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お知らせお知らせ
ご意見を募集します

２０１８年度町田市食品衛
生 監 視 指 導 計 画（ 案 ）

　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
　資料は、町田市保健所（中町庁舎）
で配布及び町田市ホームページで公
表していますので、皆さんのご意見
をお寄せ下さい。
申書面にご意見・住所・氏名（団体名）
・電話番号を明記し、３月１４日まで

（必着）に郵送またはＦＡＸで生活衛
生課（〒１９４－００２１、中町２－１３－
３、☎７２２・７２５４返７２２・３２４９）へ。
実施します

狂犬病予防の屋外集合注射
　狂犬病は、致死率の高い非常に危
険な病気です。犬を飼育する方は、社
会的責務として、毎年必ず愛犬に狂
犬病予防注射を行い、犬鑑札と注射
済票を常に装着させましょう。
　４月に実施する屋外集合注射の会
場については、３月中旬に発送予定の

「狂犬病予防注射のご案内」、または
町田市ホームページをご覧下さい。
※昨年とは会場が異なる所がありま
すのでご注意下さい。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
町田国際交流センター～外国人のた
めの

専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が、
ビザ・在留資格等、日常生活の中で困
っていることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、ベトナム語、フィリピン
語です。
日３月１１日㈰午後１時３０分～３時３０分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで同セン
ター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０遍
ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）へ。
※同相談会の詳細は同センターへお
問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減 額 制 度
　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１７
年４月１日～２０１８年３月３１日の間の

改修工事が対象）
減額期間２０１７年１月１日～２０１８年
３月３１日に工事が完了した場合＝改
修工事が完了した年の翌年度１年度
分（ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、減額措置の対象
外です。　

【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分

【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１７
年４月１日～２０１８年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、おのおのの申告によ
り同時に適用されますが、耐震改修
を行った住宅に係る減額制度と同時
には適用されません。
問資産税課☎７２４・２１１８
常設型冒険遊び場

活 動 団 体 募 集
　４月１日から２０１９年３月３１日に、芹
ヶ谷公園、鶴川中央公園及び谷戸池公
園内の冒険遊び場活動エリアで冒険
遊び場を開催する団体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を２
月２８日までに直接児童青少年課（市
庁舎２階）へ。
※募集要項等の書類は、児童青少年
課で配布します（まちだ子育てサイ
トでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎７２４・４０９７
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

２０１８年度町田市奨学資金 
奨 学 生 募 集
対次 の す べ て に 該 当 す る 方　 ①
２０１７年４月１日から引き続き市内に
住所を有する保護者の子どもである
②東京都内または神奈川県内に所在
する高等学校または高等専門学校に
進学を希望している③成績優秀であ
る④経済的理由により修学が困難で
ある⑤同種の奨学金を他から支給ま
たは貸与されていない

内４月から正規の修業期間内に月額
８７００円以内を支給
定４月に新１年生になる方５０人以内

（選考有り）
申申請書（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、必要書類を添え
て、３月９日までに町田市立中学校在
学中の方は各中学校へ、それ以外の
方は学務課（市庁舎１０階）へ。
問学務課☎７２４・２１７６
３Ｒの推進をテーマに５・７・５調の

川 柳 を 募 集 し ま す
【「ごみを減らそう」もったいないこ
としま川柳】
　市では、３Ｒ（リデュース＝ごみその
ものを減らす、リユース＝大切にし
て繰り返し使う、リサイクル＝分別
して資源にする）を推進しています。
　今回、ごみの減量を推進するため
の川柳を募集します。
　注意事項等をご確認・ご了承いた
だいたうえ、ご応募下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
内テーマ「３Ｒの推進」に沿った内容
の川柳（基本的に５・７・５調の１７音で
構成された作品）
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペン
ネーム）・応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月１日から４月２日まで

（必着）にハガキ・封書による郵送、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで３Ｒ推進課「川柳
募集担当」（〒１９４－０２０２、下小山田
町３１６０、返７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹謗中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○採用作品の一部を、公共施設等や
市民バス「まちっこ」で展示すること
や、本紙・町田市ホームページ等の広

報媒体に掲載・公表することを予定
しています。採用した作品の著作権
は応募者に帰属しますが、無償かつ
自由に市の啓発活動に使用させてい
ただきます。
○採用作品の展示等では、雅号（ペン
ネーム）を公表します。雅号の記載が
ない場合は、「匿名希望」として公表
します。
○すべての採用作品を掲載できない
場合もあります。
○公表・展示等の際は、採用作品をパ
ソコン等で印字して使用します。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
事業者向け

補助金・助成金との向き
合い方・活用法セミナー

　市と東京都よろず支援拠点（国が
各都道府県に設置する経営相談所）
が連携し、セミナーを開催します。事
業者に合った補助金・助成金を選択
しながら活用する方法について紹介
した後、市の各種支援制度の解説や
希望者向けの個別相談会を行いま
す。
日・内３月８日㈭①補助金活用セミナ
ー、市の各種支援制度解説＝午後１時
３０分～３時２０分②個別相談会（希望
者向け）＝午後３時３０分～４時３０分
場市庁舎
講①東京都よろず支援拠点チーフコ
ーディネーター・金綱潤氏　他②東京
都よろず支援拠点
定４０人（個別相談会２人）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、ＦＡＸま
たはＥメールで東京都よろず支援拠
点事務局（返０３・６２０５・４７３９遍ｙｏｒ
ｏｚｕ＠ｔａｓｂ．ｊｐ）へ。
問産業観光課☎７２４・２１２９

広報まちだ　無料配布のご案内
問広報課☎７２４・２１０１

　広報まちだは毎月１日号・１５日号
の月２回発行しています。新聞への
折り込みや、市内の公共施設や鉄道
駅、郵便局、ファミリーマートなどの
拠点で配布しています。
　また、市内在住で次のいずれかに
該当する方は、お申し込みいただけ
ればポスト投函による無料配布を行
っています。
①新聞を購読しておらず、近くに広
報の配布場所がない。
②近くに配布場所があっても、高齢
であったり体が不自由であるなどの
理由から、広報紙を取りに行くこと
ができない。
③広報紙の入手手段がなく、ホームペ
ージなどで広報紙を閲覧できない。

【申し込み方法】
　ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・「広報まちだ」無料配布希望
・希望理由（上記①～③の番号記載）
を明記し、町田市シルバー人材セン
ター（〒１９４－００２２、森野１－１－
１５、わくわくプラザ町田内）へ。

※発行日から２日以内の配布となり
ます。
※配布期間は２０１９年３月１５日号ま
でです。１年ごとに更新の確認を行
います。

●こちらからも閲覧できます。
【町田市ホームページ】
　バックナンバーも閲覧できます。
市HP 広報PDＦ  検索
＊スマートフォン・タブレット用ア
プリ「マチイロ」
＊地域特化型電子書籍ポータルサイ
ト「たまイーブックス」
市HP 広報アプリ  検索

　すでに無料配布のお申し込みをい
ただいている方で、４月以降の広報
紙配布の中止をご希望の方は、電話
で町田市シルバー人材センター（☎
７２３・２１４７）へご連絡下さい。
　ご連絡のない方については、４月
以降も継続して配布します。

現在配布中の方へ～更新確認のお知らせ


