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お知らせお知らせ
中央新幹線（品川・名古屋間）大深度
法に基づく

使用認可申請書の縦覧
　中央新幹線（品川・名古屋間）建設
事業について、大深度地下の公共的
使用に関する特別措置法（大深度法）
に基づく使用認可申請が事業者から
国土交通省に出されたため、同法に
基づき、使用認可申請書を縦覧に供
します。縦覧期間中、利害関係人は東
京都に対し、意見書を提出できます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間５月９日㈬～２３日㈬、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日を除
く）
場市政情報課（市庁舎１階）
申意見書（書式自由）に日付・住所・氏
名・「使用認可申請書についての意
見」・宛先（東京都知事宛て）を明記
し、５月２３日まで（必着）に直接また
は郵送で東京都都市整備局都市基盤
部調整課（〒１６３－８００１、新宿区西
新宿２－８－１、☎０３・５３８８・３２７５）
へ。
問企画政策課☎７２４・２１０３

空家に関する相談窓口を設置
　市では、空家対策を推進するため、
各種専門家等の団体と連携し、無料

で相談できる窓口を設置します。
相談日５月１４日～９月２５日の毎月第
２・４月曜日（８月のみ第１・４月曜日、
祝休日の場合は翌火曜日）、午前９時
～正午（相談時間は１人５０分）
※第２月曜日（８月は第１月曜日）は弁
護士、宅地建物取引士、第４月曜日は
弁護士、税理士、宅地建物取引士が相
談に応じます。
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
大地沢青少年センター～１１月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申５月５日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※１１月５日、６日、１３日、２０日、２６
日、２７日は利用できません。

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価でも厳かなお見送りができ
るよう、祭壇等の貸し出しや葬祭用
品の販売等を行っています。お見送
りの方法に合わせて必要なものを１
つずつ選べます。なお、貸出用具、販
売用品によって費用は異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。
※この事業は町田市が（公社）町田市

シルバー人材センターに委託して、
町田市葬祭事業所で行っています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の高齢または身体が不自
由などの理由で来所できない方

◇

問同事業所（木曽福祉サービスセン
ター内）☎７９１・３８６１（受付時間＝
午前８時３０分～午後５時〔年始３日間
を除く〕）、町田市福祉総務課☎７２４
・２５３７

自 転 車 安 全 利 用 
ＴＯＫＹＯキャンペーン

　自転車利用者の交通ルール遵
じゅん

守
しゅ

及
びマナー向上のため、５月３１日㈭ま
で「自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャン
ペーン」を実施します。
　この機会に交通ルールとマナーを
再確認し、安全運転を心掛けましょう。

【自転車安全利用五則】
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用

【保険等への加入】
　自転車の交通事故によって、高額
な賠償が請求される事例が発生して
います。万が一の交通事故に備え、保
険等への加入を検討しましょう。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０ 催し・講座催し・講座

南 地 区 福 祉 フ ェ ア
　南地区協議会が主催の福祉をテー
マにしたイベントです。
日５月１９日㈯午前１０時～午後３時
場南市民センター
内血管年齢・骨密度の計測、乳幼児の
寝相アート、体験コーナー、手作り食
品、野菜の販売コーナー等
問市民協働推進課☎７２４・２７８３

米 作 り 農 業 体 験
　農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人
での参加も可）
日田植え＝５月２７日㈰、草取り＝６
月３０日㈯、稲刈り＝１０月７日㈰、収
穫祭＝１１月２５日㈰、午前９時から、
全４回（雨天実施）
場忠生公園内田んぼ
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｈへ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６９
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集

　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日６月１０日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申５月１９日までに直接または電話で

（一財）まちだエコライフ推進公社
（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）

へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
対市内在住の方
日５月２８日㈪、２９日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申５月８日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ａへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上で、自分で公
共交通機関を利用して来場できる方
日５月２６日㈯午前１０時～正午
場上小山田コミュニティセンター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講理学療法士・倉地洋輔氏
定２０人（抽選）
申５月１９日午後５時までに電話で堺
第２高齢者支援センター（☎７９７・
０２００）へ。
※当日の詳細は、堺第２高齢者支援
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日①６月５日、１２日、１９日、いずれも
火曜日午前１０時１５分～１１時１５分
②６月１４日、２１日、２８日、いずれも
木曜日午後２時３０分～３時３０分、各
全３回
場①ふれあいけやき館②ふれあいも
みじ館
定各２０人（いずれもふれあい館の利
用登録がない方を優先のうえ、抽選）
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１８０５０８Ｃ②１８０５０８

Ｅへ（両会場への重複申し込みは不
可）。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。利用券をお持
ちでない方は、身分証明書（保険証
等）と２つの緊急連絡先を持参して
下さい。
※会場については、①ふれあいけや
き館（☎７７０・６２３４）②ふれあいも
みじ館（☎７９６・１０２０）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日６月７日㈭、１４日㈭、１９日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は５月２２日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ｄへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

脳 い き い き 教 室
　認知症を予防するための生活習慣
等についての講話と脳の健康度テス
トを実施し、旅行編のプログラムを
行います。
対①市内在住でおおむね６５歳以上
の全回参加できる方②本町田（公社
住宅町田木曽を除く）、金井町の一部

（藤の台団地）、南大谷の一部（公社住
宅本町田）にお住まいでおおむね６５
歳以上の全回参加できる方③成瀬、
西成瀬、高ヶ坂、成瀬台にお住まいで
おおむね６５歳以上の全回参加でき
る方
日事前講演会＝①５月２２日㈫午前
１０時～正午②５月２４日㈭午後１時
３０分～３時３０分③６月４日㈪午前１０
時～正午、プログラム（全５回）＝①５
月２９日～６月２６日の火曜日、午前
１０時～正午②５月３１日～６月２８日
の木曜日、午後１時３０分～３時３０分
③６月１１日～７月９日の月曜日、午前
１０時～正午
場①和光大学ポプリホール鶴川②リ
アンレーヴ本町田（本町田）③高瀬住
宅自治会集会所（高ヶ坂）
内旅行の計画（旅程）を考え、実施す
ることを通じて、知的機能を積極的
に使う習慣を身につけ、認知症を予
防する

定①１２人②１５人③２０人／申し込み
順
費各１０００円
申①５月１０日午後５時までに鶴川第
１高齢者支援センター（☎７３６・
６９２７）へ②５月２１日午後５時までに
町田第２高齢者支援センター（☎
７２９・０７４７）へ③５月３１日午後５時
までに南第３高齢者支援センター

（☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
新卒応援！

合同企業説明会㏌多摩
　新卒者等の採用に意欲的な企業と
新卒未内定者等が直接交流できるプ
レマッチングの場として、合同企業
説明会を開催します。
対２０１９年３月に大学院・大学・短大
・高専・専修学校を卒業予定の学生
及び就職活動を行っている既卒３年
以内（２０１６年３月以降）の方
日５月１１日㈮午後１時～４時３０分
場京王プラザホテル多摩（多摩市）
申直接または電話で東京しごとセン
ター多摩（国分寺市南町３－２２－
１０、☎０４２・３２９・４５１０、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後８時〔土
曜日は午後５時まで〕）へ（同センタ
ー多摩ホームページで申し込みも
可）。
問産業政策課☎７２４・２１２９

ヘルスアップクッキング
【かしこく　おいしく　減塩クッキ
ング！】
対市内在住の方
日５月２３日㈬午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申５月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｆへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

脂質異常症予防講習会
　短時間で脂質異常症と食事につい
て学ぶことができます。
対市内在住の７４歳以下の方
日５月１７日㈭午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申５月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１８０５０２Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市立図書館５月、６月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①５月９日、１６日、２３日、３０
日、６月１３日、２０日、２７日
②５月９日、２３日、６月１３
日、２７日
③５月１１日、２５日、６月８
日、２２日
④５月２日、６月６日

①午後２時３０分から
②午後３時３０分から
③午前１０時３０分か
ら、１１時から
④午後３時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・
０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・
３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１

お知らせお知らせ

市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ

５月１２日は民生委員・児童委員の日

今年は東京都の民生委員誕生１００周年
問福祉総務課☎７２４・２５３７

市 立 博 物 館 休 館 
の お 知 ら せ

　５月７日㈪～７月１３日㈮は、館内
整理及び展示替えのため、休館し
ます（事務室は開室〔月～金曜日〕）。
ご理解ご協力をお願いします。
問同館☎７２６・１５３１

町田市職員採用試験情報 問職員課
☎７２４・２５18

ツイッターでの情報発信もしています！
Twitter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。

　民生委員は、厚生労働大臣から委
嘱され、任期は３年間です。児童委員
を兼ねており、子どもたちの健全育
成を支援しています。また、子どもの
問題を専門に担当する主任児童委員
も活動しています。
○メッセージ～町田市民生委員・児童
委員協議会代表会長　青山豊子さん
　昨年は、民生委
員 制 度 創 設 か ら
１００周年を迎えま
した。また、今年は
東京で「救済委員」
が設置されてから
１００年という節目を迎えました。
　町田市には現在、民生委員・児童委
員が２２７人（うち主任児童委員が１８
人）います。ご高齢の方や障がいのあ
る方の相談、子育ての相談などがあ
りましたら、どうぞお気軽にお声を
かけて下さい。
　町田市と町田市社会福祉協議会に

【納税通知書発送について】
　２０１８年度の課税額やその根拠等
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４日に発送します（第１期納期
限＝７月２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）。
〇固定資産税・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１３日までに届かな
い場合は、資産税課へご連絡下さい。

【減免制度について】
　減免は、各税目の納期限までに申

です。
※福祉事業に専用する車両等につい
ても、減免となる場合があります。手
続きに関する詳細は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。
○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、公益のた
めに専用する固定資産（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。

【市税のお支払いに安心・便利な口座
振替をご利用下さい】
　市税の納付を口座振替にしていた
だくと、各納期に金融機関等に出向
く手間が省けるうえ、指定口座から
自動的に引き落とされるので、納め
忘れがありません。
　なお、市・都民税と固定資産税・都
市計画税の納税通知書には、口座振

よる、地域住民相互の支え合いの関
係づくり「地区協議会」にも参画して
います。「誰もが安心して、しあわせ
に暮らせるまちづくり」を目標に、さ
まざまな課題を「我が事・丸ごと」と
捉え、今後も活動を推進してまいり
たいと願うところです。

【民生委員・児童委員ＰＲ活動～市長
が一日民生委員になります】
　市長に「一日民生委員・児童委員」
を委嘱し、ＰＲ活動を行います。
日５月１２日㈯午後３時～４時３０分
場町田ターミナルプラザ市民広場、
町田駅周辺

【民生委員・児童委員ＰＲ展を実施し
ます】
　期間中、民生委員・児童委員が会場
に常駐します。
日５月１４日㈪～１８日㈮、午前８時３０
分～午後５時（最終日は午後４時３０
分まで）
場市庁舎１階イベントスタジオ

請いただくことが必要です。申請を希
望する方は納付前にご相談下さい。
○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
　身体や精神に障がいのある方が使
用する軽自動車等は、障がいの程度
が一定の要件に該当する場合、申請
により減免が認められる場合があり
ます。
　なお、減免可能な台数は、普通自動
車、軽自動車、二輪車及び原動機付自
転車等を含めて、いずれか１台限り

替の申込書を同封します。現在、
２０１８年度２期からの申し込みを受
け付けています。その他の税目につ
いては、納税課へお問い合わせ下さ
い。

【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、２１１５、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（土地）、２１１８（家屋）、２１１９

（償却資産）、口座振替について＝納
税課☎７２４・２１２０、納税相談につい
て＝納税課☎７２４・２１２２

議 員 選 任 の 監 査 委 員 が 
就 任 し ま し た
　議員から選任する監査委員に、
４月１日付けで山下てつや氏、森本
せいや氏が就任しました。
問監査事務局☎７２４・２５４７

職　　種 募集人員 日程等 採用日（予定）
一般事務（大卒程度） ２０人

○電子申請受付期間
５月７日㈪午前１０時
～１８日㈮午後４時
※申込受付は電子申
請のみです。

○１次試験日
６月２４日㈰

２０１９年４月１日

身体障がい者対象一般事務 若干名
土木技術（大卒程度） ５人
建築技術（大卒程度） 若干名
保育士 若干名
学芸員 １人
保健師 若干名
土木技術（社会人経験者対象） 若干名
保健師（社会人経験者対象） 若干名
※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、市庁舎・各市民センターでも配布しています。 市HP 採用試験 検索

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで

「マイボトルキャンペーン」「携帯電話無料回収」を実施
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

　ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第１４節ＦＣ町田ゼルビア
対カマタマーレ讃岐戦）で「マイボト
ルキャンペーン」と「携帯電話無料回
収」を同時開催します。
日５月１３日㈰午後１時３０分～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼ
ルビーランド）

【マイボトルキャンペーン】
　マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１

枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。

【不要な携帯電話の無料回収】
　東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会のメダルを、小型家電
からリサイクルした金属で作成する

「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」（主催：東京２０２０組
織委員会）に協力するため、不要とな
った携帯電話の無料回収を行います。
※携帯電話は、個人情報を消去して
からお持ち下さい。


