凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝えください。

貸し出します

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）
の際、
早期の使用で救命
大地沢青少年センター～２０２１年５
の確率を高めることができる医療機
月分の
器です。イベントの際などに貸し出
利 用 受 付 開 始
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
イベントを開催する町内会・自治会、 のグループまたは個人
その他市内で活動する団体
申１１月７日午前８時３０分から電話で
貸出期間最長で貸出日を含む１週間
同センター（☎
☎７８２・３８００）へ。
（７日以内）
※初日の午前８時３０分～午後１時の
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥ
受付分は抽選、午後１時以降は申し
Ｄの操作を含む普通救命講習会等の
込み順に受け付けます。
修了者、
医師、
看護師、保健師、救急救
※５月６日、１１日、１８日、２５日は利用
命士のいずれか）を配置しているこ
できません。
とが条件です（原則としてＡＥＤの設
せせらぎの里 町田市自然休暇村～
置施設で開催するイベントには貸し
２０２１年５月分の
出し不可）
。
利 用 受 付 開 始
申 事 前 に 保 健 総 務 課（ ☎ 7 2 4・
4241）
へ電話で予約のうえ、貸出希
対市内在住、在勤、在学の方とその同
望期間の２か月前～７日前に、貸出申
行者
込書（保健総務課〔市庁舎７階〕で配
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
布、町田市ホームページでダウンロ
郡川上村）
ードも可）と有資格者の資格証の写
申１１月１日午前８時３０分から電話で
しを、直接または郵送で保健総務課
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
へ。
（自然休暇村ホームページで申し込
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みも可）。
※５月１１日、１２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、安価であっても厳かなお見送り
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。貸出用具、販
売用品によって費用は異なりますの
で、詳細はお問い合わせください。
※この事業は市が（公社）町田市シル
バー人材センターに委託して、町田
市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市にあり、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
◇
問町田市葬祭事業所☎
☎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

5

総務課☎
☎７２４・２５３７

催し・講座

参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

高次脳機能障がいの
理解と支援について
医師が分かりやすくお話しする福
祉講座です。
※手話通訳・要約筆記があります。
対当事者、家族、支援者等
日１１月１８日㈬午後６時から
場市庁舎
講東京慈恵会医科大学附属第三病院
教授・渡邉修氏
定３０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）
・電話番号・車いす
等配慮が必要な方はその旨を明示
し、１１月１３日までに電話またはＦＡ
Ｘでひかり療育園（☎
☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート

問市民税課☎
☎７２４・２１１３

市税等のキャッシュレス決済の手段が増えます！

原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）
をお
持ちの方に町田市オリジナルデザ
インのナンバープレートを市民税
課
（市庁舎２階）
で交付しています。
今回、
下表のとおり番号を追加し
ます。通常のナンバープレートとの
選択制ですが、オリジナルナンバ
ープレートは、
先着順で在庫の中か
ら希望の番号を選ぶことができま
す。また、
現在お持ちの通常のナン
バープレートとの交換も可能です。
新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン

問納税課☎
☎７２４・２１２1

ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書支払いに加え、１１月２日から
は、ＰａｙＰａｙ請求書払いでも支払いができます。
「請求書払い」
機能を使用し、納付書に印字され
ているバーコードをスマートフォンで読み取る
ことで、いつでもどこでも納付することができ
ます。
詳細は町田市ホームページをご覧ください。
○ｅ－まち実現プロジェクトとは
市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上のため、テクノロジ
ーの導入・活用を積極的に推進する庁内横断的なプロジェクトです。
対 象
市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税（種別割）、国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
学童保育クラブ育成料
保育料
市立保育園給食費
市立学校給食費
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交付しています

ｅ－まち実現プロジェクト

対象となる支払い・問い合わせ先

問 問い合わせ

問い合わせ
☎７２４･２１２１
納税課☎
☎７２４･２１４４
保険年金課☎
介護保険課☎
☎７２４･４３６４
児童青少年課☎
☎７２４・２１８２
保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３７
子育て推進課☎
☎７２４・４４６８
保健給食課☎
☎７２４・２１７７

オリジナルナンバー追加分
種

別 ※
（ ）
内はプレートの色
総排気量 ５０cc以下（白）
総排気量 １２５cc以下（桃）

バープレートに変更することはで
きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
今回追加する番号は、新規
付していますが、オリジナルナン
登録・交換ともに、１１月１０
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
日㈫から受け付けのみ行い
※今回追加するオリジナルナンバ
ます
（先着順）
。交付日は決
ープレートの交付は、新規登録・交
まり次第お知らせします。
換ともに、１１月１０日㈫からです
（先着順）。
市HP オリジナルナンバー 検索

総排気量５０ｃｃ以下用
文

字

ま
ま

※末尾が
「０４・０９・４２・４４・４９」の交付はありません。

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度

追加ナンバー
７２５０～７７６４
４３１２～４６２１

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
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を行ったもの（工事費用が
耐震 ５０万円を超えた場合）
改修 ※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。
新築された日から１０年以上を経過した住宅（賃貸住宅を
バリア 除く）で、６５歳以上の方、要介護認定または要支援認定を
フリー 受けている方、障がいのある方で障害者手帳等をお持ち
改修 の方が居住し、バリアフリー改修工事を行ったもの（補
助金等を除く工事費用が５０万円を超えた場合）
２００８年１月１日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除
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
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
５０万円を超えた場合）

内

容

減額期間

２０２０年１月２日～２０２２年３月３１日に工事が完了した場
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を上限として、固定資産
合＝改修工事が完了した年の翌年度１年度分
税額の２分の１を減額
※ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は３分の
する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は
２を減額。
翌年度から２年度分。
１戸当たり床面積１００㎡相当分を上限として、固定資産 ２０２２年３月３１日までに工事が完了した場合＝改修工事
税額の３分の１を減額
が完了した年の翌年度１年度分
２０２２年３月３１日までに工事が完了した場合＝改修工事
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を上限として、固定資産
が完了した年の翌年度１年度分
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、
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は３分の
２０２０年3月31日～２０２２年３月３１日までに行われた改
２を減額。
修工事が対象。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、各自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。
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