
4 2022．12．1 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
町田市要約筆記者登録試験
　聴覚障がいのある方の情報保障を
援助支援する要約筆記者の登録試験
を行います。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２３年４月時点で２０歳以上
であり、要約筆記者養成課程修了相
当の方日２月１９日㈰午後１時から場市
庁舎内筆記・実技試験・面接申申込書
（障がい福祉課〔市庁舎１階〕、各障が
い者支援センター、町田ボランティア
センターで配布、市ＨＰでダウンロー
ドも可）に記入し、１２月１６日までに直
接または郵送（必着）で、障がい福祉課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８

コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業
　（一財）自治総合センターの２０２２
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、各町内会・自治
会のイベントで使用する発電機やテ
ント等を購入しました。この事業は、
コミュニティ活動の促進と健全な発
展を図るとともに、宝くじの社会貢
献広報を目的としています。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３５８

年末年始の移動の際は
公共交通をご利用ください
　市では、２月まで実施している東
京都環境局「いい未来に乗り換えよ
う。」キャンペーンと連携し、自家用
車から公共交通への乗り換えを推奨
しています。移動の機会
が増える年末年始に、ぜ
ひ環境に優しい公共交通
をご利用ください。
問交通事業推進課☎☎７２４・４２６１
実施します
令和４年生活のしづらさなどに関する
調査（全国在宅障害児・者等実態調査）
　厚生労働省、都、市は、１２月１日を
調査基準日として、令和４年生活の
しづらさなどに関する調査（全国在
宅障害児・者等実態調査）を実施しま
す。この調査は、障がい者施策の推進
に向けた検討の基礎資料とするた
め、在宅の障がい児・者等（難病等患
者やこれまでの法制度では支援の対
象とならない方を含む）の生活実態
とニーズを把握することを目的とし
ています。１２月上旬から、調査員が
調査をお願いする世帯に伺いますの
で、調査の趣旨をご理解いただき、ご
回答をお願いします。なお、調査員は

調査員証を携帯しています。
対令和２年国勢調査の調査区に基づ
き無作為に選ばれた５３６３地区に居
住する世帯
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
ご利用ください
地 域 市 民 相 談 室
　市民の皆さんの悩みごとや暮らし
の中の困りごとを解決するお手伝い
をしています。
日・場第１・３火曜日＝小山市民セン
ター、第２・４火曜日＝堺市民センタ
ー、第１・３水曜日＝南市民センター、
第２・４水曜日＝なるせ駅前市民セン
ター、毎週木曜日＝忠生市民センタ
ー、毎週金曜日＝鶴川市民センター、
午前１０時～午後３時３０分
問市民協働推進課☎☎７２４・２７８３

受 験 生 へ 塾・ 受 験 費 用 の�
貸 し 付 け を 行 っ て い ま す
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。進学した場合には、返済が
免除されることもあります。申し込
みには所定の書類の提出が必要で
す。手続きや書類の準備等に日数が
かかりますので、１２月２３日ごろま
でに町田市社会福祉協議会へお問い
合わせください。なお、２０２２年度の
申請は１月３１日までです。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる子（浪人生等）がいる世帯
／収入等の貸付要件があります貸付
種類学習塾等受講料貸付金（上限
２０万円）、受験料貸付金（中学３年生

＝上限２万７４００円、高校３年生＝上
限８万円）
問（社福）町田市社会福祉協議会「受
験生チャレンジ支援貸付事業」担当
☎☎７２２・４８９８（受付時間＝年末年始
及び祝休日を除く月～金曜日の午前
９時～午後５時）、町田市福祉総務課
☎☎７２４・２１３３
配布しています
ハートページ２０２２～２０２３年・町田市版
　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０２２～２０２３年・町田市
版」を次の場所で配布し
ています。なお、詳細は右
記二次元コードでもご覧
いただけます。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎☎７２４・４３６４　

パラバドミントンインドネシア代表が 
町田市を訪れました

問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

マイナポイント事業第２弾は１２月末まで！
マイナンバーカードについてのお知らせ

問市民課☎☎８６０・６１９５

　国は、マイナンバーカードと民
間のキャッシュレス決済サービス
との連携でマイナポイントを付与
する、マイナポイント事業第２弾
を行っています。ポイントを受け
取るためには１２月末までにマイ
ナンバーカードの申請を完了して
いただく必要があります。
※マイナポイント事業第２弾につ
いては、国のマイナポイント事業Ｈ
Ｐをご覧いただくか、マイナンバー
総合フリーダイヤル（錆０１２０・９５
・０１７８）へお問い合わせください。

マイナンバーカードの申請書
が順次送付されます
　マイナンバーカードをまだお持
ちでない方へ、１２月上旬までに二
次元コード付きの申請書が順次送
付されます。なお、７５歳以上の方
で、令和２年度または令和３年度に
後期高齢者医療広域連合からマイ
ナンバーカード交付申請書が送付
されている方、令和４年中に出生

したお子さんまたは国外から転入
した方、永住者でない外国人の方
などは送付対象外です。
　急ぎで申請書が必要な場合や
１２月上旬を過ぎても申請書が届
かなかった場合は、お問い合わせ
ください。
※マイナンバーカードを申請・取
得した方に、申請書が行き違いで
届く場合があります。その場合、改
めての申請は不要です。

記念品をプレゼント！� �
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２か月程かかります。申請した
方には、記念品をプレゼントしま
す（先着順、無くなり次第終了）。
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

　パラバドミントンインドネシア
代表が、１１月７日、８日に町田市を
訪れました。
　インドネシアはバドミントン強
豪国で、１１月１日～６日に行われた
パラバドミントン世界選手権２０２２
では、金メダル６個、銀メダル２個、
銅メダル３個を獲得しています。
　市はインドネシアのホストタウン
に登録しており、東京２０２０パラリ

ンピックではパラバドミントンイン
ドネシア代表が事前キャンプを行
うなど、交流を深めてきました。
　７日には、市内小学校や市立総
合体育館で、小・中学生とバドミン
トンをプレーしたり、質疑応答な
どを通じて交流しました。８日に
は、市庁舎を訪れ、市長と面会した
後、茶道などの日本文化を体験し
ました。

元町田市文化協会会長・新井氏が令和４年度
東京都功労者表彰（文化功労）を受賞

問文化振興課☎☎７２４・２１８４

年末年始は道路工事を控えます
問道路管理課☎☎７２４・１１４９

　年末年始の交通渋滞の緩和や事
故の防止のため、１２月２６日㈪～１
月５日㈭は、市が管理する道路の
工事を抑制します。抑制期間中は、
原則、道路の維持管理作業、警察が
管理する施設の工事、ライフライ

ン等の緊急工事以外の工事は行い
ません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区
は、１２月２４日㈯、２５日㈰の昼間も
道路工事を抑制します。
　詳細は市ＨＰをご覧ください。

　芸術文化の振興や、伝統文化の
保護継承に顕著な功績のあった方
を表彰する、東京都功労者表彰（文
化功労）を、市内在住の新井吼優（本
名：新井昭吉）氏が受賞されました。
　新井氏は、町田市吟詠連盟の設
立、発展に尽力され、東京都吟剣詩
舞道総連盟理事を務める等、長年
にわたり町田市を始め多摩地区及
び東京都の吟詠・芸術文化の発展
に貢献されました。また、町田市吟
詠連盟の所属母体である町田市文
化協会の会長として、市民の文化
活動振興に尽力されました。

　新井氏は１１月１４日に市長と面
会し、「多くの方のご支援により受
賞できたことに感謝するととも
に、市民の文化に対する思いや願
いの重みを感じています。今後も
町田の文化の興隆のために力を尽
くす所存です」と受賞の喜びを語
られました。

実施日 受付時間 会　場
12月3日㈯ 午前10時～午後5時 小田急百貨店町田店バンケットホール9階レ

ストラン街（原町田6−12−20）12月4日㈰
12月10日㈯ 午前10時～午後5時 堺市民センター1階第一会議室
12月11日㈰ 午前10時～午後5時 ノジマ忠生店2階風除室（木曽西2−17−21）
12月12日㈪ 午前10時～午後5時 和光大学ポプリホール鶴川3階多目的室
12月17日㈯ 午前10時～午後5時 成瀬コミュニティセンター2階第1・2会議室
12月24日㈯ 正午～午後5時30分 南町田グランベリーパーク内グランベリーホ

ール大ホール（鶴間3−3−1）12月25日㈰ 午前11時30分～午後
5時

お 詫 び
　１１月１５日号６面に掲載した「住
宅改修に伴う固定資産税（家屋）の
減額制度」の記事について誤りが
ありました。お詫びして訂正しま
す。
（誤）自己負担額が５０万円を超え
るバリアフリー工事または省エネ
改修工事を行った場合
（正）自己負担額が５０万円を超え
るバリアフリー工事及び自己負担
額が６０万円を超える省エネ改修
工事を行った場合
問資産税課☎☎７２４・２１１８


