
　南平体育館は、昭和₅4年の竣
しゅん

工以来、市の重要なスポー
ツ拠点として、また浅川以南の身近なスポーツ施設として、
多くの皆さまに利用されてきました。しかし、施設の老朽
化が進むとともに、耐震補強工事の実施が困難であるため、
建て替え工事を実施する予定です。

　これまでに実施してきたパブリックコメントや住民説明
会、そしてワークショップを通じて、多くの市民の皆さま
からご意見をいただき、①スポーツと健康②交流③防災の3
点を基本的な機能と捉え、街に活気と潤いを生み出す「まち
なかアリーナ」としての新体育館の完成を目指します。

▶個人利用
利用可能競技  バドミントン、卓球、ミニテニス、インデ
ィアカ、ボッチャなど
利用方法  利用開始10分前までに受付窓口で料金を支払い
費用 1コマ200円※中学生以下および65歳以上の方は100
円。市外利用者は上記金額の2倍

▶団体利用
対象 日野市体育施設等利用団体に登録した団体
費用 コミュニティホール3分の1面利用3,000円から、多
目的ホール2分の1面利用1,100円から（いずれも1コマあ
たり。利用面数および時間帯により異なる）
申込 施設予約システムから

期間 12月下旬から
会場 集会室2－1
対象 高校生以上
利用方法  当日受付窓口で
料金を支払い
費用 1回300円

南平体育館の建て替え工事（予定）を行います

■建て替え工事期間

■工事期間中の代替施設のご案内
●市民の森ふれあいホール

●その他の施設

コミュニティホール、多目的ホール（畳・床）

トレーニングルームを開設

施設名 利用可能種目 利用方法
生活・保健センター、東部会館 卓球・軽体操・ダンス

市施設予約システム
で予約※文化施設の
事前登録が必要

新町交流センター バドミントン・卓球・軽体操・ダンス
南平駅西・落川・多摩平・平山・
東町交流センター 軽体操・ダンス

1012271ID問 文化スポーツ課（☎514-8465）

▲新体育館外観 ▲新体育館内観（エントランスホール） ▲新体育館内観（アリーナ）

■市民の森ふれあいホール利用時間・利用者区分
曜日

室名・時間区分 月 火 水 木 金 土 日

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

9:00～12:30 個人・団体 個人（バドミントン）・
団体

個人（卓球）・
団体 個人・団体 個人・団体 団体 団体

13:00～16:30 個人（バドミン
トン）・団体

個人（障害者優先）・
団体 個人・団体 個人・団体 個人（障害者

優先）・団体 団体 団体

17:00～19:00 団体 個人（バスケットボ
ール）

個人（一部バド
ミントン） 団体 個人・団体 個人（障害

者優先） 団体

19:00～21:00 団体 個人（バスケットボ
ール）・団体 個人 団体 個人・団体 個人（障害

者優先） 団体

21:00～23:00 団体 団体

多
目
的
ル
ー
ム

畳

9:00～12:30 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体
13:00～16:30 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体
17:00～19:00 個人（武道） 個人（武道） 個人（障害者優先） 個人（武道） 個人
19:00～21:00 個人 個人（障害者優先） 個人（武道） 個人 個人（武道）

床

9:00～12:30 個人（卓球） 個人（卓球、障害者優先） 団体 個人（卓球） 団体 団体 団体
13:00～16:30 個人（卓球） 団体 団体 個人（卓球、障害者優先） 個人（卓球） 団体 団体
17:00～19:00 個人 団体 個人（卓球、障害者優先） 団体
19:00～21:00 個人 団体 個人（卓球、障害者優先） 団体

※大会・イベントなどによりこの表の通りでない場合があります。事前にご確認ください
※室内の一部でスポーツ教室（事前予約制）などを行う時間があります。

12月1日㈰～令和4年3月31日㈭予定

マイナンバーカード
顔写真付きの身分証明書をつくりませんか

　マイナンバーカードはプラスチック製の顔
写真付きICカードです。12桁のマイナンバー
の確認はもちろん、顔写真付きなので、本人
確認がこのカード1枚で完了します。
　申請から1～2カ月で受け取ることができ、受
け取りに必要な書類には、住所・氏名を記入し
て押印するだけ。発行手数料は初回無料です。

※1 本人が来所できないときは市民窓口課までご連絡を。通知書などを紛失したときは電話でご相談を。指定期間に受け取り
がなかったときは「受取勧奨のお知らせ」を送付し、一定期間保管します。お早めの受け取りを ※2 Ⓐの中から1点またはⒷの
中から2点。Ⓐ官公署発行の顔写真付きの書類（有効期限内のもの）…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付き）、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書（平成24年4月1日以降発行のもの）
などⒷ上記Ⓐの書類がない場合は「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されている書類…健康保険証、各種年金手帳、
介護保険被保険者証、医療受給者証、乳児・こども医療証、社員証などを ※3 お持ちの方は必ず回収します ※4 15歳未満の
方または成年被後見人は、本人と一緒に法定代理人の同行が必要となります ※5 15歳未満の方…戸籍謄本（本籍が市内の場合
は不要。本籍が市外で世帯主が来所できないときは必要）。成年被後見人の方…成年後見登記事項証明書

◀交付通知書類

1004783ID問 市民窓口課（☎514-8206）

簡単に!

申請から受け取りまで

マイナンバーカードを利用して、コンビニなどで住民票の写しなど各種証明書を取得できます

1. 申請します（郵送またはスマートフォン、パソコンなどから）

4. 届いた通知書に本人が記入・押印します 5. 本人が来所して受け取ります

2. 申請から1～2カ月後に、市から交付通知書が届きます

3. 受け取る場所と日を決めて、予約が必要な場合は予約します

市役所1階　市民窓口課
月曜～金曜日9:00～16:20（予約不要）
第2・4土曜日（要予約）
※祝日、年末年始、メンテナンス時を除く

「日付」
「本人の住所」
「本人の氏名」
を記入して押印
してください。

次の①～⑥を本人が持参してください※1
①交付通知書
②通知カード※必ず持参を
③本人確認書類※2
④住民基本台帳カード※3
⑤法定代理人の本人確認書類※2※4
⑥法定代理人であることを証明する
書類※4※₅

七生支所
毎週水曜・木曜日9:00～16:15（要予約）
※祝日、年末年始、メンテナンス時を除く
※予約は市民窓口課（☎514-8206）へ

交付通知書▶

◀交付通知書類◀交付通知書類

市役所への来所が不要なだけでなく、待たずにすむので、いつでも必要なときに利用できます。
時間 毎日6:30～23:00（年末年始・メンテナンス時を除く）
※メンテナンスなどで利用停止する場合は、市 HP やツイ
ッター（日野市マイナンバー推進＠hino_mynumber）で
お知らせします
場所 セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミ
リーマート、イオンリテール（店舗により利用時間が異な
ります）※マルチコピー機のある店舗のみ

取得できる証明書  住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非
課税）証明書、戸籍全部（個人）事項証明※本籍が市外の方
は、戸籍のコンビニ交付を実施しているか本籍地に確認を
操作方法  店舗にあるマルチコピー機の画面にある「行政サ
ービス」ボタンをタッチして、案内に従って進みます。所
要時間約3分※利用にはマイナンバーカードと4桁の暗証
番号が必要

…個人・団体、　　 …団体のみ、　　 …個人のみ
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広報　　　　第1454号 令和元年9月1日市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎
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