
52021．2．15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
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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

障害年金を受給しているひとり親家
庭等が

児 童 扶 養 手 当 を 受 給 
できるようになります
　これまで障害年金を受給している
ひとり親家庭等は、障害年金額が児
童扶養手当額を上回る場合には児童
扶養手当を受給できませんでした
が、法改正により２０２１年３月分（５月
支払い分）から、児童扶養手当の額と
障害年金の子の加算部分の額との差
額を児童扶養手当として受給できる
ようになります。

障害基礎
年金等

児童扶養
手当

改
正
前

本体部分 比較
調整 障害年金が

上回るため
支給停止

子の加算
部分

改
正
後

本体部分 比較
調整

差額を支給
子の加算
部分

同額分は
支給停止

　また、障害基礎年金等を受給する
ことができる児童扶養手当認定者に
ついては、手当の支給制限の算定対
象となる所得に、非課税の公的年金
給付等（障害年金、遺族年金、遺族補
償、労災年金等）が含まれるようにな
ります。

【申請について】
　児童扶養手当認定者（現在は障害
年金受給により支給停止中の方）は、
申請不要ですが、それ以外の方は申
請が必要です。なお、申請の翌月分か
ら支給対象となりますが、障害年金
を受給していたため児童扶養手当を

申請していなかった方のうち、
２０２１年３月１日に支給要件を満たし
ている方は、６月３０日までに申請す
れば、２０２１年３月分の手当から受給
できます。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
ご意見を募集します

２０２1年 度 町 田 市 食 品 
衛生監視指導計画（案）
　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる
「食品衛生法に基づく食品衛生監視
指導計画」を策定します。資料は、町
田市保健所（中町庁舎）で配布してい
ます。また、町田市ホームページでも
ご覧いただけます。
申書面にご意見・住所・氏名（団体名）
・電話番号を明記し、３月１４日まで
（必着）に郵送またはＦＡＸで生活衛
生課（〒１９４－００２１、中町２－１３－
３返７２２・３２４９）へ。
問生活衛生課☎☎７２２・７２５４

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。

町田市民文化祭春の催し
町 田 市 民 美 術 展
日２月２７日㈯～３月７日㈰、午前１０
時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、３月１日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・版画・デザイン・彫刻部門、手

芸・工芸・写真・人形部門、書道部門の
公募作品を展示
※３月６日㈯午後１時から「席上揮

き

毫
ごう

」
をエントランスホールで行います
（見学自由）。
※出品申し込みは既に締め切りまし
た。
※最新の情報は町田市文化協会ホー
ムページまたは町田市ホームページ
をご覧ください。
※美術展の内容については、町田市
民美術展事務局（☎☎７３５・３５６７）へ
お問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４
町田市民文学館収蔵資料公開記念

講 演 会 ＆ 朗 読 会
【①講演会～時代小説におけるヒー
ロー像の系譜　眠狂四郎を中心に】
挿絵画家・三井永一の描いた、主に
１９６０年代の時代小説に登場するヒ
ーロー像と、当時の出版界の動向に
ついて語ります。今回は、特に「眠狂
四郎」について講演会と朗読会を通
じて特集します。
日３月２０日㈷午後２時～４時
講文芸評論家・末國善己氏

【②朗読会～柴田錬三郎〈切腹心中〉

を読む－『眠狂四郎無頼控』より】
　三井永一の描いた柴田錬三郎『眠
狂四郎無頼控』から作品「切腹心中」
を朗読で楽しみます。
日３月２１日㈰午後２時～３時３０分
講元ＮＨＫアナウンサー・中村昇氏

◇
場町田市民文学館
定各４０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１４日正午～１５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２１０２１６Ｅ②２１０２１６Ｆへ。
２次受付＝２月１６日正午～３月１６日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問同館☎☎７３９・３４２０
消費生活センター

特 別 相 談 を 実 施
【多重債務11０番】
　都と共催で、来所・電話相談を実施
します。お気軽にご相談ください。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月１日㈪、２日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
場同センター
相談専用電話☎☎７２２・０００１
問同センター☎☎７２５・８８０５

ホームページに掲載する　バナー広告を募集します

一部の施設利用等の料金が変わります

バイクや軽自動車の廃車等の手続きはお早めに
問市民税課☎☎７２４・２１１３

まちだ子育てサイトまちだ子育てサイト
募集枠数トップページ９枠（縦７０ピ
クセル×横１４５ピクセル）
※１事業主につき１枠までです。
掲載期間５月１日～２０２２年４月３０日
費１万５０００円（１枠１か月当たり）
申申込書（まちだ子育てサイトでダ
ウンロード）に記入し、直接または郵
送で子ども総務課へ。
※詳細はまちだ子育てサイトをご覧
ください。
問子ども総務課☎☎７２４・２８７６

国際版画美術館ホームページ国際版画美術館ホームページ
　市や美術・デザインに関係の深い
広告を募集します。
掲載期間４月１日～９月３０日
募集枠数トップページ１０枠（縦８０
ピクセル×横１８０ピクセル）
費３万円（１枠６か月当たり）
募集期間２月２８日㈰まで
※応募説明書類は同館ホームページ
でダウンロードできます。詳細はお
問い合わせください。
問同館☎☎７２６・２７７１

　市民負担の公平性の確保とサービスの向上を目指し、施設利用等にか
かる料金を下表のとおり変更します。料金等の詳細は、お問い合わせいた
だくか町田市ホームページをご覧ください。

　軽自動車税（種別割）は、４月１日現
在、市内に定置場（使用しない時に主
に駐車する場所）のある軽自動車等
を所有している方が課税対象になり
ます。
　次の①～⑥に該当する方は、３月
３１日までに登録・廃車・名義変更等
の手続きを行ってください。①町田
市に転入し、前住所地のナンバープ
レートがついたバイク等を所有して
いる②町田市外に転出する方でバイ
ク等を所有している③バイク等を廃
棄処分し現在所有していないが、ま
だ廃車手続きをしていない④バイク
等が盗難にあった⑤バイク等を譲り
受け、まだ名義変更をしていない⑥
バイク等を他人に譲り、譲り受け人
と連絡不能のため、名義変更されず、
課税されている

【手続き先】
　各窓口とも３月中旬以降は大変混
み合いますので、手続きはお早めに
お願いします。
※必要な書類等は、手続き先にお問
い合わせいただくか、町田市ホーム

ページでご確認ください。
○1２５㏄以下の原付バイクと小型特
殊自動車＝市民税課☎☎７２４・２１１３、
忠生市民センター☎☎７９１・２８０２、鶴
川市民センター☎☎７３５・５７０４／受
付時間＝月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時
○1２５㏄を超えるバイク＝多摩自動
車検査登録事務所☎☎０５０・５５４０・
２０３３
○軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動車
検査協会多摩支所☎☎０５０・３８１６・
３１０４

併せて税申告の手続きが必要です
　１２５㏄を超えるバイク及び軽四輪
等は、名義変更や廃車手続きのほか
に、税申告の手続きも必要です。例
年、名義変更や廃車手続きが４月１日
以前に済んでいるにもかかわらず、
税申告の手続きがなされないため
に、納税通知書が発送される場合が
多くあります。手続きが済んでいる
か不明な場合は、市民税課で税申告
手続きの有無を確認してください。

市議会のうごき
　本会議･委員会を左表のとお
り開催します。開会時間は午前
１０時です。

問議会事務局☎☎７２４・４0４9

３月定例会・常任委員会を開催します
月 日 曜日 内　　　　容

2

19 金
本会議(包括外部監査結果報告
・補正予算提案理由説明・委員
会付託）・常任委員会（４常任委
員会同時開催）

2４ 水 本会議(表決・施政方針・新年度
市長提出議案提案理由説明）

25 木 議案説明会
26 金 全員協議会

3

5 金 本会議(代表・個人質疑)
8 月 総務常任委員会・健康福祉常任

委員会9 火
10 水 文教社会常任委員会・建設常任

委員会11 木
12 金 常任委員会予備日
15 月

本会議（一般質問）
16 火
17 水
18 木
22 月
29 月 本会議(表決)

Twitterアカウント名＝町田市
議会（町田市公式）＠machida_
gikai

Twitterで情報発信

※請願・陳情の受付締切は２月
１９日㈮午後５時です。
※本会議・常任委員会は町田市
議会ホームページでライブ中継
・録画配信をしています。スマ
ートフォンやタブレット端末で
もご覧いただけます。
※会場は本会議場及び委員会室
（いずれも市庁舎３階）です。
※会議の日程・時間等は変更に
なることがあります。

議会を傍聴しましょう

施設名 改定内容 改定
時期 問い合わせ

市立室内プール 個人利用の場合のプー
ルの利用料金を改定 ４月

スポーツ振興課☎☎72４・４036

山王塚公園グラウンド 利用料金を設定 公園緑地課☎☎72４・４399
市民農園 使用料を改定 農業振興課☎☎72４・2166

町田市フォトサロン 第1・2展示室の利用料
金を改定 7月 文化振興課☎☎72４・218４

対サイトを有する事業主（掲載できる広告の制限等有り）

————————————————————




