
なるべくエビデンスに基づき、資料を作成しておりますが、
状況は刻一刻と変わり、現時点での見解が今後も正しいとは限りません。
エビデンスがない部分は個人の見解も含みますので、注意してお使い下さい。

新型コロナウイルス感染を
のりこえるための説明書

諏訪中央病院　玉井医師作成

諏訪中央病院ホームページ、 茅野市ホームページで公開中です

諏訪中央病院の玉井道裕医師が作成している 「新型コロナウイルス感染をのりこえるための説明書」。 新型

コロナウイルスについて分かりやすいということで、 テレビでも紹介されています。 １月には 「オミクロン

株編」 （全 24 ページ） が公開されました。 市民の皆さんもご一読ください。

※上記ページは抜粋したページです。 全ページをご一読ください。

茅野市ホームページ （ファイルサイズ縮小版）諏訪中央病院ホームページ

オミクロン変異株って

どんなウイルス？

オミクロンに対する

ワクチン３回目の効果は？

コロナの治療って

何するの？

令和４年度　長野県民交通災害共済
問　市民課 市民係　☎72-2101 （内線 254）

◆見舞金  　　　　万円　～ 　　　　　　　万円

◆対象となる事故

　 ・ 道路上を運行中の自動車、 バイク、 自転車等に

よる衝突、 転落、 接触等の事故

　 ・ 運行中の電車、 バス、 タクシー、 航行中の航空機・

船舶による事故

　※日本国内での事故に限る 

◆加入要件

　 ・ 令和４年４月１日以降茅野市に居住している方

　 ・ 大学生など被扶養者で就学のため市外に居住し

ている方

　※０歳から義務教育終了前までの幼児 ・ 児童 ・ 生

徒（令和４年４月１日現在）は、市で会費を負担し、

一括して加入手続きをしますので申し込みの必要

はありません。

◆会員の期間

　 令和４年４月１日～令和５年３月 31 日

　 ４月１日以降に申し込みの場合は、 会費納入日の

翌日から開始

◆申込方法

加入申込書に会費 （１人 400 円） を添え、 区 ・ 　

自治会または所定の金融機関などを通じてお申し

込みください。

申込期限　３月 31 日 （木）

※詳しい手続き方法は、 区 ・ 自治会を通じて配布し

ましたチラシ、 または市ホームページをご覧くださ

い。

◆公費負担の申請が必要な方

下記の方は、 市で会費を負担しますが、 事前に申

請が必要になります。 市役所各担当窓口で手続き

をしてください。

◎母子 ・ 父子家庭、 寡婦 （65 歳まで）

　　・ ・ ・ こども課

※交通災害共済でいう寡婦とは、 市に母子家庭の届

け出をしていた方です。

◎身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者の手帳を

　　お持ちの方、 生活保護を受給している方

　　・ ・ ・ 地域福祉課

手続きの期限　３月 11 日 （金）

（実入院・実通院２日） （死亡）
２ 100

information
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

問　非課税世帯給付金担当　☎72-2101 （内線 567 ・ 568）
福祉21推進係　☎72-2101 （内線 302 ・ 303 ・ 304）

◆対象

　【対象①】 令和3年12月10日に茅野市に住民登録

 があり、 世帯全員の 「令和３年度住民税

 （均等割）」 が非課税の世帯

　【対象②】 「令和３年度住民税（均等割）」が課税され

 ているが、 新型コロナウイルス感染症の

 影響で収入が減少し「住民税非課税相当」

 の収入となった世帯 （家計急変世帯）

◆手続き方法

　【対象①】 確認書をお送りしました。 必要事項を

 ご記入のうえ、 ご返送ください。

　【対象②】 申請が必要です。 申請時点で茅野市に

 住民登録のある方は申請してください。

◆窓口

　 2月15日（火）〜庁舎2階東側エレベーターホールに

　 専用窓口を開設します。

◆申請受付開始　

　 【対象①】 2月15日 （火）〜

　 【対象②】 3月中旬予定　（決まり次第、 ホームペー

　　　　　　　　 ジ等でお知らせします。）

◆申請期限

　 【対象①】 確認書到着後３か月以内

　 【対象②】 ９月30日 （金）

◆支給方法　口座振込

　　　　　　　　　3月上旬から順次振込予定です。

◆支給額　１世帯当たり10万円

※制度の詳細や支給の条件および

　 日程等については、 市ホーム

　 ページをご覧ください。
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