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お知らせお知らせ
公共職業訓練１０月生
入 校 生 募 集

　就職を目指し、職業に必要な知識
・技能を習得します。年齢は不問で
す（ただし、電気設備管理科はおおむ
ね５０歳以上）。
場東京都立多摩職業能力開発センタ
ー八王子校
講職業訓練指導員　他
募集人員介護サービス科＝１５人、福
祉用具科＝１５人、電気設備管理科＝
２０人
申証明写真（縦３㎝×横２．４㎝）をお
持ちのうえ、６月２５日～７月２５日に、
直接ご自身の住所地を所管するハロ
ーワークへ。
※各ハローワークでも問い合わせを
受け付けています。
問同センター八王子校☎０４２・６２２
・８２０１、町田市産業政策課☎７２４・
２１２９
生涯学習センターまつり
参加団体を募集します

　１０月２５日㈮～２７日㈰に「第８回
生涯学習センターまつり」を開催し
ます。同センターで主な活動をして
いるサークル・団体の皆さんが中心
となるお祭りです。日頃の活動の成
果を発表しませんか。
【事前説明会を開催します】
　参加希望の団体は、必ず１人以上
出席して下さい。
対主に同センターで活動している団
体、同センターで活動を行う予定の
団体
日①７月５日㈮午後２時から②７月５

日㈮午後６時から③７月６日㈯午前
１０時から、各１時間程度（各回とも同
一内容）
場①②同センター６階視聴覚室③同
センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座
裁判所の調停委員による
民事調停の利用相談会

　土地建物・金銭債務・近隣問題・交
通事故・パワーハラスメントなどの
民事上のもめごとについて、豊富な
経験と知識を持った裁判所の調停委
員が秘密厳守・無料で民事調停の手
続きや利用方法等の相談に応じま
す。弁護士の委員も参加します。
日７月２２日㈪午前９時３０分～１１時
３０分
場市民相談室（市庁舎１階）
申６月１７日から直接または電話で広
聴課（市庁舎１階、☎７２４・２１０２）へ。

か ら だ 測 定 会
【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対①市内在住の女性②市内在住の方
日６月１７日㈪、受け付け＝①午前１０
時１５分～１０時４０分②午前１１時２５
分～正午
場子どもセンターつるっこ・わくわ
く（卓球室）
内①②血管年齢測定、骨の健康度測
定、口の健康チェック、①のみ＝しこ
りチェッカー（乳がん自己触診用）、
保健師・栄養士による結果説明・講話
問保健予防課☎７２２・７９９６

身近なところで働いてみませんか？
町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎなるせ駅前
市民センター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態等に応じて多様な働き方
を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日６月２６日㈬午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ会
議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎７２４・
２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月２７日㈭午前１０時～正午②７
月１１日㈭午後２時～４時
場①藤の台団地北集会所②森野中央
町内会館
内①栄養士さんから教わる夏を乗り
切る毎日ごはん②夏を乗り切る！お
いしく熱中症予防
定各２５人（申し込み順）
申電話で①町田第２高齢者支援セン
ター（☎７２９・０７４７）へ②町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対相原にお住まいの６５歳以上で、自
分で公共交通機関を利用して来場で
きる方
日７月２０日㈯午後２時～４時３０分
場堺市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
定３０人（申し込み順）
申６月１５日午前９時～７月１５日午後
３時に電話で堺第１高齢者支援セン
ター（☎７７０・２５５８）へ。
※当日の詳細は、堺第１高齢者支援
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊び
ます。水慣れしたい方も歓迎です。

※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２４日㈬、２６日㈮、３１日㈬、午
前１０時～１１時３０分
場町田市子ども発達センター温水プ
ール
定各１５人（申し込み順）
申６月１８日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０６１８Ｄへ（１人２回
まで参加可）。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

シニア生涯ワーキングセミナー
　ライフプランニングを通して「一
生涯のしごと」とは何かを考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日７月２６日㈮午後１時～３時４５分
場市庁舎
講アフィリエイテッド・ファイナン
シャル・プランナー　下島利光氏　
他
定３０人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５）へ（受付時間＝祝休日
を除く月～金曜日の午前９時～午後
５時）。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９
生涯学習センターコンサート事業
気軽なサマーコンサート

【木管楽器＆ピアノの音色にのせて】
　未就学児のお子さんも一緒にお楽
しみいただけます。
日７月１４日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目白鳥、アヴェ・マリア、となりの
トトロ　他
出演前川敦子（オーボエ）、十文字佳
奈（クラリネット）、小林彩子（ピア
ノ）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝６月１５日正午～１７日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０６１８Ａへ／２次受付＝
６月１８日正午～７月３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１

■問消費生活センター　725・8805☎☎まちだくらしフェア2019 詳細は、消費生活センターだより特集号（6月 13 日の新聞折
り込みのほか、各市民センター等で配布）をご覧下さい。日程 7月5日㈮、6日㈯

　推定震度５弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に放送する訓練です。
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合があります。

日６月１８日㈫午前１０時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」と
いう音声を３回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
緊急地震速報訓練� 問防災課☎7２４・3２１8

後期高齢者医療保険料の軽減割合が見直されました
問�個別の相談・個人情報を含むもの＝保険年金課☎7２４・２１４４、制度に
ついて＝広域連合お問合せセンター☎０５7０・０8６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳ
の方は☎０3・3２２２・４４９６）

　保険料は、病気やケガをしたと
きの医療費などの支払いにあてる
ため、医療費総額の一定割合を被
保険者の方に納めていただくもの
です。
　保険料率は２年ごとに見直さ
れ、東京都内で均一となります。な
お、今年度は次のとおり保険料の
軽減割合が見直されました。
【保険料の軽減】
　所得の低い方に対する保険料が
軽減されます（軽減には所得の申
告が必要）。
○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度
の被保険者全員と世帯主の「総所
得金額等を合計した額」をもとに

均等割額を軽減しています。
　国により特例として実施されて
き た 総 所 得 金 額 等 の 合 計 額 が
３３万円以下の方の軽減は、介護保
険料軽減の拡充や年金生活者支援
給付金の支給と合わせて見直され
ました（下表※１）。
○被扶養者だった方の軽減
　後期高齢者医療制度の加入前日
まで会社の健康保険等（国保・国保
組合は除く）の被扶養者だった方
の均等割額は、加入から２年を経
過する月まで５割軽減となり、所
得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽
減（下表）に該当する場合は、軽減
割合の高い方が優先されます。

均等割額の軽減の概要
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下で、かつ、
その他の所得がない 8割（※1）

33万円以下で上記8割軽減の基準に該当しない 8.5割
33万円＋（28万円×被保険者の数）以下 5割
33万円＋（51万円×被保険者の数）以下 2割
�65歳以上（2019年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさ
らに高齢者特別控除額（15万円）を差し引いた額で判定します／世帯主が被保険者
でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります／軽減判定は、当
該年度の4月1日（新たに制度の対象となった方は資格取得時）における世帯状況に
より行います。

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「グース」

　まちなかシネマはふるさと納税を活用して実施しています。詳細は、町田市ホ
ームページをご覧下さい。

６月２8日㈮午後7時から（雨天実施） 町田ターミナルプラザ市民広場日時 会場

問産業政策課☎7２４・3２９６


