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お知らせ

パソコンやタブレットを使って

クレジットカードで市税を納付できます
市税の納付は、これまでスマート
フォンのアプリを通じてクレジット
カードで納付が可能でしたが、パソ
コンやタブレットでも、ウェブサイ
トを通じて納付できるようになりま
した。
サービスを利用するには「クレ
ジット納付番号」と「確認コード」が
記載された納付書が必要です。分割
での支払いも可能です。その際は別
途手数料がかかります。詳細は市ＨＰ
をご覧ください。
納付可能な税目市・都民税（普通徴
収）
、
固定資産税・都市計画税
問納税課☎
☎７２４・２１２１
町田市農業研修

現

地

見

学

会

市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で、野菜作りのノウハウを学ぶこと
ができる２年間の農業研修を実施し
ています。２０２２年度研修生の募集
に向けて、
現地見学会を開催します。
汚れても良い服装でおいでくださ
い。

新型コロナウイルス感染症

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

対市内在住で、２０２２年度の農業研
修への参加を希望・検討している方
等日１０月３０日㈯午前１０時～１１時
ごろ（雨天時は１１月６日に延期）場町
田市農業研修農場（小野路町）内農業
研修の見学、研修事業の説明定２０人
（申し込み順）申１０月７日正午～１９
日にイベントダイヤルまたはイベシ
スコード２１１００７Ｃへ。
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送

全 国 一 斉 情 報 伝 達 試 験
弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等が発信されたときを想定し、町田
市防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に試験放送を実施します／町
田市メール配信サービスに登録して
いる方には、前日及び当日にメール
等を配信します。なお、災害等が発生
した場合には予告なく中止する場合
があります。
日１０月６日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎
☎７２４・３２１８

子ども・子育て

町田市子ども発達センター

２０２２年度認可通園入園児募集
町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族

ワクチン接種のお知らせ
ワクチン情

問新型コロナワクチン接種相談コールセンター 
報の詳細は
☎７３２・３５６３ （毎日午前８時３０分～午後７時） こちら▶
市では、１０月末までに希望者全員の接種完了を目指しています。なお
１１月以降は、
接種会場・予約枠を縮小する予定です。ご都合に合わせてお
早めに予約をお願いします。

■１２歳以上のすべての方へ
・１回目の接種を１０月１０日までに予約すると、１０月３１日までに２回目の
接種が完了します。
■１２～１５歳の方へ 接種の際の注意事項
・１１歳の方は、誕生月の前月の１日から接種の予約ができます。接種でき
るのは、
１２歳の誕生日の前日からとなりますのでご注意ください。
・１５歳以下の方が接種を受けるためには、保護者の同意が必要です。ま
た、
接種時には、
原則保護者の同伴が必要です。
・１１月以降に接種対象年齢になる方の予約枠等は確保していきます。
■妊婦の方とその家族の接種について
・妊婦健診を受診している医療機関の医師にご相談ください。
■基礎疾患で医療機関にかかっている方
・年齢を問わず、
かかりつけ医に受診し、ご相談ください。
・かかりつけ医での接種が困難な場合は、新型コロナワクチン接種相談コ
☎７３２・３５６３）にご連絡ください。
ールセンター
（☎

ワクチン接種の予約方法
①パソコン・スマート
フォンから予約
２４時間予約
可能です。

②電話で予約
町田市新型コロナワクチン接種予約センター
☎７８５・４１１７
（受付時間＝午前８時３０分～午
後７時）
※番号のかけ間違いにご注意ください。

◀市内の感染者数等の情報はこちらからご覧いただけます
※この記事の内容は９月２７日現在の情報です。
申請を受け付けています

町田市交通事業者運行継続支援金

問交通事業推進課☎
☎７２４・４２６１

新型コロナウイルス感染症の拡
大により売り上げや利用者減少等
の影響を受けているバス及びタク
シー事業者に対し、事業活動の継
続支援を目的として支援金を交付
します。
対乗合バス事業者、貸切バス事業

者、タクシー事業者（個人も含む）
申込締切日１１月３０日㈫
※支援要件や申請方法等の詳細は
市ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧くださ
い。

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

問 問い合わせ

を対象に、お子さんの発達の相談に
応じています。２０２２年度の同セン
ターへの認可通園（児童発達支援事
業）入園児を募集します。
対市内在住で、心身の発達に遅れや
障がいのある３～５歳児内①週５日通
園する療育グループ②幼稚園・保育
園等に通いながら週１日通園する療
育グループ入園申込締切日１１月８日
㈪午後５時まで／申し込みには事前
の見学説明会への参加が必要です。
見学説明会の日程、参加方法は、まち
だ子育てサイト（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
問同センター☎
☎７２６・６５７０

び時間含む）内自由遊び、スキンシッ
プ遊び、子育て情報交換、歌・絵本の
紹介等定各７組（申し込み順）
●パパと一緒にきしゃポッポ お父
さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日１０月
１７日㈰午後２時～４時内自由遊び、
スキンシップ遊び、手作りおもちゃ
制作等定７組（申し込み順）
◇
場同センター申１０月４日午前９時か
ら 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。

子ども創造キャンパスひなた村

親子で楽しむ

手 づ く り の じ か ん
●親子「羊毛でふわふわストラップ
づくり」
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１１月７日㈰午前１０時～正
午定１２人（申し込み順）費１人３００円
申１０月３日午前１０時から電話でひ
なた村へ。その他講座やワークショ
ップについては、同キャ
ンパスひなた村ＨＰ等を
ご覧ください。
問同キャンパスひなた村☎
☎ ７２２・
５７３６
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
●きしゃポッポ お母さん同士で子
育て情報の交換等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方日１０月１２日、１９日、１１月２日、い
ずれも火曜日午後２時～４時（自由遊

せせらぎの里

生涯学習センター～和光大学共催

ふれあいタイム

和光大学で保育者を目指す学生が
オンラインで歌遊び・人形劇・パネル
シアターなどを演じます。会場参加
（生涯学習センター）とオンライン
（Ｚｏｏｍ）を選べます。
対会場＝市内在住の２歳以上の未就
学児とその保護者、オンライン＝未
就学児の保護者（子どもの参加は自
由）日１１月６日㈯、午前１０時３０分～
１１時３０分、午後２時～３時（各回とも
同一内容）講和光大学准教授・後藤紀
子氏 他定会場＝親子各１０組、オン
ライン＝各２０人／申し込み順申メ
ールの件名に「親子で楽しむふれあ
いタイム参加申し込み」と記入し、本
文に参加者全員の氏名と年齢・住所
・電話番号・参加方法（会場またはオ
ンライン）
・希望時間を明記し、１０月
４日午前９時～３１日に和光大学（墳ｅ
ｖｅｎｔ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同センター☎
☎７２８・００７１

町田市自然休暇村

年末年始利用抽選受付開始

問町田市自然休暇村
☎0267・99・2912

詳細は町田市自然休暇村ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。

１２月３１日まで適用期間を延長します

新型コロナウイルス感染症感染者等への傷病手当金

問保険年金課☎
☎７２４・２１３０

市では、町田市国民健康保険に
加入の被用者（会社等に勤めてい
て給与の支払いを受けている方）
のうち、次の方に傷病手当金を支
給しています。この適用期間を１２
月３１日まで延長します。詳細はお
問い合わせいただくか、市ＨＰをご

覧ください。
対次の①か②のいずれかによる療
養のため、労務に服することがで
きなくなった方
①新型コロナウイルスに感染
②発熱等の症状があり感染が疑わ
れる

申請を受け付けています

町田市中小企業者家賃補助事業（第４弾）

問産業政策課（町田市中小企業者家賃補助担当）
☎７２４・１１３６

新型コロナウイルス感染症によ
る影響で、資金繰りが厳しい市内
事業者を支援するため、町田市中
小企業者家賃補助の第４弾（１か月
分 の 家 賃 の２分 の１〔 上 限２０万
円〕）を実施します。
※第３弾を交付した事業者には、
市
から個別に申請書類を送付します。
対次のすべての要件を満たす事業
者
①市内に事業所を有する中小企業
者（本店所在地が市外でも申請可）
②市内に事業用の建物を賃借し、

生産や販売、サービス提供等を行
っている
③２０２１年４月～９月のいずれか１
か月の売上高が、前年または前々
年の同月売上高と比較して、１５％
以上減少している
④今後も町田市内で事業継続の意
向がある
申込締切日１１月３０日㈫
※申請方法等の詳細は
市ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧くださ
い。

