
令和4年（2022年）7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。

　市は商工会と連携し、コロナ禍
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、専
門家による各種助成事業の申請な
どの相談会を実施します。前日午
前中までにご予約ください。
【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
【相談内容】雇用調整助成金、小
規模事業者持続化補助金、事業再

構築補助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、経営相談
や創業相談など
 日毎週火曜日午前9時～正午（年
末年始、祝日を除く）
 場清瀬商工会館（松山二丁目）
 申 問電話で清瀬商工会
☎042-491-6648へ 

新型コロナウイルス感染症対策事業
商工会で「よろず相談会」を開催しています

　市と清瀬商工会が連携し、原油
価格・物価高騰などの経済環境の
影響を受けた市内中小企業者及び
農業者を支援するために、水道光
熱費、燃料費、肥料費などに要し
た経費の一部に対して給付金を支
給します。
※詳しくは8月以降に市および清瀬
商工会ホームページで公開します。

【給付金額】それぞれ上限20万円。
［中小企業者等］水道光熱費、燃
料費の20㌫［農業者］動力光熱費
の20㌫、肥料費・飼料費などの
20㌫【申請期間】8月1日㈪～10月
31日㈪（当日消印有効）
【申請方法】原則郵送 問清瀬商工
会☎042-491-6648、産業振興課
産業振興係☎042-497-2052 
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清瀬市役所産はちみつ「Kiyohachi」親子採取体験清瀬市役所産はちみつ「Kiyohachi」親子採取体験
　新型コロナウイルス感染症の影
響で中止が続いていた「清瀬市役
所産はちみつ「Kiyohachi」親子採
取体験」を開催します。 対市内在
住の小学生とその保護者（2名1
組）。先着8組 日8月3日㈬午前10

時～11時30分ごろ 場市役所1階市
民交流スペース 費1組500円（お土
産の「Kiyohachi」50㌘代）
 申 問7月15日午前8時30分から電
話で建築管財課管財係☎042-
497-1841へ

　東京都が令和4年3月からドク
ターヘリの運用を開始しました。
市と都が協定を締結し、下記の場
所がランデブーポイント（救急隊
からドクターヘリに患者を引き継
ぐ場所）として新たに指定されま
した。騒音などでご迷惑をおかけ
しますが、皆さまの命を守る大切
なドクターヘリです。ご理解・ご
協力をお願いします。
【協定に基づくランデブーポイン
ト】清瀬内山運動公園サッカー場

A面、下宿運動公園、コミュニテ
ィプラザひまわり、神山公園芝生
広場、清明小、四中、四小、清瀬
小
【その他の市内のランデブーポイ
ント】都職員共済組合清瀬運動場
 問東京都福祉保健局救急災害医
療課☎03-5320-4427

ドクターヘリの運用にご理解を

ドクターヘリ

経済対策事業一覧（実施予定含む）
開催時期 事業名 内容
６月1日～
12月31日
【実施中】

清瀬がんばるお
店応援キャンペー
ン第４弾

市内の工事事業者で10万円以上の住宅改修工事などを
行った方に、工事価格の5㌫分(上限5万円)の市内参加
店舗で利用できるチケットを配布します。

7月1日～
10月31日
【実施中】

清瀬がんばるお
店応援キャンペー
ン第5弾

市内の参加店舗でのお支払い1,000円あたり300円分の
チケットを配布(一部店舗は3,000円あたり300円分）。
配布期間は7月1日～8月31日、利用期間は9月1日～10月
31日です。

8月1日～
10月31日

経済変動対策支
援事業

市内中小企業者、農業者に対して水道光熱費、燃料費
等の20㌫分(上限20万円)を給付します。農業者に対し
ては肥料費、飼料費等にも給付を行います。詳しくは市
報8月1日号でお知らせする予定です。

8月1日～
令 和5年2
月

店舗等リノベーシ
ョン促進補助金

経済活動の再開に向けた設備投資を促すため、市内の
事業者が店舗リノベーションを行う費用の一部を補助し
ます。詳しくは市報8月1日号でお知らせする予定です。

11月～12月
キャッシュレス決
済を使った消費
者還元事業

市内の参加店舗でキャッシュレス決済を利用した方に一
定割合の還元を行い、消費喚起とともに感染リスクの少
ない決済手段を普及します。

詳しくはこちら

　市と清瀬商工会で市内の事業者
を切れ目なく支援するため、新型
コロナウイルス感染症対策、原油
価格・物価高騰対策として、以下
のような経済対策を計画していま
す。事業者の皆さまのご参加と市
民の皆さまのご利用をお待ちして

います。なお、感染状況などによ
っては内容や時期を変更する場合
があります。詳しくは市報や市ホ
ームページなどでお知
らせします。 問産業振
興課産業振興係☎042-
497-2052

経 済 対 策 事 業 一 覧（ 実 施 予 定 含 む ） 

　清瀬駅北口地下駐輪場は平置き
箇所を増設するため、7月11日㈪
から2週間程度、改修工事を行い
ます。工事期間中は一部エリアを
閉鎖します。なお、定期利用エリ
アには影響ありません。ご不便を
おかけしますが、ご協力をお願い
します。
■9月1日からの定期利用契約（今
　回の平置き増設分）の事前申込
　みの受け付け
 日7月19日㈫午前9時（翌日以降は
午前5時30分～）～29日㈮午後9

時30分 場地下駐輪場内の管理室
【備考】申込み前に受け付け場所
で配布する申込要領をご確認くだ
さい。申込者多数の場合は8月2
日㈫午前10時から生涯学習セン
ター5階で抽選し、8月3日㈬以降
に駐輪場内・外に掲示します。当
選者への販売期間は8月15日㈪か
ら31日㈬までです。
 問清瀬都市開発株式会社☎042-
495-3300、道路交通課交通安全
係☎042-497-2096

清瀬駅北口地下駐輪場の改修工事及び
増設分の事前申込み

　多摩北部（清瀬市、小平市、東
村山市、東久留米市、西東京市）
それぞれのまちの魅力を再発見し
ながら謎解きに挑戦してみません
か。 対 日 場 内下表のとおり
 問多摩六都科学館☎042-469-

6100、未来創造課マネジメント
係☎042-497-1807
※詳しくは市立小・中学校で配布
する冊子または多摩六都科学館、
市ホームページを確認してくださ
い。

たまろく まちの探検隊「謎解きミュージアム2022」
多摩北部広域子ども体験塾

対象（定員） 日時 時期 講座名 場所
上記の5市に在住・在学の

小・中学生
7月23日㈯～
8月31日㈬ 夏季 5市まち歩き謎解き

プログラム（セルフ式）
上記
5市内

【初級】
夏季プログラムに参加した
小学3年生以上（32人）。

10月15日㈯・
1６日㈰
2日間連続 秋季 目指せ

謎解きクリエイター
多
摩
六
都
科
学
館

【中級】
夏季プログラムに参加した
小学5年生以上（32人）。

11月12日㈯・
13日㈰
2日間連続

詳細が決まり次第、
多摩六都科学館ホームページに掲載します。 冬季

謎解き
ロクトミュージアム 
謎解きミュージアム
2022紹介展示

※応募者多数の場合は抽選です。

　新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種

◆ワクチンの接種状況（7月5日現在）
区分 1回目接種済み 2回目接種済み 3回目接種済み

65歳以上 92.9㌫ 92.６㌫ 88.2㌫
12～64歳 87.3㌫ 8６.9㌫ ６0.3㌫
5～11歳 21.9㌫ 20.3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（土・日
曜日、祝日を除く午前9時～午後6時）

最 新 情 報 は
市ホームページで
確 認 で きます

◆4回目接種券発送スケジュール
　4回目接種の接種券を順次発送しています。接種券が届き次第、予約
できます。なお、4回目の接種は3回目の接種日から5か月以上経過して
いることを必ず確認してください。
3回目接種を完了した日 4回目接種券の発送日 発送対象者数
令和４年3月1日～31日 7月27日㈬（予定） 約４,４00人
令和４年４月1日～30日 8月下旬（予定） 約６00人

◆臨時予約窓口を開設します
　電話またはオンラインでの予約の他に臨時で窓口を開設し、予約を受
け付けます。窓口での予約は混み合う可能性があります。
開設期間（土・日曜日、祝日を除く） 時間 場所

7月13日㈬～29日㈮ 午前9時
～正午

市役所本庁舎1階
市民交流スペース

8月1日㈪～8月12日㈮ごろ 市役所本庁舎2階
市民協働サロン兼ギャラリー

◆下宿地域市民センターで接種を行います
　1～3回目接種と同様に下宿地域市民センターでの接種を行
います。これに伴い、一部地域から送迎バスを運行します。
運行期間など詳しくは、コールセンターにお問い合わせいた
だくか、市ホームページをご確認ください。
【接種期間】7月19日㈫～28日㈭【接種曜日】月～木曜日

詳しくは
こちら

◆4回目接種
　対象者は、①60歳以上の方②18歳以上で基礎疾患を有する方・その
他重症化リスクが高いと医師が認める方です。接種券は、3回目接種か
ら5か月経過した対象者に送付します。また、対象者②のうち1・2回目
接種券の早期発送申請をしている方は4回目接種券を自動的に発送しま
す。1・2回目接種券の早期発送申請をしていない方は申請が必要とな
ります。


