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催し・講座催し・講座
鶴川市民センターまつり
日１月２１日㈰午前１０時～午後４時
場同センター①ホール②和室③会議
室
※駐車場に限りがあります。
内①各サークルによる発表（和太鼓
・レクダンス・合唱・チアリーディン
グ　他）②整体体操③ちぎり絵・俳画
・各サークルによる作品展示
問同センター☎７３５・５７０４
開催します
観光まちづくりシンポジウム
　市は、２０１７年５月に「町田市観光ま
ちづくり基本方針」を策定しました。
今後は、この方針に基づいたさまざ
まな取り組みを展開し、観光まちづ
くりを推進します。このシンポジウ
ムでは、観光まちづくりの第一人者
をお招きし、町田市をどう盛り上げ
ていくか、これからの観光に求めら
れるものは何か、今後の「町田市の観
光」について皆さんと共に考えます。
日２月６日㈫午後６時３０分～８時３０
分
場町田市民フォーラム
内①基調講演～「住んでよし、訪れて
よし」の観光まちづくりの実現に向
けて②パネルディスカッション～町
田市の観光に求められるもの
講①大正大学地域構想研究所教授・
清水愼一氏②ファシリテーター＝㈱

オンデザインパートナーズ代表取締
役・西田司氏、パネリスト＝清水愼一
氏、マルチタレント　カイル・カード
氏
定１８０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｆ）へ。
問産業観光課☎７２４・２１２８

シニア生涯ワーキングセミナー
　シニア世代にとって「一生涯のし
ごと」とは何か、実践的なプランニン
グ演習を通して考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日２月２６日㈪午後１時～４時
場ハローワーク町田
講社会保険労務士・大橋達樹氏、キャ
リアコンサルタント・板垣修氏
定３０人（申し込み順）
申１月１７日から電話で予約専用ダイ
ヤル（☎０３・６８９４・３３１４）へ。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
観光課☎７２４・２１２９
料理中に出るごみを減らそう！
使 い 切 り 料 理 教 室
　食材の使い切り・上手なアレンジ
方法・料理中に出るごみを減らすポ
イント等を実践しながら紹介しま
す。
※当日のメニューは、開催日の１～２
週間前に案内文を送付します。
対市内在住の１８歳以上の方
日２月７日㈬午前１０時～午後１時

場町田市民フォーラム
講町田地域活動栄養士会
定２０人（申し込み順）
費５００円（食材費等）
申１月１７日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｂ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
消費生活センター
講 演 会

【マイクロプラスチックは巡る～家
庭から海へ、そして食卓へ】
　身近な資源から環境について考え
ます。

対市内在住、在勤、在学の方
日２月２４日㈯午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講東京農工大学農学部環境資源科学
科教授・高田秀重氏
定１８８人（申し込み順）
申１月１８日正午～２月１９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１８Ｃ）へ。
※親子室利用希望者（１歳未満児と
保護者、申し込み順に３組）、保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は併せて申し込みを（親
子室の利用受付は電話のみ）。
問同センター☎７２５・８８０５

町田市職員採用試験情報� 問職員課☎７２４・２５１８

トップロビー・イベントスタジオでも
受け付けます。
○贈与税の申告も忘れずに
　平成２９年中に個人から土地、建物、
現金、預貯金、株式、債券等の財産の贈
与を受け、その財産の価額の合計が
１１０万円を超える方や「相続時精算課
税」を選択した方は、贈与税の申告が必
要です。
　次のような場合も贈与税の課税対象
となる場合があります。①無償で不動
産や株式等の財産の名義を変更した場
合②共同で不動産を購入し、購入資金
の負担割合を超えた割合で持分の登記
を行った場合③不動産や株式などを取
得するために、父母などから資金を借
り入れた場合において、その返済が「出
世払い」などのように、実質的に贈与と
認められる場合
※確定申告・贈与税の申告書は、国税庁
ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で作成し、印刷して郵送で提出す
るか、作成したデータをｅ－Ｔａｘを利用
して送信することができます。詳細は、
国税庁ホームページをご覧下さい。
○住宅取得等のための資金の贈与を受
けられた方ヘ
　平成２９年中に父母や祖父母など直
系尊属から、自己の居住の用に供する
住宅用家屋の取得等のための金銭の贈
与を受けた場合で一定の要件を満たす
ときは、７００万円（省エネ等住宅取得の
場合は１２００万円）までの贈与税の非
課税制度を適用することができます。
３月１５日までに贈与税の申告書と添付
書類を提出して下さい。
○マイナンバーの記載及び本人確認書
類の添付

　確定申告書等の提出の際には、マイ
ナンバー（１２桁）の記載及び本人確認
書類の提示または写しの添付が必要で
す。
　マイナンバーカードをお持ちの方
は、マイナンバーカードだけで、本人確
認（番号確認と身元確認）が可能です。
　マイナンバーカードをお持ちでない
方は、番号確認書類（通知カード、住民
票の写しまたは住民票記載事項証明書
などでマイナンバーの記載があるもの
等）と身元確認書類（運転免許証、公的
医療保険の被保険者証、パスポート等）
がそれぞれ１つずつ必要となります。
○申告と納税はお早めに！
　平成２９年分の確定申告書の提出及
び納付の期限は、所得税及び復興特別
所得税・贈与税は３月１５日㈭、個人事業
者の消費税及び地方消費税は４月２日
㈪です。
○財産債務調書の提出について
　所得税等の確定申告書を提出しなけ
ればならない方で、その年分の総所得
金額及び山林所得金額の合計額が
２０００万円を超え、かつ、その年の１２月
３１日において、その価額の合計額が
３億円以上の財産またはその価額の合
計額が１億円以上の国外転出特例対象
財産を有する方は、「財産債務調書」を
その年の翌年の３月１５日までに提出し
て下さい。
○国外財産調書の提出について
　居住者（「非永住者」の方を除く）の方
で、その年の１２月３１日において、その
価額の合計額が５０００万円を超える国
外財産を有する方は、「国外財産調書」
を、その年の翌年の３月１５日までに提
出して下さい。

「税についての作文」「税の標語」の表彰式が行われました
　市では、租税教育の推進のため、市
内の中学生を対象に「税についての
作文」と「税の標語」を募集し、表彰を
行っています。２０１７年１１月２８日に
表彰式が行われ、町田市長賞に、１作
品ずつ選ばれました。

○作文　「税という応援団」　五十嵐
匠さん（南大谷中学校３年）
○標語　「納税は　みんなの未来を　
守るため」　畑中凌雅さん（鶴川中学
校３年）
問納税課☎７２４・２１２１

【表１】市民税・都民税申告　受付日程
会　場 期間・期日 受付時間

イベントスタジオ（市庁舎１階） ２月１日㈭～３月１５日㈭
※土・日曜日、祝休日を除く 午前９時～午後４時

カフェスペース（市庁舎１階） ２月１８日㈰ 午前１０時～午後４時ワンストップロビー（市庁舎１階） ２月２５日㈰
忠生市民センターホール ２月８日㈭

午前９時３０分～午後
４時（午前１１時３０分
～午後１時は除く）

南市民センターホール ２月１５日㈭
小山市民センターホール ２月２２日㈭
鶴川市民センターホール ２月２７日㈫、２８日㈬
なるせ駅前市民センターホール ３月８日㈭
※堺市民センターは改修工事のため、今年度の出張受付は行いません／市庁舎以外の会場で
は午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあります／添付書類は申
告書類に貼らないでお持ち下さい／各会場には税務署職員がいないため、確定申告の相談は
できません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮下さい

【表２】税理士無料申告相談日程
開催日 会場 時間

１月２９日㈪、３０日㈫ 忠生市民センター
午前９時３０分～１１時３０分、
午後１時～３時３０分

１月３１日㈬～２月２日㈮ 鶴川市民センター
２月５日㈪、６日㈫ 小山市民センター
２月７日㈬～９日㈮ 南市民センター

道路の愛称が決定しました
問道路政策課☎７２４・１１２４

　１０月に募集した以下の２路線について、道路の愛称が決定しました。対象
路線には道路愛称の案内標識を設置する予定です。
道路愛称
募集路線

①町田７・５・３号
（木曽日向根線）

②町田３・４・３７号
（原町田鶴間線）

決定愛称 淡嶋通り
（あわしまどおり）

鶴間町谷通り
（つるままちやどおり）

路線図

忠生中忠生中

町田街道

町田街道

町田総合
高校
町田総合
高校

根岸西

大型商業
施設

根岸二

町田駅前通り境川

①町7・5・3
　約1.1㎞ 町谷原通

り
鶴間橋

境川

境川橋 南町田北

東急田園都市線
南町田駅

←至つきみ野

国道16号

②町3・4・37
　約0.5㎞

職　種 募集人員 日程等 採用日（予定）

身体障がい者対象
一般事務 若干名

●受付期間（郵送受付のみ）
１月１５日㈪～２５日㈭
●１次試験（書類選考合格者のみ）
２月１２日（振休）

２０１８年４月１日

※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」等は町田市ホームページから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。

Ｔｗｉｔｔｅｒでの情報発信もしています！
アカウント名：「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」をフォローして下さい！


