市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

健康案内
ぼくとわたしのデンタルケア

歯

の

無

料

相

談

対乳幼児～１８歳ぐらいの方
日６月４日㈰午前１０時３０分～午後５
時
場小田急百貨店町田店９階バンケッ
トルーム
内むし歯・歯並び相談、正しい歯の磨
き方指導
定１２０人
（申し込み順）
申５月１０日から電話で町田市歯科医
師会
（☎７２６・０５５５、受付時間＝月
～金曜日の午前１０時～正午、午後１
時～４時）へ（同会ホームペ
ージで申し込みも可）。
問保健総務課☎７２２・６７２８

募 集
町田市男女平等参画協議会

市

民

委

員

同協議会は、男女がお互いの人権
を尊重しあい、自らの意思によって

返０４２・７２４・５６００

あらゆる分野の活動に参画する機会
対年間を通じて活動できる方
が確保される「男女平等参画社会」を 【第１回実行委員会を開催します】
めざす男女平等推進計画の推進状況
日５月１８日㈭午後２時から
の把握、点検、評価などを行う協議会
場市庁舎
です。
申電話でまちだエコライフ推進公社
この「町田市男女平等参画協議会」 （☎７９７・９６１７）へ。
の市民委員を募集します。
問資源循環課☎７９７・２７３２
対市内在住で、男女平等参画社会の
町田市成人式「二十祭まちだ」
実現に向けて意欲的な方＝３人
実
行
委
員
任期７月～２０１９年３月
選考作文
当日の式典や関連イベントを企画
申募集要項を参照し、５月１７日まで
・運営する実行委員を募集します。
（必着）に直接または郵送で男女平等
思い出に残る魅力的な成人式を一緒
推進センターへ。
に作りませんか。
※募集要項を郵送希望の方は、同セ
対新成人または２０歳前後の方で、成
ンターへお問い合わせ下さい（町田
人式当日まで週１、２回程度の会議及
市ホームページでダウンロードも
び各イベントに出席できる方
可）
。
場文化振興課（市庁舎１０階）
問同センター☎７２３・２９０８
【実行委員希望者向け特別オリエン
テーションを開催します】
町田エコフェスタ２０１７
日６月１０日㈯午前１０時から１時間程
実
行
委
員
度
場市庁舎
ごみ減量、資源の再利用、再生可能
申住所・氏名・電話番号・出身中学校
な自然エネルギーの有効活用等、地
を明示し、電話またはＥメールで文化
域のよりよい環境を育てることを目
振興課〔二十祭まちだ実行委員会事
指して、１０月１日㈰に「町田エコフェ
務局〕
（☎７２４・２１８４遍ｍｃｉｔｙ１８９０
スタ」を開催予定です。
今回、その実行委員を募集します。 ＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
実行委員は、実行委員会・作業部会へ
※二十祭まちだの活動紹介は、町田
の出席、当日の準備等を行います。
市ホームページをご覧下さい。

町田市職員採用試験情報

問職員課
☎７２４・２518

ツイッターで情報発信を始めました！
【Twitter アカウント名】 町田市職員採用試験情報（町田市公式）

一般事務

職

種

身体障がい者対象一般事務
一般事務（心理学専攻）
土木技術
建築技術
電気技術
保育士
保健師
獣医師・薬剤師・衛生技術
土木技術
電気技術
保健師

Ⅰ類大卒程度

募集人員
35人

日程等

採用日
（予定）

若干名
1人

○電子申請受付
期間
Ⅰ類大卒程度
5人
5月8日 ㈪~19
若干名 日㈮午後5時
※申込受付は電 2018年4月1日
若干名 子申請のみです
若干名
Ⅰ類大卒程度
○1次試験日
若干名
6月25日㈰
若干名
社会人経験者
若干名
対象
若干名
10人

※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」
をご確認下さい。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、
市役所・各市民センターでも配布しています。 市ＨＰ 採用試験
検索

市税の納税通知書
の発送と減免等の
お知らせ
【納税通知書の発送について】
２０１７年度の課税額やその根拠
となる所得額、控除額等が記載さ
れた、
納税通知書・税額通知書を次
の日程で発送します。納期限まで
に納付をお願いします。
○個人の市・都民税
６月２日に発送します（第１期納
期限＝６月３０日）
。
※６５歳以上の公的年金所得のあ
る方は、
６月１５日に発送します。給
与差し引きの方は、勤務先へ税額
通知書を５月１８日に発送します。
○軽自動車税
５月１１日に発送します（納期限
＝５月３１日）
。
○固定資産税・都市計画税
５月１日に発送します（第１期納
期限＝５月３１日）
。５月１２日までに

番号間違いにご注意下さい

届かない場合は、資産税課へご連絡
下さい。
【減免制度について】
○個人の市・都民税
生活保護法の規定による保護を受
けている方、災害で住宅や家財に損
害を受けた方などは、申請により減
免が認められる場合があります。
○法人市民税
収益事業等を行っていない公益社
団法人及び公益財団法人は、申請に
より減免されます。該当すると思わ
れる法人には、個別にご案内してい
ます。
○軽自動車税
一定の障がいのある方、またはそ
の方と同一世帯の方が所有（登録）
し、障がい者自身が使用、またはその
障がい者のために使用する軽自動車
等は、申請により軽自動車税が減免
されます。ただし減免されるのは、普
通自動車、軽自動車、二輪車を含むす
べての自動車と原動機付自転車のう
ち、障がいのある方１人に対して１台

第１回

市ＨＰ 二十祭まちだ活動

検索

お知らせ
町田市北部丘陵活性化計画アクショ
ンプランを

策

定

し

ま

し

た

市では、２０１１年３月に策定した
「町田市北部丘陵活性化計画」で掲げ
た目標像の実現に向けて、具体的な
実施事業を明確にするために「町田
市北部丘陵活性化計画アクションプ
ラン」を策定しました。
この計画では、取り組みの核とな
る５つの事業を「重点事業」として、
集中的に実施します。そして、北部丘
陵全体の活性化を目指す上で、重点
事業と連携して取り組みを強化して
いくことで相乗効果が期待できる
１０の事業を掲げます。これら１５事
業を「推進事業」として位置付け、取
り組みます。
計画の冊子は、北部丘陵整備課（市
庁舎９階）、各市立図書館で閲覧でき
るほか、市政情報課（市庁舎１階）で１
冊１０００円で販売します（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４

行政経営監理委員会

市では、
「市役所の生産性の向
上」と「公共施設における行政サー
ビス改革」の２つを改革の柱とす
る行政経営改革プランを着実に推
進するため、外部有識者や市長・副
市長等で構成する行政経営監理委
員会を開催します。
第１回は「市民サービスの向上と
行政経営の効率化の両立に向けて」
をテーマに意見交換を行います。

この会議の傍聴を希望される方
は、
事前にお申し込み下さい。
日５月２９日㈪午後２時～４時
場市庁舎２階市民協働おうえんル
ーム
定１５人（申し込み順）
費実費（会議資料コピー代）
申５月２３日までに電話で経営改革
室へ。
問経営改革室☎７２４・２５０３

公開している会議
会議名
町田市教育委員
会定例会
町田市情報公開
・個人情報保護運
営審議会
町田市高齢社会
総合計画審議会

3
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傍聴のご案内

日 時
会 場
5月12日㈮午前10 市庁舎10階会
時から
議室10－3~5

定

員

申し込み
会議当日に教育総務課（市
☎724・2172）
へ
庁舎10階、

事前に電話で市政情報課
5月15日㈪午前10 市庁舎2階会議
3人
（申し込み順）
へ
（☎724・8407）
時~正午
室2－2
5月22日㈪午後6 市庁舎2階会議 10人 事前に電話でいきいき総
時30分~8時30分 室2－1
（申し込み順）務課
へ
（☎724・2916）

に限られます。申請には、平成２９年
度軽自動車税納税通知書（納付しな
いで下さい）
・身体障害者手帳等・運
転者の運転免許証・納税義務者の印
鑑・納税義務者の番号確認書類（マイ
ナンバーカード、個人番号通知カー
ド等）
・窓口に来庁する方の身分確認
書類（運転免許証等）
・代理申請の場
合は委任状等をお持ちのうえ、５月
３１日までに市民税課（市庁舎２階）で
手続きをして下さい。
※法人等が福祉事業に専用する車両
や車検証に身体障がい者輸送用等と
記載されている車両、中国残留邦人
の方で自立支援法による支援給付を
受けている方が所有する車両等につ
いても減免となる場合があります。
※軽自動車税を納付済みの場合や申
請期限の５月３１日を過ぎた場合は、
減免を受けられませんのでご注意下
さい。
○固定資産税・都市計画税
集会所や福祉施設、また一般に開
放された遊び場や公園等、専ら公益

のために利用する固定資産（有料
で利用するものは除く）、災害等に
より価値を著しく減じられた固定
資産、生活保護法により生活扶助
を受けている方などの固定資産に
ついては、申請により減免が認め
られる場合があります。
【市税のお支払いが困難な方は納
税相談を】
災害や病気等やむを得ない理由
で納期限までに市税の支払いが困
難な方には、その事情に応じた納
税相談を実施しています。お早め
に納税課へご相談下さい。
◇
問個人の市・都民税について＝市
民税課☎７２４・２１１４、２１１７、法人
市民税について＝市民税課☎７２４
・３２７９、軽自動車税について＝市
民税課☎７２４・２１１３、固定資産税
・都市計画税について＝資産税課
☎７２４・２１１６、２１１８、２１１９、
２５３０、納税相談について＝納税
課☎７２４・２１２２

