
4 2022．10．15 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

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１０月は、「市・都民税、国民健康保
険税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１
町田市名産品セットをプレゼント！
市内各地でマイナンバーカードの申請を受け付けます
　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。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（各日１００人〔先着順〕）。
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①１０
月２２日㈯②１０月２３日㈰③１０月２９
日㈯④１０月３０日㈰、①〜③午前１０
時〜午後５時④午前１０時〜午後３時
場①②ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピ
ングセンターイベントスペース（小
山ヶ丘６－１－１０）③④アメリア町
田根岸ショッピングセンター２階イ
レブンカット前（根岸２－１８－１）
問市民課☎☎８６０・６１９５

まちだ３Ｒ賞の申請を受け付けています
　ごみの減量や資源化等に積極的か
つ組織的に取り組んでいる事業所
を、町田市の一般廃棄物の減量に寄
与したものとして表彰します。表彰

された事業所は、市ＨＰ等で紹介しま
す。対象や申請条件等の詳細は、市Ｈ
Ｐをご覧ください。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０
受け付けています
令和４年８月３日からの大雨災害義援金
　日本赤十字社では、令和４年８月３
日からの大雨災害義援金を２０２３年
３月３１日㈮まで受け付けています。
○義援金箱の設置場所　
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、各連
絡所等の窓口
○ゆうちょ銀行での振替による送金　
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１９０－２－５１５１３６加入
者名日赤令和４年８月３日からの大雨
災害義援金／受領証発行希望の方
は、通信欄に「受領証希望」と明記し
てください。
○銀行による送金　
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５８５、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５８３、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５６１口座名
義日本赤十字社（３行共通）／受領証
発行希望の方は、氏名（受領証の宛
名）・住所・電話番号・寄付日・寄付額
・振込金融機関名と支店名を日本赤

十字社パートナーシップ推進部へご
連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎☎７２４・２５３７

シニアシニア
高齢運転者安全運転教室
　この機会にご自身の運転を見直
し、改めて安全運転について考えて
みませんか。なお、運転免許証の更新
時に受講が義務付けられている法定
講習とは異なります。町田ドライヴ
ィングスクールの送迎バス（町田駅
発のみ）がご利用いただけます。運行
時間、乗車場所については同スクー
ルＨＰをご覧ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方日１１月１７日㈭午前９時〜午
後０時３０分場同スクール（南大谷）内
交通安全講話、運転適性検査、実車走
行等定２４人（抽選、結果は１１月１０日
ごろ郵送）申１０月１８日正午〜３１日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１０１８Ｂへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
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ライフ！ミニ講座
オーラルフレイルについて
　オーラルフレイルとは、加齢に伴
って噛

か

む・飲み込む・話すための口の
機能が衰えることです。オーラルフ
レイルの予防法を学びませんか。開
催日程や申込方法等の詳細は、１０月
１５日発行の「みんなの健康だより特
別号」（新聞折り込みのほか、各市民
センター等で配布）をご覧ください。

問保健予防課☎☎７２５・５４３７

地 域 介 護 予 防 教 室
●絵手紙でつながろう　絵手紙を習
います。講座終了後も、受講した仲間
でつながり、活動を続けます。また、
運動や認知症予防についても学ぶこ
とができます。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方日１１月１０日、１７日、２４日、１２月１
日、いずれも木曜日午後２時〜４時、
全４回場南第３高齢者支援センター
定１５人（申し込み順）申１０月１５日午
前９時〜１１月９日午後５時に電話で
南第３高齢者支援センター（☎☎７２０・
３８０１）へ。当日及び講座については
同センターへお問い合わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

催し・講座催し・講座
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ２２
　医療・介護・福祉現場や地域活動に
おける日頃の取り組みや実践・研究
を発表する大会を開催します。
日・内１１月９日㈬、①実践・研究発表
大会、介護川柳とまちけあキッズの
掲示＝午前１０時３０分〜午後３時３０
分②介護の仕事相談・求職登録会＝
午前１１時〜午後３時場町田市文化交
流センター５階申町田市介護人材開
発センターＨＰ（右記二次元
コード）で申し込み（申し込
み無しでの参加も可）。
問町田市介護人材開発センター☎☎
８６０・６０７１（受付時間＝祝休日を除
く月〜金曜日の午前９時〜午後５
時）、町田市いきいき総務課☎☎７２４・
２９１６

市内事業者・農業者、バス・タクシー事業者の皆さんへ

価格高騰対策として給付金・支援金の申請を受け付けます
　市では、コロナ禍において原油や物価高騰の影響を受けている市内事業者・農業者及び燃料価格高騰の影響を受けているバス・タクシー事業者に給付金
・支援金を交付します。なお、町田市が同じ目的で実施する、原油価格・物価・燃料価格高騰に関する給付金・支援金等と重複して受給することはできないた
め、交付を受けられるのは、いずれか１種類となります。

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市介護保険苦情相談調
整会議

１１月８日㈫午
前１０時３０分
～正午

市庁舎２階認
定審査会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で介
護保険課（☎☎７２４
・４３６６）へ

町田市街づくり審査会 １１月９日㈬午
前１０時～正午

市庁舎５階会
議室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地
区街づくり課（☎☎
７２４・４２６７）へ

町田市指定管理者管理運営
状況評価委員会（対象施設＝
デイサービス鶴川、デイサー
ビス南大谷、デイサービス榛
名坂、町田市自然休暇村）

１１月１４日㈪
午後１時３０分
から

市庁舎２階会
議室２－１

４人
（申し込み順）

事前に電話で総
務 課（ ☎☎７２４・
２１０８）へ

町田市景観審議会専門部会
１１月１７日㈭
午後２時３０分
～４時

市庁舎４階会
議室４－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で地
区街づくり課（☎☎
７２４・４２６７）へ

町田市原油価格等高騰対策事業者給付金
（産業政策課）

町田市物価高騰対策農業者給付金
（農業振興課）

町田市交通事業者燃料価格高騰対策支援金
（交通事業推進課）

対　象
次のすべての要件を満たす中小企業者
①町田市内に事業所がある
②事業を継続する意思を有している

次のすべてに該当すること
①市内に住所を有し、農業経営を行う個人または法人のう
ち、次のいずれかに該当する方
・個人の場合＝２０２１年（令和３年）税申告で農業収入がある
・法人の場合＝直前の事業年度税申告で農業収入がある
・認定農業者、認定新規就農者のうち、開業時期により就農１
年目の税申告を終えていない
②今後も市内で農業経営を継続する意向がある

次のすべてに該当する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タ
クシー事業者
①９月３０日時点で上記の交通事業を営んでおり、今後も町田
市内で事業継続の意向がある
②市税を完納している、または市税の徴収猶予の許可を受け
ている
※対象の詳細は、市HP（下記二次元コード）をご覧ください。

支給額
直近１年間に事業用で支払った水道光熱費及び燃料費の合
計に応じた額（１～１０万円）／１事業所当たり
※詳細は申請書等をご覧ください。

肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費の一定割合を給付
（上限額は、税申告における販売金額または１００万円のいず
れか少ない額）
※詳細は申請書等をご覧ください。

支援の対象となる車両１台につき
乗合バス（市内営業所保有）＝４万５０００円、乗合バス（市外営
業所保有）＝２万２５００円、貸切バス＝３万円、タクシー＝２万円

申請
方法

申請書（町田商工会議所町田市原油価格等高騰対策事業者給
付金事務局、町田商工会議所、産業政策課〔市庁舎９階〕、各市
民センターで配布、同給付金事務局HPでダウンロードも可）
及び必要書類を作成のうえ、１０月１７日～１２月１６日に、郵送
（消印有効）で同給付金事務局へ（同給付金事務局HPで申し
込みも可）。

申請書（ＪＡ町田市各支店の経済課窓口、農業振興課〔市庁舎９
階〕、各市民センターで配布、ＪＡ町田市HPでダウンロードも
可）及び必要書類を作成のうえ、１２月２３日までに直接ＪＡ町
田市各支店の経済課窓口へ。

申請書類（交通事業推進課〔市庁舎８階〕、各市民センターで
配布、市HPでダウンロードも可）を、１１月３０日までに直接ま
たは郵送（消印有効）で交通事業推進課（〒１９４―８５２０、森野
２―２―２２）へ。

詳細の
ご案内 ◀同給付金事務局HP ◀ＪＡ町田市HP ◀市HP

問い合
わせ先

同給付金事務局コールセンター☎☎７３２・５８５０
（電話受付時間＝月～金曜日、午前９時～午後５時）

※１０月１７日から開始します。
ＪＡ町田市各支店の経済課窓口、

ＪＡ町田市経済センター☎☎７９２・６１１１ 交通事業推進課☎☎７２４・４２６１

　市では、市民の方の健康を増進するため、１１月を「町田市総合健康づく
り月間」と位置付けています。市内各所で開催するスポーツ教室・体験会や、
オンラインで参加できるセミナー、動画配信など、さまざまなイ
ベントを行います。健康づくりのきっかけに参加してみませんか。
　詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

問健康推進課☎☎724・4236
町田市総合健康づくり月間2022町田市総合健康づくり月間2022


