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お知らせ

国民年金制度

学 生 納 付 特 例 の ご 案 内
国民年金制度には、２０歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される「学生納付特例
制度」
があります。利用を希望する方
は、
年度ごとに申請が必要です。必要
書類等、
詳細は市ＨＰをご覧ください。
問保険年金課☎
☎７２４・２１２７
国の行政相談

特

設

相

談

対 対象

凡例

会

総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日５月１７日㈫午前１０時～午後３時場

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

忠生市民センター１階ロビー／行政
苦情１１０番（総務省行政相談センター
きくみみ東京）
〔☎０５７０・０９０１１０、ＩＰ
電話の方☎
☎０３・３３６３・１１００〕
でも相
談を受け付けています。
問広聴課☎
☎７２４・２１０２
高齢者・障がい者のための

福

祉

法

律

相

談

法律に関する問題について、弁護
士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者日毎月
第３火曜日、午後２時～４時３０分（５月
１７日のみ午前９時～正午）／１人３０
分程度場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

町田市名誉市民に森村誠一氏

問秘書課☎
☎７２４・２１００

市内在住で作家の森村誠一氏へ 森村氏の名誉市民の顕彰は、畦地
町田市名誉市民の称号を贈りまし 梅太郎氏、白洲正子氏、三橋國民
た。
名誉市民とは、町田市民または 氏、荒谷俊治氏、伊賀健一氏に次い
市に縁故が深く、その功績が顕著 で、６人目となります。
で市民の尊敬に値する方に贈られ
る称号です。
森村氏は、１９３３年に埼玉県熊
谷市に生まれ、１９９１年から町田
市に居住されています。
『高層の死
角』で本格的に作家デビューを果
たし、代表作
『人間の証明』で推理
作家としての確固たる地位を築か
れました。また、２００２年に「町田
市文学館開設準備懇談会」の会長
に就任し、２００６年１０月の町田市
民文学館の開館に向けて、多大な
ご尽力をいただきました。
さらに、２０１０年には森村氏の
【森村誠一氏の主な受賞歴】
貴重な原稿や直筆ノート等２３６点
第15回江戸川乱歩賞
をご寄贈いただくなど、町田市の 1969年『高層の死角』
文学・文化発展に大いに貢献され
第26回 日 本 推 理 作 家 協 会 賞
1973年
『腐蝕の構造』
ました。
森村氏は、称号の受賞の挨拶で 1974年 第10回小説現代ゴールデン読
者賞
『空洞の怨恨』
「このような素晴らしい栄誉をい 1976年 第3回角川小説賞『人間の証明』
ただき、
ありがとうございます。皆 2003年 第7回日本ミステリー文学大賞
様に心より感謝申し上げます」と 2008年 第10回加藤郁乎賞『小説道場』
喜びの気持ちを述べられました。 2011年 第45回吉川英治文学賞『悪道』

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

赤十字の活動にご協力ください

５月は赤十字運動月間です
日本赤十字社は、皆さんの善意に
よって支えられている活動資金によ
り、国内外における災害や紛争によ
る被災者への救援活動や献血の推進
など、生命と健康を守るための活動
を行っています。赤十字運動月間に
当たり、町内会・自治会の方が、赤十
字の協賛委員として皆さんのご自宅
を訪問させていただき、活動資金の
ご協力のお願いに伺う場合がありま
す。ご理解ご協力をお願いします。
問福祉総務課☎
☎７2４・２５３７

令和４年３月福島県沖地震災害
義 援 金 の 受 け 付 け
日本赤十字社では、令和４年３月福
島県沖地震災害義援金を６月３０日㈭
まで受け付けています。
〇義援金箱の設置場所
福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、各連
絡所等の窓口

問 問い合わせ

〇ゆうちょ銀行での振替による送金
窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１３０－７－４２１１８４加入
者名日赤令和４年３月福島県沖地震
災害義援金／受領証発行希望の方
は、通信欄に「受領証希望」と明記し
てください。
〇銀行による送金
振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５７９、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５７７、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５４５口座名
義日本赤十字社（３行共通）／受領証
発行希望の方は、氏名（受領証の宛
名）
・住所・電話番号・寄付日・寄付額
・振込金融機関名と支店名を日本赤
十字社パートナーシップ推進部へご
連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎
☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎
☎７２４・２５３７

市民税・都民税課税（非課税）証明書を発行します

問市民税課☎
☎７２４・２８７４

次の日程で、今年度の市民税・都民 月１６日以降）に申告した場合、今回
税課税
（非課税）
証明書を発行します。 お知らせする証明書発行開始日に申
①給与から市民税・都民税が差し引 告内容の反映が間に合わない場合が
かれる方＝５月１８日以降
あります。
②個人で納付する額がある方または 発行場所市民課（市庁舎１階）、市民
公的年金から市民税・都民税が差し 税課（市庁舎２階）、各市民センター、
引かれる方＝６月１０日以降
各連絡所
※①と②の両方に該当する方は６月 費１通につき３００円（コンビニエン
１０日以降の発行になります。マイナ スストアでの自動交付サービスをご
ンバーカードをお持ちの方は、６月 利用の場合は１５０円）
１０日以降にコンビニエンスストア 【本人確認書類をお持ちください】
での証明書自動交付サービスがご利
証明書交付申請のために窓口に来
用いただけます。
庁する方は、下表の本人確認書類を
※新型コロナウイルス感染症の影響 お持ちください。
により３月１５日までに所得税確定申
本人に代わって請求する場合は、
告を行うことが困難な場合、４月１５ 委任状等の書面及び窓口に来庁する
日まで申告期限の延長を申請するこ 方の本人確認書類をお持ちくださ
とが可能となりましたが、延長後（３ い。
本人確認書類 （①は1点、②は2点、または②1点＋③1点で確認）
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバー
① カード
（写真付き）
、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード（写
真付き）
、
身体障害者手帳、療育手帳など
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真無し）、生活保
② 護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付される仮
証明書や引換書類、
本人宛納税通知書など
③ 学生証、
法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど

市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ
２０２２年度の納税通知書・税額通
知書を右表のとおり発送します。納
期限までに納付をお願いします。
※納税通知書到着後から１週間程度
は、窓口が大変混み合いますのでご
注意ください。
問個人の市・都民税について＝市民
税課☎
☎７２４・２１１４、２１１５、法人市民
税 に つ い て ＝ 市 民 税 課 ☎ ７２４・
３２７９、軽自動車税について＝市民
税課☎
☎７２４・２１１３、固定資産税・都
市計画税について＝資産税課☎
☎７２４
・２１１６
（土地）
、２１１８（家屋）、２１１９
（償却資産）
、口座振替について＝納
税課☎
☎７２４・２１２１

個人の市･都民税

法人市民税

軽自動車税
（種別割）

固定資産税・都市計画税

発送日

6月10日
給与差し引きの方＝5月18日に
勤務先へ税額通知書を送付

－

5月11日
（※1）

5月2日（※2）

納期限

第1期納期限＝6月30日

－

5月31日

第1期納期限＝5月31日

収益事業を行
①生活保護法の規定による保護
っていない公
減免制度 を受けている方
益社団法人及
（※3） ②災害で住宅や家財に損害を受
び公益財団法
けた方 等
人等
（※4）
※1
※2
※3
※4
※5

①集会所や福祉施設、また一般に開放された遊び
身体や精神に障がい
場や公園等、公益のために専用する固定資産（有料
のある方が使用する
で利用するものは除く）
軽自動車等で、障がい
②災害等により価値を著しく減じられた固定資産
の程度が一定の要件
③生活保護法により生活扶助を受けている方など
に該当する場合
（※5）
の固定資産

☎724・2113）
へご連絡ください。
5月18日までに届かない場合は、
市民税課諸税証明係
（☎
☎724・2530）
へご連絡ください。
5月13日までに届かない場合は、
資産税課管理係
（☎
各税目の納期限までに申請が必要です。
申請を希望する方は納付前にご相談ください。
該当すると思われる法人には、
個別にご案内します。
減免可能な台数は、
普通自動車、
軽自動車、
二輪車及び原動機付自転車等を含めて、いずれか１台限りです。
福祉事業に専用する車両等についても、
減免となる場合があります。
手続きに関する詳細は、市HPをご覧ください。

スマホ・パソコンで！簡単納付！ 問納税課☎
☎７２４・２１２１
スマートフォンを利用してキャッシュレスで市税の
納付ができます。詳細は市HPをご覧いただくか、
お問い
合わせください。

市税のお支払いが困難な方は早めのご相談を
問納税課☎
☎７２４・２１２１
災害や病気等やむを得ない理由（新型コロナウイルス感染症の影響による相当の収入減少を含む）で市
税の支払いが困難な方には、事情に応じた納税相談を実施しています。納税通知書が届きましたら、お早
めにご相談ください。



