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み ん な の 投 票 で、未 来 を創る
18歳になったら
投票にいこう！

「わたしの一票で、
何か変わるの？」
という人もいます。
若い人たちも投票を通して、
政治や地域について今
何に関心があって、
何を必要としているのか、
より大きな声を届けることができます。
今年4月からの成人年齢引き下げに先立ち、2016年からは投票可能な年齢が18歳に引き下げられ、より
多くの方が投票できるようになりました。
今回は
「投票」
に関する疑問についてご紹介します。投票は大人への第一歩。皆さんの一票が、これからの
社会や暮らしを創ります。
問 選挙管理委員会事務局☎
☎７24・2168

投票日当日は用事があるけど、
投票日は１日しかないのかな？

選挙期間中は長期の出張中で投票に行けない。
滞在先でも投票ができる「不在者投票制度」
があります。投票用紙を請求する必

「期日前投票」
があるから大丈夫。市庁舎のほか各

要がありますので、あらかじめお住まいの選挙管理委員会に確認のうえ手続きし

前投票期間中は、町田市ではどこの投票所でも投票

手続きは郵便で行います。請求は早めに行いましょう
（不在者投票ができる日時

市民センター等に期日前投票所を開設します。期日

てください。

できるのでとっても便利です。

・場所は滞在先の市区町村の選挙管理委員会に確認してください）
。

マイナンバーカードをお持ちの方はインターネットで請求できます。

投票したいけど、誰にしたらいい
か決められないな。
各立候補者の主張をまとめた
「選挙公報」
がありま

投票はむずかしいのかな？

す。選挙の前に市内のすべての家庭に配布されます。

投票日には、
事前に自宅に送られる投票所入場券を持って、入場券に書かれた指定の投

自宅に届いたら確認してください。

票所に行きましょう
（期日前の場合は、
期日前投票所のどこでも投票できます）。

会場内の指示に従って、選挙人名簿で本人確認を受け、投票用紙を交付されたら、あと

は投票するだけ！入場券を忘れてしまっても、投票所の選挙人名簿で確認できれば投票
できます。

直近で予定されている選挙は
どんなものがあるの？

「町田市議会議員選挙」と「町田市長選挙」
が予定されています。

どちらも皆さんが日々暮らす町田市がより良くなるための最も身近な選挙です。

さっそく投票してみよう！

町田市議会議員選挙・町田市長選挙
投

票

日

期日前投票

日
２月20日⃝
月
２月14日⃝

詳細は２・３面をご覧ください。

今も未来も大切に

から

町 田市のＳＤ Ｇｓ
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町田市議会議員選挙
町田市長選挙
あなたの一票

それが未来の町田の希望

投票日 ２月２０日㈰

▲詳細は市HPを
ご覧ください

投票時間 午前7時～午後8時

問市役所代表☎
☎722・3111、町田市選挙管理委員会事務局☎
☎724・2168 返724・1195
【投票所における新型コロナウイルス感染症への対応について】

選挙管理委員会では、有権者の皆さんが安心して投票できるように、感染・まん延防止対策に取り組んだうえで選挙を実施しま
す。
投票の際は、
ご自身の予防対策を行ったうえで投票をお願いします。
また、
混雑回避のために期日前投票を積極的にご利用ください。なお、期日前投票の実施期間は施設によって異なります。
●選挙管理委員会が行う感染症対策
・投票所にはアルコール消毒液、飛沫防止の仕切
りを設置
・使い捨て鉛筆を用意
・投票所職員はマスク及び手袋を着用
・定期的な投票所内の換気及び消毒
・混雑時は密集しないように入場整理を実施等
ひ

まつ

●有権者の皆さんにお願いする感染症対策
・投票所内ではマスクの着用と咳エチケットへのご協力をお願いします。
・ご自身の筆記用具で投票用紙に記入することができます。
ボールペン（特に水性）はインクがにじむ可能性があるため鉛筆をお勧め
します。
・周りの方との距離を保つようにお願いします。

期日前投票

町田市議会議員選挙・町田市長選挙の概要
【選挙期日の告示】 ２月１３日㈰
【選挙すべき人数等】 市議会議員 ３６人
市長
１人
【町田市の選挙人名簿登録者数（１２月１日現在）】
男 １７万５１６１人
女 １８万６０５７人
計 ３６万１２１８人

町田市で投票できる方
原則、
次のすべてを満たす方が投票できます。
①２００４年２月２１日までに生まれている方
②町田市の選挙人名簿に登録されている方
※町田市で住民票を作成した日（転入の届出をした日）から２０２2年2月１２日
現在まで３か月以上引き続き住民登録がある日本国民。
※投票時、
既に市外へ転出した方は投票できません。

投票は２種類です
候補者名

◯◯区
投票所

1 受付

投票所入場券を
出します。

受付

※最初に市議会議員選挙、
次に
市長選挙の投票になります。

8 投票箱

投票箱

出口

7 投票記載台

候補者名を記載します。

4 投票記載台
候補者名を記載
します。

投票用紙
交付係

6 投票用紙交付係

投票用紙（市長）をもら
います。

投票用紙
交付係

「投票所入場券」
は2月上旬に順次郵送します
住所を変更した方、
変更する予定の方
新しい住所地あるいは住所変更の届出をした時期によって、投票できない
場合や投票所が異なる場合があります。詳しくは下表をご覧ください。
住所移転
他市から
町田市へ転入

投票
立会人

投票箱

投票用紙を
入れます。

名簿
対照係

3 投票用紙交付係

投票用紙（市議）をもら
います。

投票記載台

入口

2 名簿対照係

選挙人名簿に載っている
本人かどうかの確認を受
けます。

期日前投票期間
●市庁舎で投票
2月14日㈪～19日㈯、午前8時30分～午後8時
●市民センター等（市内10か所）で投票
2月15日㈫～18日㈮、午前8時30分～午後8時
2月19日㈯午前8時30分～午後5時

※期日前投票の投票所や時間等の詳細は、投票所入場券に同封する「選挙
のお知らせ」または市HP、本紙2月1日号をご覧ください。

投票用紙への記載は、必ず交付を受けた本人が行い、ご自身で投票しましょ
う。
本人以外による記載はできません。
※ご自身で書くことができない場合は投票所係員にお申し出ください。

投票所の流れ

選挙当日（投票日）に仕事や旅行等の理由で投票できない方は、お住まいの
地域に関わらず、どの期日前投票所でも期日前投票ができます。
【期日前投票の方法】
●ご自身の、投票所入場券をご持参ください。
●投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、期日前投票所の選
挙人名簿で確認できれば投票できます。
●投票所入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書に必要事項をあら
かじめ記入のうえ、期日前投票所へご持参ください。なお、各期日前投票所
にも期日前投票宣誓書を用意しています。
●期日前投票所によって投票期間と時間が異なりますので、あらかじめご確
認ください。

期日前投票の混雑状況はTwitterで随時発信します。
町田市明るい選挙推進協議会
（アカウント名＝＠machimeisui）

市長選挙

市長選挙

市議会議員
選挙

市議会議員
選挙

②市長選挙
薄緑色の投票
用紙に候補者１
人の氏名を記載
して投票します。

候補者名

候補者名

候補者名

①市議会議員選挙
桃色の投票用紙
に候補者１人の氏
名を記載して投票
します。

投票日当日の
混雑状況を市
HP（上記二次
元バーコード）
から確認でき
ます。

5 投票箱

投票用紙を
入れます。

投票
管理者

届出をした日

投票場所

2021年11月12日㈮までに町田市に転入の 入場券記載
届出をし、引き続き町田市に住んでいる方
の投票所
2021年11月13日㈯以降に町田市に転入の
届出をした方

町田市内の転居 2022年1月21日㈮までに届出をした方

投票不可
新住所の
投票所

選挙公報を全戸に配布します
候補者の政見等を掲載した選挙公報を2月18日㈮までに新聞販売店がすべ
ての世帯に配布します（新聞を定期購読していない世帯を含む）。
選挙公報は、期日前投票所、市庁舎、各市民センター、市内各郵便局、市内各
駅等に備え置きます。
町田市選挙管理委員会HPでもご覧いただけます。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください
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滞在先（町田市以外）の市区町村の不在者投票所で投票

特例郵便等投票

選挙期間中、遠方に滞在している場合に、滞在先の市区町村の不在者投票
所で投票できる制度です。郵便を使用するため日数がかかりますので、投票用
紙等をお早めにご請求ください。
請求後、町田市議会議員・町田市長選挙の投票用紙は、最短で告示日翌日の
2月14日㈪の発送になります。
※不在者投票ができる日時・場所は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ
ください。
選挙を行っていない市区町村での不在者投票は、おおむね祝休日を
除く月～金曜日の午前８時３０分～午後５時です。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、請求について電子申請ができます。詳
細は町田市選挙管理委員会ＨＰをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定
の要件に該当する場合は、郵便等により投票することができます。
※濃厚接触者の方は特例郵便の対象ではありませんので、
投票所での投票がで
きます（感染拡大防止の徹底をお願いします。詳細は市ＨＰをご覧ください）。

●請求の方法
（郵便）
投票用紙を請求するための「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記のいずれ
かの方法で入手し、
必要事項を記入
・市HPでダウンロード 市HP 不在者投票宣誓書兼請求書 検索
・電話で請求＝町田市選挙管理委員会☎
☎724・2168

⬇

「不在者投票宣誓書兼請求書」を町田市選挙管理委員会に速やかに郵送、
または持参
（FAX、
メールは不可）
提出先町田市選挙管理委員会
（市庁舎9階）
〒194-8520 町田市森野2-2-22

⬇

町田市選挙管理委員会からご本人の送付希望先に投票用紙等を郵送。
投票用紙等が届いたら、滞在先の市区町村の不在者投票所で不在者投票
を速やかに行ってください。

当日投票所の変更について
2021年10月31日執行の衆議院議員選挙で第５３投票所として「町田市土
木・公園サービスセンター」を使用しましたが、2022年2月20日執行の町田
市議会議員選挙・町田市長選挙では、従来通り「桜美林学園老実館」が投票所と
なります。

病院や老人ホーム等での不在者投票
病院や老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に出かけることが
困難な方は、都道府県選挙管理委員会が投票場所として指定している施設で
あれば、
施設内で投票することができます。
指定施設であるかの確認や、投票用紙の請求、投票方法等は、病院や施設の
事務室に早めにお問い合わせください。

記事内の表記について
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イ
ベシスで１次受付を行
う催し・講座の募集数
は定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
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。

募 集

町田市生涯学習審議会

市

民

委

員

町田市生涯学習審議会は、教育委
員会の諮問に応じて生涯学習の振興
・社会教育に関する方針の立案、施
策の評価について調査審議を行いま
す。今回、その市民委員を募集しま
す。

対市内在住の１８歳以上の方任期６月
１日～２０２４年３月３１日募集人数２人
選考１次＝論文、２次＝面接申応募用
紙に必要事項を記入し、論文（テーマ
＝あなたが、地域の中で学び続けて
いくためには、何が必要だと考えま
すか〔８００字以上１０００字以内〕）を、
２月７日午後５時までに直接または郵
送（必着）で、生涯学習総務課（市庁舎
１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ／詳細は募集要項（市ＨＰでダ
ウンロード可）をご覧ください。
問生涯学習総務課☎
☎７２４・２１８１

七国山ファーマーズ農園利用者
ＪＡ町田市が設置する区画貸し農
園です。トイレや貸出農具を備えた
施設「七国山ファーマーズセンター」
が併設されています。
対市内在住の、年間を通じて熱心に
耕作できる、自家用車を使わず農園
に来ることができる方利用期間４月
～２０２３年２月（１１か月）場七国山フ
ァーマーズ農園（野津田町２１７６－
１）／駐車場はありません募集区画
３０㎡ １５区画（抽選）年額３０㎡区画
＝２万２０００円（農具・種・苗・資材な
どは利用者負担）申往復ハガキに住
所・氏名・電話番号、返信用にも宛先
を明記し、２月１８日まで（消印有効）
にＪＡ町田市経済センター七国山フ
ァーマーズ農園係（〒１９４－００３５、
忠生３－７－２）へ。
問同センター営農支援課☎
☎ ７９２・
６１１１、町田市農業振興課☎
☎７２４・
２１６６

身体が不自由な方へ
●代理投票 疾病等によりご自身で投票用紙に書くことができない方は、お
申し出により投票所係員が代筆します。なお、投票の秘密は固く守られます。
※ご家族の方が代筆することはできません。
●点字投票 目の不自由な方は、点字で投票ができます。点字器を用意してい
ますので、投票所係員にお申し出ください。
●その他 すべての投票所に車いす、拡大鏡、老眼鏡や筆談用メモ、コミュニ
ケーションボード（イラストで指し示すことでご自分の意思を伝えることが
できるボード）を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。

郵便等による不在者投票のご案内
身体に重度の障がい等があるため、投票所に行くことが困難な方は、郵便等
によりご自宅等で投票できます。
【郵便等による不在者投票をするには、
「郵便等投票証明書」が必要です】
希望する方に、
「郵便等投票証明書（以下 証明書）」の交付を請求するための
申請書を郵送しますので、町田市選挙管理委員会へお申し込みください。申請
書の受け付け後、該当する方に証明書を交付します。
証明書の交付を受けた方が郵便等による不在者投票を希望する場合は、投
票日の4日前の2月16日㈬（必着）までに、町田市選挙管理委員会に投票用紙
を請求する必要があります。お早めに請求してください。
対ご自身で字を書くことができ、下表に該当する方（ご自身で字を書くことが
困難な方でも、代理記載制度に該当すれば対象となります）
手帳等の種類
内 容
介護保険被保険者証 要介護状態区分
両下肢、体幹、移動機能
身体障害者手帳

等級など
要介護5
1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級・3級

免疫、肝臓
1級～3級
※戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
※手帳の等級が上記以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の
障がい名が記載されている場合は該当することもあります。この場合、証明書
を交付するまでにお時間を要しますのでお早めにお問い合わせください。
※代理記載制度について…上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢
または視覚の障がいの程度が１級であると記載されている方で、ご自身で字
を書くことが困難な方が利用できる制度です。
お店や会社の広告を載せてみませんか

2022年度

広告募集中

問広報課☎
☎724・2101

詳細は市HP（下記二次元バーコード）をご覧ください。

町田市ホームページ

広報まちだ

対サイトを有する事業主
期間5月～202３年4月（申し込み
は1か月単位）

対市内または近隣市に事業所を有
する事業主
期間4月15日号～2023年4月1日

クセル
費2万5000円（１か月当たり）
募集期間随時
※3か月以上の長期掲載割引、広
報まちだとのセット割引

募集枠数各号3枠（同じ号に最大2
枠まで申し込み可）、いずれも抽選
サイズ縦42mm×横80mm
掲載位置本紙8面下参照
費5万 円（ 各 号1枠 当 た

サイズ縦80ピクセル×横130ピ

もあります。

号の各号（毎月1日・15日発行）

り）
募集期間2月14日㈪まで

町田市民病院職員募集

問同病院総務課☎
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

職

種

募集人員

医事事務
若干名
（大卒程度）

受験資格
200床以上の病床
の病院における職
務経験を3年以上
有する方

日程等

採用

検索

採用日

○受け付け
1月25日㈫まで（必着） 2022年
○試験日
4月1日
2月11日（祝）

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロ
ードできます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験
資格、採用条件等は実施要項をご確認ください。
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凡例

募 集

町田市都市計画審議会

市

民

委

員

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

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

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)

町田市ホームページ URL http://www.city.machida.tokyo.jp/ パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話等でご覧いただけます

催し・講座

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●町田の介護を支える仕事 相談面
接会 介護にかかわる仕事やボラン
ティアに興味のある方のための相談
面接会です。市内の法人と町田市社
会福祉協議会が参加します。未経験
者も歓迎、希望に応じた多様な働き
方等を相談できます。
詳細は
同バンクＨＰ（右記二次元バ
ーコード）
をご覧ください。
対介護施設に就職を希望する方日２
月１９日㈯午後１時～４時場町田商工
会議所定３０人（申し込み順）申２月
１０日までに電話で同バンク（☎
☎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）へ
（同バンクＨＰで申し込みも可）。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

福 祉 サ ポ ー ト ま ち だ
●司法書士による成年後見制度相談
会～成年後見制度、
相続や遺言など、
あなたの悩みにお答えします！
対市内在住で成年後見制度や相続、
遺言などについて司法書士に相談し
たい方日２月１２日㈯午前１０時～午
後４時（相談時間は１人３０分）定１８人
（申し込み順）
●親族後見人のための勉強会 後見
業務のワンポイントアドバイスや家
庭裁判所への報告方法について分か
りやすく説明します。
対親族の後見人としてすでに受任し
ている方、今後親族の後見人の受任
を検討している方日２月１２日㈯午後
２時～４時講司法書士・福島秀郎氏定
２５人
（申し込み順）
◇
場町田市民フォーラム申氏名・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。

カワセミ通信
１７９

町田市長

石阪丈一

冬晴れの朝の薬師池公園。今年も
冬鳥の鴨がやってきました。いつも
の年はキンクロハジロが入るのに、
今年はその代わりに同じく潜水ガモ
のホシハジロの群れが入っていまし
た。
一羽だけですが、オシドリの雄は
今年もいます。
ちょっと驚いたのは、留鳥のカイ
ツブリの幼鳥です。親鳥の後を追い
小魚をねだって鳴いていますが、こ
の冬の季節にまだ幼鳥、ということ
は去年の秋に繁殖した個体というこ
とで、ずいぶんと季節が遅いと思い
ました。
繁殖は春から夏にかけて、と
勝手に思い込んでいたので驚きまし
たが、実は、カイツブリは、２・３月か
ら１０月までと繁殖期が長いようで
す。
そういえば、
親鳥の頭部も赤茶色
の夏羽でした。
この公園は樹林地も多く、この日
は、
池の周りでヤマガラ、シジュウカ
ラ、エナガ、メジロ、ジョウビタキな
ど賑やかでした。
にぎ

問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学の、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことが
ある方日２月１２日㈯午後１時３０分～
４時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申１月１８日正午〜2
月８日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０１１８Ｂへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

まちだ互近助クラブ説明会
対住民が主体となって行う、介護予
防に役立つ活動（体操、運動、趣味の
集まり、食事会等）の担い手となる団
体日２月９日㈬午後２時～４時場市庁
舎定３０人（申し込み順）申１月２８日
までに直接または電話で各高齢者支
援センターの生活支援コーディネー
ターへ（申し込みは１団体２人まで）。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

生活支援団体補助金制度説明会
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民が担い手の中心である
団体日２月４日㈮午後２時～４時場市
庁舎定３０人（申し込み順）申１月２８
日までに直接または電話で各高齢者
支援センターの生活支援コーディネ
ーターへ（申し込みは１団体２人ま
で）。助成の基準や補助金については
各高齢者支援センターへお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６
自由民権資料館

昔の暮らしと運ぶ道具展関連イベント
●①体験講座「学芸員のおしごと体
さて、町田市民の悲願ともいうべ
き、多摩都市モノレール・町田方面延
伸線のルートが昨年末に、東京都の
「多摩都市モノレール町田方面延伸
ルート検討委員会」で決定しました。
２０１６年春の、国の「交通政策審議会
答申」から５年半が経ちましたが、そ
れ以前から、市民の皆さんとともに、
歴代の国土交通大臣、東京都知事・副
知事などに早期整備を陳情してまい
りました。
いよいよ、ルートが決まり事業化
に向けて大きく前進しました。今後
は、モノレール導入空間となる幹線
道路の新設・拡幅の都市計画決定、そ
して、モノレール沿線のまちづくり
の計画策定を東京都と連携して進め
ていきます。
市民の皆さん、事業者の方々、オー
ル町田で、そして国や東京都と協力
して、町田方面延伸の早期実現を目
指してまいります。

験～昔の運ぶ道具を調べてみよう」
学芸員の仕事の一つである資料調
査の体験をします。同館の学芸員が
解説します。
対小学３年生～中学生とその保護者
（２人１組）日１月２９日㈯午後１時３０
分～３時３０分定５組（申し込み順）
●②体験講座「想いを＂運ぶ＂オリ
ジナルカードをつくろう」「すき返
し」という紙すきの技法で、オリジナ
ルのカードと封筒を作ります。
対５歳以上の方
（未就学児の場合は保
護者同伴）
日２月５日㈯午前１０時～正
午、午後１時３０分～３時３０分
（各回と
も同一内容）
講和紙アーティスト・森
島 花 氏 定８人（ 申 し 込 み 順 ）費１人
５００円
◇
場三輪の森ビジターセンター申１月
１８日正午から①１月２７日まで②２月
２日までに、イベントダイヤル（☎
☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
①２２０１１８Ｃ②２２０１１８Ｄへ。
問同館☎
☎７３４・４５０８
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国際版画美術館～館長連続講座

浮

世

絵

を

知

る

●第３期 浮世絵の戯画と風刺画
同館館長・大久保純一氏による連
続講座です。
対中学生以上の方日２月１３日、３月
２０日、いずれも日曜日午後１時３０分
～３時場同館内テーマ「戯画～国芳
を中心に」
「幕末風刺画の隆盛」定５０
人（申し込み順）費各回５００円（資料
代）申１月２０日正午～２月４日にイベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０１２０Ｈへ。
問同館☎
☎７２６・０８６０
犬と楽しく暮らすための

基

礎

講

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日２月１６日㈬午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）
内犬のしつけ、
飼育マナー、
お手入
れの方法等を学ぶ講トリマー・小野
寺香織氏、ドッグトレーナー・森本と
も子氏定２０人
（申し込み順）
申１月１８
日正午～２月１３日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０１１８Ａへ。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７

銅版画一日教室（ドライポイント）
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日３月４日㈮、５日㈯、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館内銅版画のドライ
ポイント技法で単色刷りの小品（約
１５㎝×１２㎝）を制作（道具、材料は
同館で用意）講版画家・馬場知子氏定
各１４人
（抽選、
結果は２月１８日ごろ郵
送）費３０００円申１月２０日〜２月１４日
にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０１２０Ｈへ
（申し込みは１人１日まで）。
問同館☎
☎７２６・２８８９

消費生活センター

く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●①住宅をリフォームする際に注意
したいこと リフォームの基本を知
り、事業者選びのポイントを学びま
す。
日２月９日㈬午後２時～４時講（公財）
住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター
●②トマトの起源や品種改良の歴
史、食文化について学ぶ～野生種か
ら最新の品種まで 玉川大学にしか
ない野生種のトマトの魅力や機能、
最新の品種改良の安全性を学びま
す。
日２月１７日㈭午前１０時～正午講玉
川大学農学部教授・田淵俊人氏
◇
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
民フォーラム定各２０人（申し込み
順）申１次受付＝１月１５日正午～１７
日 午 後７時 に イ ベ シ ス コ ー ド ①
２２０１１８Ｅ②２２０１１８Ｆへ／２次受付
＝１月１８日正午から①２月２日まで
②2月１３日までに、イベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同センター☎
☎７２５・８８０５

文学講演会

カツセマサヒコトーク・イベント
●東京の端、表現の橋 文章をつづ
ることの楽しさや難しさ、インター
ネット時代の自己表現についてお話
しいただきます。文芸創作誌「Ｗｉｔｃｈ
ｅｎｋａｒｅ」主宰でライターでもある多
田洋一氏とカツセ氏のトークもあり
ます。
対１次受付＝１５～２５歳の方、２次受
付＝１５歳以上の方日２月２０日㈰午
後２時～３時３０分場町田市民フォー
ラム定９０人（申し込み順）申１次受付
＝１月１５日正午～２４日午後７時にイ
ベシスコード２２０１２５Ａへ／２次受
付＝１月２５日正午～２月１７日にイベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。
問町田市民文学館☎
☎７３９・３４２０

プレママ・パパクラス、
乳幼児・母性相談
母乳育児相談、
離乳食講習会等のご案内
開催日等の詳細はまちだ子育てサイト（右記二次元バーコ
ード）をご確認ください。
問保健予防課☎
☎725・5471

公開している会議
会議名
町田市都市計画審議会

日

時

会

傍聴のご案内
場

定

員

申し込み

１月２７日㈭午 市庁舎３階第１
３人
電話で都市政策課（☎
☎
（申し込み順） ７２４・４２４７）へ
前１０時から
委員会室

１月２０日までに電話
町田市国民健康保険運 １月２７日㈭午 市庁舎３階第１
３人
☎７２４
で保険年金課（☎
（申し込み順）
営協議会
後２時～４時
委員会室
・４０２７）へ
２月４日までに電話で
町田市スポーツ推進審 ２月７日㈪午後 市庁舎１０階会
５人
ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎
議会
６時３０分から 議室１０－２ （申し込み順）
７２４・４０３６）へ
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民

催し・講座
公

開

講

座

日２月１２日 ㈯ 午 後２時３０分 ～４時
（配信開始は午後２時）内①薬と健康
食品
（サプリメント）②かかりつけ薬
剤師・薬局とは？講①町田市薬剤師
会副会長・大谷芳彦氏②町田市薬剤
師会理事・鯨岡健人氏定９０人（先着
順）／Ｚｏｏｍによるオンライン配信
です。視聴方法等の詳細は町田市薬
剤師会ＨＰ（右記二次元バー
コード）
をご確認ください。
問保健総務課☎
☎７２２・６７２８

●「写真でめぐる世界の旅・日本の
旅」作品募集 旅で出会った風景を
募集します。撮影時のコメントと合
わせて応募してください。写真展の
会期は３月２３日～４月４日です。
定３０人（先着順）費５００円（１人２点
まで）写真サイズハガキ～Ａ４申写真
裏面に応募用紙を貼付し、折り曲が
らないよう封筒などに入れて、２月６
日午前１０時から直接同サロンへ。
●２０２１年 私のこの一枚写真展
皆さんから募集したおすすめの一
枚をコメントと合わせて展示しま

和光大学レクチャーコンサート
●身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方
第５弾～世界のナベサダを語る 渡
辺貞夫氏のデビューからアメリカ留
学、カリフォルニアシャワーの大ヒ
ット、現在の活動と音楽を紹介しま
す（会場からのライブ配信有り）。
対小学生以上の方（ライブ配信はど
なたでも可）日２月２２日㈫午後６時
３０分～８時３０分場和光大学ポプリ
ホール鶴川講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚ
ｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）定会場＝１２５人（申し
込み順）費１６００円（支払いはクレジ
ットカードのみ、ＯＰクレジットカ
ードで購入の場合は１４４０円）申１月
１８日～２月１２日に、小田急まなたび
ＷＥＢサイトで申し込み。
問和光大学企画係大学開放フォーラ
ム☎
☎０４４・９８８・１４３３、町田市文化
振興課☎
☎７２４・２１８４

交通災害共済「ちょこっと共済」２月１日受付開始

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

インターネットでお申し込みいた
だけます。加入コースなどの詳細は
東京都市町村民交通災害共済ＨＰ（下
記二次元バーコード）をご
覧ください。また、
各申込場
所の窓口でも申し込み可能
です。

せせらぎの里
せせらぎの
里
ご参加を

申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ゆうちょ銀行〔郵便局〕
・三菱
ＵＦＪ信託銀行・新生銀行を除く）
共済期間４月１日～２０２３年３月３１日
※４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から適用となります。

町田市自然休暇村

問自然休暇村
☎0267・99・2912

市民の広場

日

鶴

内

プ

ー

ル

間

公

園

●カラダリセット
対１６歳以上の方日毎週水曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で同公園へ
（ 同 公 園ＨＰで 申 し 込 み も
可）。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

時

会

場

費

用

連

絡

１月１５日㊏、１６日㊐午前１０時〜午後４時３０分 国際版画美術館市民展示室

無料

齊藤☎
☎７２５・２３６７

脳トレリズム体操

１月１８日㊋午前９時３０分から

なるせ駅前市民センター

５００円

中川☎
☎０５０・５８７６・４０８６

１０００円 鎌倉古道の会

先

備考（対象等）
最終日午後４時まで

要予約

年齡問わずどなたでもＯＫ

鶴巻☎
☎０９０・７７１７・６２４４

講師（宮田太郎）当日受付

歴史講演会「鎌倉幕府と町田に遺る城砦・古街道」 １月２２日㊏午後１時３０分〜３時３０分

町田市民フォーラムホール

ダンス初級の方でも先生が優しく教えてくれます １月２４日・３１日午後７時〜８時３０分

木曽森野コミュニティセンター ３０００円 山本保子☎
☎７２８・５５５２

講演会「吾妻鏡から紐解く鎌倉殿と御家人」

玉川学園コミュニティセンター ５００円

１月２９日午後２時〜４時

室

●肩膝腰痛改善運動教室
対１６歳以上の方日毎週木曜日（除外
日有り）、午後１時～１時５０
分定２０人費６００円
問同プール☎
☎７９２・７７６１

第61回小・中学生書初展
ピラティスストレッチ

立

●おいでください : 毎月15日号です。掲載された場合、次は3か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の1日～20日
●仲間に : 次回は５月15日号です。次回申込期間は２月１日～４月２０日で
す。
申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎4階）で配布しています（市
検索
HPでダウンロードも可）。
市HP 市民の広場
問広報課☎
☎724・2101

「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間
づくりを応援するコーナーです。
サークル活動のイベントをお知らせする「お
いでください」
のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与し
ていません）
。
また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

名

市

詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。

2日間シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳でスキー・スノー
ボードを行います。詳細は自然休暇村HP（右記二次元バーコ
ード）
をご覧ください。

し

申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

さ が ま ち カ レ ッ ジ

川上村スキー・スノーボードツアー

催

スポーツ

３月講座

２月1９日㈯～２０日㈰

おいでください 特定の期日に行うイベント

●アートの心理学～アート作品を通
して見るこころのメカニズム
対中学生以上の方日３月５日㈯午前
１０時～１１時３０分場ユニコムプラザ
さがみはら（相模原市）講女子美術大
学大学院美術研究科非常勤講師・宮
坂真紀子氏定３０人（申し込み順）費
１２００円申講座案内チラシ裏面の受
講申込書に記入し、郵送またはＦＡＸ
でさがまちコンソーシアム事務局へ
（さがまちコンソーシアムＨＰで申し
込みも可）。
問同事務局☎
☎０４２・７４７・９０３８、
町田
市生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

す。直接会場へおいでください。
日程２月１０日㈭～２０日㈰
＜臨時休館＞

２月７日㈪～９日㈬は、館内整備・清掃
のため休館します。
◇
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン

プロＡ級の先生です

岡田☎
☎０７０・３１２１・７００２

「暮らしに関する相談」は、毎月15日号に
1か月分をまとめて掲載しています

暮らしに関する相談

新型コロナウイルス感染防止のため、休止中の相談があります。今後の開催状況については、
市ＨＰ
（右記二次元バーコード）をご覧いただくか、電話でお問い合わせ
ください。また、少年相談については電話で八王子少年センター
（☎
☎042・679・1082）
へお問い合わせください。
※当面の間、①～⑪は電話での相談も受け付けますので、
希望する方は予約時にお伝えください。
名
①法律相談

称

日

時

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（1月24日～28日、2月11日
ださい
を除く）

対

象

市内在住の方

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※1月21日は予約受付を行いません。次回分
は1月28日から受け付けます。また、2月11日
は祝日のため、2月10日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話で市民相談室
電話予約制（随時）
☎724・2102）へ
（☎

②交通事故相談
1月19日、26日、2月9日㈬
午後1時30分～4時
③人権身の上相談（人権侵害などの問題） 1月21日、28日、2月4日㈮ 午後1時30分～4時15分
④国税相談
1月18日、2月1日㈫
⑤不動産相談
1月25日、2月8日㈫
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
⑥登記相談
1月20日、2月3日㈭
市内在住の方
⑦行政手続相談
1月27日、2月10日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談
2月2日㈬
☎042・679・1082）へ
⑨少年相談
1月25日、2月8日㈫
午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎
⑩国の行政相談
2月1日㈫
電話で市民相談室
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
☎724・2102）へ
（☎
⑪建築・耐震相談
2月2日㈬
☎721・4842）へ
⑫電話による女性悩みごと相談
月～土曜日
午前9時30分～午後4時
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
※法律相談有り＝要予約
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（祝休日、第3水曜日を除く）
（水曜日のみ午後1時～8時）
☎ 721・
⑬電話による性自認及び性的指向
毎月第2水曜日
市内在住、
在勤、
電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
午後3時～8時
1162）
へ
に関する相談
（祝休日を除く）
在学の方
月～土曜日
午前9時～正午、
⑭消費生活相談
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
（祝休日を除く）
午後1時～4時
⑮空家に関する相談
A=1月28日、B=2月10日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
A=2月14日㈪
午前9時～正午
市内に家屋を所有の方
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
☎724・4269）へ
（☎
B=2月28日㈪
（相談時間は50分）
（空家・居住中問わず）
司法書士・税理士・宅地建物取引士）
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日に相談を実施。

町田市メール配信サービス 防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

申告は3月15日まで

市民税・都民税（個人住民税）の申告
▶申告が必要な方
2022年1月1日現在、町田市に住所がある方は原則、申告が必要です。ただ
し、
次に該当する方は申告の必要はありません。
①所得税の確定申告をする方
②給与収入のみ、公的年金等の収入のみ、またはその両方の収入のみがある
方で、
「給与支払者」
「公的年金等支払者」から市へ支払報告のある方（源泉徴
収票に記載のない控除は申告が必要）
③市内在住の方の
「同一生計配偶者」または「扶養親族」となる方（ただし、収
入がある場合で上記①②に該当しない方は、申告が必要）
【ご注意を】
○上記①～③に該当しない方は、収入がなかった場合（非課税所得のみの場合
も含む）
でも申告が必要です。
○確定申告をしていても事業所から給与支払報告書の提出がない場合は、本
人へ資料の提出を求めることがあります。

▶申告に必要なもの
①申告書
（令和4年度 市民税・都民税申告書）
②マイナンバー
（個人番号）記載にあたっての本人確認書類等
③源泉徴収票等の前年中の収入を証明できる書類
④各種控除を証明できる書類（「医療費控除の明細書」等）
※③④は該当する方のみ。
※詳細は「令和4年度申告書の書き方と添付・提示書類」
（上記二次元バーコー
ドでダウンロードも可）
をご覧いただくか、
市民税課にお問い合わせください。

郵送での申請にご協力ください

【郵送での申告】
申告書（市ＨＰでダウンロードも可）に必要事項を記入し、添付書類等（写し
可）
を同封のうえ、
郵送で市民税課へ。
※記入方法が分からず記入していない項目がある場合でも、必要な添付書類
がそろっていれば受け付けます。
※郵送の際、受け付けの控えを希望する場合は、返信用封筒（切手を貼付し申
告者の宛先を明記）
を同封してください。
【会場での申告】
入場の際に整理券を配布します。混雑時は入場をお断りする場合がありま
す。

市民税・都民税申告
会

受付日程

場
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新型コロナウイルス感染防止のため、
原則郵送での申告を

税の申告受付スタート

▶申告方法

検索

期間・期日

受付時間

市庁舎1階 みんなの広場

2月1日㈫～3月15日㈫
※土・日曜日、祝休日を除く

午前9時～午後4時

市民税課（市庁舎2階、205窓口）

2月20日㈰、27日㈰

南市民センター ホール

2月10日㈭

忠生市民センター ホール

2月15日㈫

小山市民センター ホール

2月17日㈭

堺市民センター ホール

2月22日㈫

鶴川市民センター ホール

2月24日㈭、25日㈮

なるせ駅前市民センター ホール

3月3日㈭

午前9時30分～11
時30分、午後1時～
3時30分

※市庁舎以外の会場では午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることが
あります／添付書類は申告書類に貼らずにお持ちください／各会場には税務署職員がい
ないため、確定申告の相談はできません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮くだ
さい／日曜日に市庁舎へおいでの際は、南出入口からお入りください。

ご利用ください
2 月上旬以降、市 HP で市民税・都民税の税額の試算、申告書の作成がで
きます。作成した申告書は印刷し、提出できます。
【配偶者控除の改正に伴う申告】
2019年度から、前年の合計所得が1000万円を超えている方が確定申告等
をしない場合には、
市では「同一生計配偶者」の情報を把握できないため、本人
または配偶者の方の申告が必要になる場合があります。
【上場株式等の譲渡所得等・配当所得等に係る課税方式】
所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択する場合は、3月15日まで
に確定申告書第二表の記載欄で選択いただくか、確定申告書とは別に市民税

問市民税・都民税について＝市民税課☎
☎724・2114、2115／所得
税、贈与税、消費税について＝町田税務署☎
☎728・7211／事業税に
ついて＝八王子都税事務所個人事業税係☎
☎042・644・1111
・都民税申告書（上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選
択用）の提出が必要です。
【確定申告書第二表｢住民税に関する事項」の記入】
確定申告書を提出する方が、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除の適
用を受けるためには、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入が必要
です（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を申告しないことを選択した場合
は適用されません）。また、ふるさと納税等による寄附金税額控除の適用を受
ける場合も、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入が必要です。
※確定申告書の提出により、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効と
なるため、寄附金控除を申告する必要があります。
【複数の事業者から給与を受給している方】
2か所以上の事業所から給与支払いを受けている方は、原則として前年特
別徴収を行った事業所で特別徴収が行われ、前年特別徴収を行った事業所が
ない場合は、給与の支払金額が一番多い事業所で行うことになります。主たる
給与を受けている事業所の指定を希望する方は、特別徴収を行う事業所を記
入した「市民税・都民税申告書」を提出する必要があります。
【給与の他にも所得がある方】
給与以外の所得に係る個人住民税について、個人で納付する普通徴収を希
望する方は、
「確定申告書」または「市民税・都民税申告書」に普通徴収を希望す
る旨を記入していただく必要があります。
※この申告は毎年必要です。

町田税務署からのお知らせ
確定申告書の作成・提出について
申告書作成会場は下表のとおり開設しますが、新型コロナウイルス感染防
止のため、提出は自宅からe-Taxでの送信や郵送等をお願いします。
申告書の作成は、国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」をご利用くださ
い。スマートフォンでも申告できます。操作方法等の相談は、ヘルプデスク（☎
☎
0570・01・5901）へ。申告書や申請書など様式のすべては、国税庁ＨＰで入手
できます。

申告書作成会場の開設期間
（土・日曜日、
祝休日を除く）
会

場

期

間

時

間

町田税務署
別館会議室

2月1日㈫～15日㈫

受け付け＝午前8時30分～午後4時
相談＝午前9時～午後5時

ぽっぽ町田
地下1階

2月16日㈬～3月15日㈫

受け付け＝午前8時45分～午後4時
相談＝午前9時～午後5時

※2月20日、27日の日曜日は開場します／2月1日～3月31日は、町田税務署の駐車場は使
用できません。

【申告書作成会場への入場には、入場整理券が必要です】
入場整理券は、当日会場で配布するほか、LINEアプリで国税庁
LINE公式アカウント（右記二次元バーコード）を友だち追加してい
ただくことで、事前に日時指定 の入場整理券を入手できます。
【税理士による無料申告相談は事前申込制となりました】
申電話で事前申込専用番号（☎
☎0570・00・7693、受付時間＝月～金曜日、午
前9時～午後6時）へ（事前申込サイト〔右記二次元バーコード〕で申
し込みも可）／税務署、市役所、税理士会及び各会場施設での電話
申込は受け付けていません。

税理士による無料申告相談日程
会

場

期

日

堺市民センター

1月26日㈬、27日㈭

鶴川市民センター

1月28日㈮、31日㈪、2月1日㈫

忠生市民センター

2月2日㈬、3日㈭

南市民センター

2月4日㈮、7日㈪、8日㈫

時

間

午前9時30分～11時30分、
午後1時～4時
（事前申込制）

※年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成し提出でき
ます
（住宅ローン控除を新規で受けられる方、配当所得のある方や土地、建物及び株式など
の譲渡所得がある方は相談対象外です）／相談時間は30分程度です。30分を超える相談内
容は対応できません／来場の際は、前年の申告書等控えや源泉徴収票等、申告に必要な書
類、筆記具、計算器具及びマイナンバーに係る本人確認書類（マイナンバーカードまたは通
知カード等の番号確認書類及び運転免許証等の身元確認書類）の写し等を持参してくださ
い。

【マイナンバーカードでe-Tax！機能も拡大中】
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、初めての方でもe-Tax
で申告できます。ふるさと納税や医療費控除の予定がある方はぜひご利用
ください。
問e-Taxについて＝町田税務署☎
☎728・7211、マイナンバーカードについ
て＝町田市市民課☎
☎860・6195
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聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。

町田市体育協会加盟団体の皆さん
が東京都表彰を受賞しました
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

町田市体育協会の吉原修会長と事務局の皆さん、
町田市軟式野
球連盟理事長の鈴田良男氏、
町田市弓道連盟顧問・町田市体育協
会副理事長の西井義昭氏、
町田市水泳協会の皆さんが東京都表
彰の受賞報告のため、
１１月１２日に市庁舎を訪れました。皆さんが
受賞の喜びを語られ、
市長からはお祝いの言葉が贈られました。
○令和３年度東京都功労者表彰（スポーツ振興功労）
・町田市軟式野球連盟理事長 鈴田良男氏（個人受賞）
○令和３年度東京都スポーツ功
労賞
・町田市弓道連盟顧問・町田市
体育協会副理事長 西井義昭氏
（個人受賞）
・町田市水泳協会（団体受賞）

問同館☎
☎７３９・３４２０

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２
第７回ＤＡＩＨＡＴＳＵ日本障がい者バドミントン選手権
大会が開催されます。東京２０２０大会のメダリストをは
じめ有力選手が多数出場する国内最大級の大会です。
国内トップ選手のプレーを間近で観ることができる
機会です。
※新型コロナウイルス感染症の国内感染状況により、
無観客になることもあります。最新情報は市ＨＰ（下記
二次元バーコード）をご確認ください。
日程１月２９日㈯、３０日㈰
場市立総合体育館
み

まちだの体力向上プロジェクト
気軽にトレーニング習慣をつけて
みませんか。
【体ほぐし教室】
詳細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧くださ
い。
対市内在住、在勤の６５歳以上で日常
的に体を動かしている方等
日２月１７日㈭①午前１０時から②午
前１１時から、２月１８日㈮③午前１０
時から④午前１１時から（各回４０分）
場鶴川市民センター
内①③楽しさ重視・音楽を聴きなが

５７５７７展

らヨガマットを使用して体をほぐす
②④個人で行う体力保持
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各１０人（申し込み順）
費１００円
申１月１９日正午～２月１５日にイベン
トダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２０１１９Ｂへ。
スポーツ教室おすすめ動画配信中
市ＨＰ（右記二次元バー
コード）で視聴できます。

新型コロナワクチン３回目追加接種
接種券を順次発送しています
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎
☎７３２・３５６３

接種券が届き次第、
接種の予約を取ることができます。３回目接種は、
２回目の
接種日から７か月経過した日以降になります。詳細は、町田市コロナワクチン特
別号または、接種券に同封する書類をご覧ください。
町田市コロナワクチン特別号
を全戸配布しました。市ＨＰ
（右記二次元バーコード）から
も閲覧できます。

生は保護者１人同伴。子ども２人と保
護者１人での参加も可。未就学児含む
参加者以外の方の見学はできません。
【パネル展
「体験講座成果展２０２１」】 道協会による、いけばな展示を予定 日１月２９日㈯、午前１０時３０分～１１時
１５分、午前１１時３０分～午後０時１５
２０２１年度に開催した体験講座の しています。
様子を、
パネル展示で紹介します。
日１月２５日㈫～２月６日㈰、午前１０時 分、午後１時３０分～２時１５分、午後２
日１月２４日㈪～２月４日㈮、午前８時 ～午後５時
（入場は午後４時３０分まで） 時３０分～３時１５分、午後３時３０分～
４時１５分／各回とも同一内容です。
３０分～午後５時（ただし１月２４日は 休館日１月３１日㈪
講相原ガラスフュージング千の花
午後１時から、２月４日は正午まで）／ 場国際版画美術館市民展示室
定各１０人（申し込み順）
土・日曜日、
祝休日を除く
関連イベント 
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
①ガラスフュージングでストラップ 費５００円
②ガラスに彫ってみよう

を作ろう
ペン型の回転工具を使ってガラス
さまざまなガラスパーツを組み合
【
「ボヘミアン・グラス ザ・ベスト」
展】
市のガラス作品のコレクションの わせて、１人ひとつストラップを作 のコップに好きな文様を彫ります。
対小学３年生以上の方／未就学児含
中から、
ボヘミアン・グラスの優品約 ります。
３０点を展示します。会期中、町田華 対５歳以上の方／未就学児及び小学 む参加者以外の方の見学はできませ

町田市立博物館出張展示

問同館☎
☎７２６・１５３１

広

告

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎
☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせください。

新型コロナワクチンに関する一般
的な問い合わせ先（多言語対応可）
厚生労働省新型コロナワクチンコ
ールセンター錆０１２０・７６１７７０

ん。
日２月５日㈯、午後１時～２時、午後３
時～４時／各回とも同一内容です。
講ガラス作家・後閑博明氏
定各１６人（申し込み順）
費５００円
◇
場国際版画美術館
申①１月２１日正午～２５日②１月１９
日正午～２５日に、イベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード①２２０１２１Ｂ②２２０１１９Ｃへ。
※詳細は市立博物館ＨＰまたはＴｗｉｔｔ
ｅｒ（ 右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。

１0

１８

円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

「５７５７７」の３１文字で表現される「短歌」をテーマにした体験型
の展覧会です。現代短歌の作品を鑑賞するだけでなく、皆さんが手
を動かし、
頭をひねることで、短歌の世界をより一層楽しめます。
会期１月２９日㈯～３月２７日㈰、午前１０時～午後５時
場同館２階展示室
休館日毎週月曜日
（ただし、
３月２１日は開館）
、
２月１０日㈭、
３月１０日㈭
関連イベント 
【①対談
「短歌を外の世界へ届け 通点・相違点などについてお話
るために」 鈴掛真×天野慶】
しします。
出品作家で歌人の鈴掛真氏と 日３月６日㈰午後２時～４時
歌人・天野慶氏が、本展の魅力や 定５０人（申し込み順）
出品作品の解説、短歌をめぐる
◇
表現の可能性についてお話しし 申①２月４日正午～２０日②２月４
ます。
日正午～３月３日に、イベントダ
日２月２３日㈷午後２時～４時
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）または
定５０人
（申し込み順）
イベシスコード①２２０２０４Ａ②
【②対談
「歌人とコピーライター ２２０２０４Ｂへ。
の幸せな関係」 伊藤紺×秋山
岡野大嗣氏の短歌教室、ワー
智憲】
クショップなども開催していま
出品作家でコピーライターの す。関連イベント等の詳細は同
伊藤紺氏と秋山智憲氏が、短歌 館ＨＰ（右記二次元バ
を始めるきっかけやコピーを書 ーコード）をご覧く
くことと、作歌をすることの共 ださい。

問スポーツ振興課
☎７２４・４０３６
今号の広報紙は、 万２０８６部作成し、１部当たりの単価は

町田市民文学館

パラバドミントンの日本選手権が町田で開催されます

