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狂犬病予防屋外集合注射
　狂犬病は致死率の高い非常に危険
な病気です。犬を飼育する方は、社会
的責務として、愛犬に毎年必ず狂犬
病予防注射を受けさせ、犬鑑札と注
射済票を常に装着させましょう。今
年度も、新型コロナウイルス感染防
止策を図り、４月に屋外集合注射を
実施します。日程・会場の詳細につい
ては、３月下旬に発送予定の狂犬病
予防注射のご案内または市ＨＰをご
覧ください／各会場とも、雨天実施
（荒天中止）となります。
費１頭につき３７５０円（注射代３２００
円、注射済票交付手数料５５０円）／新
型コロナウイルスの感染状況によっ
ては、集合注射が中止となる場合が
あります。その際は、市ＨＰでお知ら

せしますので、ご確認ください。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
南町田グランベリーパークで
マイナンバーカードの申請を受け付けます
　会場で申請用写真を無料で撮影
し、その場でカードの申請ができま
す。なお、カードの発行には１か月半
程かかります。申請した方には、町田
市名産品セットをプレゼントしま
す。
対市内在住で、マイナンバーカード
の申請をしたことがない方日３月２０
日㈰正午～午後５時場南町田グラン
ベリーパーク内「グランベリーホー
ルｂｙ ｉＴＳＣＯＭ大ホール」（グランベ
リーパークセントラルコートＢ１）定
３００人（先着順）／午前１１時４５分か
ら、会場前で整理券を配布します（定

員に達し次第、整理券の配布を終
了）。
問市民課☎☎８６０・６１９５
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
市庁舎をブルーにライトアップします
　毎年４月２日は、国連が「世界自閉
症啓発デー」と定め、自閉症を理解し
ていただくため普及活動が行われて
います。また、４月２日～８日は、厚生
労働省が「発達障害啓発週間」と定
め、自閉症を含めた発達障害の理解
を深めていただくため、啓発活動が
行われています。これらの普及・啓発
活動の一環として、市庁舎を自閉症
のシンボルカラーであるブルーにラ
イトアップします。
日４月６日㈬午後６時３０分～９時
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４５返０５０
・３１０１・１６５３

シニアシニア
デ イ 銭 湯
　柔らかいボールを使った健康体操、
介護予防に関する講話を行います。
終了後、銭湯で入浴いただけます。
対市内在住の６５歳以上で、全回参加
できる方日①４月８日、２２日、５月１３
日、２７日、６月１０日、２４日、いずれも
金曜日午前１０時～午後０時３０分②４
月１３日、２７日、５月１１日、２５日、６月
８日、２２日、いずれも水曜日午前１０
時～午後０時３０分、各全６回場①金
森湯（金森）②大蔵湯（木曽町）定①各
８人②各９人／抽選費１回３００円申３
月２２日まで（土・日曜日、祝日を除
く）に、電話で高齢者福祉課（☎☎７２４
・２１４６）へ。

５～１１歳（小児）の新型コロナワクチン接種について
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３※番号のかけ間違いにご注意ください。 新型コロナ

ワクチン関連情報▶

　ワクチン接種のメリット・デメリットを十分理解いただいたう� �
えで、お子さんと保護者の双方で接種の判断をお願いします。
　接種券は１１歳の方から順次発送しており、接種券が届き次第
予約が可能です。
　また、ワクチン接種後の副反応については、かかりつけ医に相
談いただくか、市ＨＰ（右記二次元バーコード）掲載の相談先にご
確認ください。

基礎疾患等に該当するお子さんについて
　接種の必要性等についてかかりつけ医または主治医に相談� �
のうえ、新型コロナワクチン接種相談コールセンターまたは市
ＨＰ（右記二次元バーコード）の専用フォームから接種券の発送
を申請してください。
　事前に申請していただくことで、年齢区分にかかわらず接種
券を発送します。

接種券発送状況
について

副反応について

基礎疾患のある
お子さんについて

新
しん

型
がた

コロナワクチンに関
かん

する一
いっ

般
ぱん

的
てき

な問
と

い合
あ

わせ先
さき

（多
た

言
げん

語
ご

対
たい

応
おう

可
か

）
厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう

省
しょう

新
しん

型
がた

コロナワクチンコールセンター
錆０１２０・７６１７７０（土

ど

・日
にち

曜
よう

日
び

、祝
しゅく

休
きゅう

日
じつ

を含
ふく

む午
ご

前
ぜん

９時
じ

～午
ご

後
ご

９時
じ

）

新型コロナワクチン接種に関するお願い
○�接種にあたり保護者の同意と接種日当日の同伴が必要になりま
す。
○接種日当日は母子健康手帳をお持ちください。
○�ワクチン接種は、強制ではありません。ワクチン接種を受ける・
受けないにかかわらず、差別的な扱いをすることがあってはな
りません。ワクチン接種を受けた・受けていないといった理由で
友達や周囲の人を悪く言ったり、いじめたりすることがないよ
う、お子さんとのコミュニケーションをお願いします。

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ
問市民税課☎☎７２４・２８７４

「キラリ☆町田私の好きなお店大賞」受賞店舗決定！
問町田商工会議所☎☎７２２・５９５７、町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

　年度当初（４月１日～１３日ごろ）
の税証明（２０７番）窓口は大変混み
合い、待ち時間も非常に長くなり
ます。新型コロナウイルス感染防
止のため、お急ぎでない方は、なる
べく郵送での申請をお願いしま
す。やむを得ず来庁する場合は、そ
の期間を避けていただくか、下表

の予想待ち時間を参考に、感染症
防止対策をしたうえで、時間に余
裕をもっておいでください。ご理
解ご協力をお願いします。
　なお、郵送申請の詳細は、市ＨＰ
をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

　同大賞は、市内商業の活性化を
目的として、個性ある魅力的な店
づくりに意欲的に取り組んでいる
お店を表彰しているものです。
　市民・来街者の皆さんに投票い
ただいた候補店舗の中から、上位
の店舗を同大賞実行委員会の審査

会委員が審査し、２０２１年度は下
表の２店舗がお店大賞に決定しま
した。
※詳細は町田商工会議所へお問い
合わせください。また、町田商工会
議所ＨＰで過去の受賞店舗をご覧
いただけます。

　シジュウカラやヤマガラが囀
さえず

り始
めました。ウグイスカグラが咲いて、
早春です。今月の初めに、野津田公園
スポーツの森に、野鳥観察に出かけ
ました。公園の南半分は樹林地や草
地になっています。まだ、冬鳥が残っ
ていました。ツグミ、トラツグミ、ア
カハラ、シロハラとツグミ類４種の
ほか、アオジも姿が見えました。留鳥
のアオゲラのペアやコゲラも見られ
ました。この森には、コジュケイが２
～３家族いるようで、散策路や広場
でのんびり草の種をついばんでいま
した。
　さて、２か月程前になりますが、
「東京・町田発　新しい里山づくり」
と題する、シンポジウムを開催しま
した。このシンポジウムは、里山環境
の活用や広葉樹材の活用について、
日本各地で先進的な取り組みをして
いる方々を招いて、と言ってもオン
ラインですが、報告やディスカッシ
ョンを行ったものです。
　パネルディスカッションでは、基
調講演をしていただいた、大阪市在
住で、全国的に林業、木材業の支援や
地域再生を進めている、町田市出身

の古川氏、岐阜県飛騨市役所林業振
興課の竹田課長、あきる野市の秋川
木材協同組合の髙濱氏、そして林業
に転職して檜原村に移住した吉田氏
と、皆さん多彩なメンバーで話が弾
みました。
　一口に、里山環境の活用といって
も、実際に何を進めていくべきか。町
田市内でも、伐採材の利用、散策路の
整備や竹林の活用など、さまざまな
取り組みが始まっています。ディス
カッションでは、パネラーから全国
各地それぞれの地域の取り組みが紹
介され、併せて、町田市での里山の活
用策などが議論されました。
　町田市では今、「里山環境活用保全
計画」の策定を進めています。里山の
現状は、数十年来、手入れのされてい
ない山林も多くあります。今後は、シ
ンポジウムでの意見を参考に、市民
にとって、もっと身近で居心地の良
い場所として里山の再生をしていき
たいと思います。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１８０

税証明（207番）窓口の予想待ち時間
4月1日㈮ 4月4日㈪ 4月5日㈫ 4月6日㈬ 4月7日㈭
★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★

4月8日㈮ 4月11日㈪ 4月12日㈫ 4月13日㈬
★★ ★★ ★ ★

★1時間程度、★★1～2時間、★★★2時間以上

店名（業種） 所在地 電　話
鮨 地魚 あら井（鮨・地魚専門店） 原町田6-24-4 ☎☎721・3111
いっぷくラーメン（ラーメン店） 鶴川4-23-8 ☎☎736・1117コジュケイ


