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シニアシニア
地 域 介 護 予 防 教 室
●仲間とめざそう元気生活！ポール
ウォーキングを始めませんか！　ポ
ールウォーキングの方法を習得しま
す。また、栄養講座もあります。教室
終了後は、地域の歴史や自然に親し
み、活動を継続する内容です。
対市内在住のおおむね６５歳以上の方
日９月１７日〜１０月２９日の毎週金曜
日、午前１０時〜正午、全７回場金森市
営住宅集会室（金森東）及び金森わさ
び田児童公園講日本ポールウォーキ
ング協会・村上政司氏、管理栄養士・高
橋きみ子氏　他定１５人（申し込み順）
／希望者のみポールの貸し出しがあ
ります（１回４００円）申８月２日〜３１日
に電話で南第２高齢者支援センター
（☎☎７９６・３８９９）へ（日曜日・祝休日

を除く）。当日及び講座については、
同センターへお問い合わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
児童扶養手当
現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。現況届を
提出しない場合は、１１月分（翌年１月
振り込み）からの手当が受けられな
くなります。なお、手当の受給開始か
ら５年を経過した方等には６月下旬
に「児童扶養手当一部支給停止適用
除外事由届出書」を送付しています
ので、現況届と一緒に提出してくだ
さい。こちらの提出がない場合や提
出が遅れた場合は、１１月分からの手
当が２分の１に減額されます。

提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３１日ま
で（消印有効）に郵送で子ども総務課
へ。新型コロナウイルス感染防止の
ため、同封の返信用封筒を使用し、原
則郵送での提出にご協力ください。
各市民センター等での受け付けは行
いません。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
９月１日㈬、午前１０時〜正午＝入会

説明会、午後１時〜３時＝心・体の発
達と病気、２日㈭、午前１０時〜正午＝
子どもの食事、午後１時〜３時＝子ど
もの発達と遊び、３日㈮、午前１０時〜
正午＝保育の心、午後１時〜４時＝普
通救命講習／初日に会員証に貼付す
る写真（縦３㎝×横２．５㎝、裏面にボ
ールペンで記名、６か月以内撮影）を
お持ちください場町田商工会議所費
１５００円（普通救命講習の教材費）申
８月２１日までに電話またはＦＡＸで
同センター（☎☎７０３・３９９０鯖７３２・
３１９３）へ。講習会の詳細は、同セン
ターへお問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用

戦没者のご冥福と世界平和を祈り

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

国民健康保険被保険者証（更新証）をお送りします
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

問�市政情報課（市政情報やまびこ）
☎☎７２４・８４０７

「 キ ラ リ ☆ ま ち だ 祭２０２１」 
中 止 の お 知 ら せ
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、１１月に開催を予定していた
「キラリ☆まちだ祭２０２１」は、中
止となりました。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

お 　 詫 　 び
　７月１５日号３面に掲載した、
「２０２０年度町田市の財政状況」記
事内の「一般会計・特別会計予算の
執行状況」の表において、「鶴川駅
南土地区画整理事業会計」の記載
が漏れておりました。お詫びして
訂正します。
　最新の情報は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）に掲載しています。
問財政課☎☎７２４・２１４９

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用ください。
　市が行う業務は「情報公開制度」や
「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。
【「情報公開制度」とは】
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせください。
【「個人情報保護制度」とは】
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。
【「会議公開制度」とは】
　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や市Ｈ
Ｐ等でお知らせしています（開催状

況は表３を参照）。
【「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには】
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
ください。職員が分かりやすくご説
明します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担
当課で文書の検索、公開・開示等の決
定をするので手続きには数日かかり
ます。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。　

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、太平洋戦争が終結してから７６年
が経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界平
和を願い、原爆投下の日と終戦の日
に黙とうの呼び掛けを行っています。
　今年も右記の日時に、防災行政無
線で呼び掛けの放送をします。戦没

者のご冥福をお祈りするとともに、
二度と戦争の起こらない平和な世界
を願い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　８月６日㈮午
前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　８月９日（振
休）午前１１時２分から
○終戦の日　８月１５日㈰正午から

　国民健康保険に加入している方が
現在お持ちの「国民健康保険被保険
者証」の有効期限は、９月３０日です。
１０月１日からお使いいただく被保険者
証は、９月中に世帯主の方宛てに簡
易書留（転送不可）でお送りします。
【窓口で受け取りを希望の場合】
　留守が多いなど郵便では都合の悪
い方には、窓口でお渡しすることも
できます（世帯主または世帯主の委

任を受けた同世帯の家族に限る）。
申８月２日〜２０日（月〜金曜日）に保
険年金課へ電話予約のうえ、９月８日
〜２７日（土曜日・第３日曜日・祝日を
除く）に保険年金課（市庁舎１階）へ、
現在使用中の被保険者証・世帯主か
らの委任状（家族が代理で受け取る
場合）をお持ちください。
※期間内に受け取りをしなかった場
合は、後日特定記録でお送りします。

問�企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

㉕㉕みんなでつくる

公共施設の再編に関する 
アンケ－トにご協力ください
　民間事業者とのコラボレーション
により、２つの保健施設（健康福祉会
館・保健所中町庁舎）の集約と、子ど
も発達センター・わくわくプラザ町
田の教育センターへの複合化を目指
しています。皆さんからご意見やア
イデアをいただきながら、検討を進
めていきます。
　あなたの思う公共施設のより良い
かたちをお聞かせください。
回答方法　１２月５日までに市ＨＰ（右記二次元バーコード）の
アンケート専用ページから回答。

　その他、公表を前提として作成さ
れたもの、市政の推進や市民の理解
を得るために提供することが望まし
いものは、本紙や市ＨＰ等で情報提供
を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用ください。

（表１）2020年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 55（内取り下げ9）

決定内容別件数

公　開 23
部分公開 18
非公開 2
不存在 12
存否応答拒否 1
合　計 56

※�1件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計
と請求件数は一致しません。

（表2）2020年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 43

決定内容別件数

開示等 14
部分開示等 17
非開示等 2
不存在 13
存否応答拒否 1
合　計 47

※�「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の
中止」をいいます／2020年度は、すべて開示請求で
した／1件の請求で複数の決定があるため、決定内容
の合計と請求件数は一致しません。

（表４）情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子
請求、ＦＡＸ 窓口のみ

費　用 無　料 無　料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※�情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希望
する方は、送料は請求者負担となります。

（表3）�2020年度審議会等の会議
の開催状況

開催した会議の回数合計 658

内　訳
公　開 214
一部公開 4
非公開 440

※傍聴人数は131人です。

公共施設のより良
いかたちを一緒に�
考えよう！

▲新たな保健施設のイメージ


