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■問納税課　724・2121☎☎5月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です 新型コロナウイルス感染症の影響等で納税が困難な方はご相談ください。

お知らせお知らせ
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送
全国一斉情報伝達訓練

　弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等が発信されたときに、町田市防災
行政無線屋外スピーカーで市内全域
に放送する訓練です。　
※町田市メール配信サービスに登録
している方には、前日及び当日にメ
ールを配信します。なお、災害等が発
生した場合には予告なく中止する場
合があります。
日５月１９日㈬午前１１時ごろ
内「これはＪアラートのテストです」
という音声を３回繰り返し放送
市HP Ｊアラート  検索
問防災課☎☎７２４・３２１８
２０２２年度実施事業募集
農業振興事業補助金

　市では、市内の農家が経営改善を
目指して行う機械・施設の導入等の
総額が３０万円以上の事業に対して
補助金を交付しています。
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、農家３戸以上が参加す
る営農集団、農業経営を行う法人で、
次のいずれかに該当する方　①牛ま
たは馬＝５頭以上飼育②豚＝１０頭以
上飼育③鶏＝５００羽以上飼育④ホダ
木＝５００本以上栽培⑤ハウス＝２００
㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以上耕作⑦
生産緑地＝１０ａ以上耕作
内機械・施設の導入等、経営改善を目
指した総額が３０万円以上の事業に
対し、認定農業者・認定就農者・営農
集団・農業法人は経費の２分の１

（１５０万円を限度）、その他の農家は
３分の１（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場

合もあります。
申申請書（農業振興課〔市庁舎９階〕・
ＪＡ各支店に有り）に関係書類を添え
て、６月１５日まで（必着）に直接また
は 郵 送 で 農 業 振 興 課（ 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

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。

介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい方等
日６月２０日㈰午後２時〜４時
場なるせ駅前市民センター
内実技＝車いすの移乗、立ち座りや
歩行の介助、講義＝コミュニケーシ
ョンの取り方
講（公社）東京都介護福祉士会
定２０人（申し込み順）
申住所・氏名・電話番号を明示し、６
月７日午後５時までに、電話またはＦ
ＡＸで、町田市介護人材開発センター

（☎☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受付
時間＝祝休日を除く月〜
金曜日の午前９時〜午後
５時）へ（同センターホー
ムページで申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
いろいろな仕事がある介護の仕事！
町田市介護人材バンク

【出張・就労相談会ｉｎ町田商工会議
所】
　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５月２６日㈬午後１時３０分〜４時
場町田商工会議所第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
※詳細は町田市介護人材
開発センターホームペー
ジをご覧ください。
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

高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下します。この機会
にご自身の状態を把握し、改めて安
全運転について考えてみませんか。
※運転免許証の更新時に受講が義務
づけられている法定講習とは異なり
ます。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）がご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日６月２４日㈭午前９時１０分〜午後０
時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（抽選、結果は６月１１日ごろ
送付）
申５月１９日正午〜３１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０５１９Ａへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つ学習会～今から
はじめる相続対策　自分は関係ない
と思っていませんか？】

日６月２日㈬午前１０時〜正午
講森川司法書士事務所司法書士・森
川和明氏
定２０人（申し込み順）
【②くらしに役立つ学習会～元気な
うちに備えよう後悔しない終活の準
備】
日６月９日㈬午前１０時〜正午
講シニア生活文化研究所代表理事・
小谷みどり氏
定２０人（申し込み順）
【③くらしに役立つテスト教室～ハ
ーバルライフを楽しもう！ドクダミ
で作る化粧水と石けん】
日６月１４日㈪午前１０時〜正午
講ＬＳアカデミーソープサイエンテ
ィスト・小嶋淳子氏
定８人（申し込み順）
費４００円（材料費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①５月２６日まで②６月２日まで③５
月１８日正午〜６月７日に、イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①２１０５１４Ａ②２１０５１４
Ｂ③２１０５１８Ｃへ。保育希望者（１歳
以上の未就学児、申し込み順に各３
人）は①５月２０日まで②５月２７日ま
で③５月３１日までに併せて申し込み
を。
問同センター☎☎７２５・８８０５
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【初夏の生きもの】
日６月６日㈰午前９時３０分〜１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申５月１７日午前９時から電話で同公
園（☎☎７９２・１３２６）へ。

2021年1月～3月の航空機騒音児童育成手当

該当する方は申請を
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

　１月〜３月に頂いた苦情の件数は
右下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行います。皆さん
から頂いた苦情は、国や米軍へ伝え
るほか、要請の際の資料として活用
しています。苦情は企画政策課・環境

保全課で電話受付しているほか、Eメ
ール（遍mcity４７０@city.mａchidａ.to
kyo.jp）でも受け付けています。な
お、具体的な被害状況を把握するた
め、苦情をお受けする
際に、お住まいの町名、
騒音の発生時間をお聞
きしています。

　新年度の児童育成手当の申請を
受け付けます。
　新年度の資格は、２０２０年中の
所得で審査します。前年度は所得
超過で支給されなかった方や、ま
だ申請していない方等で支給対象
と思われる方は申請してくださ
い。制度の概要、所得限度額は下 
表のとおりです。
※既に受給中の方は、申請の必要

はありません。６月に更新手続き
として現況届をお送りします。
※１月２日以降町田市に転入した
方は、２０２０年中の所得について
情報連携制度で確認できない場
合、１月１日に住民登録していた区
市町村から所得証明書を取り寄せ
ていただきます。
※所得証明書等の添付書類は申請
後に提出することもできます。

手当の種類と対象等
名　称 対　象 支給月額 申請に必要なもの

児童育成手当
（育成手当）

2003年4月2日以降に生ま
れた児童を養育している、ひ
とり親家庭または父か母が
重度の障がいを有する家庭

1万3500円
（請求翌月から）

請求者及び児童の戸
籍謄本、請求者の振
込先が分かるもの

児童育成手当
（障害手当）

身体障害者手帳1・2級、愛の
手帳1～3度、脳性まひ、進行
性筋萎縮症のいずれかに該
当する20歳未満の児童を養
育している方

1万5500円
（請求翌月から）

障がいの状況が分か
るもの（手帳または
所定の診断書）、請求
者の振込先が分かる
もの

※所得（給与所得者は給与所得控
除後の額）から控除可能なものを
控除して所得を審査します。控除
可能なものについては、お問い合
わせください。
※左記の所得限度額は、一律控除
額8万円を加算して表示していま
す。

所得限度額表（前年度と同額）
扶養親族等の数 所得限度額

0人 368万4000円
1人 406万4000円
2人 444万4000円
3人 482万4000円
1人増えるごとに38万円加算

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高�
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
1月 50 6 0 0 56 82.1
2月 85 5 0 0 90 85.5
3月 151 6 0 0 157 83.3

小山小学校
1月 266 19 0 0 285 87.4
2月 238 20 0 0 258 88.2
3月 307 13 3 0 323 96.5

町田第五小学校
1月 98 12 0 0 110 84.5
2月 133 18 0 0 151 84.5
3月 147 31 0 0 178 84.3

忠生第三小学校
1月 59 1 0 0 60 82.2
2月 55 1 0 0 56 83.0
3月 106 7 0 0 113 86.3

南中学校
1月 36 0 0 0 36 79.8
2月 46 2 0 0 48 81.3
3月 61 2 0 0 63 88.7

※�発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…セミの鳴き声(直近)・騒々しい事務所の中、80ｄB…パチンコ店内・救急車のサイレ
ン(直近)、90ｄB…騒々しい工場内・カラオケ(店内中央)、100ｄB…電車通過時のガード下

市HP 航空機騒音測定結果  検索
問環境保全課☎☎724・2711

測定結果（速報値）

問企画政策課☎☎724・2103
市HP 航空機騒音苦情件数  検索苦情受付件数

月 件 数
1月 7件
2月 10件
3月 7件


