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業を始めた方はお問い合わせくださ
い。
問資産税課☎
☎７２４・２１１９

２１２１、都税の申告や納税について＝
八王子都税事務所☎
☎０４２・６４４・１１１１

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度

ペーパーレス化を始めました

水道料金・下水道使用料請求

都市計画の案や、都市計画に関す
る事項を、市長の諮問に応じて調査
・審議する都市計画審議会は、学識
経験者・市議会議員・関係行政機関の
職員・市民委員で構成されています。
今回、
その市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会委員等を務めていない方任期
４月１日～２０２４年３月３１日募集人数
２人選考１次＝書類、２次＝面接申募
集要項を参照し、申込書と論文を１月
２８日までに、直接または郵送（必着）
で都市政策課
（市庁舎８階）
へ。詳細は
募集要項
（都市政策課で配布、
市ＨＰで
ダウンロードも可）
をご覧ください。
問都市政策課☎
☎７２４・４２４７

問 問い合わせ

町田市民フォーラム内成年後見制
度、相続、遺言、贈与、財産分与、権利
侵害等の相談申氏名・電話番号を明
示し、電話またはＦＡＸで（社福）町田
市社会福祉協議会福祉サポートまち
だ（☎
☎７２０・９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

東京都水道局では、水道料金・下水
１戸当たり５０万円を超える住宅の
道使用料の請求内容をスマートフォ
耐震改修工事、自己負担額が５０万円
ンアプリ「ＰａｙＰａｙ」で受け取り、電子
を超えるバリアフリー工事または省
決済が行えるサービスを開始しまし
エネ改修工事を行った場合、改修工
た。明細や支払い履歴はアプリ内で
事が終了した年の翌年度分の固定資
子ども創造キャンパスひなた村～レ
確認が可能です。申込方法等詳細は、 ッツ！サイエンス科学クラブ
産税を減額します。工事が完了した日
東京都水道局HPをご覧いただくか、
から３か月以内に申告してください。
東京都水道局多摩お客様センター 「 音 」 っ て 何 だ ろ う
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 （☎
☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイヤ
対市内在住、在学の小学３年生～中
し」を資産税課（市庁舎２階）で配布し
ル〕または☎
学生日２月２０日㈰午前１０時～正午
☎０４２・５４８・５１１０）へお
ています
（市ＨＰでダウンロードも可）
。 問い合わせください。
講まちだ実験し隊定１１人（申し込み
問資産税課☎
順）申１月１７日午前１０時から電話で
問下水道経営総務課☎
☎７２４・４２９５
☎７２４・２１１８
ひなた村へ。その他講座やワークシ
献 血 に ご 協 力 く だ さ い
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
ョップについては、同キ
ャンパスひなた村ＨＰ等
市庁舎で献血を実施します。現在
１月は、市民税・都民税、国民健康
をご覧ください。
献血量が不足しています。皆さんの
保険税の納付月です。新型コロナウ
問同キャンパスひなた村☎
継続的なご協力をお願いします。
イルス感染症の影響等で納税が困難
☎ ７２２・
日１月１７日㈪、午前１０時～１１時４５
な方はご相談ください。
５７３６
分、午後１時１５分～３時４５分場ワン
問納税課☎
☎７２４・２１２１
固定資産税（償却資産）の申告のお願い
小学校高学年の保護者向け講座
ストップロビー（市庁舎１階）
１月の
問福祉総務課☎
市内で事業を営む法人及び個人の
☎７２４・２５３７
●１０歳からの親子関係・人間関係～
eLTAX
（エルタックス）
の運用について
方は、令和４年１月１日時点で所有する
成長の変化を見つめよう 子育てを
土地・家屋以外の事業用の資産
（法人
している方が、今どきの子どもたち
ｅＬＴＡＸを利用した電子申告等の
税、所得税の確定申告で減価償却の
を理解し、成長を応援するにはどう
受け付けを行っています。１月１５日
高齢者・障がい者のための
対象となる構築物・機械及び装置・船
すればよいか考えます。
㈯～３１日㈪は、メンテナンス時間を
福
祉
法
律
相
談
舶・航空機・運搬具・工具、器具及び備
対小学生の保護者日２月１５日㈫午前
除き、土・日曜日を含む２４時間利用
品）
の申告が義務付けられています。
１０時～正午場生涯学習センター講目
できます。不明な点は、ｅＬＴＡＸ ＨＰ
法律に関する問題について、弁護
申告期限１月３１日㈪まで提出先資産
白大学心理学部心理カウンセリング
（右記二次元バーコー
士が相談に応じます。
税課償却資産係（市庁舎２階）／各市
学科教授・小野寺敦子氏定２５人（申
ド）の「よくあるご質問」
対市内在住の高齢者、障がいのある
民センター、各連絡所でも提出でき
し込み順）申１月１７日午前９時から電
をご覧ください。
方、またはその家族や関係者日２月
ますが、内容については資産税課へ
話で同センター（☎
問法人市民税について＝市民税課☎
15日、３月１５日、いずれも火曜日午
☎７２８・００７１）へ。
☎
お問い合わせください。また、郵送や
後２時～４時２０分（１人３０分程度）場
７２４・３２７９、個人市・都民税について
ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による電子
＝市民税課☎
☎７２４・２１１５、２１１４、固
申告も可能です。ｅＬＴＡＸによる電子
定資産税（償却資産）について＝資産
高齢者のための所得税、市・都民税の控除
申告の詳細は、市ＨＰ（右
税課☎
☎７２４・２１１９、事業所税につい
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１
記二次元バーコード）を
て＝資産税課☎
☎７２４・２１１８、市税の
ご覧ください。新たに事
納 税 に つ い て ＝ 納 税 課 ☎ ７２４・
翌年以降も有効のため、申請は不
【高齢者の障害者控除】
介護保険の要介護１以上の認定 要です。
税についての作文・税の標語・税に関する絵はがきコンクール・税の書道展
を受けている６５歳以上の方が、一 【おむつに係る費用の医療費控除】
傷病等のため６か月以上寝たき
定の要件を満たす場合に、障害者
優秀作品を表彰しました
控除対象者の認定を行っています りの方のおむつ費用は、医師が治療
問納税課☎
☎７２４・２１２１
（要申請）。その場合、身体障害者手 に必要と認めた場合に発行する「お
市では、
租税教育の推進のため、 横山菜々子さん（金井中学校）
帳等の交付を受けていない方でも むつ使用証明書」を添付することに
税に関する協力団体と共催で、市 ○標語（町田間税会主催）「笑顔
より医療費控除の対象となります。
税控除の対象となります。
内の小・中学生から、各作品を募集 の芽 税の肥料で 花を出す」
２年目以降の申告では、要介護
また、手帳等で普通障害者控除
し、優秀作品について表彰を行っ 大関厚翔さん（忠生中学校）
の対象であっても特別障害者に該 認定時の主治医意見書の内容を確
ています。
厳正なる審査の結果、今 ○絵はがき（〔公社〕町田法人会主
当する場合があります。詳細はお 認した書類「町田市おむつに係る
年度は下記の作品が町田市長賞に 催） 重髙仁胡さん（町田第三小学
費用の医療費控除主治医意見書確
問い合わせください。
校）
選ばれました。
（要申請）で要件の確認がで
※認定終期が記載されていない障 認書」
〔一社〕町田青色申告会主
○作文（まちだ納税貯蓄組合連合 ○書道（
「おむつ使用証明書」
害者控除対象者認定書をお持ちの きる場合は、
催） 宮井蒼月さん
（南第三小学校）
会主催）「税を想像、税で創造」
方は、体の状態に変化がなければ の代わりにすることができます。

子ども・子育て

お知らせ

シニア

会計年度任用職員募集
職種

募集内容、
申込方法等の詳細は、
募集要項
（市HPでダウンロード）
をご覧いただくか、お問い合わせください。
任用期間4月1日～2023年3月31日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り
（3、4①③を除く）
／通勤手当相当分の支給有り／勤務条件に
より期末手当の支給対象となる場合有り
（3、
4①③、
7を除く）
。
申込期限

問い合わせ

1月28日

市有財産活用課
☎724・2112

①月額2万8800円
②月額5万8800円

1月31日

子どもセンターぱお
☎775・5258

①月16日＝2人
②月16日＝1人
③月8日＝1人

①月額5万7600円
②月額11万7600円
③月額5万8800円

1月31日

子どもセンターただON
☎794・6722

市立小・中学校

月16日＝若干名

月額19万2200円

1月25日

施設課
☎724・5831

①指導員
②心理発達相談員
③言語聴覚士

子ども発達センター

①月16日＝5人
②月16日＝1人
③月12日＝2人

①月額19万2200円
②月額23万5600円
③月額17万2800円

1月31日

子ども発達支援課
☎726・6570

補助職員・一般労務

大地沢青少年センター

月2～8日＝若干名

時給1050円

1月28日

大地沢青少年センター
☎782・3800

1

業務職員・運転手

2

補助職員・運転手

3

子どもセンターぱお
①子どもセンター支援員
②子どもセンター補助員

4

子どもセンターただON
①子どもセンター支援員
②③子どもセンター補助員

5

学校用務員

６
7

勤務場所

勤務日数・募集人数

報酬

月16日＝3人

月額18万6000円

月16日＝2人

月額13万8000円

子どもセンターぱお

①月8日＝3人
②月8日＝1人

子どもセンターただON

▲市HP

市有財産活用課(市庁舎地下1階)

