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健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方日１２月７日㈬午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）定２０人
（申し込み順）申１１月３０日までにイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
町田新産業創造センター　
インキュベーションフロア入居者
　常駐のインキュベーションマネー
ジャーによる販路拡大や資金調達等
の支援、他の入居者等との交流など、
さまざまな経営支援を受けることが
できます。施設内覧も随時受け付け
しており、１席単位で利用可能なブ
ースの貸し出しもあります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で
も法人でも可）内・費２１５号室（面積

８㎡）＝賃料２万７３４３円（１２月末ご
ろ入居可能）／消費税、共益費を含み
ます申入居申込書（同センターＨＰ
〔右記二次元コード〕でダウ
ンロード）に記入し、１１月
３０日までに直接または郵
送（消印有効）で同センターへ。書類
審査後、面接を行います。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

お知らせお知らせ
新型コロナウイルス感染症感染者等への
傷病手当金の適用期間を延長します
　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
問保険年金課☎☎７２４・２１３０

新型コロナウイルス感染症に伴う
水道料金・下水道使用料の支払い猶予の 
受 付 期 間 を 延 長 し ま す
　新型コロナウイルス感染症に伴い
収入が減少している場合など、一時
的に水道料金・下水道使用料の支払
いが困難な方に対して、支払い猶予
の受付期間を２０２３年３月３１日㈮ま
で延長します。個人・法人ともに対象
です。徴収猶予についての詳細は、東
京都水道局多摩お客さまセンター
（☎☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイヤ
ル〕または☎☎０４２・５４８・５１１０）へお
問い合わせいただくか、同局ＨＰをご
覧ください。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５
ＪＲ東海リニア中央新幹線の
小野路～上小山田間のトンネル工事 

（ 調 査 掘 進 等 ） 説 明 会
　小野路非常口から上小山田非常口
間のトンネル工事（調査掘進等）説明
会を開催します。詳細は市ＨＰをご覧
いただくか、お問い合わせください。
日①１１月１３日㈰午後２時から②１１
月１４日㈪午後７時から③１１月１５日
㈫午後７時から場①町田市バイオエ
ネルギーセンター②忠生市民センタ
ー③鶴川市民センター
問東海旅客鉄道（株）中央新幹線東京
工事事務所☎☎０３・６８４７・３７０１、町
田市企画政策課☎☎７２４・２１０３

高齢者の福祉や介護に関する
ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施
　市では、今後の高齢者福祉施策に
役立てるため、アンケート調査を実
施します。市内在住の６５歳以上で、
要介護１～５の方９０００人を対象に、
アンケート用紙を郵送しますので、
ご協力をお願いします。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
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１１月１６日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８

町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理審議会
日１１月１１日㈮午前１０時～正午場能
ヶ谷いこい会館定５人（申し込み順）
申１１月１０日までに電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２１４）へ／会議は
一部非公開となります。詳細はお問
い合わせください。

令和４年度分の市民税均等割が非課税の世帯に

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します
問町田市緊急支援給付金コールセンター 　　　　　　　　　 

（町田市生活援護課〔緊急支援給付金担当〕）☎☎０３・６６２５・２９５５

２０２２年度町田市市民参加型事業評価にご参加ください！
問経営改革室☎☎７２４・２５０３

　電力・ガス・食料品等の価格高騰に
よる負担増を踏まえ、令和４年度分
の市民税均等割が非課税の世帯に対
し、１世帯当たり５万円の緊急支援給
付金を支給します。
　支給対象世帯には「電力・ガス・食
料品等価格高騰緊急支援給付金確認
書」を１１月４日に発送する予定です。
対基準日（２０２２年９月３０日）に町田
市に住民票があり、令和４年度分の
市民税均等割が非課税の世帯
【２０２２年６月２日以降に町田市に転
入した世帯、令和４年度市民税未申
告の世帯の方へ】
　令和４年度分の市民税均等割が非
課税である世帯は、緊急支援給付金

を申請することができます。詳細は、
１２月上旬頃に送付予定の案内をご
覧いただくか、同コールセンターへ
お問い合わせください。
【２０２２年１月以降に予期せず家計が
急変した世帯の方へ】
　２０２２年１月～１２月の間に、予期
せず家計が急変し、令和４年度分の
市民税均等割が非課税である世帯と
同様の事情があると認められる世帯
については、緊急支援給付金を申請
することができます。詳細は同コー
ルセンターへお問い合わせくださ
い。申請方法等の詳細は、市
ＨＰ（右記二次元コード）を
ご覧ください。

　市民の皆さんの声を行政経営・行
政サービスの向上に活用するため、
町田市市民参加型事業評価を開催し
ます。市民と有識者で構成する評価
人チームが、評価対象事業について、
事業所管課の担当者との対話を通じ
て事業の課題等を洗い出し、現状を
評価します。評価対象事業の名称は、
住宅費、資源化政策費、災害対策事業、
介護予防・日常生活支援総合事業費、
市民総務・市民センター費、児童青少

年費です。当日は会場で傍聴できる
ほか、ライブ配信もご覧いただけま
す。また、話し合いの途中に実施する
インターネットアンケートに、ご自
身のスマートフォン等から参加でき
ます。手話通訳もありま
す。詳細は市ＨＰ（右記二次
元コード）をご覧ください。
日１１月１３日㈰午前１０時～午後４時
５０分
場市庁舎１０階会議室１０－２～５

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

町田市教育委員会
定例会

11月4日㈮午
前10時から

市庁舎10階会議
室10-2～5

直接会場へ問教育総
務課☎☎724・2172

町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

11月10日㈭午
後6時～8時

市庁舎5階会議室
5-3

3人
（申し込み順）

11月9日までに電話
で環境政策課（☎☎724
・4386）へ

町田市下水道事業
計画評価委員会

11月11日㈮午
前10時から

成瀬クリーンセン
ター3階大会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道
経営総務課（☎☎724・
4287）へ

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

11月14日㈪午
前10時～正午

市庁舎2階会議室
2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情
報課（☎☎724・8407）へ

町田市都市計画審
議会

11月16日㈬午
前9時30分から

市庁舎3階第1委
員会室

3人
（申し込み順）

事前に電話で都市政
策課（☎☎724・4247）へ

町田市立図書館協
議会

11月22日㈫午
後2時～4時

中央図書館6階ホ
ール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図
書館（☎☎728・8220）へ

新型コロナワクチン接種情報
問新型コロナワクチンに関する一般的な相談について＝ 
新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３
新型コロナワクチンの予約について＝新型コロナワクチン接
種予約センター☎☎７８５・４１１７／毎日午前８時３０分～午後７時

■オミクロン株対応２価ワクチンの接種間隔が３か月に短縮されました
　１０月２１日から、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が、５か月から３
か月に短縮されました。お手元に届いている接種券や、これから届く接種
券に同封された案内に記載されている接種間隔から変更になっています
ので、ご注意ください。
　オミクロン株対応ワクチンの詳細は、市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
■乳幼児（生後６か月～４歳）の接種を１１月下旬から実施します
　１１月４日から、対象となる方に順次接種券を送付します。
接種回数３回
接種間隔２回目は３週間、３回目は２回目接種から少なくとも８週間
使用するワクチンファイザー（乳幼児用）
　ワクチン接種による予防効果と副反応についてよくご理解
いただいたうえで、接種をご検討ください。乳幼児への接種に
ついての詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
■ＢＡ．４－５対応型のオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社）接種が
始まっています
　予約については、町田市新型コロナワクチン接種予約サイトをご覧い
ただくか、町田市新型コロナワクチン接種予約センター（☎☎７８５
・４１１７）へお問い合わせください。また、ワクチンの詳細につ
いては、厚生労働省ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

最新情報は
市ＨＰをご覧
ください。

記事内の表記
について

●�イベントダイヤル＝町田市イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に電話で申し込み（電話
受付時間＝午前７時～午後７時）／番号のかけ間違いにご注意ください。
●�イベシス＝町田市イベント申込システム　インターネットのイベント申込
システム（右記二次元コード）にコードを入力し、２４時間申し込み可／イベシ
スで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。
●市HP＝町田市ホームページ　●HP＝ホームページ

※�催しや講座など、申込方法の記載がない
場合は直接会場へおいでください。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ


