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お知らせお知らせ
下水道使用料の減免措置
が 継 続 さ れ ま す
　原則として、３月末まで減免の適
用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお、新たな申請は
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
人支援給付の受給世帯、東日本大震
災による避難者、公衆浴場・医療施設
・社会福祉施設などの各施設、生活
関連２３業種
※老齢福祉年金とは、大正５年４月１
日以前に生まれた方（その他要件有
り）を対象とする年金制度です。
減免期間２０２１年３月３１日まで
※減免の申し込みや詳細について
は、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〕または☎☎０４２・５４８・５１１０）へ
お問い合わせください。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉に関する各サービスや

情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」の音訳版・点
訳版・ＳＰコード版を配布しています。
　ご希望の方は、障がい福祉課（市庁
舎１階）へおいでください。
※郵送を希望する方はご連絡くださ
い。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

民生委員・児童委員に�
異 動 が あ り ま し た
　次の地区・地域を担当していた民
生委員・児童委員が退任されました。
後任は未定です。
地区・地域町田第一・森野２丁目１３～
３１
※その他の地域の担当は、お問い合
わせください。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で、就労のた
め保育が必要な方
日１２月２９日㈫、３０日㈬、午前７時～
午後７時の間で保護者の就労時間
（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分～午後５時の間は３０

分につき２５０円、午前７時～８時３０
分、午後５時～７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月１０日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎☎７２２・
２６７９、受付時間＝月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時）へ。
※申請書等は１２月１０日まで、まち
だ子育てサイトでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
ひとり親家庭等への
医 療 費 助 成 制 度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
※いずれも各市民センター等では受
け付けできません。
【該当する方は申請を】
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
療の自己負担分（住民税が課税され

ている世帯は一部負担金有り）
※申請者及びその扶養義務者（同居
の父・母など）の所得制限がありま
す。所得限度額や申請に必要な書類
等の詳細はお問い合わせください。
【現況届（更新手続き）について】
　令和２年度の児童扶養手当証書を
お持ちの方は、ひとり親家庭等医療
費助成制度の現況届を省略できま
す。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月
末に現況届の用紙を送付しました。
１１月１３日までに同封の返信用封筒
で子ども総務課へ郵送してくださ
い。なお、新型コロナウイルス感染防
止のため、原則郵送での提出をお願
いします。
【申請事項に変更があった場合は】
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出た内容
に変更があった場合は必ず変更届の
提出をお願いします。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０２０
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、各町内会のイ
ベントで使用する発電機やテント等
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

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。

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市教育委員会定
例会

１１月６日㈮午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

直接会場へ問教育総務課
☎☎７２４・２１７２

町田市長期計画審議
会

１１月６日㈮午
後３時～５時

市庁舎４階政策
会議室

３人
（先着順）

直接会場へ問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１１月９日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎☎７２４・８４０７）へ

町田市都市計画審議
会

１１月１３日㈮
午前９時３０分
から

市庁舎３階第１
委員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎☎７２４・４２４７）へ

まちだの新たな学校
づくり審議会

１１月１６日㈪
午後６時３０分
から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

南入口から入り、直接会
場へ問教育総務課☎☎７２４
・２１７２

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

１１月１７日㈫
午後６時３０分
～８時

市庁舎１０階会
議室１０－５

３人
（申し込み順）

１１月１３日までに電話で
いきいき総務課（☎☎７２４・
３２９１）へ

町田市環境審議会
１１月１７日㈫
午後６時３０分
～８時３０分

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

１０人
（申し込み順）

１１月１６日までに電話で
環境政策課（☎☎７２４・
４３８６）へ

町田市国民健康保険
運営協議会

１１月１８日㈬
午後７時～９時

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

３人
（申し込み順）

１１月１１日までに電話で
保険年金課（☎☎７２４・
４０２７）へ

町田市立図書館協議
会

１１月１９日㈭
午後２時～４時

中央図書館６階
ホール

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図書館
☎☎７２８・８２２０

町田市地域福祉計画
審議会

１１月２０日㈮
午後７時～９時

市庁舎３階第１
委員会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で福祉総務
課（☎☎７２４・２１３３）へ

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

未来の町田のキャッチコピーを選ぼう

Vol.7

ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

誰もがホッと
できるまち

問企画政策課☎☎７２４・２１０３
　町田市は、誰もが夢を描くこと
ができ、幸せを感じられる未来を
つくるために、（仮称）まちだ未来
づくりビジョン２０４０の策定に取
り組んでいます。
　ビジョンでは、そんな未来の町
田市を表す“キャッチコピー”を掲
げて、みんなで実現を目指します。
　キャッチコピーは、次の６つの
候補から皆さんの投票で選びます
（１１月１０日から）。

・もっといいコトふくらむまちだ
・気がついたら、ファミリー。
・暮らす　遊ぶ　□

えらべ

る　まちだ
・なんだ　かんだ　まちだ
・ずっと、もっと、ふくらむ町田
・まちだでつくるあなたの物語
　キャッチコピーの投票方法等に
ついては、（仮称）まちだ未来づく
りビジョン２０４０特設
サイトでご覧いただけ
ます。

問企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

⑳⑳みんなでつくる

公共施設の
�“ライフサイクルコスト”の縮減

②施設の長寿命化
　長寿命化とは、計画的な維持補修、定期的なメンテナンスやこまめな補
修を行い、施設を長く使えるようにすることです。建て替えサイクルを延
ばすことができるため、長期的な財政負担の抑制につながります。

具体的な取り組み
①�維持管理費用の削減
　施設にかかる費用を長期的
にみると、施設の建設費用以
上に多額の維持管理費用がか
かります。そこで、施設の運営
委託方法の見直しや、ＬＥＤ・太
陽光などの技術や手法を必要
に応じて導入し、削減を図り
ます。

　ライフサイクルコストとは、施設の建設から管理、運営、改修そして
建て替えまでにかかるトータル費用のことです。
　市では公共施設の再編に向けた取り組みを進めていますが、その１
つとして、「ライフサイクルコストの縮減」があります。

長寿命化を行う
かどうかは、それ
ぞれの施設の状
況に応じて判断
していくよ。


