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市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう
や き も の 体 験 講 座

【スープ皿を作ろう】
　粘土ひもを使って作ります。完成
品は約１か月後に参加者に着払いで
郵送します。
対市内在住、在勤、在学の５歳以上の
方（小学４年生以下は保護者１人同
伴、保護者の見学のみの参加は不可）
日１１月８日㈰、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場南市民センター
講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工房主宰・檀上
尚亮氏
定各１２人（抽選、結果は１０月２８日ご
ろまでに電話で連絡）
費１人１０００円（送料別）
申１０月１６日正午～２２日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ｇへ。
【粘土から作るＭｙ茶碗　Ｍｙ箸置】
　お茶

ちゃ

碗
わん

と箸置き各１個を手びねり
で作ります。完成品は２～３か月後に
参加者に着払いで郵送します。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者（保護者の見学のみの参加は
不可）
日１１月１４日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場小山市民センター
講アトリエ方丈庵主宰・くつわだり
え氏
定各１０人（抽選、結果は１１月２日ご

ろまでに電話で連絡）
費１人１２００円（送料別）
申１０月２１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２０１０２１Ｂへ。
【親子やきもの体験～ごちそう大皿
を作ろう】
　陶芸家指導のもと、小・中学生とそ
の保護者が２人１組で大皿を１枚作り
ます。完成品は１～２か月後に参加者
に着払いで郵送します。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者（保護者の見学のみの参加は
不可）
日１１月２８日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場鶴川市民センター
講陶芸アトリエ主宰・安諸一朗氏
定各６組（抽選、結果は１１月１０日ご
ろまでに電話で連絡）
費１組１５００円（送料別）
申１０月２１日正午～１１月４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２０１０２１Ｃへ。

◇
問同館☎☎７２６・１５３１

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ料理教室～パック
クッキング　非常時こそいつもの味
を】
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１３日㈮午前１０時～午後１時
内災害時に役立つ、日常でも時短や
節水になるパッククッキングを学ぶ

講町田友の会・永松利恵子氏
定１０人（申し込み順）
費３００円（材料費）
申１０月１６日正午～１１月８日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２０１０１６Ｂへ。保
育希望者（１歳以上の未就学児、申し
込み順に３人）は併せて申し込みを。
【くらしに役立つ学習会～感染症の
基本と日常生活での注意点】
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１７日㈫午前１０時～正午
講昭和薬科大学臨床薬学教育研究セ
ンター地域医療部門准教授・高田公
彦氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド２０１０１６Ｃへ／２次受付＝１０月
１６日正午～１１月１１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に３人）は併せて申
し込みを。
【ホール講演会～“終活”って何をす
ればよいの？終活の内容から最近話
題のデジタル遺産の相続まで】
対小学生以上の方
日１１月２０日㈮午前１０時～正午
講（特）多摩ファイナンシャルプラン
ニング研究会町田支部ファイナンシ
ャルプランナー・小松久男氏

定９４人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド２０１０１６Ｄへ／２次受付＝１０月
１６日正午～１１月１５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に３人）は併せて申
し込みを。親子室利用希望者（１歳未
満児と保護者、申し込み順に３人）は
電話で要予約。

◇
場町田市民フォーラム
問同センター☎☎７２５・８８０５
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【人間関係学～人はなぜ薬物依存症
になるのか　回復のために必要なこ
と】
　長年、薬物依存症の治療に第一線
で取り組んでいる講師に分かりやす
くお話しいただきます。
日１１月４日㈬午後６時～８時
場生涯学習センター
講国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所薬物依存研究部部長　
松本俊彦氏
定３０人（申し込み順）
申１０月１６日午前９時から電話で生
涯学習センター（☎☎７２８・００７１）へ。

令和２年分　年末調整等説明会の中止及び資料配布のお知らせ

　例年１１月に町田税務署及び市
が開催している年末調整等説明会
は、新型コロナウイルス感染防止
のため中止します。
　給与支払報告書は、市民税課（市
庁舎２階）、各市民センター、町田
税務署等で１１月１日から配布しま
す（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。なお、電算機用連続
用紙は市民税課のみでの配布とな
ります。
　また、ｅＬＴＡＸを利用した電子申
告でも給与支払報告書の提出が可
能ですので、来庁の機会を減らす
ようご協力をお願いします。
○説明会の中止、源泉所得税関係
について
問町田税務署源泉所得税担当☎☎
７２８・７２１１（内線２１５または

２９０）
○税務署関係の用紙、法定調書関
係について
問町田税務署管理運営部門☎☎７２８
・７２１１（内線５３２または５９９）
※自動音声案内で「２」番（税務署）
を選択してください。なお、年末調
整の仕方など国税に関する一般的
な相談については「１」番を選択
し、電話相談センターをご利用く
ださい。
○市役所関係の用紙請求、給与支
払報告書及び住民税特別徴収につ
いて
問町田市市民税課☎☎７２４・２１１４、
２１１５
○ｅＬＴＡＸの利用について
問ｅＬＴＡＸヘルプデスク☎☎０５７０・
０８１４５９

２０１９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

【２０１９年度は２２億円の赤字】
　２０１９年度は、国民健康保険事
業の費用のうち保険税等で賄う収
入が２２億円不足し、この赤字を一
般会計からの市税等を財源とした
繰入で補

ほ

填
てん

しました。２０１８年度
決算に比べると赤字に対する繰入
は１億円減少したものの、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。
　赤字が生じる原因として、保険
税率が国民健康保険法に基づいて
算出される標準的な水準（標準保
険料率）に比べて低いことや、被保
険者の高齢化や生活習慣病の増加
などにより１人当たりの医療費が
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。その
ため、国民健康保険の財政健全化
に向け、赤字額の計画的・段階的な
削減に取り組んでいます。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
を推進していきます。

事務費・事業費等 21億円

保険給付費
271億円

国民健康保険
事業費納付金
125億円

都の交付金等
315億円

赤字に対する繰入 22億円
保険税収入
86億円

2019年度国民健康保険事業会計の決算状況

歳入　423億円 歳出　417億円

ゆうゆう版画美術館まつり
　「Ｅｎｊｏｙ！Ａｒｔ！」をテーマに、同館と
友の会の共催で開催します。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、一部人数を制限する催しがあり
ます。詳細は同館ホームページをご
覧ください。　
日１０月２４日㈯、２５日㈰、午前１０時
～午後４時
場同館及び同館前庭
※開会式は、２４日午前１０時から正
面玄関で行います。
【ゆうゆうプロムナードコンサート
「女神たちの午後」】

　開催中の「西洋の木版画　５００年
の物語」に合わせて弦楽三重奏をお
楽しみください。
日１０月２５日㈰、午後０時３０分から、
午後２時３０分から（各３０分程度）
場同館講堂
定各６０人（先着順）
【市域学生によるアートイベント】
○桜美林大学～クイズで楽しむ異文
化体験
　クイズで文化の多様性を実感でき
る展示です。
時間両日とも午前１０時～午後４時

場同館講堂
○玉川大学～オンラインアートプロ
ジェクト
　インターネットでお祭りの内外を
つなぎ、遠隔で盛り上げます。
時間両日とも午前１１時～午後４時
（途中休憩時間有り）
場同館前庭
【市立博物館による出張体験講座「陶
片ペンダントをつくろう」】
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館前庭
定各５０人（先着順）

※一度に体験できる人数が限られる
ため、お待ちいただく場合がありま
す。
○その他開催期間中のイベント
チャリティ・アートバザール２０２０、
木版画摺

す

り体験、キッズ・アートスペ
ース～マイ・エコバッグを作ろう、
「ゆうゆう版画美術館まつり」ポスタ
ーデザイン原画展示、野外アート写
真展、芹ヶ谷公園芸術の杜～パーク
ミュージアムの取り組み紹介、福祉
作業所協賛出店　他

問国際版画美術館☎☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の午前１０時～正午）☎☎７２６・３０５１


