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お知らせ

屋外での活動にご注意ください

光化学スモッグが発生しやすい時期です
東京都環境局ＨＰ（下記二次元バー
コード）でメールアドレスを登録す
ると、光化学スモッグ注
意報等の発令状況が配信
されます。
問環境共生課☎
☎７２４・２７１１

２０２２年 度 の 包 括 外 部 監 査
テ ー マ が 決 ま り ま し た
市では、市政運営へのチェック機
能を強化し、
業務の適正化を図り、市
民の皆さんからの信頼を高めるた
め、公認会計士等の外部の有識者に
よる包括外部監査を毎年実施してい
ます。２０２２年度の包括外部監査テ
ーマは「経済観光に関する財務事務
の執行について」です。監査の結果
参議院議員選挙

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座等に参加の際は、検温・手洗い・マスク着用などの感染症対策をお願いします

は、２０２３年２月ごろにまとまりま
す。なお、これまでの包括外部監査の
結果を踏まえた業務改善等の措置状
況は、市ＨＰでご覧いただけます。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
販売される犬・猫に

課（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２
－８－１）へ。
問縦覧及び意見書の提出について＝
同局都市づくり政策部都市計画課☎
☎
０３・５３８８・３２２５、町田市都市政策
課☎
☎７２４・４２４７、住宅市街地の開発
整備の方針について＝東京都住宅政
策本部住宅企画部企画経理課☎
☎０３
・５３２０・４９３８

ご覧（縦覧）いただけます

都

市

計

画

案

●住宅市街地の開発整備の方針 都
市計画法第１７条に基づく縦覧で、期
間中、住民及び利害関係人は、都市計
６月１日から、動物愛護管理法の改
画の案について、意見書を提出する
正により第一種動物取扱業（ペット
ことができます。
ショップ等）で販売される犬・猫への
対住民及び利害関係人縦覧期間６月
マイクロチップ装着が義務化されま
９日㈭～２３日㈭、都庁で縦覧の場合
す。一般の飼い主の方は、マイクロチ
＝午前９時～正午、午後１時～５時、市
ップ装着は努力義務となりますが、
庁舎で縦覧の場合＝午前８時３０分～
ペットショップ等からマイクロチッ
プを装着した犬・猫を購入した際は、 午後５時／土・日曜日を除く場東京
都都市整備局都市づくり政策部都市
マイクロチップ登録情報を変更する
計画課（都庁第二本庁舎１２階北側）、
手続きが義務となります。さらに、犬
町田市都市政策課（市庁舎８階）内
の場合は、別途狂犬病予防法に基づ
「住宅市街地の開発整備の方針」の変
く登録手続きが必要にな
更意見書の提出６月２３日までに直接
ります。マイクロチップ
または郵送（消印有効）で、東京都都
装着にかかる費用の助成
市整備局都市づくり政策部都市計画

マイクロチップの装着が義務化されます

郵便等による不在者投票のご案内

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、町田市選挙管理委員会事務局☎
☎７２４・２１６８
返７２４・１１９５
身体に重度の障がい等（下表に 【任期満了に伴う参議院議員選挙
該当）
があるため、投票所に行くこ について】
左記の証明書の交付を受けた方
とが困難な方は、郵便等によりご
が郵便等による不在者投票を希望
自宅等で投票できます。
【
「郵便等による不在者投票」をす する場合は、投票日の４日前まで
るには、
「郵便等投票証明書」が必 （必着）に、投票用紙を選挙管理委
員会に請求する必要があります。
要です】
希望する方に、
「郵便等投票証明 お早めに請求してください。
書
（以下、証明書）
」
の交付を請求す 【対象者】
ご自身で字を書くことができ、
るための「申請書」を郵送しますの
で、
選挙管理委員会へ申し込みして 下表に該当する方（ご自身で字を
ください。申請書の受け付け後、該 書くことが困難な方でも、代理記
載制度〔※〕に該当すれば対象）
当する方に証明書を交付します。
手帳等の種類
内 容
介護保険被保険者証 要介護状態区分
両下肢、体幹、移動機能
身体障害者手帳
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、
小腸
免疫、肝臓

等級など
要介護５
１級・２級
１級・３級
１級～３級

（注）戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
（注）手帳の等級が上記以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の
障がい名が記載されている場合は該当することもあります。証明書を交付する
までに時間を要する場合がありますのでお早めにお問い合わせください。
※代理記載制度について…上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢ま
たは視覚の障がいの程度が１級であると記載されている方で、ご自身で字を書
くことが困難な方が利用できる制度です。

コロナ禍で開業にチャレンジする事業者を応援します

中心市街地空き店舗等利用促進事業補助金

問
（株）
町田まちづくり公社中心市街地活性化推進室☎
☎７２７・５２００（受付
☎７２４
時間＝火・木・金曜日の午前１０時～午後５時）、町田市産業政策課☎
・３２９６
市では、
（株）
町田まちづくり公社 ン方式でない 他
と協力して、賑わいと交流にあふれ 補助内容賃借料相当額を基準とし
るまちづくりを推進するために、町 た補助（賃借料の２分の１相当額の
上限７０万円）
、
店舗改装費
田駅周辺の中心市街地等の空き店 ３か月分、
（上限２００万円）
／併用可
舗等に出店する事業者に対し、開 等の実費
申申請書（町田まちづくり公社ＨＰ
業に要する資金を補助します。
対町田市中心市街地まちづくり計 でダウンロード）に記入し、６月１４
画対象エリア（おおむね原町田１ 日から直接町田まちづくり公社
～６丁目、中町１・２丁目、森野１・２ （原町田４－１０－２０、町田まちづ
丁目）の空き店舗等を活用して事 くり公社ビル〔ぽっぽ町田〕地下１
業を行う、次のすべてに該当する 階、受付時間＝火・木・金曜日の午
事業者 ①６月１４日以降に賃貸借 前１０時～午後５時〔正午～午後１
契約を締結し、２０２３年１月３１日 時を除く〕）へ。
までに開業する②出店場所が賃貸 ※補助金が予算上限額に達し次
可能な状態で３か月以上店舗等と 第、締め切ります。
して使用されていない③１年以上 ※詳細は町田まちづくり公社ＨＰ
継続して事業をすることが見込ま （右記二次元バーコー
れる④中心市街地内での店舗等移 ド）をご覧ください。
転でない⑤フランチャイズチェー
にぎ

制度があります。詳細は市HP
（左下記
二次元バーコード）
をご覧ください。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７

人権擁護委員による

特

設

相

談

６月１日の「人権擁護委員の日」に
ちなんで、特設相談を行います。人権
上の問題や、毎日の生活で困りごと
がある方はお気軽にご相談ください
／相談時間は１人４５分以内です。
対市内在住、在勤の方日６月３日㈮、
午前９時～１１時４５分、午後１時３０分
～４時１５分（要予約）場市民相談室
（市庁舎１階）申電話で市民相談室
（☎
☎７２４・２１０２）へ。

市内各地でマイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎
☎８６０・６１９５

現在、マイナンバーカードは健康保険証としての利用や、新型コロナ
ワクチン接種証明書の発行等で活用が始まっているほか、２０２４年度
末には運転免許証との一体化も予定されています。
当日、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。
【鶴川地区協議会３水スマイルラウンジでも申請を受け付けます】
日６月１５日㈬午前１０時～正午、午後１時～３時
場和光大学ポプリホール鶴川交流スペース
◇
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
※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（市内各地
＝各日１００人〔先着順〕、鶴川地区協議会３水スマイルラウンジ＝３０人
〔先着順〕）。
実施日

受付時間

会

６月４日㈯

場

玉川学園コミュニティセンター

６月５日㈰

午前１０時～午後５時

ミーナ町田（原町田４－１－１７）

６月１１日㈯、
１２日㈰

三輪コミュニティセンター
南町田グランベリーパーク内グ
ランベリーホール by iTSCOM
６月１８日㈯
午前１１時３０分～午後５時（鶴間３－４－１）
ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピング
６月２５日㈯、
２６日㈰ 午前１０時～午後５時
センター（小山ヶ丘６－１－１０）
６月１７日㈮

正午～午後５時３０分

町田市名産品

認定商品を募集します

問町田市名産品等推奨委員会事務局（町田市観光コンベンション協会）
☎
７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８
町田市名産品は、町田市にふさ
わしい要素を有する食品や工芸品
で、２年に１度、学識経験者などで
構成される町田市名産品等推奨委
員会により認定されています。
今回の募集から認定期間を延長
し、９月１日からの３年間を新たな
認定期間とする名産品を募集しま
す。
認定された名産品は、ミニスト
ップ町田市役所店（市庁舎１階）、
町田ツーリストギャラリー（ぽっ
ぽ町田１階）
、まちだ名産品の店
「心和」
（小田急町田駅西口タクシ
ー乗り場前）で販売します。また、
認定事業者で構成される「まちだ
名産品のれん会」等によるＰＲ活動
を通じ、市内外に広く周知・販売促
進を図ります。
対次のすべての要件を満たす商品
①町田市内で企画・生産・製造（加

工）され、継続的に店舗等で販売で
きる②名称・意匠・材料が町田市に
ふさわしい要素を有する
申申請書
（町田ツーリストギャラリ
ーで配布、
町田市名産品Ｈ
Ｐ〔 右記二次元バ ーコー
ド〕でダウンロードも可）
に記入し、６月２０日午後５時までに
直接または郵送（必着）で町田市名
産品等推奨委員会事務局（町田市
観光コンベンション協会内）また
は町田ツーリストギャラリーへ。
※申請数は原則として１事業所３
品目までです。
※認定に際して１商品当たり２万
円の認定料がかかります。
【申請事業者向け説明会を開催】
必ず出席してください。詳細は、
申請者に別途お知らせします。
日６月２９日㈬午後７時から
場ぽっぽ町田地下会議室

