④利 用 日 に ﹁ 保 護 者 と の 連 絡
各計画を定めました
票﹂を提出
※感染症の場合など、受け入れ
には一定の条件があります。 ▽あきる野市障がい者福祉計画
障がい者︵児︶施策に関する
詳しくは、事前登録の際に説
基本的な方向性と具体的な施
明します。
策、障害福祉サービスなどの
利用登録の受付︵予約制︶
今後３年間の見込量や提供体
●４月２日㈪〜午前８時
分〜
制の確保に向けた取組を定め
午後５時︵土曜・日曜日、祝
ました。
●期間…平成
︵２０２０︶年
日、年末年始を除く︶
度まで
登録に必要な持ち物
●問合せ…障がい者支援課障が
い者相談係︵直通５５８・１
対象児童の住所が確認できる
１５７︶
書類［母子健康手帳、乳幼児医
療費助成制度医療証︵マル乳︶ ▽第７期あきる野市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画
など］、保護者の写真。詳しく
要支援・要介護認定者数や介
は、利用登録の予約時にご案内
護サービス量、介護保険事業
します。
量などを基に、高齢者施策に
▽その他
●﹁ぬくもり﹂とは…子どもた
関する基本的な目標を設定
ちが、親や保育室のスタッフ
し、取り組むべき施策全般を
など人の温もりに触れ、保育
定めたものです。なお、パブ
室内の多摩産の木材やその間
から差し込む柔らかな木漏れ
日などの温もりを感じなが
ら、快方に向かってほしいと 平成 年度地域懇談会
いう意味が込められています。
●﹁ぬくもり﹂には、専用の駐
車場と駐輪場があります。
●事前の登録申請書などは、子
ども家庭支援センター、子ど
も政策課、五日市出張所、各
子育てひろばなどに配置して
います。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。

リックコメントによる市民の ▽あきる野市国民健康保険デー
タヘルス計画 市では、レセ
皆さんからのご意見も参考と
プトなどのデータ分析をもと
しています。
●期間…平成
︵２０２０︶年
に、国民健康保険加入者の健
度まで
康保持増進のための事業計画
●閲覧場所…各計画の閲覧場所
として、データヘルス計画を
以外に中央公民館で閲覧でき
策定しました。今後、計画に
ます。
基づき、効果的かつ効率的
●問合せ…高齢者支援課介護保
に、各種保健時事業の実施及
険係︵直通５５８・１９６９︶
び評価を行います。
●期間…平成
︵２０２３︶年
▽あきる野市健康増進計画﹁め
度まで
ざせ健康あきる野 ︵第二
●問合せ…保険年金課国民健康
次︶﹂ 健康増進法に基づく
保険係
﹁市町村健康増進計画﹂とし
て位置付け、﹁ふれあい い ▽あきる野市一般廃棄物処理基
本計画 一般廃棄物処理基本
きがい 元気なまち﹂をめざ
計画は、廃棄物の処理及び清
す姿とし、健康づくりに関す
掃に関する法律に基づく法定
る基本的な方向性と施策を定
計画であり、同法の目的であ
めました。
●期間…平成
︵２０２７︶年
る生活環境の保全と公衆衛生
度まで
の向上を図り、一般廃棄物の
●問合せ…健康課健康づくり係
適正な処理を行うための計画
︵直通５５８・１１８３︶
です。
●期間…平成
︵２０３２︶年

平成 年度の
国民年金保険料は︑
月額１万６３４０円です
国民年金保険料は毎年見直し
が行われます。平成 年度は、
１５０円引き下げられ、月額１
万６３４０円となります。
▽割引でお得な前納制度があり
ます まとめて前払い︵前
納︶すると、支払い方法や期
間に応じて保険料が割引され
ます。
※納付書で２年度分を前納する
場合は、申し込みが必要です。
▽便利な口座振替をご利用くだ
さい 納付書に同封の﹁国民
年金保険料口座振替納付申出
書﹂により、預貯金口座があ
る金融機関︵郵便局含む︶、
年金事務所、市役所で手続き
してください。
▽持ち物 国民年金保険料口座

振替納付申出書、マイナンバ
ーが分かるもの、預貯金通
帳、通帳の届出印、年金手
帳、本人確認ができる書類
︵運転免許証など︶
▽申込み・問合せ 保険年金課
年金係、青梅年金事務所︵☎
０４２８・ ・３４１０︶

市の組織が変わりました

国の制度改正などに対応し、
行政事務のより一層の効率化を
推進するため、表のとおり組織
を改正しました。
▽問合せ 企画政策課︵直通５
５８・１２６１︶

度まで
●閲覧場所…各計画の閲覧場所
以外に西秋川衛生組合で閲覧
できます。
●問合せ…生活環境課清掃・リ
サイクル係
▽第４次あきる野男女共同参画
プラン あきる野市における
男女共同参画社会の実現に向
けて、第３次プランの基本理
念を継承しつつ、より具体的
な実効性のある計画として策
定しました。
●期間…平成
︵２０２０︶年
度まで
●問合せ…企画政策課︵直通５
５８・１２６１︶
▽あきる野市特別支援教育推進
計画︵第二次計画︶ 本計画
は、第一次計画の方針を引き
継ぐとともに、東京都と連携
を図りながら市独自の考えで
ある﹁全ての子どもたちを大
切にする特別支援教育の推

進﹂を実現するために策定し
ました。
●期間…平成
︵２０２０︶年
度まで
●問合せ…指導室指導係︵直通
５５８・２４３１︶
▽第三次あきる野市子ども読書
活動推進計画 市では、子ど
もが本に親しみ、豊かな言葉
と考える力、やさしい心をは
ぐくむ読書活動の取組を推進
するため、﹁第三次あきる野
市子ども読書活動推進計画﹂
を策定しました。
●期間…平成
︵２０２２︶年
度まで
●問合せ…図書館中央図書館係
︵☎５５８・１１０８︶
▽各計画の閲覧場所 情報公開
コーナー︵市役所４階︶、五
日市出張所、各図書館、各担
当課
※市ホームページに掲載してい
ます。

観光まちづくり推進課の
観光振興係及び秋川渓谷
観光係を統合し、「観光
まちづくり推進係」とし
ました。

環境経済部

ぬくもりの利用方法

①あらかじめ利用する児童を登
録︵保護者との面接、施設説
明、利用登録カードの交付な
ど︶
②利用する時は、前日までにか
かりつけ医を受診し、医師連
絡票を受領
③利用日の前日までに、医師連
絡票などの必要書類を添えて
申請︵利用登録カードをお持
ちください︶
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市では、平成 年 月 日か
ら 月２日までの間、地域懇談
会を市内６地区︵多西、五日
市、戸倉・小宮、増戸、西秋留、
東秋留の各地区︶で実施しまし
た。地域を代表する町内会・自
治会正副会長や防災・安心地域
委員会の方１７０人にご出席い
ただいた懇談会では、市の理事
者や職員と地域が抱えている課
題などについて活発な意見交換
が行われました。
懇談会の内容や地域の皆さん
からいただいた貴重な意見や質
問について市からの回答をまと
め﹁懇談会の記録﹂を作成しま
した。
▽閲覧場所 市ホームページ、
図書館、市役所情報公開コー
ナー︵市役所４階︶
▽申込み・問合せ 企画政策課

観光まちづくり推進課
・観光振興係
・秋川渓谷観光係

市民部
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保険年金課の国保係及び
保険税係を統合し、「国
民健康保険係」としまし
た。

34

保険年金課
・国保係
・保険税係
・後期高齢者医療係
・年金係

観光まちづくり推進課
・観光まちづくり推進係

防災安全係の事務分掌を
整理し、それぞれ「防災
係」と「交通防犯係」と
しました。

保険年金課
・国民健康保険係
・後期高齢者医療係
・年金係

消防功労者消防庁長官表彰︵永年勤続功労章︶
３月７日に自治体消防制度

周年記念式典において、あきる
野市消防団長の鈴木盛哉氏︵五
日市在住︶が受章されました。
これは、消防団員としての長
年にわたる献身的な活躍と、
数々の功績が認められたもので
す。
▽問合せ 地域防災課防災係

総務部
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地域防災課
・防災安全係
・地域振興係

地域防災課
・防災係
・交通防犯係
・地域振興係

改正の内容等

改正前

改正後

30

分になりました

市の組織改正の内容

表

30

チャイムの放送時刻が午後５時

30

70

鈴木盛哉氏

（２）
平成30年（2018年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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