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お知らせ

令和5年住宅・土地統計調査
の準備事務実施にご協
力を 1020174ID

　令和5年10月実施予定の「令和5
年住宅・土地統計調査」準備事務
のため、1月中旬より指導員証を携
帯した職員が市内を巡回し、住宅
の住戸数や調査区の範囲などを
確認します（原則個別訪問は行い
ません）。ご理解をお願いします。
問 総務課（☎042-514-8128）

“いのち„のプロジェクト～あ
なたの声を聞かせてく
ださいⅡ 1020146ID

　大切な人への心温まるメッセ
ージを募集しています。
申 1月27日㈮までに下記QRコー
ドまたは市 HP から問 "いのち"の
プロジェクト実行委員会事務局

（生涯学習課☎042-514-8765）

（仮称）日野市工業振興計画
（素案）パブリックコメ
ント 1022673ID

　令和5年度～令和14年度の工業
振興を見据えた計画を策定するた
め、素案への意見を募集します。
日 縦覧…1月18日㈬まで※土曜・日
曜日、祝日、年末年始、休館日を
除く場 市役所3階産業振興課、七
生支所、豊田駅連絡所、市政図書
室、市内各図書館、PlanT（多摩平
の森産業連携センター）、日野市
商工会または市 HP 他詳細は市
HP 参照申1月18日（必着）に〒191-

▲大人応募フォーム▲子ども応募フォーム

8686日野市役所3階産業振興課へ
郵送、持参、ファクス（ FAX 042-
581-2516）、Eメール（ sangyo
@city.hino.lg.jp）または市 HP で。
意見、住所、氏名、電話番号、E
メールアドレスを記入※持参の
場合は土曜・日曜日、祝日、年末
年始を除く問 産業振興課（☎042-
514-8134）

人権擁護委員を紹介 
1003252ID

　法務大臣の委嘱を受けて、人権
に関する相談を受け、また人権の
考えを広める活動を行っています。
内 人権擁護委員（敬称略）…山口
徹雄、渡邉良勝、依田明、池田博、
中村康成、石垣淳子、松縄昌幸 問

平和と人権課（☎042-584-2733）

第4１回市民まちづくり
会議 1022558ID

日1月19日㈭午前10時から場 市役
所5階505会議室 内 大規模土地取
引行為の届出に係る内容に対す
る助言について定申込制で先着3
人 申 1月4日㈬～17日㈫午後1時に
電話、ファクス（FAX 042-581-2516）、
またはEメール（ tosikei@city.
hino.lg.jp）問 都市計画課（☎042-
514-8354）

西平山地区土地区画整
理審議会 1011897ID

日 1月20日㈮午後2時から場 西平
山まちづくり事務所 申 傍聴希望
者は1月19日㈭までに電話または
市役所3階区画整理課窓口へ※空
きがあれば当日受付可 問 区画整
理課（☎042-514-8405）

第44回日野市地域公共
交通会議 1017365ID

日1月26日㈭午前10時～11時場 市
役所5階505会議室 定 申込制で先
着5人 申 傍聴希望者は1月4日㈬～
20日㈮に電話、ファクス（FAX 042-
581-2516）またはEメール（ tosi
kei@city.hino.lg.jp）問 都市計画
課（☎042-514-8369）

自治会支援の在り方に関する
意見交換会 
1022572ID

日 ①1月28日㈯・29日㈰②2月11日
㈷③2月12日㈰④2月25日㈯⑤2月
26日㈰⑥3月4日㈯いずれも午前
10時～正午⑥のみ1部は午前10時
～正午、2部は午後2時～4時 場 ①
新町交流センター②多摩平交流
センター③南平駅西交流センタ
ー④平山交流センター⑤旭が丘
地区センター⑥福祉・支援センタ
ー 申 電話、ファクス（ FAX 042-581-
4221）またはEメール（ ckyodo 
@city.hino.lg.jp）で。自治会名、
出席者の人数・氏名、代表者の電
話番号を記入 問 地域協働課（☎
042-581-4112）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料） 
1015943ID

日 1月21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
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）

下水道モニター募集
1006056ID

日 任期…4月1日から1年間内 アン
ケート（4回）の回答など対 令和5
年4月1日現在、満18歳以上でホー
ムページの閲覧とEメールの送受
信ができる都内在住者※公務員、
モニター経験者を除く定 おおむ
ね1,000人 申 1月4日㈬～2月28日㈫
に東京都下水道局 HP から問 東
京都下水道局（☎03-5320-6693）

水と緑の会議委員募集
1022930ID

日 任期…3月1日～令和7年2月28
日※会議は年1・2回開催 定 3人※
申込多数の場合は選考 申 1月16日
㈪（消印有効）までに〒191-8686日
野市役所緑と清流課へ郵送また
はEメール（ ryokusei@city.
hino.lg.jp）で。応募理由（400字程
度）、住所、氏名（ふりがな）、生
年月日、電話番号、職業を記入 問

緑と清流課（☎042-514-8307）

作文集「緑のまち」配布
　市内の小学4・6年生から応募が
あった緑や環境に関する作文集

「緑のまち」を配布します。
日 1月10日㈫から定 先着30冊 他

配布時に住所、氏名、連絡先を記
入 場・問（公財）日野市環境緑化
協会（☎042-585-4740）

道路の除雪にご協力を
1013179ID

　市では、積雪状況に応じて除雪
や凍結防止剤の散布を実施して
います。特に市道のうち通行止め
の措置を実施した急坂や、バス路
線などから優先的に行っています。
　市内全域を短時間で除雪する

ことは困難なため、生活道路や各
家庭の前面道路などは、周辺の居
住者で協力して雪かきをするな
ど、皆さまのご協力をお願いしま
す。凍結防止剤は、市役所3階道
路課で配布していますので、必要
な際にはご連絡ください。
問 道路課（☎042-514-8421）

街路灯電気料金補助申
請受付 1010979ID

　自治会および街路照明灯管理
団体が所有する街路灯の電気料
金補助申請の受け付けを行いま
す。継続予定の団体には申請書を
送付しています。
申 2月15日㈬まで問 道路課（☎042-
514-8421）

１月１7日は防災とボランティ
アの日
1010642ID

　阪神・淡路大震災を契機に、毎
年1月17日は「防災とボランティア
の日」、1月15日～21日は「防災とボ
ランティア週間」と定められまし
た。消防署では、震災時に支援を
行っていただく災害時ボランティ
アを随時募集中です。
問日野消防署（☎042-581-0119）

犬を散歩に連れていくときは
ふんの片付けを 
1003149ID

　むやみに住宅地の路地や道路、
公園などにふんの放置やおしっ
こをされてしまうと、地域の環境
衛生を保つことが難しくなりま
す。愛犬には必要なしつけをし、
マナーを守った散歩をするよう
にしてください。
問 環境保全課（☎042-514-8298）

災害救援用資機材の
配備 1003800ID

　日本赤十字社東京都支部より、
災害救援用資機材（炊き出し釜1
台）が市に配備されました。平時
の訓練や災害時の救援用に活用
されます。
問日赤事務局（福祉政策課☎042-
514-8467）

軽自動車関係手続きの
電子化 1022545ID

▶①軽自動車ワンストップサービ
ス（軽自動車OSS）
　新車購入時の軽自動車保有関
係手続きがパソコン（スマートフ
ォン、タブレット不可）でいつで
も可能になります。
▶②軽自動車税納付確認システム
（軽JNKS）
　継続検査窓口での納税証明書
の提示が原則不要になります。納
付情報が軽JNKSに登録されるま
でに日数を要する場合がありま
す。車検をお急ぎの方はお早めに
納付してください。
　いずれも日 1月から対 軽四輪、
軽三輪の軽自動車※二輪などは
対象外 他 詳細は地方税共同機構
HP 参照 問 ①市民税課（☎042-
514-8235）②納税課（☎042-514-
8259）

第1回浅川清流環境組合議会
定例会
日 2月8日㈬午前10時から場 浅川
清流環境組合可燃ごみ処理施設
問 同組合（☎042-589-0555）

広報ひの　令和5年1月号 広報ひの　令和5年1月号18 19




