歳の鬼あし多摩川ランニング
参加者募集
ID 1015897

問 文化スポーツ課
（☎042-514-8465）

「鬼あし」と呼ばれるほどの健脚だったという土方歳三にちな

公金支出差止等請求事件の
判決について
（北川原公園予
定地ごみ搬入路整備に関する
住民訴訟）
問 施設課
（☎042-581-0443）、

開催となりますので、ぜひご参加ください。

政策法務課（☎042-514-8142）

日 5月14日㈯ 内 種目…20㌔の部 対 大会当日満18歳以上で、4時間

2,000円 他 視覚障害者は伴走者 （ 参加費無料 ） と参加

右記 QR コードから※申し込みはネットのみ

北川原公園予定地内にごみ収集車の専用路を整

備することは違法であるとして、日野市長の職に

可。車いすでの参加不可 申 1月11日㈫～2月25日㈮に

ある個人（大坪冬彦氏）への賠償請求を求めた住民
▲申し込み

日 とき 場 ところ 内 内容 講 講師 対 対象 定 定員 ￥ 費用 持 持ち物 他 その他・注意事項 申 申し込み 問 問い合わせ

ID 1018650

み、ゆかりの地日野で行われるランニング大会です。3年ぶりの

以内に完走できる方 定 申込制で先着300人 ￥ 3,000円※市民は

市政のお知らせ・催し

訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は令和3年
12月15日、日野市長の個人責任を認め約2億5千万

円の賠償責任を認めた一審東京地方裁判所判決を
支持し、被告日野市長の控訴を棄却しました。

新型コロナ

高齢者

しごと

税金

お知らせ

健康・検診

講座

スポーツ

施設

催し・イベント

子ども

その他

新型コロナ
生活困窮者自立支援金
の申請 ID 1017446
日

支給期間…3カ月間※再支給

あり 対 社会福祉協議会が実施す
今回の判決内容については、こちら側の主張
が一切認められず残念です。日野市長の職に

ID 1018500

策定の背景

問 総務課
（☎042-514-8128）

近年、刑法犯による検挙者のうち再犯者の割合は

増加傾向にあり、検挙者のうち半数が再犯者となりました。こ

れにより、再犯防止対策の必要性・重要性が高まり、「再犯の防
止等の推進に関する法律」に基づいて、再犯防止に関する施策を
策定・実施する責務が地方自治体の努力義務となりました。犯

罪をした者等の中には、さまざまな生きづらさを抱えている場
合が少なくありません。市は各種行政サービスで立ち直り支援
を行います。

目指すべき姿

エス・ディー・ジーズ

日野市が SDGs 未来都市に選定されたことを踏

まえ、SDGs の視点を組み入れつつ、誰一人取り残さない安全で

わる）
世帯など ￥ 支給額…世帯に

とは受け入れがたいため、直ちに上告し、最高

属する者の数に応じ、1カ月ごと

裁判所の判断を仰ぎたいと考えております。

に支給。1人…6万円、
2人…8万円、

重点課題

犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立

することなく、社会の一員になることができるよう再犯の防止

水道工事に伴う
バス停一時移設

さい。工事については東京都水道局多摩水道改革
推進本部施設部工事課（☎042-548-5452）へお問い
合わせください。

都立日野台高校

に関する施策を総合的に推進します。

日野第七
小学校

②保健医療・福祉サービスの利用の促進等

⑤再犯防止のための連携体制の整備等

⑥日野市・多摩市・稲城市3市共通の取り組み
6
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工事に伴う通行止め区間
バス既存ルート
うかい

バス迂回ルート
既存のバス停
移設後バス停

他 詳細は送付のお知らせを参照

または問い合わせを 問 保険年金
課
（☎042-514-8276）

後期高齢者医療制度の被保険
者に医療費等通知書を
送付 ID 1010433

令 和2年9月～3年8月 の12カ 月

日野バイパス

日野市生涯学習推進基本構想・
基本計画
「日野まなびあいプラ
ン」
（改訂素案）
への意見
を募集 ID 1018566
日

閲覧…1月4日㈫～2月2日㈬※

各閲覧場所の開庁時間のみ 場 閲
覧…市役所5階生涯学習課、七生
支所、豊田駅連絡所、市政図書室、
～2月2日
（必着）
に〒191-8686日野

せを 問 セーフティネットコール

が ある方 へ1月下 旬に送 付しま

市役所5階生涯学習課
（ FAX 042-

センター（☎042-514-8574）

す。確定申告
（医療費控除）
の際

583-9684

にこの通知書を添付することで、

hino.lg.jp）
へ郵送、持参、ファク

通知書に記載されている受診分

スまたはEメールで。意見、住所、

の医療費控除の明細書の記入を

氏名、電話番号を記入※持参の場

省略できます。

合は土曜・日曜日、祝日を除く 問

他 詳細は送付の通知書を参照ま

生涯学習課
（☎042-514-8765）

ID 1016820

したため、令和3年11月26日で申
請受け付けを終了しました。

たは問い合わせを 問 保険年金課
（☎042-514-8293）

申 1月4日

sgakusyu@city.

下水道モニター募集
ID 1006056

介護保険料の納期限を過ぎて
も支払いが済んでいない方は
お早めに

（5回）
の回答など
間 内 アンケート

介護保険料の納付書は、65歳

ールの送受信ができる都内在住

以上で原則年金天引き以外の方

者※公務員、モニター経験者を

に送付しています。未納がある

除く 定 おおむね1,000人 申 1月4日

令和2年11月～3年10月に医療機

場合、介護保険サービスを利用

㈫～2月28日㈪に東京都下水道局

関などを受診した方へ2月上旬に

する際に制限が生じる場合があ

HP

送付します。このお知らせは医

ります。現在年金天引きの方は、

お知らせ
国民健康保険の被保険者に医
療費のお知らせを送付
ID 1010906

③非行の防止・学校と連携した修学支援等

④民間協力者の活動と広報・啓発活動の促進等

の記入を省略できます。

ID 1003624

実践女子大学

①就労・住居の確保等

問 高齢福祉課
（☎042-514-8509）

険者負担分）
が5万円を超える月

問 産業振興課
（☎042-514-8437）

「実践女子大学（豊田駅北口行き）」バス停

受診分の医療費控除の明細書へ

でに原則郵送※詳細は問い合わ

同補助金は、予算上限に到達

子大学」の停留所を一時移設します。

振替）
を選択できません。

市 内 各 図 書 館、市 HP

詳細は、市 HP を参照またはお問い合わせくだ

1月6日㈭～7月31日㈰の水道工事期間中、ミニ

き、お知らせに記載されている

に医療費の総額
（自己負担分＋保

バス市内路線（高幡不動駅～豊田駅北口）
「実践女

問 都市計画課
（☎042-514-8369）

他の納付方法
（納付書払いや口座

3人以上…10万円 申 3月31日㈭ま

新型コロナウイルス感染症対
策店舗等支援事業補助金の申
請受け付けを終了

ID 1018363

JR中
央線

安心して暮らせるまちの実現を目指します。

り終わった
（3月末までに借り終

ある個人に約2億5千万円もの責任を負わせるこ

日野市長 大坪 冬彦

日野市再犯防止推進計画を策定

る総合支援資金の貸し付けを借

療費控除の申告手続きに活用で

日

任期…令和4年4月1日から1年

対 令和4年4月1日現在、満18歳以

上でホームページの閲覧と E メ

から 問 東 京 都 下 水 道 局
（☎

03-5320-6693）
広報ひの
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