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第６号

入間市から
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
子ども・
妊娠中の方へ

費用の一部を助成します！

子ども・妊婦インフルエンザ予防接種

問い合わせ

助成金申請に関すること：子ども・妊婦インフルエンザ予防接種助成担当
（企画課内☎ 2964-1111 内線 3152）
その他予防接種に関すること：地域保健課（健康福祉センター内☎ 2966-5513）

今年度に限り、お子さんと妊娠中の方がインフルエンザ予防接種を行った際の費用の一部を助成し
ます。インフルエンザ予防接種を受けた方は、期間内に申請を行ってください。
対象 以下のすべてに該当する方
・接種日において生後 6 か月から中学 3 年生までの方または妊娠中の方で、10 月 26 日から
令和３年１月 31 日までにインフルエンザ予防接種を受けた方
・接種日において入間市の住民基本台帳に記録されている方
※妊娠中の方およびお子さんのインフルエンザ予防接種は、「任意接種」です。ワクチン接種の効果
および副反応などについて、医師より説明を受け、よく理解したうえで接種してください。

申請に必要なもの
・申請書（10 月下旬までに準備予定）
└市役所（企画課・こども支援課）・入間市健康福祉センター（地域保健課）・各支所に用意、市公式ホー
ムページからダウンロード

・インフルエンザワクチンを接種したことがわかる領収書
└ 原本のみとし、対象者氏名・接種年月日・医療機関名・領収印のあるもの
・振込先のわかるもの
└ 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写しなど
・子ども医療費受給者証等のコピー（お子さんのみ）
・市区町村が発行した母子健康手帳の表紙のコピー（妊娠中の方のみ）
・印鑑（認印可）
助 成 額 上限 2,000 円（対象者１人につき１回のみ）
接種期間 10 月 26 日（月）～令和３年１月 31 日（日）
申請期間 10 月 26 日（月）～令和３年３月１日（月）（必着）
申 請 先 子ども・妊婦インフルエンザ予防接種助成担当（市役所企画課内）
〒 358-8511 入間市豊岡 1-16-1
※郵送での申請にご協力をお願いします
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市民の皆さまへ

コロナ禍における災害時の避難準備
問い合わせ

危機管理課

市では、災害発生の危険度に応じ「警戒レベル」を用いて、適切な避難行動をとれるよう避難情報
を提供していきます。警戒レベルは、災害時に市民のみなさんがとるべき行動（避難行動など）と、
その行動を促す防災情報（防災気象情報・避難情報）を結びつけるものです。地域の災害情報を確認
し、必要がある場合は避難しましょう。
警戒
レベル

市民のみなさんがとるべき行動

避難情報

1

災害への心構えを高める
（天気予報等の情報収集、備蓄品の確認など）

早期注意情報

2

ハザードマップ等で避難行動を再確認

大雨注意報
洪水注意報

3

避難に時間のかかる高齢者等は避難

避難準備・
高齢者等避難開始

4

危険な場所から全員避難
※避難場所への避難がかえって危険な場合は、
家の中のより安全な場所へ移動し安全確保

避難勧告
避難指示（緊急）

5

命を守る最善の行動

災害発生情報

避難所などにおける密集した中での集団生活は、新型コロナウイルス感染症等の感染リスクが高ま
ります。以下のことを考慮して、一人ひとりの感染症対策をお願いします。

・安全が確保できる近くの親戚・知人宅などを避難先として検討してください
・危険な場所でないマンションなど頑丈な建物、高い階に住んでいる人は、自宅に
留まる在宅避難を検討してください
・危険な場所でなければ、一時的に車の中で過ごす「車中泊」も考えられます
・どれにも当てはまらず、周囲に不安がある場合は、ためらわず指定避難所・避難
場所に移動してください

■避難するときの持ち物
□ 寝具（毛布等）
□ スリッパ（室内履き）
□ 着替え

□ 体温計

マスクやアルコール消毒液、体温計な

□
□
□
□

□ マスク（タオル等）
□ アルコール消毒液
（ウエットティッシュ等）
□

持病がある場合は、薬などの準備もお

外履きを入れる袋
モバイルバッテリー
携帯ラジオ
最低１日分の食料と飲料

□
□

自宅からの避難が必要な場合に備え、
どの用意も可能な限りお願いします。
願いします。
左の空欄に各自、必要なものを書き
出してみてください。

災害時の避難準備について、広報いるま７月１日号、９月１日号に特集が掲載してあり
ますので改めてご確認ください。
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高齢者の方へ

接種はお早めに！高齢者インフルエンザ予防接種
問い合わせ

地域保健課（健康福祉センター内☎ 2966-5513）

毎年、秋から冬にかけてインフルエンザが流行します。今年は新型コロナウイルス感染症患者の発生が
続いており、インフルエンザとの同時流行に備えて、予防接種を行うことが例年以上に重要です。
今年度は、高齢者の方は自己負担なしで接種できます。期間は、10 月 1 日から 12 月 31 日までです。
接種をご希望の方はお早めに医療機関へ予約してください（予約が必要ない場合もあります）
。

対

象 市内に住所を有する次のいずれかに該当する方
・接種日に６５歳以上の方
・接種日に６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能に極度の障害のある方、も
しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方（いずれも身体障害者手
帳１級相当の障害）

令和３年１月１日から１月 31 日まで

※
市 外で接種を希望される方は、接種方法
が異なりますのでお問い合わせください。
無料（今年のみ） ※年 末年始は、医療機関がお休みの場合が
ありますので、お気を付けく
1,500 円
ださい。

令和３年２月１日以降

全額自己負担

期

間

10 月１日から 12 月 31 日まで

市民の皆さまへ

自己負担額

詳しくは、市公式ホームページをご
覧ください▶

入間市国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者に対する
傷病手当金の適用期間が延長されました
問い合わせ

国保医療課

入間市では、入間市国民健康保険被保険者・後期高齢者医療保険被保険者の方が、新型コロナウィ
ルスに感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤し、給与等の全部または一部の支払いを受ける
ことができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
今回、適用期間が延長され、12 月 31 日までになりました。
対

象 下記の要件を全て満たしている方
・入間市国民健康保険、または、後期高齢者医療保険に加入している
・勤務先から給与等の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染し（発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む）
、
その療養のために勤務することができず、給与または給与の一部の支払いを受けること
ができない
・勤務することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から勤務できない期
間のうち就労を予定していた日がある

支給金額 直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額×３分の２×支給対象日数
適用期間 令和２年１月１日～ 12 月 31 日の間で、労務に服することができなくなった日から起算
して３日を経過した日から労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は、最長１年６カ月まで
申請方法 申請書（①世帯主記入用、②被保険者記入用、③事業主記入用、④医療機関記入用。いず
れも市公式ホームページに用意）
、
被保険者の保険証のコピー、
被保険者の本人確認書類
（運
転免許証やパスポート）のコピーを原則郵送で国保医療課
国民健康保険の方と後期高齢者医療被保険者の方では、申請書が異なりますのでご注意ください。
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市民の皆さまへ

新型コロナウイルスに便乗した不審な電話にご注意を！
問い合わせ

交通防犯課

このような電話は、
詐欺です！

「還付金があります」
「キャッシュカードを預かります」
例えば・・・市役所職員をかたり、
「払い過ぎた保険料の還付金があるので、振込先の金融機関を教えてください。」など

■詐欺被害にあわないために
・在宅中でも留守番電話に設定して、出ないようにしてください
※詐欺の犯人と話をしないことが大切です
※犯人は録音されることを極端に嫌います
・不審に感じたら、すぐに狭山警察署（☎ 04-2953-0110）に連絡してください

市民の皆さまへ

ふるさと寄附金受入れ状況

「新型コロナウイルス感染症対策に関する事業」
問い合わせ

入間市ふるさと寄附金「新型コロナウイルス感染症対策
に関する事業」に、多くの方から寄附をいただきました。
感染拡大防止対策や市民生活支援などの事業財源として大
切に活用させていただきます。
皆さまからのあたたかいご支援に深く感謝申し上げます。
※入間市内にお住まいの方でも寄附すること
ができます。
※入間市内にお住まいの方からの寄附につい
ては、返礼品の贈呈はありませんのでご了
承ください。

来場者の方へ

ふるさと寄附金の詳細について▲

件数

財政課

寄附金受入れ額

令和2年5月

６件

382,000円

令和2年6月

９件

530,000円

令和2年７月

６件

350,000円

令和2年８月

３件

707,612円

令和2年９月

０件

0円

合計

24件

1,969,612円

「新型コロナウイルス感染症対策に関する
事業」寄附金受入れ状況

農業まつり中止のお知らせ
問い合わせ

農業振興課

令和２年度農業まつりは、11 月 23 日（月・祝）に開催を予定していましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の収束が見通せず、来場者や参加団体の皆様の安全確保が困難であると判断いたしました
ので、
今年度の開催は中止することといたしました。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

発行日

令和２年 10 月 14 日 発行 入間市 編集 危機管理課 新型コロナウイルス感染症対策担当
〒 358-8511 入間市豊岡 1-16-1 ☎ 04-2964-1111
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