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催し・イベント

明るい選挙啓発ポスタ
ー作品展 1005351ID

日 1月23日㈪正午～2月4日㈯※日
曜日を除く場 市役所1階市民ホー
ル問 選挙管理委員会事務局（☎
042-514-8806）

多摩の丘陵地と史跡を
歩こう! 1022559ID

　郷土の歴史や文化を学び、日
野市と多摩市への理解や愛着を
深めます。
日 ①1月25日㈬午前9時15分京王
相模原線京王永山駅集合、午後0
時15分同駅解散②2月1日㈬午前9
時15分百草園駅集合、午後0時15
分京王線高幡不動駅解散③2月8
日㈬午前10時～正午④2月15日㈬
午前10時～正午場 ③関戸公民館

（多摩市）④中央公民館高幡台分
室内 ①多摩ニュータウン開発前
の村落景観を探る（散策）②自然
を生かした公園や散策路を巡る

（散策）③・④散策時の動画視聴と
歓談 講 日野市・多摩市学芸員対

多摩市・日野市在住・在勤・在学
者 定 申込制で各回15人 ￥ 交通費
実費申 1月4日㈬午前9時から電話
または来館※月曜日、祝日を除く
問中央公民館高幡台分室（☎042-
592-0864）

▲日野市最優秀賞 髙城莉夢さん（仲田小6年）

商店会どっと混む! 商店会を
応援しよう  豊田北口商店連
合会～新春の集い
1013105ID

日 1月29日㈰午前11時～午後3時
場 多摩平第七公園内 ガラポン抽
選会、豊田囃

は や し

子、おしるこ・豚汁
の無料配布他 抽選会は午後1時～
2時 問 梅田（☎042-586-6150）

第2回多文化共生版地
域懇談会 1022691ID

日 1月29日㈰午後1時30分～4時 場

市役所5階505会議室内 地震体験、
外国人用防災冊子で災害訓練、外
国籍の方との交流 定 申込制で先
着40人 他 詳細は市 HP 参照申 1月
25日㈬までに応募フォーム、電話、
ファクス（FAX 042-584-2748）また
はEメール（ heiwa@city.hino.
lg.jp）問 平和と人権課（☎042-584-
2733）

ひの煉瓦ホール（市民
会館）から 1000966ID

▶①第13回サロンミュージックin赤
レンガ
日 3月11日㈯午後2時から￥ 全席
指定1,500円
▶②朗読	京ことば『源氏物語』「若
紫」
日 3月25日㈯午後3時から￥ 当日
2,500円（全席指定）※前売り2,000円
　いずれも場同ホール申 ①1月14
日㈯②21日㈯午前10時から電話、
窓口または同ホール HP 問同ホー
ル（☎042-585-2011）

ななおシネマ倶楽部
“樹木希林„を生きる 

1005894ID

日 3月19日㈰午前11時からと午後2

時30分から￥ 当日1,000円（全席指
定）※前売り800円申 七生公会堂、
ひの煉瓦ホール（市民会館）窓口
または同ホール HP 場・問 七生公
会堂（☎042-593-2911）

お知らせ

介護保険料の納付に
ご協力を 1003624ID

　介護保険料の納付書は、65歳以
上で原則年金天引き以外の方に
送付しています。未納がある場合、
介護保険サービス利用時に制限
が生じる場合があります。ご相談
などはお早めにお願いします。
問 高齢福祉課（☎042-514-8509）

介護保険料などは税金の所得
控除の対象です
1003631ID

▶介護保険料の社会保険料控除
　令和4年中に納めた金額が対象
です。納付書払いの方は納付書の
領収証書、口座振替の方は口座名
義人の通帳、年金天引きの方（本
人のみ控除対象）は公的年金の源
泉徴収票でご確認ください。
▶障害者控除
　障害者手帳をお持ちでなくて
も、要介護認定を受け、一定の条
件を満たす方は申請により障害者
控除対象者認定書が発行されま
す。
▶おむつ代の医療費控除
　要介護認定を受け、一定の条件
を満たし、2回目以降でおむつ代の
医療費控除を受ける方は、高齢福
祉課で発行された主治医意見書
記載事項証明書を添付し、申告で
きます。
　また、要介護認定を受けていな

くても、医師が発行するおむつ使
用証明書（証明書の用紙は、市役
所2階市民税課にあり）があれば申
告できます。
▶介護サービス利用者負担額の医
療費控除
　控除対象となるサービスは、訪
問看護などの医療系居宅サービ
スと、介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、介護療養型医療施
設、介護医療院の施設サービスに
限ります。申告の際は、サービス
利用料の領収書が必要です。
　いずれも問 高齢福祉課（☎042-
514-8509）

令和4年度分電力・ガス・食
料品等価格高騰緊急支
援給付金 1022184ID

　対象者には確認書（申請書）を
送付済みです。返信がまだの方
は、1月31日㈫（消印有効）までに返
信用封筒で返送してください。
　また、家計急変世帯などの申請
をされる方は、お早めに郵送また
は窓口へ申請してください。
問日野市住民税非課税世帯等給
付金コールセンター（☎042-843-
2320）

マイナンバーカードの本庁舎
での受け取り 
1016335ID

　完全予約制の土曜日の受け取
りに加え、平日も混雑緩和のため、
予約制を導入しました。平日は引
き続き予約なしでの受け取りも可
能ですが、お時間がかかることが
予想されますので、可能な限り事
前予約の上、お越しください。
申 受け取り日3日前の午後5時15
分までに電話またはQRコードか

ら※予約の際は予約番号（交付通
知の左上に記載）が必要 問 市民窓
口課（☎042-514-8225）

医療費控除の申告に医療費の
お知らせ・医療費等通知書の
ご活用を 
▶①医療費のお知らせ
1010906ID

　国民健康保険の被保険者で、令
和3年11月～4年10月に医療機関な
どを受診した方へ2月上旬に送付
します。
▶②医療費等通知書
1010433ID

　後期高齢者医療制度の被保険
者で、令和3年9月～4年8月に医療
機関などを受診した方へ1月下旬
に送付します。
　いずれも他 確定申告（医療費控
除）の際に添付することで、医療費
控除の明細書の記入を省略可。記
載がない部分は別途「医療費控除
の明細書」などの添付が必要問 保
険年金課（①給付係…☎042-514-
8276②高齢者医療係…☎042-
514-8293）

国民健康保険の高額療養費
～申請手続き簡素化対
象の拡充 1002785ID

　令和4年12月末発送分の申請書
より、70歳未満の被保険者のいる
世帯も簡素化対象となりました。
紙の申請書による初回申請を1度
行うことで、今後支給対象となっ
た場合には原則申請不要となり、
初回申請で記載した金融機関口
座へ自動振り込みとなります。
他 一部対象外となる場合あり。詳
細は問い合わせを問 保険年金課

（☎042-514-8276）

多摩平の森産業連携センター
管理運営業務委託プロポーザ
ルの実施 
1015934ID

　施設の趣旨および業務の目的
を的確に把握し、民間のノウハウ
や人材などを活用して業務を実
行できる候補者を選定するため
提案の募集を行います。スケジュ
ールなど詳細は市 HP をご覧くだ
さい。
問 産業振興課（☎042-514-8442）

第3次日野市ごみゼロプラン
の中間検証と後期に向けたプ
ラ ン の 改 定 に つ い て

（素案）への意見を募集 
1022696ID

日 縦覧…1月4日㈬～2月3日㈮※
土曜・日曜日、祝日、休館日を除
く場クリーンセンター内ごみゼロ
推進課、市役所3階環境保全課、七
生支所、豊田駅連絡所、市政図書
室、市内各図書館、市 HP 申 1月4
日～2月3日（必着）に〒191-0021
石田1-210-2日野市ごみゼロ推
進課へ郵送、持参、ファクス（ FAX

042-586-6606）またはEメール
（ gomizero@city.hino.lg.jp）
で。意見、住所、氏名、電話番号
を記入※持参の場合は土曜・日曜
日、祝日を除く問ごみゼロ推進課

（☎042-581-0444）

令和5年「日野市二十歳
のつどい」 1015062ID

日1月9日㈷ 場 ひの煉瓦ホール（市
民会館）対 平成14年4月2日～15年
4月1日生まれの方 他 対象者には
令和4年12月中旬に案内状を送付
済み。詳細は案内状を参照 問 生
涯学習課（☎042-514-8765）
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