見要旨などを考慮し選定しま

※申出多数の場合は公述意

都が策定した都市計画原案の縦覧と
公聴会を開催します
【対象計画案】
住宅市街地の
開発整備の方針
【公聴会】
次の２会場で開催。

第４回市議会定例
会を 月 日（木）

は、地方債の発行が制限され

再生計画」を策定した場合に

なければなりません。
「財政

などあらためて振り返るこ

れた、もしくは滞ったこと

しかし同時にこの間に失わ

していくことは大切です。

し、より良い環境へと進化

公表の上、総務大臣に報告し

るなど、市の財政運営に国の

ています。

関与を受けることになります。

とも必要だと思います。先

早期健全化基準 ・
財政再生基準・
経営健全化基準

資金不足比率についても、

令和２年度決算に基づく
市の財政健全化判断比率などを
公表します

会計などのほか、公営事業全 つでも早期健全化基準以上で

公開にお邪魔しました。コ

健全化判断比率のうち、一
「地方公共団体の財政の健

会計、公営企業会計の実質赤 ある場合には「財政健全化計 その比率が経営健全化基準以
字額の合計の、標準財政規模 画」を議会の議決を経て策定 上である場合には「経営健全

健全化判断比率（実質赤字比

場合は、
「－（数値なし）
」と

ある場合には「財政再生計画」 詳しくは財政課☎︎
４７０・
を議会の議決を経て策定し、 ７７０６へ。

元利償還金、公債費に準ずる

【選考方法】
書類審査と面接

よる）

期末手当の支給は市の規定に

ました。そこで伺った話で

た児童・生徒が笑顔で授業

ロナ禍で辛い思いをしてき

月、市内小・中学校の一斉

全化に関する法律」により公

を受けている姿に心救われ

表が義務付けられている財政

に対する割合を示しています。 し、公表の上、都知事に報告 化計画」を議会の議決を経て
策定し、公表した上、都知事
この合計額が赤字とならない しなければなりません。
また、財政再生基準以上で に報告しなければなりません。

公債費比率、将来負担比率）
なります。

率、連結実質赤字比率、実質
および資金不足比率について

（３）実質公債費比率

債務負担行為など、実質的な

実質公債費比率は、地方債

２年度決算に基づく指標を公
表します。

健全化判断比率

債務すべてに関係する償還額

【応募書類】
①履歴書（顔写

がない（実質収支額が黒字で 示しています。東久留米市で 日曜日、祝日を除く）午前９
ある）場合は
「－（数値なし）
」 は、下水道事業会計が対象と 時〜午後５時（休憩 分有）

すがコロナ禍で児童・生徒

の体力がずいぶん落ちてい

るとのことでした。感染対

策で体育の授業や休み時間

等で触れ合うことなど、従

皆さんこんにちは、 月 来のように体を動かすこと
です。感染防止に努めなが ができなかったとのこと。

を迎えるためにも引き続き その対策に取り組んでいる
の感染予防にご理解とご協 とのことでした。これはほ

ら日常を取り戻してまいり その貴重な時間を失い進級
ました。穏やかな年末年始 していくことを課題とし、

書き）で８００字以内でまと

４７０・７７７７（内線２５

市立学校給食用物資納入業

のいずれも午前８時半〜午後

【受付時間】
配付、受け付け

【受付場所】
学務課（市役所

４７０・７７７９へ。

詳しくは同課保健給食係☎

することができません。

加登録を行わない場合、納品

【ご注意】
各小学校との直接

【受付期間】 月１日（水） の契約はありません。指名参

から

〜７日（火）

内電気設備の点検などを行う だけません。ご不便をお掛け

詳しくは管財課管財係☎４

本庁舎１階市民プラザ・屋 ７０・７７１８へ。

舎を閉館します。

それに伴い、終日市役所本庁 ます。

ため、館内は停電となります。 しますが、ご協力をお願いし

【様式配付日】 月 日（月） ６階）

受け付けます。

者指名参加登録を次の日程で ５時（正午〜午後１時を除く）

者選定委員会は、４年度の業

４年度小・中学校給食用物資納入
業者の指名参加登録の受け付け

ることもあります。そのト ズコロナ時代を思案したい
レンドをいち早く見つけ出 と思います。

た事も大胆に見直すきっか ら、もう一度来年に向けあ
けにもなり、改善されてい らたなポストコロナ、ウィ

められています。コロナ禍 で出てくるかもしれません。
でこれまで改革できなかっ そのような事も意識しなが

コロナと言った視点で新た もしれません。コロナの影
な生活様式を探る動きが進 響はこれからさまざまな形

だ見通せませんが、来年に が休止になり継承など難し
向けポストコロナ、ウィズ くなっているものもあるか

さて、コロナの収束はま その他にもさまざまな行事

んの一例にすぎませんが、

力をお願いします。

を電話連絡の上、応募期間内

に応募書類を同課窓口へ持参

０１）へ。

詳しくは同課地域ケア係☎
【募集人数】
若干名

や軽作業など
【報酬など】
時給１０４１円
予定（別途、交通費相当額と

日（祝）

終日市役所本庁舎を閉館します

月

市長

１１

めた小論文

こと」
について、Ａ４用紙（横

真貼付）②「あなたが組織で

審査の総合評価

果は、実質赤字比率、連結実 の標準財政規模に対する割合
質赤字比率および将来負担比 （過去３カ年平均）を示して

仕事をする上で大切だと思う

２年度決算に基づく算定結

会計年度任用職員
（一般事務・アシスタント職）

率が「－（数値なし）
」
、実質 います。
公債費比率が０・１％となり、 （４）将来負担比率

の標準財政規模に対する割合

【任用期間】
４年１月４日〜 【応募期間】 月 日（月）
３月 日（４月１日以降は、 〜 日（火）

１５

いずれも早期健全化基準を下 将来負担比率は、一般会計が
回る結果となっています（表 将来負担すべき実質的な負債
１参照）
。

を示しています。
実質赤字比率は、一般会計

（１）実質赤字比率

資 金 不 足 比 率

１１

１年ごとに選考の上、再度任
などの実質赤字額の標準財政
申し込みは、事前に来庁日
資金不足比率は、事業規模 用の場合あり）
規模に対する割合を示してい
時（土曜・日曜日、祝日を除
月 日（土曜・ く午前８時半〜午後５時内）
ます。そのため、実質赤字額 に対する資金不足額の割合を 【勤務時間】

３０

なっており、２年度は、資金 【勤務場所】
介護福祉課（市 を。書類持参日と同日に面接
となります。
不足額がないため、資金不足 役所１階）
（２）連結実質赤字比率
審査を実施する予定です。
「－（数値なし）
」
となっ 【勤務内容】
電話・窓口対応、 ※提出された書類は返却し
連結実質赤字比率は、一般 比率は
介護予防事業などの事務補助 ません。
早期健全化
１２．２１
１７．
２１
２５．
０
３５０．
０
基準
（１２．２６）（１７．
２６） （２５．
０） （３５０．
０）

【対象区域】
都内各市、瑞穂 す。

から開催します
令和３年第４回市議会
定例会を 月 日（木）
〜 月 日（火）の日程

資金不足比率

町および日の出町
【計画案の縦覧・公述申出 傍聴は当日直接会場へ

【公聴会開催日時・会場】
①
東京都庁都民ホール②

で開催する予定です。

２０．
０
（２０．
０）

４年１月 日（木）午後７時・
（月）午後２時・立川市女性

経営健全化基準

日（水）に、都都市整備局

都市計画課、関係市町の都市

総合センター

日

−
（−）

書の配布】 月１日（水）〜

計画主管課（東久留米市では

月

月１日（水）
、

東久留米市比率

日

都市計画課〈市役所５階〉
）

一般質問が
（金）〜

６０

内ひろば・金融機関ＡＴＭ・

１２

※詳細は都都市整備局ホー

２０

月 日（祝）は、市庁舎 地下駐車場などもご利用いた

２９

２３
２３

で縦覧・配布。申出書は都都

市整備局ホームページからも ムページ（
常
任
委
員
会
が
月
３
日
https://www.tos
入手できます
（
金）〜７日（火）
、予
hiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kei
）をご覧
算特別委員会が８日（水）
kaku/seido_6.htm
の予定です（いずれも土

曜・ 日 曜 日、 祝 日 は 休
会）
。

１１

３１

１１
１１

）は前年度数値。単位％。

※（

資金不足比率

令和２年度

表２

２６
詳しくは議会事務局☎︎

実質赤字 連結実質 実質公債 将来負担
比率
赤字比率 費比率
比率

ワクチン接種に関する市の対応（接種の予約や会場など）について
４７０・７７８９へ。

２０．
０
３０．
０
３５．
０
（２０．
０） （３０．
０） （３５．
０）
財政再生
基準

）は前年度数値。単位％。

ワクチン接種を受けた後も、引き続き「３密（密閉・密集・密接）の回避」「手
洗い・咳エチケット（マスク着用）」などの感染防止対策の徹底にご協力を
お願いします。

１８

１８

１１

−
（−）
０．
１
（０．
３）
−
（−）
−
（−）
東久留米市
比率

【公述の申出】
区域内在住の

方または計画案に利害関係の ください。公述の申出がない
ある方（１人 分以内）
。申 場合は中止となります。

市計画課へ

１５

１２

新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口

詳しくは都都市整備局都市
出書を 月１日（水）〜 日
（水）に（必着）
、〒１６３ 計画課☎０３・５３８８・３
８００１、都都市整備局都 ３３６へ。

１０

健全化判断比率

※（

令和２年度

表１

１１

１１

１４

１２

ワクチン接種に関する一般的な内容について
２０

１２

●東久留米市新型コロナワクチンコールセンター
☎042・420・7177（かけ間違いのないようにご注意ください）
（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時受付）
ファクス：042・477・0033（聴覚に障害のある方などの相談）
１２

▲ワクチンに関
する市ホーム
ページ

市の集団接種は５月15日から始まり、11月７日のモデル
ナワクチンの２回目接種ですべての日程が終了しました。集
団接種はこれまで48日間実施し、接種実績は合計60,251回
（ファイザー19 , 356回、モデルナ40 , 895回）となってい
ます。
詳しくは市新型コロナワクチンコールセンター☎042・
420・7177へ。

１２

2

15
11.

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120・761770
（午前9時〜午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付）
●（厚生労働省）新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者
相談窓口
ファクス：03・3581・6251
メールアドレス：corona-2020@mhlw.go.jp
２４

市の集団接種は終了しました
新型コロナウイルスワクチン
１５
−

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

