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子ども・子育て

冬 の 環 境 学 習 ２ ０ ２ １
対市内在住、在学の中学生日１２月
２８日㈫午後１時３０分～３時場市庁舎
内温室効果ガス削減の切り札として
注目されている水素エネルギーにつ
いて実験を通して学ぶ定２０人（申し
込み順）申１２月２日正午～２０日にイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・5656）ま
たはイベシスコード２１１２０２Ｂへ。
問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１
町田市こどもマラソン大会で

マイボトルキャンペーンを開催します
当日マイボトルを持参した方に、
こどもマラソンオリジナルマイボト
ルステッカーをプレゼントします。
日１２月４日㈯午前８時～午後１時３０
分場町田ＧＩＯＮスタジアムバックス
タンドのゲート付近
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

ベビー用リユース品無料回収会
市では、修理等を必要としない再
使用可能な大型育児用品やベビー服
飾雑貨等を無料で回収し、必要な方
に無償で提供する、ベビー用リユー
ス品の回収会と配布会を開催してい
ます。回収したベビー用品は、２～３
月に開催予定の配布会で希望者に提

食品ロスゼロ
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

供する予定です。この活動は、リユー
スを通じたごみの減量やリユース意
識の浸透を目的に開催します。
○回収会実施概要
対市内在住の方日・場１２月４日㈯＝
子どもセンターただＯＮ、５日㈰＝子
どもセンターぱお、１１日㈯＝子ども
センターつるっこ、１８日㈯＝子ども
センターばあん、１９日㈰＝境川クリ
ーンセンター、午前１１時～午後２時
／ベビー用リユース品は、回収会当
日に直接会場へお持ちください。な
お、汚れがある、安全面に問題があ
る、部品等に不足がある、動作に不具
合がある等の場合は、対象品目であ
っても回収できません／回収品目や
注意事項等の詳細は市Ｈ
Ｐ（ 右 記 二 次 元 バ ー コ ー
ド）をご覧ください。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

屋店主・中本茂美氏定各１５人（申し
込み順）申１２月２日正午～１６日午後
５時に電話で同館へ。保育希望者（６
か月～２歳児、申し込み順に５人）は
併せて申し込みを。１月６日の保育面
談にもご参加ください。
問同館☎
☎７39・３４２０

おうち時間をもっと楽しく！

親と子のまなびのひろば

絵本読み聞かせのコツを教えます
絵本の選び方、読み方のアドバイ
スの連続講座です。午前は初級者向
け、午後は読み聞かせ講座を受講し
たことがある中級者向けです。
対全回参加できる、０～２歳児を子育
て中の保護者日１月９日㈰、２３日㈰、
初級者編＝午前１０時３０分～正午、
中級者編＝午後１時３０分～３時、各
全２回場町田市民文学館講よちよち

家庭でもお店でもきれいに
食べきりましょう！

年末年始は、
会食の機会が増える季節です。作り過ぎや注文のし過ぎ
に気を付けて食べきり、
「食品ロスゼロ」を心掛けましょう。
市内の公共施設、協力店舗や神奈川中央交通バス車内にキャンペー
ンポスターを掲示します。
運動期間１月３１日㈪まで

市税に関するお知らせ
【軽自動車税の改正】
（右記二次元バーコー
３輪以上の軽自動車のうち、一定 ド）をご覧ください。
の環境性能を有する車両について、
また、２０２２年度か
取得（新車新規登録）の翌年度課税 らの口座振替の申し込みを受け付
分の種別割税率を軽減するグリー けています。申込書を送付します
ン化特例が２年間（令和３年４月１日 ので、納税課へお問い合わせくだ
～令和５年３月３１日の新車新規登録 さい。
分）
延長されました
（表１・２参照）
。
問納税課☎
☎７２４・２１２１
問市民税課☎
【１２月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ
☎７２４・２１１３
【納税はキャッシュレスで安心・便 強化月間」です】
新型コロナウイルス
利！】
町田市税は、口座振替やスマー 感染症の影響等により
トフォン決済アプリ、クレジット 納税が困難な方は、お
カード支払いによるキャッシュレ 早めにご相談ください。
スで納付できます。詳細は、市ＨＰ 問納税課☎
☎７２４・２１２１
表１ グリーン化特例適用税率
種

別

軽３輪

自家用
乗用
営業用
軽４輪
自家用
貨物
営業用

表２

電気自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン軽自動車またはハイブリッド軽自動車
税率（額）A
税率（額）
B
税率
（額）
C
1000円
対象外
対象外
2700円
対象外
対象外
1800円
3500円
5200円
1300円
対象外
対象外
1000円
対象外
対象外

グリーン化特例対象区分

グリーン化特例対象区分
詳細要件
－
平成３０年排出ガス規制適合車または平成２１年排出ガス規制適合車かつ
天然ガス
平成２１年排出ガス基準１０％以上低減車
平成１７年排出ガス規制適合車かつ平成 令和１２年度燃費基準９０％達成
１７年排出ガス基準７５％以上低減車、また かつ令和２年度燃費基準達成車
ガソリン
は、平成３０年排出ガス規制適合車かつ平 令和１２年度燃費基準７０％達成
成３０年排出ガス基準５０％以上低減車
かつ令和２年度燃費基準達成車
内燃機関
電 気

※表１内の乗用営業用車に限る

税

率

税率
（額）
A
税率
（額）
B※
税率
（額）
C※

子ども創造キャンパスひなた村

工

作

ク

ラ

ブ

●竹スキーを作ろう！
対市内在住、在学の小学生日１月８日
㈯午前１０時～正午定１１人（申し込
み順）申１２月３日午前１０時から電話
でひなた村（☎
☎７２２・５７３６）へ。その
他講座やワークショップ
については、同キャンパ
ス ひ な た 村ＨＰ等 を ご 覧
ください。
生涯学習センター
●きしゃポッポ お母さん同士で子
育て情報の交換等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方日１２月７日、１４日、いずれも火曜
日午後２時～４時（自由遊び時間含
む）内自由遊び、スキンシップ遊び、
子育て情報交換、歌・絵本の紹介等定
各７組（申し込み順）
●パパと一緒にきしゃポッポ お父
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さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日１２月
１９日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内自由遊び、スキンシップ遊
び、手作りおもちゃ制作等定７組（申
し込み順）
◇
場同センター申１２月２日午前９時か
ら 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。

催し・講座

中央図書館

展

示

会

作

品

募

集

来年５月から入れ替え制で、中央
図書館４・５階展示コーナーで展示す
る作品を募集します。
対絵・写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、町田市立図書館の利用
登録要件に該当する方、またはその
方を代表とする団体申申込用紙（各
図書館に有り）
に記入し、作品の写真
１枚以上（サービス判で可、返却はし
ません）を添えて、１月３１日まで（必
着）に直接または郵送で中央図書館４
階カウンター（〒１９４－００１３、原町
田３－２－９）へ（ 結 果 は２月 中 に 通
知）
。
応募は１人
（１団体）
１件までです。
問同館☎
☎７２８・８２２０

１２月１日～７日

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３、町田警察署☎
☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎
☎０４２・６５３・０１１０
年末は交通事故が増える時期で
す。一人ひとりが交通ルールやマ
ナーを守り、交通安全の輪を広げ
ましょう。詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
【推進重点】
○子どもと高齢者を始めとする歩
行者の安全な通行の確保
○飲酒運転等の悪質・危険な運転
の根絶と歩行者等の保護など安全
運転意識の向上

○自転車の交通事故防止（自転車
安全利用五則）
１．自転車は車道が原則、歩道は例
外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道より
を徐行
４．安全ルールを守る
５．子どもはヘルメットを着用
○二輪車の交通事故防止
○違法駐車対策の推進

パブリックコメント予告
条例・計画などの策定を進めるに当たり、
市民の皆さんにご意見を伺います
①12月20日から②～⑤12月15日から、下記5件のパブリックコメント
（意見公募）の実施を予定しています。

案件名

募集期間

案の公表
方法

①（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第５次町田市
男女平等推進計画）
（案）
②町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）
（素案）
③第4次町田市農業振興計画 改訂版（案）
④
（仮称)町田市里山環境活用保全計画（案）
⑤町田市民病院第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）
（案）
①12月20日㈪～1月20日㈭
②⑤12月15日㈬～1月14日㈮
③④12月15日㈬～1月17日㈪
・本紙12月15日号に概要を掲載
〈①12月20日以降②～⑤12月15日以降〉
・市ＨＰに詳細を掲載（⑤は町田市民病院ＨＰにも掲載）
・市役所、
各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布（⑤は町田
市民病院でも閲覧、配布）／各窓口で開所日・時間が異なります。

・郵便・FAX・メール
・①男女平等推進センター（町田市民フォーラム3階）②市民生活安全課
意見等の
（市庁舎3階）③④農業振興課（市庁舎9階）⑤町田市民病院／その他指定
提出方法
の窓口への提出
※③④は市ＨＰ上の回答フォームで提出も可。
担当課

☎723・2908②市民生活安全課☎
☎724・4003
①男女平等推進センター☎
☎724・2166④農業振興課☎
☎724・2164⑤町田市民病院
③農業振興課☎
☎722・2230
事務部経営企画室☎

