
4 2021．2．1 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。町田市イベント申込システム 検索イベシス

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

催し・講座催し・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。

町田新産業創造センター～創業・起
業に関する
相談会・オンラインセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日２月１３日、２７日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオンラ
インセミナーで創業の基礎知識を学
びます。
日①２月９日㈫午後２時～３時②２月９
日㈫午後３時１５分～４時１５分③２月
１７日㈬午後２時～３時④２月１７日㈬
午後３時１５分～４時１５分
内①経営～補助金の基本を知ろう②
財務～決算書の読み方を知ろう③人
材育成～労務管理の基礎について学
ぼう④販路開拓～顧客視点のマーケ
ティングを知ろう
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②中小企業診断士和泉朱美事
務所・和泉朱美氏③（株）ウィルパー
トナーズ・藤田知哉氏④中小企業診
断士・吉本賢氏
定各３０人（申し込み順）

申参加希望日の前日午後５時までに、
同センターホームページで申し込み。

◇
対創業を予定している方、創業して
間もない方等
場同センター
問同センター☎☎８５０・
８５２５、町田市産業政策課
☎☎７２４・２１２９

町田市介護人材バンク
【土曜日開催！出張・就労相談会ｉｎ南
市民センター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日２月２０日㈯午後１時３０分～４時
場南市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
【特別講座～人生１００年、口・喉を鍛
えて元気！】
　「口や喉を鍛える大切さやなぜ健
康につながるのか」を、マスクをした
まま・自宅でもできる口や喉の体操方
法とともに学びます。会場と講師側を
Ｚｏｏｍでつなぐオンライン講座で
す。
※講演後、介護に関する求職相談会
も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等
日２月２６日㈮午後２時～４時３０分
場町田商工会議所

講町田市リハビリテーション連絡会
・嘉賀啓介氏
定２０人（申し込み順）
申２月１８日までに電話で同バンクへ。

◇
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市
いきいき総務課☎☎７２４
・２９１６

暮らしの手続き無料電話相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、年金、
社会保険、労働問題全般、賃貸トラブ
ル、不動産の売買や賃貸借契約等に
ついて行政書士、社会保険労務士及
び宅地建物取引士が秘密厳守で、電
話相談に応じます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日２月１４日㈰午後１時～４時３０分
申事前に電話で広聴課（☎☎７２４・
２１０２）へ。

まちだ市民セミナー
【知っておきたい性のはなし～子ど
もたちを守るために】
　ＹｏｕＴｕｂｅで配信します。詳細は決
まり次第、町田市医師会ホームペー
ジに掲載します。
日・内２月２８日㈰、①午後２時５分～２

時５０分ごろ＝自分と相手を大切に
するって？～若者の性の現状と、親
として、産婦人科医としての課題②
午後２時５０分～３時３５分ごろ＝ＬＧＢ
Ｔ／ＳＯＧＩの基礎知識　トランスジ
ェンダーの子どもと学校（ビデオ講
演）③午後３時４５分～４時１５分ごろ
＝ゲストスピーカー講演④午後４時
１５分～４時２５分ごろ＝講師４人によ
るディスカッション
講①筑波大学大学院ヒューマン・ケ
ア科学専攻社会精神保健学分野　遠
見才希子医師②岡山大学大学院保健
学研究科教授・中塚幹也医師③（特）
共生社会をつくるセクシュアル・マ
イノリティ支援全国ネットワーク会
員　松尾タクミ氏、教員・流氏
問保健総務課☎☎７２２・６７２８
裁判所の調停委員による
民事調停の利用相談会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故、パワハラなどの「民事上のも
めごと」について、豊富な経験と知識
をもった裁判所の調停委員が秘密厳
守で民事調停の手続きや利用方法等
について相談に応じます。弁護士の
委員も参加します。
日３月１日㈪午後１時３０分～４時３０分
場市民相談室（市庁舎１階）
申直接または電話で広聴課（市庁舎
１階、☎☎７２４・２１０２）へ。

団地のかるたを一緒に作りませんか

遊団地　読み札を募集します！
問�応募内容について＝町田パリオ☎☎７２５・３７１０、その他のお問い合わせ
＝町田市住宅課☎☎７２４・４２６９

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

　市は、市内の大規模団地の再生
と活性化に向け、団地の魅力発信
に取り組んでいます。
　２０１８年に始まった「遊

ゆう

団
だん

地
ち

」で
は、「団地で遊ぼう！団地を知ろう
！」をテーマに、団地の新たな魅力
をアートのイベントなどで発信し
ています。今年は、地域の学生・住
民・アーティストらと、町田木曽団
地をテーマにしたかるたの作成を
行います。
※町田パリオ、町田木曽団地自治
会、町田木曽団地名店会、ＪＫＫ東京
（東京都住宅供給公社）と共催です。

読み札の文章を募集します
　あなたが知っている町田木曽団
地の魅力・思い出・歴史・穴場・団地
あるあるなどを募集します。選ば
れた作品で「遊団地かるた」を制作
し、遊団地ホームページ・ＳＮＳ、４
月～５月ごろに市内で開催予定の
展示会で紹介するほか、市内の子
ども関連施設などに配布します。
※展示会で氏名またはペンネーム
を掲載します。
※入選者には抽選で「遊団地かる
た」を進呈します。

―募集内容―
内容・文字数町田木曽団地をテー
マにした文章（「を」「ん」を含めた、
ひらがな４６音のいずれかを文頭
に定めたもの）、１２～１９文字程度
申住所・氏名（ふりがな）・ペンネー
ム（匿名希望の方）・電話番号・年
齢、Ｅメールの場合は表題に「遊団
地かるた応募」と書き、２月１０日ま

で（必着）に郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで、町田パリオ「遊団地かる
た」係（〒１９４－００２２、森野１－
１５－１３、パリオビル３Ｆ管理事務
所内、返７２５・１６３２遍ｐｒｏｊｅｃｔ＠ｐ
ａｒｉｏ-ｍａｃｈｉｄａ．ｃｏｍ）へ（応募フォ
ーム〔下記二次元バーコード〕また
は町田木曽団地自治会事務所、浜
名屋精肉店、食品の店おおた町田
木曽店の応募箱で応募も可）。
※入選者には、２月下
旬ごろ電話で連絡しま
す。

―注意事項―
・応募作品はオリジナルかつ未発
表のものに限り、第三者の著作権
などの権利を侵害しないものとし
ます。
・応募作品の返却はできません。
・応募にかかる一切の費用は応募
者負担となります。
・読み札の文章は、子どもにも分
かりやすい表現で作成してくださ
い。
・かるたの編集に際し、作品の一
部を修正する場合があります。
・応募作品の著作権は、町田パリ
オ〔（株）グレースコーポレーショ
ン・ジャパン〕に帰属します。
・応募作品やイベントの様子は、
本企画関係者が運営する誌面、ウ
ェブ、ＳＮＳ等で使用させていただ
く場合があります。
・応募に関しての個人情報は、応
募者への連絡や入選作品の発表
等、本事業に必要な範囲で使用し
ます。

　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

耐
震
改
修

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５０万円を超えた場合）
※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。

１戸当たり床面積
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。

２０２０年１月２日～２０２２年３
月３１日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
※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。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

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、６５歳以上の方、
要介護認定または要支援認
定を受けている方、障がい
のある方で障害者手帳等を
お持ちの方が居住し、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）

１戸当たり床面積
１００㎡相当分を上
限として、固定資産
税額の３分の１を減
額

２０２２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

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
省エネ改修工事を行ったも
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）

１戸当たり床面積
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。

２０２２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
※長期優良住宅の認定を受
けて改修された場合は、
２０２０年３月３１日～２０２２年
３月３１日に行われた改修工
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。


