
令和3年（2021年）11月15日号2 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　次のような方からの相談を受け
付けています。
▶発熱などの症状がある方
　かかりつけ医のいない場合や相
談先に迷っている場合などの相談
に対応します。かかりつけ医のい
る方は、かかりつけ医に電話でご
相談ください。 問東京都発熱相
談センター☎03-5320-4592（24時
間、土・日曜日、祝日を含む毎
日） 問多摩小平保健所☎042-450-
3111（平日午前9時～午後5時）
▶接触確認アプリ「COCOA」の接
　触通知を受けた方
　濃厚接触の可能性があった旨の
通知を受けた方からの相談に対応
します。電話番号は通知を受けた
方へアプリ内でお知らせします。
　なお、アプリの最新情報は、厚
生労働省のホームページ（『厚生

労働省　ＣＯＣＯＡ』で検索）をご確
認ください。
※医療機関に電話でご相談の結
果、受診の必要がある場合には、
医療機関の指示に従って受診して
ください。マスクを着用し、公共
交通機関の利用を避けて受診して
ください。
【新型コロナウイルス感染症に関
する一般相談窓口】
▶感染の予防に関することや、心
　配な症状が出た時の対応など
 問東京都新型コロナコールセン
ター☎0570-550571（午前9時～
午後10時、土・日曜日、祝日含む）
※ナビダイヤルです。通話料は最
初のガイダンスでご確認ください。
【聴覚障害のある方などからの相
談】Ｆ03-5388-1396

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

衆議院議員選挙（清瀬市）の結果
　10月31日に行われた選挙結果
は次の通りです。
◆選挙当日の有権者数
男＝30,122人
女＝32,886人
合計＝63,008人（在外含む）
◆投票者数と投票率
▶小選挙区
男＝17,667人（58.65㌫）
女＝19,151人（58.23㌫）
合計＝36,818人（58.43㌫)
▶比例代表
男＝17,666人（58.65㌫）
女＝19,151人（58.23㌫）
合計＝36,817人（58.43㌫）
※得票数（清瀬市分）は右表のと
おり。
 問選挙管理委員会事務局☎042-
497-2561

衆議院議員小選挙区
候補者 得票

まえだ順一郎 6,566
宮本徹 11,318
木原誠二 18,102

衆議院議員比例代表
政党名 得票

自由民主党 10,530
社会民主党 618
国民民主党 1,526.616
日本維新の会 4,269
日本第一党 150
れいわ新選組 1,810
公明党 4,451
新党やまと 71
日本共産党 5,677
立憲民主党 6,581.383
政権交代によるコ
ロナ対策強化新党 42
NHKと裁判してる
党弁護士法72条違
反で

431

※按分切捨て票：0.001

新型コロナウイルス感染症対策事業
「よろず相談会」を開催します

　市と清瀬商工会は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けてい
る市内の中小・小規模事業者を支
援するために、専門家による各種
助成事業の申請サポートなどを行
う「よろず相談会」を開催してい
ます。前日午前中までに電話で予
約が必要です。 日令和4年3月8日
までの毎週火曜日（火曜日が祝日
の場合はその週の月曜日に実施）
午前10時～午後4時（正午～午後1
時を除く）【相談時間】1時間

 場清瀬商工会（松山二丁目）
【相談できる内容】月次支援金、
雇用調整助成金、営業時間短縮に
係る感染拡大防止協力金などの新
型コロナウイルス感染症に関連す
る各種施策の申請や、新しい生活
様式に対応した新たな事業計画の
策定など
【相談に対応する専門家】中小企
業診断士、社会保険労務士など
 申 問相談日の前日午前中までに
清瀬商工会☎042-491-6648へ

①耐震・バリアフリー・熱損失防
　止（省エネ）改修減額
　定められた条件を満たす耐震・
バリアフリー・熱損失防止（省エ
ネ）改修を行った家屋については、
施工完了日から3か月以内の申告
により、翌年度の当該家屋に係る
固定資産税額が減額されます（期
間内に申告ができず、特段の事情
があると認められる場合はこの限
りではありません）。
　なお、耐震改修または熱損失防
止（省エネ）改修が、長期優良住
宅の認定を受けて改修された場合
は、減額割合が拡充されています。
 対◆耐震改修＝昭和57年1月1日
以前から所在する住宅で、令和4
年3月31日までに建築基準法に基
づく現行の耐震基準に適合するよ
う改修工事を施した住宅◆バリア
フリー改修＝新築された日から
10年以上経過した住宅で、令和4

年3月31日までにバリアフリー改
修工事を施した住宅◆省エネ改修
＝平成20年1月1日以前から所在
する住宅で、令和4年3月31日ま
でに省エネ改修工事を施した住宅

（いずれも一定の要件に該当する
場合）
②要安全確認計画記載建築物等の
　耐震改修家屋の減額
　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に規定する要安全確認計画
記載建築物または要緊急安全確認
大規模建築物について、政府の補
助を受けて、令和5年3月31日ま
でに建築基準法に基づく現行の耐
震基準に適合させるよう改修工事
を行った場合、施工完了日から3
か月以内の申告により、翌年度か
ら2年間、当該家屋に係る固定資
産税額が減額されます。
 問課 税 課 固 定 資 産 税 係☎042-
497-2042

耐震・バリアフリー・熱損失防止（省エネ）改修をした
住宅をお持ちの方は固定資産税の減額の申告を

ふるさとチョイスAWARD2021
「チョイス自治体職員部門」で本市職員が表彰されました
　地域で頑張る人にスポットを当
て、ふるさと納税の裏側で起きた
地域の変化やさまざまなストーリ
ーを表彰する「ふるさとチョイス
ＡWＡRD」（主催：㈱トラストバン
ク）にて、本市で養蜂をはじめと
した新たな特産物づくりに挑戦す
る建築管財課・海老澤主査の取り
組みが、表彰されました。表彰内
容など、詳しくはふるさとチョイ

ス公式ホームページをご覧くださ
い（下記QRコード参照）。
 問財政課財政係
☎ 0 4 2 - 4 9 7 -
1810、建築管財
課管財係☎042-
497-1841

養蜂着姿で登壇した
海老澤雄一主査

詳しくは
こちら

◆新型コロナウイルスワクチン接種証明の国内利用
　～飲食店などでワクチン接種証明を求められたら～
　今後、日常のさまざまな場面でワクチン接種の証明を求められる機会
が増える見込みです。接種券（シール用紙）に付属している「新型コロナ
ウイルスワクチン 予
防 接 種 済 証（ 臨 時 ）」

（画像左）または「新型
コロナワクチン接種
記録書」（画像右）が接
種証明書類となりま
すので、紛失しない
よう大切に保管して
ください。
　なお、海外渡航者
用の「ワクチンパスポ
ート」は別途申請が必
要です。

新型コロナウイルスワクチン接種

◆ワクチンの接種状況（11月9日現在）
対象者 1回目接種済 2回目接種済
69,124人 57,645人（83.4㌫） 56,468人（81.7㌫）

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン
接 種 専 用 コ ー ル セ ン タ ー ☎042-497-
1507（平日午前9時～午後6時30分）

市ホームページで
最 新 情 報 を
確 認 で き ま す

　コロナ禍における女性の不安や
ストレスが少しでも和らぐよう
に、助けを必要としている人たち
と居場所をつなぐ活動をスタート
します。
　市では今後、下記事業の継続開

催とともに、働き方相談会や生活
用品（紙おむつ、生理用品、マスク）
の配布をとおして経済的な理由な
ど、さまざまな理由でお困りの女
性へ向けた取り組みを実施してい
きます。

コロナ禍に生きる女性のためのSDGsプロジェクト

◆第1回　地域で集まろう！多胎
　児ママ
 対多胎児を育てている女性。先
着6人 日12月15日 ㈬ 午 前10時 ～
正午 
◆第２回　ジェンダー教育って必
　要？～男の子らしく、女の子ら
　しくについて考える～
 対ジェンダーに関する悩みを抱
えている女性。先着6人 日12月15
日㈬午後1時30分～3時30分

場きよせコワーキングスペース
「ことりば」（アミュー5階）
 申11月15日 か ら 下 記
QRコードより申込み
 問NPＯ法人ダイバーシ
ティコミュ☎042-508-
2650
 Ｍinfo@diversitycommu.com
※保育あり（第1回は先着10人、
第2回は先着6人、6か月～未就学
児、要予約）。

　子育てに関する悩みや課題を持つ仲間同士、日ごろの思いや悩みを話
してみませんか。子育て経験を持つ「ピアサポーター」も加わり、地域
とつながりながら、自分自身への深い気づきを得て、心の癒しと回復を
目指します。

『女性のためのピアサポート交流会～テーマでつながる私の心～』

詳しくは
こちら

子育てや仕事で体や心に不調を感じていませんか？


