凡例

対 対象

国の行政相談

特

設

日 日時

相

場 会場

談

内 内容

会

総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日２月１８日㈫午前１０時～午後３時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
※行政苦情１１０番（総務省行政相談
センターきくみみ東京）
〔☎
☎０５７０・
０９０１１０、ＩＰ電話の方☎
☎０３・３３６３・
１１００〕でも相談を受け付けていま
す。
問広聴課☎
☎７２４・２１０２

手話通訳者登録試験
聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、
在勤、
在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、2020年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手
話学習経験のある方（おおむね４年
以上）
日３月１５日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書
（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕
で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、直接
または郵送で２月２０日まで（必着）に
障がい福祉課
（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２、☎
☎７２４・２１４８返０５０・
３１０１・３６３８）
へ。
せせらぎの里 町田市自然休暇村
８月２０日～３１日分の

利

用

受

付

開

始

対市内在住、
在勤、
在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村
（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）
。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は

コンビニ証明書自動交付
サービスを終日休止
システムメンテナンスのため、
２月１８日㈫はコンビニエンススト
アでの証明書自動交付サービスを
終日休止します。
交付の再開は、２月１９日㈬午前
６時３０分からです。
問市民課☎
☎７２４・２８６４

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。
大地沢青少年センター～８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２月１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。

催し・講座

まる

まちだ○ごと大作戦～夢に向かって
取り組む先輩ママ達とおしゃべり

作戦会議「ママ達の交流会」

まちだ○ごと大作戦１８－２０は、
皆さんが「やってみたい夢」を、賛同
者の知恵や応援を得て実現を目指す
取り組みです。
今回の作戦会議では、既にまちだ
○ごと大作戦に取り組んでいる先輩
ママ達の発表を行います。また、参加
者同士の交流を通して、お互いの思
いを共有・共感し、仲間づくりやアイ
デア磨きができます。当日は、まちだ
○ごと大作戦の相談も受け付けま
す。ぜひお気軽にご参加ください。
日２月２７日㈭午前１０時３０分～正午
（入退室自由）
場町田パリオ４階（森野1－15－13）
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事
務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担
当）
☎７２４・４０８４

市HP 町田市ホームページ

市立博物館出張展示

「江戸切子の道具 江戸
切 子 が で き る ま で 」展

市立博物館が所蔵する工芸美術を
紹介するミニ展示です。現代の江戸
切子のカットサンプル等を展示し、
制作工程を分かりやすく紹介しま
す。
日２月２５日㈫～３月６日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
※３月６日は正午までです。
【関連イベント～学芸員によるギャ
ラリートーク】
日２月２８日㈮、３月４日㈬、午後２時～
２時３０分
◇
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問同館☎
☎７２６・１５３１
ＮＨＫ・市立図書館共催～日本書紀
成立１３００年 特別展「出雲と大和」

関 連 文 化 講 演 会

東京国立博物館平成館（台東区）で
開催されている特別展「出雲と大和」
（会期＝３月８日まで）の見どころを
研究員が解説します。
参加者には本展の招待券を１人１
枚差し上げます。
日２月２３日㈷午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館考古室研究員・河
野正訓氏
定１１７人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～３日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０４Ｂへ／２次受付＝２月４

日正午～１１日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスへ
（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
町田市民文学館・まちだ雑学大学
共催講演会

「 万 葉 集 」あ れ こ れ
令和のルーツを探る

「万葉集」について、その成り立ち
や、収められた「梅花の歌」
（新しい元
号「令和」の出典）について詳しくお
話しいただきます。
日３月１４日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
講成蹊大学名誉教授・遠藤宏氏
定８０人（申し込み順）
申２月４日正午からイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２００２０４Ｅへ。
問同館☎
☎７３９・３４２０
生涯学習センター

町田市ホームページ

ことぶき大学

まちだ探・探ゼミナール
学
習
発
表
会

日ごろ疑問に思っていることや今
までの人生で気になっていたことを
調べたり、
「町田」について見直した
り、受講生が自らテーマを決め、約１
年間調べて学習を進めてきました。
その成果発表をご覧ください。
日・内２月２０日㈭、午前１０時～正午
＝ポスターセッション、午後１時３０
分～４時３０分＝ステージセッション
／入退場自由
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎
☎７２８・００７１

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度

問資産税課☎
☎724・2118

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
に申告してください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。また、
「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎2階）で配布して
います（町田市ホームページでダウンロードも可）。
対

象

内

容

減額期間
２０１９年１月２日～２０２０年３月３１
１９８２年１月１日以前に建築された住宅を、現行の耐震
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を 日に工事が完了した場合＝改修工
基準に適合させるよう改修工事を行ったもの（工事費
上限として、固定資産税額の２分の 事が完了した年の翌年度１年度分
耐震 用が５０万円を超えた場合）
１を減額
※ただし、建築物の耐震改修の促
改修 ※市から補助金が出ている耐震工事を行っていても、
※長期優良住宅の認定を受けて改 進に関する法律に規定する通行障
「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準
修された場合は３分の２を減額。 害既存耐震不適格建築物に該当す
を満たさないため、
減額制度の対象外です。
る場合は翌年度から２年度分。
新築された日から１０年以上を経過した住宅（賃貸住宅
バリア を除く）
で、６５歳以上の方、要介護認定または要支援認 １戸当たり床面積１００㎡相当分を ２０２０年３月３１日までに工事が完
フリー 定を受けている方、障がいのある方で、障害者手帳等を 上限として、固定資産税額の３分の 了した場合＝改修工事が完了した
改修 お持ちの方が居住し、バリアフリー改修工事を行った １を減額
年の翌年度１年度分
もの
（補助金等を除く工事費用が５０万円を超えた場合）
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
２００８年１月１日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除
上限として、固定資産税額の３分の ２０２０年３月３１日までに工事が完
省エネ く）
で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行ったも
１を減額
了した場合＝改修工事が完了した
改修 の
（窓の断熱改修工事必須・補助金等を除く工事費用が
※長期優良住宅の認定を受けて改 年の翌年度１年度分
５０万円を超えた場合）
修された場合は３分の２を減額。

※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。

ジェネリック医薬品利用差額通知書を発送します
ジェネリック医薬品は、薬の効
き目と安全性が先発医薬品と同等
であると国が認めた薬です。市内
の国民健康保険加入者のジェネリ
ック医薬品使用率は、２０１４年度
の約50％から徐々に増え、２０１８
年度には約７５％に達しました。
ジェネリック医薬品の普及促進
のため、先発医薬品からジェネリ
ック医薬品に変更すると自己負担
額がいくら下がるかをお知らせす
る通知を２月下旬に送付します。
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対国民健康保険加入者のうち、生活
習慣病に関連する薬の処方を受け、
先発医薬品からジェネリック医薬品
に変更した場合に自己負担額が２００
円以上軽減できる方
【１人当たりの調剤費は増加傾向に
あります】
町田市国民健康保険における１人
当たりの調剤費（薬代等）は近年増加
傾向にあり、国民健康保険財政の収
支バランスの悪化の原因の１つとな
っています。本人の希望によりジェ

ネリック医薬品に切り替えること
で、薬代や健康保険財政の負担を軽
減することにつながります。ご協力
をお願いします。
【ジェネリック医薬品希望を伝える
シールを配布しています】
ジェネリック医薬品への切り替え
の意思を手軽に伝えられるシールを
配布しています。シールは保険証等
に貼ってご利用いただけます。
配布場所保険年金課（市庁舎１階）

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

問保険年金課☎
☎７２４・２１３０

（円）
6万8000

町田市国民健康保険加入者
１人当たり調剤費
6万7470

6万7000

6万7162

6万7463

6万7190

6万6000
6万5000
6万4000 6万3553
6万3000
6万2000
6万1000

2014

2015

2016

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

2017

2018
（年度）

