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お知らせ

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、軽減措置の対象
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戸あたり床面積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
【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

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戸あたり床面積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（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２０１８年１月１日～２０２０年
３月３１日に工事が完了した場合＝改

２０１８年度花壇コンクール表彰式を行いました

問公園緑地課☎７２４・４３９９

花の香り漂う美しいまちづくりに
寄与することを目的に、春・秋の年２
回開催した「２０１８年度花壇コンク
ール」
の表彰式を、１月２９日に町田市
民フォーラムで行いました。
この表彰式は、
花壇のデザイン、草
花の生育状態、手入れの状況などの
視点から審査し、最優秀賞・優秀賞・
優良賞・努力賞の各賞を受賞した団
体を表彰するものです。
参加団体のうち、春は５０団体、秋
は５３団体がそれぞれ受賞し、新人賞
には２団体が選ばれ、各団体に賞状
及び記念品が授与されました。
※受賞団体等コンクールの詳細は、

町田市ホームページでご覧いただけ
ます。

春の最優秀賞

ききょう保育園

秋の最優秀賞 めぶき公園花の友

コンピューターで処理している項目を公表します

をコンピューター処理しているかお
知らせするものです。市では、業務に
必要な項目を個人情報登録簿で管理
し、必要な職員に限定してコンピュ
ーター処理を行っています。
20１7年度に稼働・更改した業務
システムは下表のとおりです。

稼働・更改したシステム（2017年度）

システム名
地理情報システム
（下水道情報管理）
戸籍システム
選挙システム

概

募集します

町田市公益的活動団体

町田市公益的活動とは、市内の公
園・緑地でゴミ拾いや落ち葉の清掃、
除草、樹木点検などを行う活動です。
２０１８年４月から参加できる活動
団体区分が広がり、地域の方だけで
なく、新たに市内の事業者や学校の
参加ができるようになりました。こ
れまでに事業者と学校の２団体が参
加し、それぞれの特徴を生かした活
動を始めています。
申し込みは随時受け付けています
が、参加には事前の相談が必要です。
対次のいずれかに該当する団体 ①
市内の町内会・自治会、子ども会また
は老人会②市内に事業所がある事業
者③市内の小・中学校、高等学校及び
これに準ずる教育機関④市内に活動
拠点のある団体で、構成員が５人以
上であり、その３分の２以上が市内在
住、在勤、在学である
問公園緑地課☎７２４・４３９９
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎724・4432、
個人情
報保護制度について＝市政情報課☎724・8407
市では、
市民サービスの向上、庁内
事務の効率化、情報セキュリティー
の確保のため、コンピューターシス
テムの開発・導入・更改を進めていま
す。コンピューターで処理している
項目の公表は、市の個人情報保護制
度の趣旨に沿って、どのような情報

事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸あたり床面積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（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

要

担当課
下水道管理課☎724
下水道管の埋設状況を地図上で管理する
・4328
国民の戸籍情報を管理し、証明書を発行
市民課☎724・2865
する
選挙人名簿の登録・管理を行う、期日前投 選挙管理委員会事務
票・当日投票の集計等を行う
局☎724・2168

ふるさと納税管理シス
ふるさと納税の申請情報を管理する
財政課☎724・2149
テム
子育て関連の各種情報（イベント・手続き
子ども総務課☎724
まちだ子育てサイト
・保育料シミュレーション等）をサイト上
・2876
で公開する
保健所生活衛生課☎
民泊制度運営システム 住宅宿泊事業の届出等を受け付ける
722・7354
資源とごみの収集カレンダーと分別辞典 3R推 進 課 ☎797・
ごみ分別アプリ
0530
をアプリで公開する
大地沢青少年センター 施設の安全な運営のため、大地沢青少年
大地沢青少年センタ
土砂災害警戒情報シス センターに特化した大雨などの気象情報
ー☎782・3800
テム
を把握する

２０１９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
２０１８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１１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
わたしも！まちだも！元気に！

いきいきポイント制度で
活 動 し ま せ ん か

「いきいきポイント制度」は、高齢
者が住み慣れた地域でボランティア
活動に参加することで自らの健康を
維持し、元気に暮らし続けられるこ
とを目的としています。

市が承認したボランティア活動で
集めたポイントは、翌年度に商品券
等（上限５０００円）
に交換できます。
対市内在住の６５歳以上の方
申電話で町田ボランティアセンター
へ。
※登録者研修会（月１回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。
【平成２９年度のポイント還元・交換
を行っています】
各種景品（百貨店共通商品券、図書
カード）と交換できます。
交換日３月29日㈮まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成２９年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接同セ
ンターへ。
◇
問登録・還元について＝同センター
☎７２５・４４６５、制度について＝町田
市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

「ちょこっと共済」に加入を！
交通災害共済「ちょこっと共済」
は、交通事故に遭った時、見舞金を受
けられる助け合いの制度です。
２０１９年度の加入申込を受け付け
ます。
○会費は選べる２コース制
対町田市に住民登録のある方
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
４万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がある場合、中
学終了年限に達するまで遺児１人に
対し年額１２万円の交通遺児年金が
支給されます。
申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ただし、ゆうちょ銀行〔郵便
局〕
・三菱ＵＦＪ信託銀行・山梨中央銀
行・新生銀行を除く）
申各申込場所で配布している加入申
込書に記入し、会費を添えて直接申
込場所へ。
共済期間４月１日～２０２０年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から）
※自治会やサークルごとに連名で申
し込みができる「団体加入」制度もあ
ります。詳細はお問い合わせいただ
くか、東京都市町村民交通災害共済
ホームページをご覧下さい。
問市民生活安全課☎７２４・４００３

催し・講座

シニア生涯ワーキングセミナー
ライフプランニングを通して「一
生涯のしごと」とは何かを考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日３月１３日㈬午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講サーティファイドフィナンシャル
プランナー・吉田光雄氏 他
定３０人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５）へ（受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時）。
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
政策課☎７２４・２１２９

まちだサポーターズ募集中！ あなたも東京2020オリンピックテストイベントの自転車ロードレースをお手伝いしてみませんか？

問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎724・4442

