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町田市イベント申込システム

イベシス 検索

お知らせ

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（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
届かない方はご連絡を
改修工事が対象）
就学時健康診断通知書
減額期間２０１８年１月１日～２０２０年
３月３１日に工事が完了した場合＝改
来年４月に小学校に入学する児童
修工事が完了した年の翌年度１年度
（２０１２年４月２日～２０１３年４月１日
分（ただし、建築物の耐震改修の促進
生まれのお子さん）の健康診断を、
に関する法律に規定する通行障害既
１１月中に市内各小学校で行います。
存耐震不適格建築物に該当する場合
対象の方には、通知書を１０月５日
は翌年度から２年度分）
頃に届くようお送りしました。まだ
※市から補助金が出ている耐震工事
届いていない方はご連絡下さい。
を行っていても、
「簡易耐震工事」の
問保健給食課☎７２４・２１７７
場合は改修工事に必要な要件・基準
民 生 委 員・ 児 童 委 員 に
を満たさないため、軽減措置の対象
異 動 が あ り ま し た
外です。
次の地区・地域を担当していた民 【バリアフリー改修】
生委員・児童委員が退任されました。 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
地区・地域南第一・つくし野４丁目全域
定の要件を満たすバリアフリー改修
問福祉総務課☎７２４・２５３７
工 事（ 補 助 金 等 を 除 く 工 事 費 用 が
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の
５０万円を超えるもの）を行ったもの
減
額
制
度
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
一定の要件を満たす住宅の改修工
を減額
事を行った場合、固定資産税を減額
減額期間２０２０年３月３１日までに工
します。
事が完了した場合＝改修工事が完了
※工事が完了した日から３か月以内
した年の翌年度１年度分
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧 【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
下さい。
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
【耐震改修】
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
対１９８２年１月１日以前に建築された
熱改修工事必須・補助金等を除く工
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
事費用が５０万円を超えるもの）を行
るよう改修工事（工事費用が５０万円
ったもの
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
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
上限として、固定資産税額の２分の１

１１月１日

緊急地震速報訓練の実施

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（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０２０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
１０月１５日㈪～２１日㈰は

違 反 建 築 防 止 週 間

１０月１８日㈭には、建築工事に対
する一斉公開パトロールを行いま
す。工事は適法に行いましょう。
また、既存の建物・エレベーター・
塀を適法な状態で維持し、災害に強
いまちづくりを進めましょう。
問建築開発審査課☎７２４・４２６８

催し・講座

開催します

観光まちづくりシンポジウム

なぜ町田市で観光に取り組むの
か、観光まちづくりとは何か。
「町田
の観光」について皆さんと共に考え
ます。
日１１月７日㈬午後６時３０分～８時３０分
場生涯学習センター
内講演、パネルディスカッション
講首都大学東京教授・川原晋氏
定１２０人（申し込み順）

問防災課☎７２４・３２１８

総務省消防庁から発信されるＪ
アラート
（全国瞬時警報システム）
を使用した緊急地震速報訓練を実
施します。
この訓練は、地震が発生
した際にＪアラートが情報を受け
取り、自動で町田市防災行政無線
屋外スピーカーから市内全域に放
送されることを確認するもので
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
日１１月１日㈭午前１０時から
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合がありま
す。

※Ｊアラートから配信され、
自動で
同無線屋外スピーカーから放送す
る情報は下表のとおりです。

武力攻撃事態における警
報
（ゲリラ等による攻撃）
武力攻撃予測事態におけ
国民保護関係 る警報
（航空攻撃）
情報
弾道ミサイルに係る警報
緊急対処事態における警
報
（大規模テロ）
緊急地震速報 推定震度５弱以上のとき
気象警報
大雨特別警報など
噴 火 警 戒 レ ベ ル４以 上
火山噴火警報
（避難準備）
など
※Jアラート以外にも市庁舎に設置して
いる計測震度計で震度4以上を計測した
場合、自動で同無線屋外スピーカーから
放送されます。

事業所で給与支払事務を担当している方対象

11月9日㈮

時

会

場

忠生市民センター

11月13日㈫ 年末調整等説明会 南市民センター
＝午後1時～3時
11月15日㈭ 軽減税率制度等説 鶴川市民センター
明会＝午後3時15
分～4時
11月20日㈫
町田市民フォーラム
11月26日㈪

申１１月４日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８１００２Ｈへ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

町田産新鮮野菜の販売
【１１月の日曜朝市】
日１１月４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

鶴見川源流植樹ウォーキング
鶴見川源流保水の森をガイドと共
に探訪し（アップダウン有り）、講話
や植樹体験も行います（小雨実施、荒
天時は小山田桜台集会所で講話のみ
実施）。
※長袖長ズボン、しっかりした靴（長
靴・軽登山靴）でおいで下さい。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１０月２８日㈰午後１時～３時３０分、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
丸池（小山田バス停から徒歩１分）
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人（申し込み順）
持ち物帽子、軍手、雨具
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）
・電話番号・年齢・性別を明記し、
ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで、１０月
２３日まで（必着）に、
（特）鶴見川源流
ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０４、
小山田桜台２－４－１４－１０５、返８６０
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．
ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネットワ
ークホームページで申し込みも可）
。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６４

町田市仕事と家庭の両立推進企業賞

社員思いの事業所を探しています！

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

市では、社員が働きやすい取り
組みをしている企業・事業所を「町
田市仕事と家庭の両立推進企業
賞」として表彰しています。
以下のような取り組みを行って
いる企業・事業所は、自薦・他薦を
問わず奮ってご応募下さい。
○子育て・介護をしている従業員
のための工夫をしている
○社員が離職しないための工夫を
している
○女性を積極的に登用している

対市内の企業及び事業所で、取り
組みが市内で実施されていること
申応募用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、直接、
郵送、ＦＡＸまたはＥメールで男女
平 等 推 進 セ ン タ ー（ 〒 １ ９ ４ －
００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム３階、返７２３・２９４６遍
ｍｃｉｔｙ２４１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ（随時募集）。
市HP 社員思い 検索

平成30年分 年末調整等説明会及び消費税の軽減税率制度等説明会

税務署及び市役所では、年末調整の方法並びに法定調書・給与支払報告書の作成
・提出方法等に関する説明会を開催します。なお、税務署から事前にお送りした資
料を当日必ずお持ちのうえ、直接会場へおいで下さい。今年度は、消費税の軽減税
率制度等説明会も併せて開催します。 定各100人程度（先着順）
日

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。

対象地域等
相原町・小山ヶ丘・小山田桜台・小山町・上小
山田町・下小山田町・図師町・忠生・常盤町・
根岸・根岸町・矢部町・山崎・山崎町
小川・金森・金森東・つくし野・鶴間・成瀬・成
瀬が丘・西成瀬・南つくし野・南成瀬・南町田
大蔵町・小野路町・金井・金井町・真光寺・真
光寺町・鶴川・能ヶ谷・野津田町・広袴・広袴
町・三輪町・三輪緑山・薬師台
高ヶ坂・中町・成瀬台・原町田・東玉川学園・
南大谷・官公庁
旭町・木曽西・木曽東・木曽町・玉川学園・本
町田・森野

※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席できます。
※説明会場への車での来場はご遠慮下さい。
※説明会の開始３０分前から、扶養控除等申告書や法定調書などの用紙を配布します。
※給与支払報告書の配布は、左記会場及び市民税課（市庁舎２階）、各市民センター等
で１１月１日から行います。なお、電算機用連続用紙は左記会場及び市民税課のみの配
布となります。
【問い合わせ】
○説明会、
源泉所得税関係について
町田税務署源泉所得税担当☎７２８・７２１１（内線２１５または２９０）
○用紙請求
（税務署関係）
、
法定調書関係について
町田税務署管理運営部門☎７２８・７２１１（内線５３２または５９９）
○消費税関係について
町田税務署消費税等担当☎７２８・７２１１（内線２１４）
※自動音声案内で
「2」
番
（税務署）
を選択して下さい。なお、
年末調整のしかたなど国税
に関する一般的な相談については
「1」
番を選択し、
電話相談センターをご利用下さい。
○用紙請求
（市役所関係）
、
給与支払報告書及び住民税特別徴収について
町田市市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

