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凡例

催し・講座

福 祉

相 談 面 接 会

介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します
（未経験者も歓迎）。毎回
市内の事業所が７社参加します。な
お、参加する事業所は毎月変わりま
す。
参加法人等の詳細は、町田市介護
人材バンクＨＰ（右記二次
元バーコード）でご覧い
ただけます。
対１８歳以上の社会人の方日４月２０
日、５月１８日、６月１５日、７月２０日、９
月２１日、いずれも水曜日午前９時３０
分〜正午場ハローワーク町田本庁舎
定各１５人（申し込み順）申事前に電
話で町田市介護人材バンク（☎
☎８６０
・６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

野

津

田

公

日 日時

場 会場

内 内容

可、大人１人での参加も歓迎）日４月９
日㈯午前９時～正午講（有）植生技術
・石森佳子氏定２０人（申し込み順）費
中学生以上５００円、小学４～６年生
３００円（保険料・材料費込み）／小学
４年生未満は１人まで無料、２人目か
らは１人につき３００円必要／別途駐
車料金がかかります申４月１日午前９
時 か ら 電 話 で 同 公 園（ ☎ ７ ３ ６・
３１３１、受付時間＝午前９時～午後５
時）へ。

ハローワーク町田・八王子・相模原合同

介 護

対 対象

日

曜

朝

市

市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日４月３日、５月１日、６月５日、いずれ
も日曜日午前７時～８時（売
り切れ次第終了）場教育セ
ンター駐車場
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６
上半期

おとなのためのおはなし会
日４月２１日、５月１９日、６月１６日、８
月１８日、９月１５日、いずれも木曜日
午前１０時３０分～１１時３０分（受け付
けは午前１０時から）／７月はお休み
です場町田市民文学館２階大会議室

園

●植物観察教室～春の植物観察
対小学校４年生以上の方（保護者同
伴の場合は小学４年生未満の参加も

燃やせないごみの削減にご協力ください

問循環型施設管理課☎
☎７９７・２７３２

２月２１日に町田市バイオエネルギー
センター不燃・粗大ごみピットで火災
が発生しました。同センターでは、
当面
の間、燃やせないごみの処理を近隣の
清掃工場の応援により行っています。
市民の皆さんにはご不便をおかけ
して申し訳ございませんが、引き続
きごみの減量と適正排出にご協力を
お願いします。

○リチウムイオン電池
販売店のリサイクルボックスへお
持ちください。
○リチウムイオン電池を内蔵し、取
り外しができない小型家電等
できるだけ小型家電回収ボックス
へお持ちください。
なお、
小型家電回収
ボックスに入らないサイズのものはリ
サイクル広場にお持ちいただけます。

後期高齢者医療保険料が改定されました

2022・2023年度の保険料率
均等割額

被保険者1人当たり
4万6400円
（4万4100円）

（

所得割額

＋ 賦課のもとと

）は、2020・2021年度

＝

9.49％
×
なる所得金額※1 （8.72％）

年間保険料
上限額66万円
（64万円）

※1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長
期（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が
を控除した額です
（雑損失の繰越控除額は控除しません）
。
2400万円以下の場合は43万円）

図2

医療費の負担の内訳
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療
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額

保険でまかなう医療給付費
一部 保険料
負担金（約1割）

現役世代からの支援金
（約4割）

公費
＜国：都：区市町村＝4：1：1＞
（約5割）

皆さんに納めていただく保険料
皆さんが医療機関等の窓口で支払われた自己負担分

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

語り手（特）まちだ語り手の会定５０
人（先着順）
問同館☎
☎７３９・３４２０

知

財

無

料
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弁理士に相談できます。
対面相談と
オンライン相談のどちらも可能です。
４月６日～１５日は

問 問い合わせ

日原則毎月第２木曜日、午後１時か
ら、午後２時から、午後３時から（各
５０分程度）場町田新産業創造センタ
ー定各３社（申し込み順）申
同センターＨＰ（右記二次元
バーコード）で申し込み。
問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

春の全国交通安全運動

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３、町田警察署☎
☎７２２・０１１０、南大沢警察署
☎０４２・６５３・０１１０
【運動の重点】
１ 子どもを始めとする歩行者の安
全確保
入学や進級を迎える４月以降に、
小学生の歩行中の交通事故が増加す
る傾向にあります。歩行者の安全確
保を図り、未来を担う子どものかけ
がえのない命を交通事故から守りま
しょう。自分の身を守るため、斜め横
断や、横断禁止場所は渡らないよう
にするなど、交通ルールを守りまし
ょう。
２ 歩行者保護や飲酒運転根絶等の
安全運転意識の向上
自動車を運転する際は、道路脇か
ら人や自転車が飛び出してくる「か
もしれない」という意識を持ちまし
ょう。飲酒運転は重大事故につなが
ります。本人だけでなく、酒類の提供
者や車両の同乗者等も罪に問われま
す。また、チャイルドシートは、交通
事故の被害から幼児を守ります。チ

ャイルドシート不使用時は致死率が
約１１倍高まります。必ずチャイルド
シートを使用しましょう。
３ 自転車の交通ルール遵 守 の徹底
と安全確保
自転車は車両の仲間です。
「自転車
安全利用五則」を守り、安全運転を心
掛けましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用
４ 二輪車の交通事故防止
交差点を通過する際には、安全確
認をしっかり行い、カーブの手前で
は、十分に速度を落としましょう。交
差点を直進する二輪車（オートバイ）
は、右折するドライバーに気づかれ
ない場合があります。しっかり安全
確認をしましょう。
じゅん しゅ

会社やお店
会社やお
店の広告
広告を
を載せてみませんか
環境広報紙

ECOまちだ広告募集

詳細はこちら▲

問環境政策課☎
☎724・4386

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
☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎
☎０３・３２２２・４４９６）
連合お問合せセンター☎

後期高齢者医療制度の保険料は、２ 等を合計した額をもとに均等割額を
年ごとに見直しがあります。医療費の 軽減しています（表１）。
総額と１人当たりの医療費が、今後さ 【所得割額の軽減（東京都後期高齢者
らに増加することが見込まれるため、 医療広域連合独自の政策）】
被保険者本人の賦課のもととなる
東京都後期高齢者医療広域連合では、
均等割額と所得割額を図１のとおり改 所得金額をもとに所得割額を軽減し
定しました（医療費の負担の内訳は図 ています（表２）。
【被扶養者だった方の軽減】
２を参照）
。
後期高齢者医療制度の対象となっ
※所得の低い方には、保険料の軽減
を行っています（所得の申告が必要 た日の前日まで会社の健康保険等
（国民健康保険・国民健康保険組合は
となる場合有り）
。
除く）の被扶養者だった方の均等割
【均等割額の軽減】
同じ世帯の後期高齢者医療制度の 額は、加入から２年を経過する月まで
被保険者全員と世帯主の総所得金額 ５割軽減、所得割額は当面の間かかり
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ません。なお、
低所得による均等割額
の軽減
（表１）
に該当する場合は、軽減
割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方について 
下記に該当する方は、一定期間は
普通徴収（納付書による納付）となり
ます。
◯７５歳になった方または６５～７４歳
の方で一定の障がいがあると広域連
合から認定された方
◯上記の資格を有し、他の区市町村
から転入された方
その後、公的年金の受給額が年額
１８万円以上の方で、介護保険料と後

表1

期高齢者医療保険料の合計額が、１回
当たりに受け取る年金額の２分の１
以下の方は、特別徴収
（公的年金から
天引き）
に自動的に切り替わります。
特別徴収の対象とならない方は、
普通徴収（納付書による納付）もしく
は手続きにより「口座振替」による納
付が可能です。納付忘れの心配がな
く、便利な口座振替をぜひご利用く
ださい。
※国民健康保険料税の口座振替は引
き継がれません。改めて口座振替の
申し込み手続きが必要です。詳細は
お問い合わせください。

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
43万円＋
（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円以下
7割
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円＋（28万５０００円
5割
×被保険者の数）
以下
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円＋（52万円×被
2割
保険者の数）
以下

※65歳以上（令和4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15万円
（高齢者特別控除額）
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。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得
時）
で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の
方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」
被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

表2

所得割額の軽減の概要

賦課のもととなる所得金額
15万円以下
20万円以下

軽減割合
50%
25%

