●窓の断熱改修工事︵必須︶
耐震改修などをした
●床、天井か壁の断熱改修工事
住宅の固定資産税を
※併用住宅では住宅部分の面積
減額します
が２分の１以上
※改修後３か月以内に申告書を ※改修後の住宅の床面積が 平
メー
提出してください。
方 ト
以
ル 上
※詳しくは、お問い合わせくだ ※新築住宅特例、耐震改修特例
さい。
を受けている期間は適用され
ません。
耐震改修をした住宅
※省エネ改修特例の適用は１回
平成 年３月 日までに耐震
限りです。
改修工事をした住宅で、次の全 ▽減額割合
●通常の住宅の場合…３分の１
ての要件を満たす場合、翌年度
を減額
分の家屋の固定資産税を一定の
●認定長期優良住宅に該当する
割合減額します。
こととなった通常の住宅の場
▽対象
●昭和
年１月１日以前に建築
合…３分の２を減額
された住宅
※認定長期優良住宅に該当する
●併用住宅では住宅部分の面積
場合は、認定通知書︵写し︶
が２分の１以上
を添付してください。
●耐震改修に１戸当たり
万円
バリアフリー改修を
を超える費用を要した住宅
した住宅
※減額対象床面積…１戸当たり
メー
１２０平方 ト
相
平成 年３月 日までにバリ
ル 当分まで
※耐震改修特例の適用は１回限 アフリー︵居住安全︶改修工事
をした住宅で次の要件を全て満
り
メー
たす場合、１００平方 ト
分まで
▽減額割合
ル
●通常の住宅の場合…２分の１
を限度に翌年度分の家屋の固定
を減額
資産税の３分の１を減額します。
●認定長期優良住宅に該当する
▽対象
●バリアフリー改修工事︵廊下
こととなった通常の住宅の場
の拡幅、手すりの取り付け、
合…３分の２を減額
階段の勾配の緩和、床の段差
※認定長期優良住宅に該当する
の解消、浴室の改良、引き戸
場合は、認定通知書︵写し︶
の取り替え、便所の改良、床
を添付してください。
表面の滑り止め化︶で、補助
省エネ改修をした住宅
金などを除く自己負担額が
万円を超える費用を要した住
平成 年３月 日までに一定
の省エネ︵熱損失防止︶改修工
宅
●新築された日から
年以上を
事をした住宅で次の要件を全て
経過した住宅︵賃貸住宅を除
満たす場合、１２０平方 メーまで
ト
ル
く︶
を限度に翌年度分の家屋の固定
●併用住宅では住宅部分の面積
資産税を一定の割合減額します。
が２分の１以上
▽対象 平成 年１月１日以前
●次のいずれかの方が居住する
に建築された住宅︵賃貸住宅
既存の住宅
を除く︶で、次の改修工事に
補助金などを除く自己負担額 ＊ 歳以上の方︵工事が完了し
た翌年の１月１日現在︶
が 万円を超える費用を要し
た住宅
＊要介護認定か要支援認定を受
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て、成人式を行います。
▽日時 平成 年１月８日㈪
午前 時〜 時 分︵ 時
分から受付︶
▽場所 秋川キララホール
▽対象 平成９年４月２日から
平成 年４月１日までに生ま
れた方
▽その他 成人を迎えられる方
には、案内状を送付します。
該当する方で、案内状が届い
ていない方はご連絡くださ
い。
※現住所が市外で、市内の小・
中学校を卒業し、あきる野市
成人式に参加を希望する方は
ご連絡ください。
▽問合せ 生涯学習推進課生涯
学習係︵直通５５８・２４３
８︶

秋川流域子ども体験塾

・日の出町・檜原村︶子ども
体験塾実行委員会
▽その他
●駐車場に限りがあります。
●中学生の部では、一般道路を
利用するため、付近の道路が
通行止めになります。
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶

小中学生駅伝大会

新小・中学生の保護者に
月中旬から
入学通知書を送ります

▽次のいずれかに該当する方は

ご連絡ください。
●入学通知書が届かない方
●入学通知書を受け取った後、
転居か転出した方
●平成
年３月末までに転居か
転出する予定の方
●国立、都立、私立の小・中学
校などに入学する方︵入学決
定後、入学許可書とはんこを
お持ちの上、届け出てくださ
い︶
●外国人の方で入学を希望する
方︵就学願を提出している方
は不要︶
▽問合せ 教育総務課学務係

あきる野市、日の出町、檜原
村の小中学生が走りますので、
ご声援をお願いします。当日は
ゲストに元ヤマダ電機女子陸上
部の中山亜弓さんを招き、子ど
も達に指導やアドバイスなどを
行います。
月９日㈯ 午前８時
▽日時
分開会︵雨天実施、荒天中
止︶
▽場所 都立秋留台公園陸上競
技場と周辺コース
▽種目
●小学生の部
＊第１組…午前９時 分スター
ト
＊第２組…午前 時 分スター
ト
●中学生男子の部…午前
時
分スタート
●中学生女子の部…午前
時
分スタート
▽主催 秋川流域︵あきる野市

ち、義務教育年齢に該当する
外国人を対象として教育を行
う学校︶に通学している児童
・生徒︵平成 年４月２日か
ら平成 年４月１日までに生
まれた方で、住民基本台帳に
記録されている外国人住民の
方︶と同一の世帯に属する保
護者︵住民基本台帳に記録さ
れている外国人住民の方︶
▽対象経費 児童・生徒が外国
人学校に在籍した期間、保護
者が納入した授業料の一部
▽補助金額 児童・生徒１人に
つき月額２千円
▽問合せ 教育総務課教育総務
係︵直通５５８・２４０６︶
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※⑤〜⑦は１チーム 人以内、
監督︵成人１人︶、選手５
人、交代要員４人まで
▽競技方法 トーナメント方式
︵状況でリーグ戦の場合有︶
▽組合せ 当日抽選
▽対象 市内在住・在勤・在学
の方
▽費用 無料
▽持ち物 上履き
▽申込み方法 平成 年１月
日㈪までにスポーツ推進課で
配布する申込用紙に必要事項
を記入の上、FAXするか、
直接窓口で申し込んでくださ
い。
※申込用紙は市ホームページか
らダウンロードできます。
▽申込み・問合せ スポーツ推
進課スポーツ推進係︵直通５
５８・１２６２、 ５５８・
１１１９︶
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外国人学校に通学している
児童・生徒の保護者に
授業料の一部を補助します

11
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成人式のお知らせ

10

けている方
＊障がいのある方
※新築住宅特例、耐震改修特例
を受けている場合は適用され
ません。
※バリアフリー改修特例の適用
は１回限りです。
▽問合せ 課税課家屋資産税係

回綱引き競技大会
30

10

▽対象 外国人学校︵学校教育
法に規定する各種学校のう

11

未来を築く成人の門出を祝し

第

23

▽日時 平成 年１月 日㈰
午前９時 分〜午後１時︵予
定︶
▽場所 秋川体育館
▽種目
①一般の部…８人制︵体重制限
なし︶
※１チーム 人以内︵ 人以内
の場合は監督、トレーナーが
選手との兼務可︶…監督１
人、トレーナー１人、出場選
手８人、交代要員２人
②自治会・町内会の部…６人制
︵体重制限なし︶
③女子の部…６人制︵体重制限
なし︶
※②③は１チーム 人以内︵８
人以内の場合は監督、トレー
ナーが選手との兼務可︶…監
督１人、トレーナー１人、出
場選手６人、交代要員２人
④オープン競技…５人制︵体重
制限なし︶
⑤小学生３年生以下の部
⑥小学生４〜６年生の部
⑦中学生の部

10

14

木造住宅の耐震診断・
耐震改修費用の助成

市では、市民の防災意識の向
上を図るとともに、災害に強い
街づくりを推進するため、既存
の木造住宅の安全性を高める目
的で耐震診断と耐震改修を行う
方に費用の一部を助成します。
▽期間 平成 年１月 日㈬ま
で
▽助成棟数
●耐震診断…
棟
●耐震改修…４棟
▽その他 詳しくは、市ホーム
ページか都市計画課で配布す
るチラシをご覧ください。
※この制度を利用する場合は、
事前にご相談ください︵耐震
診断、耐震改修とも同一の住
宅に対して１回限りで、予算
の範囲内で助成︶。
▽紛らわしい業者にご注意くだ
さい 国、東京都、市では、
この事業について特定の業者
への委託は行っていません。
▽問合せ 都市計画課住宅係
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平成29年（2017年）12月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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