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町田市表彰式

自治功労者などを表彰しました

問秘書課☎724・2100

昭／荻原豊／髙須道男／小林陽／
押田健児／北村浩明／髙木裕久／
萩原友樹／みはらしの丘自主防災
隊／グランセリーナ管理組合自主
防災隊／成瀬山自主防災隊／清住
平自主防災会／藤根義信／宮川正
夫／宮本聖士／小宮茂治／井上勉
／内田絢子／佐野世都子／薗田碩
哉／町田市剣道連盟／市川法子／
植田美雪／木本淳子／志塚栄治／
中田ゆかり／南谷利子／町田フィ
ル・バロック合奏団／青柳さつき
／木目田賢市／鈴木幸夫／中島寿
子／村田功／矢口昇／吉原修／伊
藤瑞惠／宇那木邦子／北島進／草
薙一郎／若林文子／城﨑スミ子／
深澤瑛子／大平洋一／川妻幸子／
志久内陽子／清水典子／清水正昭
／須田好一／仁藤 栄

5月11日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発
展に貢献され、市民の福祉の向上
にご尽力いただいた個人72人と6
団体を表彰しました。
表彰を受けた方と団体は、次の
とおりです
（敬称略、順不同）。
【自治功労】
北島進／平本文彦／中里康生／菊
地洋行／古谷誠／青戸紀夫／齋藤
貴重／宮川素成／萩生田弘／近藤
誠一／峯尾卓光／小峯進／野﨑誠
／田中哲／木下和幸
【一般表彰】
岡本正美／澤正宏／島本昌和／竹
内樹雄／保田由喜治／稲垣雪枝／
井上惠美／今井和子／小室政治／
志村千春／林敬子／林文子／宮田
和子／宮原久枝／茂木冴子／本間

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします

問介護保険料について＝介護保険課☎724・4364、国民健康保険税について＝保険
年金課☎724・2124、後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎724・2144
各納入・納税通知書を下表のと
おり7月から順次お送りします。
記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、
料
（税）
額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、
各通知書、
町田市ホームページ
をご覧下さい。
種 類
発送日
介護保険料
７月１日㈪
国民健康保険税
７月１０日㈬
後期高齢者医療保険料 ７月１１日㈭

宛 先
本人
世帯主
本人

る不審な電話がかかってきたら、
いったん電話を切り、市役所代表
（☎722・3111）に電話をかけて
確認して下さい。
【2019年度介護保険料（第1～3段
階）の軽減について】
介護保険料は、１０月に予定され
ている消費税率引き上げ分を財源
とした公費を投入し、一部の保険
料を軽減します。軽減内容は下表
のとおりで、第1～3段階の保険料
率と年額が変更になります。

【還付金詐欺にご注意下さい】
「還付金がある」
「住所や口座番
号を教えて」
等の、市の職員を名乗

軽減対象となる介護保険料
所得区分
第１段階
第２段階
第３段階

公開している会議

会議名
町田市教育委員会定
例会
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

みんなでつくる

日 時
６月３日㈪午前
１０時から
６月１０日㈪午
前１０時～正午

保険料率
０.３７５
０.５
０.７２５

年 額
２万４５００円
３万２７００円
４万７４００円

傍聴のご案内

会 場
定 員
申し込み
会議当日に教育総務課（市
市庁舎１０階会
☎７２４・２１７２）
へ
庁舎１０階、
議室１０－３～５
市庁舎２階会議
３人
事前に電話で市政情報
（申し込み順）課（☎７２４・８４０７）
へ
室２－２

未来の場⑬
かたち

問企画政策課☎７２４・２１０３

PPP/PFIってご存じですか？
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。
再編の取り組みの１つとして、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入があります。ＰＰＰと
は、
市と民間が連携して公共サービスを行っていくことです。市でのＰ
ＰＰの事例には、スポーツ施設や公園施設等の指定管理者制度の導入
や、
建設中の熱回収施設を公設民営により実施する等があります。民間
事業者のノウハウを活用し、市民満足度の高い公共サービスを提供す
るとともに、
運営費用や維持管理費用の軽減を図っています。
※ＰＰＰとは「Public Private Partnership」の頭文字。ＰＦＩとは「Private Finance
Initiative」の頭文字。

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。

町田市ホームページ

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

イベシス 検索

市民税・都民税課税（非課税）証明書を発行します

問市民税課☎724・2874

次の日程で、今年度の市民税・都 付が可能となります。
民税課税（非課税）証明書を発行し 発行場所市民課（市庁舎1階）、市
ます。
民税課（市庁舎2階）、各市民セン
①給与から市・都民税が差し引か ター、木曽山崎連絡所、町田・玉川
れる方＝発行中
学園・鶴川・南町田の各駅前連絡所
②個人で納付する額がある方＝6 費1通につき300円（コンビニエ
月3日以降
ンスストアでの自動交付サービス
③65歳以上（4月1日時点）で公的 を利用の場合は150円）
年金に係る雑所得がある方＝6月 【本人確認書類をお持ち下さい】
12日以降
証明書交付申請のために窓口に
※①と②を併せて納付する方は6 来庁する方は、下表の本人確認書
月3日以降、①または②により納 類をお持ち下さい。
付する方でも③に該当する方は6
本人に代わって申請する場合は
月12日以降の発行になります。コ 委任状等の書面が必要です。代理
ンビニエンスストアでの自動交付 で窓口に来庁する方も本人確認書
サービスの手続きをすでに済ませ 類をお持ち下さい。
ている方は6月12日以降の自動交
本人確認書類 （①は1点で、②は2点で、または②1点＋③1点で確認）
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）
、マイナン
① バーカード
（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カ
ード
（写真付き）
、
身体障害者手帳、療育手帳など
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真無し）、生
② 活保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付さ
れる仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など
③ 学生証、
法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど

町田はやりたいことが叶うまち

町田市未来づくり研究所 研究報告会を開催します

問未来づくり研究所（企画政策課内）
☎724・2103

同 研 究 所 の1年 間 の 活 動 報 告
と、建築家でマーケット（市・マル
シェ）専門家の鈴木氏を講師に招
いて未来の町田を考える講演会を
行います。
日6月26日㈬ 午後6時30分～8時
45分
場生涯学習センター
いち

補助金を利用しませんか

内町田市未来づくり研究所の研究
紹介、講師による活動・事例紹介、
クロストーク等
講建築家・鈴木美央氏
定50人（抽選、落選者のみに連絡）
申6月4日正午～17日にイベント
ダイヤル（☎724・5656）または
イベシスコード190604Dへ。

雨水浸透設備の設置費用を補助します

問下水道管理課☎724・4330

屋根に降った雨水を地中に浸透
させる「浸透ます」や「浸透管」を設
置する方に補助金を交付していま
す。屋根や庭に降った雨を地中に
染み込ませることにより、河川に
流れ込む雨量の抑制につながりま
す。
住宅を新築・改築する際にも補
助金を利用することができます。
※交付には条件がありますので、
事前相談が必要です。
対市内に住宅を所有している個人
で、町田市雨水浸透設備基準に適
合する浸透設備を設置する方

内設置費用の一部を1件につき20
万円を上限に補助（工事着手・完了
後の申請は対象外）
※予算の上限額に達し次第受け付
けを終了します。

浸透ます

浸透管

ハチの巣を見つけたら

問生活衛生課☎７２２・７３５４

気温が高くなると、雨や風をし
のげる軒下や樹木等にハチが巣を
作り始めます。日ごろから家の周
りを点検しておきましょう。
なお、市では駆除を行っていま
せんので、スズメバチの巣など自
主駆除が困難な場合は、専門業者
の（公社）東京都ペストコントロー
ル協会（☎０３・３２５４・００１４）へ駆

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

除を依頼して下さい。
※町田市保健所（中町庁舎）では、
アシナガバチの巣の駆除用とし
て、簡易な防護服の貸し出しを行
っています。アシナガバチとスズ
メバチの巣の見分け方や駆除方法
は、お問い合わせいただくか、町田
市ホームページをご覧下さい。
市HP ハチ対策 検索

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

