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お知らせ

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

ードも可）。
問資産税課☎
☎７２４・２１１８

町田市消防団が

火災予防広報を実施します
秋の火災予防運動期間中に市内全
域で消防車両による巡視広報を行
い、火の取り扱いへの注意を呼び掛
けます。ご理解ご協力をお願いしま
す。
日１１月１３日㈯午後８時～９時
○消防団員募集中
共に地域を守る消防団員を募集し
ています。詳細はお問い合わせくだ
さい。
◇
問防災課☎
☎７２４・３２５４

開発許可等審査基準の改定について
開発許可等の審査基準の改定を予
定しています。改定基準は２０２２年４
月から施行予定です。
対今後、開発行為・宅地造成・建築行
為等を予定している方／
詳細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧くだ
さい。
問建築開発審査課☎
☎７２４・４３９５

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度
１戸当たり５０万円を超える住宅の
耐震改修工事、自己負担額が５０万円
を超えるバリアフリー工事または省
エネ改修工事を行った場合、改修工
事が終了した年の翌年度分の固定資
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、納税通知書または市ＨＰ
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（市ＨＰでダウンロ

シニア

民 生 委 員 が 高 齢 の 方 の
ご 自 宅 を 訪 問 し ま す
市では、地域で見守り、支え合う活
動を推進しています。今年度も、民生
委員が６月１日現在７５歳以上の方が
いる世帯を訪問しています。お住ま
いの地区により訪問の時期は異なり
ます。また、訪問時の対面を控え、各
種相談先のご案内や交通安全・防犯
のチラシを自宅ポストへ投函しま
す。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施していま
す。認知症の方や家族、認知症に対し
て関心のある方等、お気軽にご参加
ください。
対認知症の方や家族、支援者等日１１
月１６日㈫、１２月１５日㈬、午後１時～
３時参加方法ＺｏｏｍでミーティングＩ
Ｄ（８６８ １００６ ７９８４）
・パスコード
（ｄｃａｆｅ）を入力し、入室
（右記二次元バーコード
で入室も可）。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講終了後に、認知症サポー
ターカードを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
２４日㈬午後２時～３時３０分場わくわ

認定農業者、認定新規就農者認定書授与式を行いました

問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

認定農業者、認定新規就農者への 定農業者２人と新規就農者１人に、認
認定書授与式を、１０月２５日に市庁 定書が手渡されました。
舎で行いました。
認定農業者制度は、市内の農家の
中で特に意欲をもって経営の改善・
発展に取り組む方を、市が支援する
制度です。今回は新規２人、更新９人、
合計１１人の方を認定しました。
認定新規就農者とは、新たに農業
を営もうとする方を、市が支援する
制度です。今回は１人の方を認定し
ました。
授与式では、新たに認定された認
１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

問男女平等推進センター☎
☎７２３・２９０８

「女性に対する暴力をなくす運
動」
期間は、
女性に対する暴力の根
絶を呼び掛けることを目的に毎年
実施しています。
配偶者等からの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害し、決して許されるもので
はありません。
同センターでは、電話による女
性悩みごと相談を実施しています。

【市庁舎をパープルにライトアッ
プします】
女性に対する暴力根絶のシンボ
ルマークであるパープルリボンに
ちなんで、市庁舎をパープルにラ
イトアップします。
女性に対するあらゆる暴力の根
絶を広く呼び掛けるとともに、被
害者に対して「ひとりで悩まず、ま
ずは相談してください」というメ
ッセージが込められています。
日１１月１７日、２４日、いずれも水曜
日午後６時３０分～９時

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

くプラザ町田定３０人（申し込み順）
申１１月２日正午～１９日にイベント
ダイヤルまたはイベシスコード
２１１１０２Ａへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

子ども・子育て

ご協力ください

全国ひとり親世帯等調査
国が全国のひとり親世帯等の生活
実態を把握し、福祉対策の充実を図
るための基礎資料を得るため、５年
に１度行う調査です。実施に当たり、
対象となった世帯を調査員が訪問し
ます。調査票に記載された内容につ
いては、統計以外の目的に使用され
ることは決してありません。
対母子世帯、父子世帯、父母のいない
児童がいる世帯調査期間１１月１日㈪
～１５日㈪
問子ども家庭支援センター☎
☎７２４・
４４１９

ひとり親家庭等への医療費助成制度
ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
下記の手続きは、いずれも各市民セ
ンター等では受け付けできません。
○該当する方は申請を
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方 ①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者助成の範囲医療機関で
支払う保険診療の自己負担分（住民
税が課税されている世帯は一部負担
金有り）／申請者及びその扶養義務
者（同居の父・母など）の所得制限が

問 問い合わせ

あります。所得限度額や申請に必要
な書類など詳細はお問い合わせくだ
さい。
○現況届（更新手続き）について
令和３年度の児童扶養手当現況届
を提出済みの方については、ひとり
親家庭等医療費助成制度の現況届を
省略できます。なお、公的年金受給等
の理由で児童扶養手当を受給してい
ない方や児童扶養手当現況届が未提
出の方には、１０月末に現況届の用紙
を送付しました。１１月１５日までに
同封の返信用封筒で子ども総務課へ
郵送してください。新型コロナウイ
ルス感染防止のため、原則郵送での
提出をお願いします。
○申請事項が変わった際は
住所・お使いの健康保険証・同居の
方の異動等、子ども総務課に届け出
た内容に変更があった場合は、必ず
変更届の提出をお願いします。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１４３

年

末

保

育

対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で就労のため
保育が必要な方日１２月２９日㈬、３０
日㈭、午前７時〜午後７時の間で保護
者の方の就労時間（通勤時間を含む）
場町田保育園費午前８時３０分〜午後
５時の間は３０分につき２５０円、午前
７時〜８時３０分、午後５時〜７時は３０
分につき３００円申申請書・年末勤務
証明書・保育カードを１２月１０日午
後５時まで（必着）に、直接または郵
送で町田保育園（〒１９４－００１３、原
町田６－２６－１５、☎７２２・２６７９、受
付時間＝月～金曜日の午前８時３０分
〜午後５時）へ／申請書等は１１月１
日～１２月１０日に、まちだ子育てサ
イトでダウンロードできます。また、
子育て推進課（市庁舎２階）でも配布
します。
問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

ご意見ありがとうございました

パブリックコメント公表

町田市住みよい街づくり条例の改正（案）
☎724・4267

問地区街づくり課☎
「町田市住みよい街づくり条例」の改正に当たり、皆さんのご意見を募集
しました。いただいたご意見は、条例改正の参考にさせていただきます。
○募集期間 9月15日～10月14日
○応募者数 ２３人
○意見件数 ５１件
○意見概要 市HPで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。地区
街づくり課（市庁舎8階）、市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、男女平等推進セ
ンター（町田市民フォーラム3階）、生涯学習センター、各市民センター、各
連絡所、各市立図書館、町田市民文学館

１１月は児童虐待防止推進月間です
【児童虐待防止を啓発する展示を
行います】
日１１月１日㈪～５日㈮、午前８時
３０分～午後５時（１１月３日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）
内児童虐待防止に関するパネル展
示、養育家庭（里親）制度の紹介（相
談ブースは午前１０時～午後４時
３０分）、オレンジリボン・ツリーの

展示等
【市庁舎をオレンジリボンの色に
ライトアップします】
児童虐待防止のシンボルである
オレンジリボンにちなんでライト
アップします。オレンジは子ども
の明るい未来を表します。
日１１月３日㈷午後６時３０分～９時

「虐待かも」と思ったら、すぐにお電話ください。

相談先電話番号子ども家庭支援センター☎
☎７２４・４４１９、児童相談所全
国共通ダイヤル☎
☎１ ８９
（年中無休、２４時間受け付け）
いちはや く

