂２－３７－２４ ☎７２３・３６８７
幼保連携型認定こども園
町田自然幼稚園 ◎ 忠生２－７－５ ☎７９１・００１５
町田すみれ 小山町４３６５－１ ☎７７３・１１５１
町田ひまわり ○ 金森１－８－２６ ☎７２６・１２０７
町田文化 旭町１－１７ ☎７２６・１００８
南ヶ丘 ○ 小川６－２－１ ☎７９５・００５７
山ゆり ○ 本町田３４５０ ☎７２３・２４７４
夢の森 三輪町１０５１－２ ☎０４４・９８８・７８１１
和光鶴川 真光寺町１２７１－１ ☎７３５・２２９１
町田サレジオ 小山ヶ丘４－６－２ ☎７７５・３１２０
◎認定こども園　○幼稚園（２０１８年度時点）

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑩みんなでつくる

ご存じですか？公共施設のこと

「ぷらっとＤｅｌｉ（デリ）」をはじめます

「ぷらっとDeli」で公共施設の再編について話を聞いた方は、
ぜひ、職場やお友達との話題にして下さいね。


