固定資産税課

☎０４６
（２５２）
８０４７
０４６
（２５５）
３５５０

長期優良住宅に対する
 固定資産税（家屋）の減額
担当


分の１以上である必要が

入の上、神奈川県から長

ード可）に必要事項を記

年度分【３階建て以上の
期優良住宅の認定を受け
担当

【一般の住宅】新築後５

中 高 層 耐 火・ 準 耐 火 建
て建てられたことを証す

スポーツ課

ベイスター

ウト、ティーバッティング

☎０４６（２５２）８１７７
０４６（２５５）３５５０

親子キャッチボール教室

物】新築後７年度分

横浜



添えて直接担当へ

る認定通知書（写し）を

日までに、

○申告方法 新築した年の
翌年の１月

時

座間市民球場

分受付開始）

○ところ

○対 象 市内在住の小学

組１００人

１・２年生とその保護者

○定 員

（申込順）

７月

も参加可）

○申込方法

日（水）

までに市ホームページか

ら電子申請

※運動ができる服装で参加

してください。

※雨天中止（中止する場合

は、電子申請時に登録した

メールアドレスに連絡）。

公募型プロポーザル

市障がい児・者基幹相談支援センター

など（グローブがなくて

無料

○参加費

※長期優良住宅に対する減

を行います。

市役所２階固定資産税課
額措置は、新築住宅の減額

時〜正午（午前９

万円）▽通学路

万円）

以外＝撤去費用（税抜）

（上限

午前

ズの元選手などが講師とな

あります。
で配布する申告書（市ホ

ルや子どものストラックア

り、親子でのキャッチボー

【床面積】▽専用住宅＝
措置に代えて適用されます。

○持ち物 飲み物、タオル

ームページからダウンロ

次の全てに該当

の２分の１（上限

ージからダウンロード

書、点検表（市ホームペ

○申請方法 市役所４階建

条の２の規定に基づき、地

に支援するための法律第

生活及び社会生活を総合的

市では、障がい者の日常

ワークづくりおよび地域づ

な援助、関係機関のネット

ず、児・者一貫した相談支

ーは、障がい種別に関わら

障がい福祉課

可）、案内図、塀の位置・

域における中核的な役割を

くりを推進し、障がい児・

担当

延長・高さを記入した図

担う、障がい児・者基幹相

者の方が住み慣れた地域で

☎０４６（２５２）７１３２
０４６（２５２）７０４３
・ブロック塀等点検表で

面、現況写真、撤去の見

談支援センターを設置して

安心して暮らせる地域支援

・令和４年３月

に完了し、実績報告書の
提出ができる工事
○補助額 ▽通学路＝撤去
費用（税抜）の４分の３

相談会に参加した方へ次
の通り補助します。なお、
住宅耐震改修をした場合に

を利用した場合は
加算

※一般財団法人日本建築防

は、所得税額の特別控除お
よび固定資産税額の減額措

災協会では、自宅などのパ

「誰でもできるわが家の耐

震診断ができるプログラム

ソコンから簡単に建物の耐

置制度があります。
○耐震 診 断 を 希 望 す る 方
耐震診断費の２分の１
（上限５万円）

詳しくは市ホームページを

震診断」を配信しています。
する方

ご覧になるか担当へお問い

改修計画書作成

付する書類、確認申請な

費用の２分の１（上限５

○改修計画書の作成を希望
ど の 図 面（ 略 図 可 ）、 建

万円）

合わせください。
物状況が分かる写真など

現場立ち会い費用の

○申込方法 ７月６日（火） ○耐震改修工事を実施する

２分の１（上限３万円）

万 円 ）、 一 定

と耐震工事費用の２分の
１（ 上 限

この基幹相談支援センタ

行います。



積書写しを直接担当へ

おり、令和４年度から令和

体制の構築を目指します。

所有者である

・申請者がブロック塀の

分は対象外）

○と き ７月 日（土）

平方メートル以上（一

戸建て以外の貸家住宅は

建築住宅課

○対

セ

ンチメートル未満にする
工事（道路に面さない部

議室

築住宅課で配布する申請

の収入に満たない場合は

８年度の事業委託につい

詳しくは、市ホームペー

危険と判断される

☎０４６（２５２）７３９６
０４６（２５５）３５５０

危険ブロック塀等撤去補助金
担当



万円加算、市内施工者

て、公募型プロポーザルを

・未着工の工事
日まで

万円

せください。

あるブロック塀（コンクリ

するもの

地震による倒壊の恐れの

ートブロック塀、石積塀、

建築住宅課

日以前に

24

長期にわたって良好な状
態で使用するための構造な
どを備えた良質な住宅の普
及を促進するため、一定の
要件を満たす新築住宅につ
平方メートル以上）２

８０平方メートル以下▽

平方メートル以

併用住宅＝居住部分の床
面積が
上２８０平方メートル以
下

【居住部分が１２０平方
万年塀、門柱）などの撤去

象

メートル以下の場合】固

費用の一部を助成します。

○減額される範囲と税額

定資産税（家屋）の２分

詳しくは担当へお問い合わ

・道路からの高さを

の１【居住部分が１２０
平方メートルを超え２８
０平方メートル以下の場
合】１２０平方メートル

担当

年５月

☎０４６（２５２）７３９６
０４６（２５５）３５５０

木造住宅無料耐震相談会

屋）の２分の１（１２０



相当分の固定資産税（家

平方メートルを超える部

昭和

建築された木造住宅を対象

分は減額されません）
○減額される期間

座間支部会

○相談員 神奈川県建築士
事務所協会

員

10
方

○持ち物 受付後に市が送

FAX

までに電話、ファクスま

たは直接担当へ

相談会参加者への補助

援や権利擁護のために必要

ジから実施要領をご確認く

ださい。

令和3年（2021年）6月15日

いて固定資産税を減額する
制度があります。
○要 件【住宅の種類】
長期優良住宅の普及の促

日まで

年６月４日）

進に関する法律の施行の
日（平成
〜令和４年３月
の間に新築された住宅
で、
「長期優良住宅の普
及の促進に関する法律」
の 規 定 に 基 づ き、 耐 久
性・安全性などの住宅性
能が一定基準を満たすも
のとして神奈川県の認定
を受けて新築された住宅
※住宅部分と住宅以外の
部分がある場合（併用住
宅など）は、居住部分の
割合が全体の床面積の２

ん。

分〜午後４時

分で時間予

市公民館２階会

77

参加資格確認
７ 月 ２ 日（金）までに発送
結果通知

5

D
e
N
A

14

評価結果通知
８ 月下旬を予定
発送

に、無料耐震相談会を開催
します。
※市では建物の耐震診断に
関する電話や訪問などによ

○と き ７月 日（土）

る個別勧誘は行っていませ

があります。要件や提出書

午前９時

固定資産税課

住宅改修に伴う
 固定資産税（家屋）の減額
担当

住宅の耐震改修、バリア

類など、詳しくは市ホーム

※相談は約

☎０４６
（２５２）
８０４７
０４６
（２５５）
３５５０

フリー改修、
熱損失防止
（省

ページをご覧になるか担当

約制（申込順）。



エネ）改修の各工事を行う

へお問い合わせください。

○ところ

プレゼンテー
７ 月下旬を予定
ション

広報ざま【座間市のお知らせ】No.1125

50

参加表明手続
６ 月２５日（金）午後 ５ 時１５分
締切

31

50
40

30

募集告知開始 ６ 月１７日（木）

FAX

10

20

60

50

15

FAX

と、その家屋についての固

定資産税が減額される場合

31

FAX

７ 月12日（月）午後 ５ 時１５分

提案書提出
締切

令和 ４ 年 ４ 月を予定

契約事務

30

20

31
31

21

FAX

45

６ 月２５日（金）午後 ５ 時１５分

質問締切

56

31

FAX

50

ざま ホットラ イン

ZAMA HOT LINE

