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お知らせ

令和4年第4回市議会
定例会 1000870ID

日・内 下表の通り開催予定
▶本会議

▶常任委員会

問 議会事務局（☎042-514-8007）

日野市子どもの貧困対策に関
するお知らせ

▶基本方針を策定
1019411ID

　第2期日野市子どもの貧困対策
に関する基本方針を策定しまし
た。この方針は令和4年10月～9
年3月を対象の期間とし、貧困対
策を推進していきます。

▶市民委員募集
1022106ID

日 任期�令和5年4月1日～7年3
月31日※原則年3回開催 内 子ども
の貧困対策に関する基本方針に
基づいた進捗状況の確認や意見
交換など対 満18歳以上の市内在
住・在勤・在学者 定 3人 申 11月30日
㈬午後5時（必着）までに〒191-
8686日野市役所2階セーフティネ
ットコールセンターセーフティネ
ット係へ郵送、持参、ファクス

（ FAX 042-583-4198）またはEメー
ル（ s-net@city.hino.lg.jp）で。

11月29日㈫ 会期の決定、議案上程
12月1日㈭ 一般質問
2日㈮ 一般質問、請願上程
5日㈪・6日㈫ 一般質問
7日㈬ 一般質問、議案上程

15日㈭ 審査報告、議案上程、
採決

12月9日㈮ 企画総務委員会
12日㈪ 民生文教委員会
13日㈫ 環境まちづくり委員会

「子どもの貧困対策についての考
え」（800字以内）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、職業（勤務先の
名称または学校名）、電話番号を
記入※いずれも書式は任意。持
参の場合は土曜・日曜日、祝日
を除く
　いずれも問 セーフティネット
コールセンター（☎042-514-8542）

環境審議会委員募集
1009831ID

日 任期�令和5年4月1日～7年3月
31日※年2・3回開催予定対 市内
在住者※日野市の他の審議会委
員を除く定 4人 申 11月30日㈬（消
印有効）までに〒191-8686日野市
役所環境保全課へ郵送またはE
メール（ kankyo@city.hino.
lg.jp）で。作文「日野市の環境に
ついて思うこと」（800字以内・任
意様式）、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を記入 問 環境保全課

（☎042-514-8294）

廃棄物減量等推進審議会市民
委員募集

1016164ID

日 任期�令和5年2月から2年間
※年2回開催予定対 市内在住者
※他の審議会委員を除く定 4人
以内申 11月30日㈬（必着）までに
〒191-0021石田1-210-2日野市ク
リーンセンターごみゼロ推進課
へ応募書類（ごみゼロ推進課にあ
り。市 HP から ダウンロード 可）を郵
送、持参またはEメール（
gomizero@city.hino.lg.jp）で
※持参の場合は土曜・日曜日、
祝日を除く他 選考結果は1月中旬
までに連絡 問 ごみゼロ推進課

（☎042-581-0444）

都営住宅入居者募集
1008444ID

日 募集のご案内�11月1日㈫～10
日㈭（日曜日、祝日を除く）の午
前8時30分～午後5時15分に市役
所1階市民相談窓口、七生支所、
豊田駅連絡所で配布 申 11月16日
㈬（必着）までに申込用紙（配布期
間中のみ東京都住宅供給公社
HP から ダウンロード 可）を郵送また
はオンラインで 問 同公社都営住
宅募集センター（11月1日～16日�
☎0570-010-810、前記以外�☎
03-3498-8894※土曜・日曜日、祝
日を除く）

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
額8,000円問 財産管理課（☎042-
514-8156）

第63回日野市都市計画
審議会 1018120ID

日 11月14日㈪午前10時から場 市
役所5階505会議室 内 日野都市計
画生産緑地地区の変更・特定生
産緑地の指定について定 申込制
で先着3人 申 11月2日㈬～10日㈭
午後1時に電話またはEメール

（ tosikei@city.hino.lg.jp）問

都市計画課（☎042-514-8354）

第26期第2回日野市町名地番
整理審議会

1005344ID

日 11月15日㈫午後2時から場 防災
情報センター内 川辺堀之内・上
田・宮・豊田地区の事業 定 申込
制で先着3人 申 傍聴希望者は11

月2日㈬～11日㈮に電話またはE
メール（ tosikei@city.hino.
lg.jp）問 都市計画課（☎042-514-
8354）

東町土地区画整理審議会委員
の選挙人名簿を縦覧

1017243ID

　令和5年1月15日㈰執行予定の
東町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17日㈭～30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19日㈯午後1時30分～3時30
分 内 剪定枝は太さ5cm以内、長
さ20cm以上100cm以内、1束の
直径50cm以内で必ずひもで束ね
る。落ち葉・小枝は小枝の長さ
20cm未満で必ず袋に入れる持

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、竹や腐葉土、草花は不
可 問ごみゼロ推進課（☎042-581-
0444）

1年に1度は備蓄の確認
を 1015228ID

　毎年11月19日は、東京都が制定
した「備蓄の日」です。災害だけで
なく、買い物が難しい状況に備え
て、いつもの食品を少し多めに買
っておく「ローリングストック」で
食料品を備蓄しておきましょう。
問 健康課（☎042-581-4111）

国民年金について 
1002827ID

▶国民年金制度
対第1号被保険者�自営業、学生、
無職の方など、第2号被保険者�
厚生年金保険に加入している会
社員や公務員など、第3号被保険
者�第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の配偶者
￥ 1カ月16,590円（令和4年度）他 任
意加入・付加保険料については市
HP 参照または問い合わせを

▶保険料を納めることが困難な方
は相談を
内 ①法定免除②産前産後期間の
免除③申請免除④納付猶予制度
⑤学生納付特例制度 他 対象など
詳細は市 HP 参照または問い合
わせを

▶年金支給について
内 ①老齢基礎年金�原則65歳か
ら支給②障害基礎年金�病気や
けがで日常生活に著しい支障が
あると認定されたときに支給③
遺族基礎年金�加入者などが亡
くなったときに支給④年金生活
者支援給付金制度�年金に上乗
せして支給対 ①国民年金を納め
た期間（免除期間含む）が10年以
上ある方②国民年金加入中に初
診日があり、保険料納付などの
要件を満たした方③亡くなった
方によって生計を維持されてい
た子のある配偶者または子④公
的年金等の収入や所得額が一定
基準以下の年金受給者 他 ②20歳
前に障害の状態になった場合は
20歳から年金の請求可。いずれ
も詳細は問い合わせを

▶社会保険料控除証明書（国民年
金保険料分）の送付
　1月～9月に納付された方に、

11月中に送付されます。年末調
整や確定申告にご利用ください。
　いずれも問 日本年金機構立川
年金事務所（☎042-523-0352）、市
保険年金課（☎042-514-8289）

令和5年度「ごみ・資源分別カ
レンダー」の戸別配布

1002863ID

日 配布期間�11月中旬～12月2日
㈮※12月6日㈫以降も届かない場
合はご連絡を問 ごみゼロ推進課

（☎042-581-0444）

生活のしづらさなどに関する
調査（全国在宅障害児・
者等実態調査）

1022332ID

　障害者施策の推進に向けた検
討の基礎資料とするため、厚生
労働省が、在宅の障害児・者等（難
病等患者、現在の法制度で支援
の対象外となっている方、日常
生活などで生活のしづらさを感
じている方を含む）の生活実態と
ニーズを把握することを目的に
実施します。
日 調査�12月から※11月中に対象
世帯へ案内を発送対 厚生労働省
指定の市内7地区の全世帯 他 調
査に当たっては、身分証明書を
携帯した市職員が各世帯を訪問
問障害福祉課（☎042-514-8485）

令和４年度第１回日野市総合
教育会議

1022330ID

日 11月15日㈫午後3時～4時30分
※傍聴希望者は問い合わせを場

市役所4階庁議室 問 企画経営課
（☎042-514-8047）
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