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お知らせ

緑の写真展出品作品募集
内テーマ…①日野の四季②わが
家の緑、規定…単写真で未発表
のもの。1テーマ1人3点まで。A4
サイズ。詳細は応募要領（市役所
1階市民相談窓口、七生支所、豊
田駅連絡所、日野市環境緑化協
会で配布）申 12月17日㈮（必着）に
〒191-0016神明2-13-1日野市環境
緑化協会（ qq789ngk9@vanilla.
ocn.ne.jp）へ郵送、持参またはE
メール※持参の場合は土曜・日
曜日、祝日を除く問 同協会（☎
042-585-4740）

図書館集会施設定期利用の抽
選受付（令和4年4～9月
分） 1018148ID

内中央・高幡・百草図書館①午
前10時～午後0時30分②午後1時
～4時30分③午後5時～9時※百草
は午後7時まで。土曜・日曜日、
祝日は午後5時まで対市内在住・
在勤・在学者により構成される
非営利目的の団体※音楽など実
技を伴う場合は利用不可申 11月
2日㈫～26日㈮（必着）に各館（中
央図書館…〒191-0053豊田2-49-
2、高幡図書館…〒191-0032三沢
4-1-12、百草図書館…〒191-0033
百草204-1）へ申込書（中央・高幡・
百草図書館にあり。11月2日より
図書館 HPから ダウンロード 可）を持
参、郵送、ファクスまたはEメー
ル（ lib-event@city.hino.lg.jp）
※持参の場合は月曜日を除く他 12
月3日㈮～10日㈮に結果通知問中
央図書館（☎042-586-0584� FAX 04
2-586-0579）、高幡図書館（☎042-

591-7322 FAX 042-594-2655）、百草
図書館（☎042-594-4646� FAX 042-
594-4647）

還付金詐欺に注意を
1013447ID

　市内では市職員を名乗り「医療
費の払い戻しがあります」などと
言ってATMに誘導し、犯人の口
座に送金させる還付金詐欺の被
害が連続発生しています。ATM
でお金は戻りません。怪しいと
思ったらすぐに電話を切り、110
番通報しましょう。
問日野警察署（☎042-586-0110）

市営墓地使用者募集
1006053ID

内所在地…東豊田2丁目32番地
の4、区画数…2区画、面積…約
3.3㎡。1家族で1区画まで対市内
に住所を有する方。手元にお骨
がある方を優先￥ 231,000円※別
途管理料年間2,200円申 11月1日
㈪～15日㈪に申込書（市役所1階
市民相談窓口・3階環境保全課、
七生支所、豊田駅連絡所で配布）
を市役所環境保全課へ持参※土
曜・日曜日、祝日を除く。申込多
数の場合は抽選問環境保全課（☎
042-514-8298）

ユニバーサルデザインまちづ
くり推進協議会市民委
員募集 1018195ID

日任期…令和4年1月1日から2年
間対市内に住民登録（1年以上）
している18歳以上の方でユニバ
ーサルデザインのまちづくりに
関心があり、積極的に参加する
意思のある方定 3人￥報酬…1会
議当たり10,500円申 11月22日㈪（必

着）までに〒191-8686日野市役所
3階都市計画課へ応募理由（100字
以内）、作文「ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりを進めるために市
が取り組むべきこと」（600～1,200
字）を郵送、持参またはEメール
（ tosikei@city.hino.lg.jp） で。
住所、氏名、年齢、生年月日、職
業、居住年数、電話番号を記入
※持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く。提出書類は返却不可問

都市計画課（☎042-514-8369）

豊田南土地区画整理審議会委
員の選挙人名簿を縦覧

1017243ID

　令和4年1月16日㈰執行予定の豊
田南土地区画整理審議会委員の
選挙人名簿を縦覧します。
日 11月19日㈮～12月2日㈭午前8時
30分～午後5時15分場市役所3階
区画整理課問区画整理課（☎042-
514-8405）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料）

1015943ID

日 11月20日㈯午後1時30分～3時
30分内 剪定枝は太さ5㎝以内、
長さ20㎝以上100㎝以内、1束の
直径50㎝以内で必ずひもで束ね
る。落ち葉・小枝は小枝の長さ
20㎝未満で袋に入れる持本人確
認書類他 10束（袋）以上の持ち込
みは事前に連絡を。土や砂の混
入、草花は受け入れ不可問ごみ
ゼロ推進課（☎042-581-0444）
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都営住宅入居者募集
1008444ID

日 11月1日㈪～10日㈬（日曜日、祝
日を除く）に市役所1階市民相談
窓口、七生支所、豊田駅連絡所
で募集案内を配布※東京都住宅
供給公社 HP から ダウンロード 可申

11月15日㈪（必着）までに申込用紙
を郵送問同公社都営住宅募集セ
ンター（11月1日～15日☎0570-010-
810、前記以外☎03-3498-8894※
土曜・日曜日、祝日を除く）

地域支え合い福祉活動
助成追加募集
内新規立ち上げ団体助成…上限
3万円※継続団体は相談を対サ
ロン活動など地域の交流活動を
している団体の地域支え合い活
動他 12月下旬までに決定通知書
を送付申事前に日程調整の上、
11月30日㈫までに申請書類（日野
市社会福祉協議会 HP参照）を持
参※土曜・日曜日、祝日を除く
問日野市社会福祉協議会（☎042-
584-1294）

秋の市内一斉清掃
1003047ID

日 11月28日㈰午前9時～10時※雨

天中止。実施の可否は当日午前7
時ごろに判断。市 HP参照問環境
保全課（☎042-514-8298）　

日野市ごみ分別アプリ
のご利用を 1002861ID

　収集スケジュールやごみ分別
辞典などの確認、ごみの出し忘
れ防止アラームなどの設定がで
きるスマートフォン、タブレッ
ト用の無料アプリです。
問ごみゼロ
推進課（☎04
2-581-0444）

家計の立て直しを支援
1003811ID

内家計改善支援員による情報提
供や助言対家計収支の不均衡な
ど家計に関する課題を抱え、生活
に困窮している方他予約制。詳細
は問い合わせを問セーフティネット
コールセンター (☎042-514-8574)

離職や減収した方の家
賃を支給 1014390ID

内支給期限…原則3カ月※延長あ
り対①②いずれかに該当し住宅
を喪失しているまたは喪失する恐
れのある方①離職後2年以内②給
与などを得る機会が当該個人の
責めに帰すべき理由・当該個人の
都合によらず減少し離職や廃業
と同程度の状況他詳細は市 HP

参照問セーフティネットコールセ
ンター(☎042-514-8574)

ハローワーク八王子の
巡回相談 1003811ID

日原則毎週木曜日午後1時～4時
内職業相談・紹介、履歴書・職
務経歴書の作成や面接の受け方

▲iOS版▲Android版

のアドバイスなど他予約制。相談
日など詳細は問い合わせを問セ
ーフティネットコールセンター(☎
042-514-8574)

福祉オンブズパーソン
に相談を 1003301ID

　市や実施機関(市が財政的・人
的に支援する団体)から受けた保
健福祉サービスに関する苦情相談
を受け、調査・判断を行います。
　なお、実施機関以外の実施主
体が行う保健福祉サービスについ
ても相談を受け、関係機関と連携
し、問題解決への協力を求めます。
ご自身ほか家族や法定代理人も
苦情の申し立てができ、秘密は厳
守されます。
日月4回※詳細は今号29ページま
たは市 HP 参照他予約制問福祉
政策課(☎042-514-8469)

市営住宅駐車場使用者
募集 1003414ID

場下田団地内(石田二丁目)対当
該駐車場から2㌔以内に住んでいる
または業を営んでいる方￥月8,000
円問財産管理課(☎042-514-8156)

11月9日㈫～ 15日㈪は秋の火
災予防運動

1012591ID

　市内では昨年同時期より火災
件数が増加しています。これか
らの時期は空気が乾燥し、火災
が発生しやすいため、日野消防
署 HPを参考に、身の回りの確認
をお願いします。
問日野消防署（☎042-581-0119）

令和3年度東京消防庁防火標語
もう一度��確認��安心��火の用心
（菅野珠加さん作・江戸川区在住）
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