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日時・期間
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講師
費用
（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり
（下欄※参照）

全国の事業所・企業を対象に同調査を
実施します。顔写真付きの調査員証を
身に着けた調査員が市内の事業所に伺
い、外観調査や調査票の配布を行います。

お知らせ
人権擁護委員が再任、
就任されました

井口明子さん、大野良昭さんが4月に
再任され、星野和子さんに代わり、鈴
木貴子さんが4月から就任されました。
任期は3年間です。
相談・情報課☎内線2215

行政相談委員が再任されました

藤原國平さん、寺田美枝子さん、荒
井正雄さん、田谷好美さんが4月に再
任されました。任期は2年間です。
相談・情報課☎内線2215

教育センターでの業務を
再開しました

ご理解とご協力をお願いします。
※調査員には統計法により守秘義務が
課せられています。また、調査内容を
統計資料の作成以外に使うことは一切
ありません。
企画経営課☎内線2117

2019年工業統計調査に
ご協力ください

製造業を営む事業所を対象に、6月1
日を期日として実施する調査です。5月
中旬から顔写真付きの調査員証を身に
着けた調査員が伺いますので、ご協力

をお願いします。
※調査員には統計法により守秘義務が
課せられています。また、調査内容を
統計資料の作成以外に使うことは一切
ありません。
企画経営課☎内線2117

耐震補強等工事が完了し、5月7日か
ら教育委員会総務課、学務課、指導課、
総合教育相談室が同センター（下連雀
9-11-7）
で業務を再開しました。
総務課☎内線3252
「土砂災害警戒区域等に係る住民

説明会」を開催します

5月は赤十字社員
（会員）
増強運動月間です

運動期間中、町会・自治会の方が募
金のお願いに各家庭を訪問します。募
金 は、災害救護・ 支援活動 を はじ め、
医療・献血事業、福祉施設の運営など、
日本赤十字社が行う人道的活動に活用
されます。

※募金は、三鷹市募金委員会事務局で
も受け付けます。
同事務局
（福祉センター内）
☎46-1108

自動交付機・コンビニ交付の
一時停止のお知らせ

税の年度切り替えに伴う更新作業の
ため、証明書の交付を一時停止します。
6月2日㈰終日
※作業の状況により、停止時間を変更
する場合があります。
市民課☎内線2326

「経済センサス基礎調査」に
ご協力ください

6月1日から令和2年3月31日の期間に、

東京都では、
「土砂災害防止法」に基
づき市内を調査し、土砂災害警戒区域
等の指定を予定しています。これに先
立ち、住民説明会を開催します。

6月2日㈰午前11時～正午＝井の
頭コミュニティセンター新館、午後3時
～4時＝大沢コミュニティセンター
当日会場へ

都建設局河川部計画課☎03-53205429、市防災課☎内線4511

三鷹市職員の公益通報制度

市では、組織の自浄作用により市政
の透明性を高め、常に適法・公正なも
のとするため、平成19年1月から市職
員の公益通報制度を定めています。
市職員が市の事務事業に関し法令違
反の事実などを知った場合は、庁内の
公益通報委員会に通報し、同委員会が
調査・市長などへの報告を行います。また、
通報内容に違法・不当な事実があった
場合は、直ちに是正措置を講じます。

みなさんの寄付をまちづくりに役立てています
企画経営課☎内線2113
（寄付に関する相談）
市では、寄付していただいた方々のご厚意を趣旨に沿った事業などに活用
させていただいています。今後も引き続き、みなさんからのご支援をお願い
いたします。
◆ ご協力いただいた方
（平成31年4月）
（敬称略）
【都市の整備・自然環境のために】 郷田正巳
そのほか、匿名での寄付をいただきました。

10,000円

※市への寄付は、所得税の寄付金控除や個人住民税の寄付金税額控除の対象に
なります。確定申告を行わなくても控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ
特例制度」を利用する方はマイナンバーと本人確認書類の写しの提出が必要です。
寄付は、市役所窓口のほか、インターネットからも申し込みができます。詳し
くは市ホームページ「ふるさと納税特設サイト」 http://www.city.mitaka.tokyo.
jp/furusato_nouzei/をご覧ください。

※

申し 込 み記入例
あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

なお、30年度は、公益通報の実績は
ありませんでした。
政策法務課☎内線2216

市内の空間放射線量測定結果

市では、定点観測地点
（6カ所）
と市内
公共施設などで、地上5㎝・1m 地点で
の空間放射線量を測定しています。4月
16日～5月14日に実施した6カ所の測
定では、一般的な目安（毎時0.24マイ
クロシーベルト）
を超える場所はありま
せんでした。詳しい測定結果は、市ホー
ムページまたは市公式ツイッターから
ご覧ください。
環境政策課☎内線2524

１. 行事・事業名
（希望日・コー
ス・回）
２.郵便番号・住所
３. 氏名
（ふりがな）
４.年齢
（学年）
５. 連絡先
（電話番号・ファク
ス番号・メールアドレス）
６.そのほか必要事項
（保育・
手話希望の有無など）

市ホームページをご覧ください。
市民税課☎内線2342

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者が、自身の土地
や家屋の価格と市内のほかの価格を比
較できます。

5月31日㈮までの午前8時30分～午
後5時
市内に所在する土地、家屋の固定資
産税の納税者

運転免許証、マイナンバーカードな
どの本人確認書類
（代理人の場合は納税
者の委任状と代理人の本人確認書類）
を
資産税課
（市役所2階28番窓口）
へ
同課☎内線2363

家屋調査にご協力ください

市民税・都民税の納税通知書を
6月3日㈪に発送します

期限までに納付をお願いします。市
民税・都民税を給与から差し引くこと
（特
別徴収）
を希望する場合、勤務先へ通知
書を持参し、早めの手続きをお願いし
ます。

※給与から特別徴収されている方は、
勤務先を通じて市民税・都民税税額を
通知します。
◆2019年度の課税
（非課税）証明書は6
月3日から取得できます
発行は自動交付機、コンビニエンス
ストア、市民課総合窓口
（市役所1階）
、
市民税課（市役所2階27番窓口）
、市政
窓口をご利用ください。
※地方税法等 の 改正 に 伴 い、2019年
度から配偶者控除および配偶者特別控
除の見直しが行われました。詳しくは、
通知書に同封したパンフレットまたは

令和2年度固定資産税・都市計画税
の課税のため、家屋の現況調査を行っ
ています。平成31年1月2日以降に新築・
増改築した家屋は、事前に連絡のうえ、

市職員
（固定資産評価補助員）が間取り
の確認などに伺います。
※取り壊した家屋があるときは、法務
局
（登記所）への届け出とともに、資産
税課へもご連絡ください。
同課☎内線2364

国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の年金からの引き落としを
口座振替に変更できます

振り替えを希望する口座の内容が分
かるものと届出印、保険証を納税課
（市
役所2階24番窓口）
へ
※8月の年金引き落とし分から変更した
い方は、5月31日㈮までに申請してくだ

（敬称略）

三鷹市社会福祉協議会への寄付（3 月分）
●一般寄付
中山仁
100,000円
ICU Wind-BrassEnsemble 48,000円
寺門都
10,000円
真貝千暁
5,000円
第23回福祉映画会
3,662円
根道一男
2,000円
いきいきコーラス
494円
匿名（2件）
20,000円
●一円硬貨募金
㈱いなげや三鷹牟礼店
40,682円
牟礼明
14,368円
㈱コモディイイダ三鷹店
12,087円
㈱まちづくり三鷹
6,417円
みたかボランティアセンター 6,391円
高齢者福祉センター
6,066円
季寄せ蕎麦柏や
5,023円
ミタカノイス
4,076円
四ツ葉ときわクラブ
3,323円

朝日湯
2,186円
三鷹上連雀郵便局
1,528円
みんなの家6丁目
1,425円
㈱花のサンライズ
1,381円
くぬぎ会
1,335円
堀合友の会
1,319円
上二親交クラブ
1,091円
NPO法人 Human Loop人の輪 655円
㈱エコスTAIRAYA三鷹新川店 590円
パーラーツバサ三鷹店
437円
三鷹市赤十字奉仕団
323円
三鷹モダンタイムス
245円
㈱ AZUMA
197円
南浦整骨院
183円
三鷹駅前市政窓口
115円
匿名（1件）
2,655円
●福祉基金
千代乃湯

の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）
。

13,765円

