凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
障がい者就職面接会
参加企業３２社（予定）の人事担当
者と面接ができます。
※当日は、応募書類
（履歴書・職務経
歴書）
を複数枚お持ち下さい。また、
応募書類に障がいの種類・等級をご
記入下さい。
日１０月２５日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館
申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は直接
登録先のハローワークへ。その他の
ハローワークで求職登録している方
は直接ハローワーク町田へ。
※当日会場で参加申込もできます
が、
混雑が想定されますので、事前の
申し込みをお願いします。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、
町田市障がい
２０１８年度決算

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３
歌って 踊って
をめざそう

音

楽

体

楽しく

操

健康長寿

教

室

無理なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日１１月１１日、１８日、２５日、いずれも
月曜日午前１０時４５分～１１時４５分、
全３回
場ふれあいくぬぎ館
定２０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
※結果は１０月２３日ごろに発送します。
申１０月３日正午～９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９１００３Ｈへ。
※会場への申し込みはできません。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
ですのでお持ち下さい。

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

【２０１８年度は２３億円の赤字】
国民健康保険事業会計は、保険給
付費や納付金などの歳出を、保険税
や交付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
入に依存する厳しい財政状況が続い
ています。
２０１８年度は、かかった費用のうち
保険税等で賄う収入が２３億円不足
し、この赤字を一般会計から補填し
ました。赤字が生じる原因には、
被保
険者の高齢化や生活習慣病の増加な
どにより、１人あたりの医療費が増加
傾向にあることが挙げられます。
【財政健全化に向けた取り組み】
国民健康保険の財政健全化に向
ほ

パブリック
コメント
概 要

け、赤字額の計画的・段階的な削減に
取り組んでいます。
「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毎年度行う
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
施の取り組みを推進していきます。
2018年度国民健康保険事業会計の決算状況
事務費・事業費等 32億円

てん

保険給付費
275億円

赤字に対する繰入 23億円

国民健康保険
事業費納付金
129億円

歳入

445億円

歳出

436億円

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市安全安心まちづくり推進計画の改定（素案）
問市民生活安全課☎724・4003

市では、2013年12月に「町田市安
全安心まちづくり推進計画」を策定
し、安全や安心に関する事業を実施
してきました。2016年12月の改定
から3年が経過し、現在の治安情勢
や社会環境に適合したものとするた
め、
本計画を再度改定します。
【概要】
○計画期間 2020年1月～2022年
3月
○法令根拠 町田市生活安全条例
○構成 本計画の概要／これまでの
取組／現状／課題／推進計画／推進
体制
○募集期間 10月31日㈭まで
○資料の閲覧・配布 計画（素案）は、
町田市ホームページに掲載するほ
か、次の窓口で閲覧及び資料（概要
版）
の配布を行っています（各窓口で
開所日・時間が異なる）。
市民生活安全課（市庁舎3階）、市
政情報課・広聴課
（市庁舎1階）、男女
平等推進センター（町田市民フォー
ラム3階）
、木曽山崎連絡所、各駅前
連絡所、
各市民センター、生涯学習セ
ンター、
各市立図書館、町田市民文学

町田市ホームページ

問 問い合わせ

※会場については、ふれあいくぬぎ
館（☎７９３・６３３１、日曜日、祝休日を
除く）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
教職員向け

ゲートキーパー養成講座
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場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１０月２３日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月３日正午～９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９１００３Ｇへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材セ
ンター
（☎７２３・２１４７、
受付時間＝午前９
時～午後４時）
へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

ゲートキーパーとは特別な資格で
なく、身近な人の悩みに気づき支え
る人のことです。
私立・公立を問わず、小・中学校、高
等学校、専門学校、大学等の教職員、
消費生活センター
スクールカウンセラー等の皆さんを
くらしに役立つテスト教室
対象に「若者は何故死にたいに追い
込まれるのか」
をメインテーマとした 【気になる糖分～糖度テストで甘さ
講義とグループワークを行います。
を確認】
日１２月５日㈭午後６時～８時４０分
対市内在住、在勤、在学の方
場市庁舎
日１０月３１日㈭午後１時３０分～３時３０分
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
場町田市民フォーラム
定５０人（申し込み順）
内身近な食品の糖度テストを行う、
申１０月４日正午～１２月１日にイベン
食品表示における炭水化物の表記や
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
各項目の読み取り方・栄養成分表示
を学ぶ
イベシスコード１９１００４Ｃへ。
講東京家政学院大学現代生活学部食
問健康推進課☎７２４・４２３６
物学科准教授・山﨑薫氏
おいしく！楽しく！健康に！
定１６人（申し込み順）
男 性 料 理 教 室
費１００円（検体費）
申１０月２日正午～２４日にイベント
栄養バランスが良く、繰り返し作
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
れるメニューを作って食べます。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
ベシスコード１９１００２Ｈへ。保育希
者の男性で、全回参加できる方
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
日１１月８日㈮、１４日㈭、２７日㈬、い
順に６人）は併せて申し込みを。
ずれも午前１０時～午後１時、全３回
問同センター☎７２５・８８０５
町田市課別・事業別行政評価シート

６年連続６回目！パブリック・ディスクロージャー
表彰２０１８でグッド・プラクティス賞を受賞

問財政課☎７２４・２１４９

都の交付金等
332億円

保険税収入
90億円

市HP 町田市ホームページ

館
○意見等の提出方法 郵送、FAX、E
メール、または市民生活安全課ほか、
資料を配布している窓口へ直接提出
して下さい。郵送の場合は配布資料
に添付している専用封筒（料金受取
人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課 市民生活安全課（〒1948520、森野2-2-22、市庁舎3階、☎
724・4003返050・3160・8039遍
mcity4210@city.machida.tokyo.
jp）
―注意事項―
○書式は自由ですが、住所・氏名・連
絡先・件名を明記して下さい。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への個別回答は行いませ
ん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、2020年
1月ごろに町田市ホームページ及び
左記資料配布場所で公表します。

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２０１８」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」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６年連続６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・メディア賞を昨年度に
引き続き受賞しました。
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。

下水道使用料の消費税率が変わります

問下水道使用料請求・手続きについて＝東京都水道局多摩お客さまセン
ター☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤル）、☎０４２・５４８・５１１０、上記以
外の問い合わせ＝町田市下水道総務課☎７２４・４２９５
消費税率改定に伴い、１２月分の
下水道使用料から１０％の消費税
率が適用されます。
検針日が奇数月の方は２０２０年
１月検針分（１２月・１月使用分）か
ら、偶数月の方は１２月検針分（１１
月・１２月使用分）のうち、後半１か

下水道使用料一例

月分から、１０％の消費税率が適用
されます。
新税率による下水道使用料早見
表は、町田市ホームページをご覧
下さい（下水道総務課〔市庁舎８
階〕でも配布）。

使用水量 税抜き額
（変更なし） 消費税額（８％→１０％）
～１６㎥
１１２０円
８９円→１１２円
（基本料金）
２０㎥
１５６０円
１２４円→１５６円
３０㎥
２６６０円
２１２円→２６６円
４０㎥
３７６０円
３００円→３７６円
５０㎥
５１６０円
４１２円→５１６円

合計額（８％→１０％）
１２０９円→１２３２円
１６８４円→１７１６円
２８７２円→２９２６円
４０６０円→４１３６円
５５７２円→５６７６円

※表示は2か月の料金です。
※料金は目安として掲載しています。
各家庭の使用水量は、
検針票をご確認下さい。

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

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

