メー
メー
︶
口
ト×
ル 奥行
トル
＊出店料…１万５千円︵道路使
用申請手数料含む︶

▽対象 市内事業者、市民団体
など
※代表者は、 歳以上の方
▽申込み方法 ５月 日㈫まで
に市役所︵商工振興課︶に配
置してある申込用紙に必要事
項を記入の上、直接窓口で申
し込んでください。
※イベントとステージの両方へ
参加を希望する団体は、どち
らか一方のみの参加となる場
合があります。
※申込み場所が昨年と変わって
います。
▽申込み・問合せ 商工振興課
商工振興係︵直通５５８・１
８６７、土曜・日曜日を除く
午前 時〜正午、午後１時〜
５時︶
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トを作成しました。リーフレッ
トは地域の会館などで実施して
いる﹁地域イキイキ元気づくり
事業﹂をはじめ、健康づくり協
力団体の活動、健康課などで配
布しています。また、次のコー
ドを読み取ることでリーフレッ
トを見ることができます。脳卒
中予防に関心を持ち、﹁私の予
防策を見つける！続ける﹂取組
に活用してください。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

空間放射線量測定結果

早稲田大学／（一社）中央調査社/会
長 大室真生

・地域…野辺（25人）
社会生活・家庭生活と身体について
・対象…昭和13年11月1日から平成10年10月31
の意識調査／平成30年10月11日
日までに生まれた男女

環境省地域環境局／（株）インテージ
リサーチ/代表取締役社長 井上孝志

・地域…伊奈（60人）
平成31年度家庭部門のCO₂排出実態
・対象…昭和４年4月2日から平成11年4月1日ま
統計調査／平成30年10月30日
でに生まれた男女

内閣府／（株）RJCリサーチ/代表取
締役社長 佐野耕太郎

・地域…小川東一・二・三丁目（21人）
成年年齢の引下げに関する世論調査 ・対象…平成8年1月１日から平成14年10月1日に
／平成30年11月5日
生まれた男女、昭和34年1月１日から昭和53年
10月1日までに生まれた男女

0・ μSv︶を超える地点は
ありませんでした。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
▽問合せ 生活環境課生活環境
係

第５回犯罪被害実態（暗数）調査、
・地域…草花（25人）
安心・安全な社会づくりのための基
・対象…平成14年12月末日までに生まれた男女
礎調査／平成30年11月21日

慶應義塾大学／（一社）中央調査社/
会長 大室 真生

・地域…油平（35人）
就業と生活について／平成31年１
・対象…昭和24年2月1日から平成11年1月31日ま
月25日
でに生まれた日本人の男女

日本宝くじ協会／（一社）中央調査社
/会長 大室真生

宝くじに関する世論調査／平成31年2 ・地域…瀬戸岡（20人）
・対象…平成13年2月末日までに生まれた男女
月20日

日本銀行／（株）日本リサーチセンタ
ー/代表取締役社長 鈴木稲博

生活意識に関するアンケート調査／ ・地域…油平（15人）
・対象…20歳以上の男女
平成31年2月21日

金融広報中央委員会／（株）日本リサ
ーチセンター/代表取締役社長 鈴木
稲博

家計の金融行動に関する世論調査／ ・地域…平沢（16人）
・対象…20歳以上の男女
平成31年3月26日

住民基本台帳の
一部の写しの閲覧状況を
公表します

広報広聴活動に関する調査／平成30 ・地域…雨間（15人）
・対象…平成30年１月１日時満18歳以上の男女
年10月10日
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法務省／（一社）中央調査社/会長
大室 真生

４月 日に定点の６か所で測
定を行った結果、基準値︵毎時

東京都生活文化局／（株）エントリー
サポート/代表取締役社長 宮崎昌則

ど特別の事情により請求理由を
明らかにすることが困難である
ものを除く︶を公表します︵別
紙﹁住民基本台帳の一部の写し
の閲覧状況﹂のとおり︶。
▽問合せ 市民課市民窓口係

○ 法第11条の２第１項の規定による申出に係る閲覧 （統計調査・世論調査・学術研究等による申出）

住民基本台帳法に基づき、平
成 年度下半期の住民基本台帳
の一部の閲覧状況︵犯罪捜査な

○ 法第11条第１項の規定による請求に係る閲覧 （国又は地方公共団体の機関からの請求）

８月３日㈯開催
第 回あきる野夏まつり参加者・出店者募集
▽募集内容
●イベント参加者…駅前大通り
で実施する、流し踊り・和太
鼓・ソーラン踊りの出演
●ステージ参加者…秋留野広場
で実施するステージイベント
の出演
●模擬店出店者︵
区画分、抽
選︶
＊区画…１区画︵テント１張間

あきる野市

５月 日〜 日は
脳卒中週間
〜警戒情報発令中！
脳卒中予防
あなたは大丈夫 〜
市は、全国や東京都に比べて
脳の血管がつまったり破れるこ
とで起きる脳血管疾患︵脳卒中︶
で亡くなる方が、多い状況にあ
ります。市では、健康づくりに
かかわる団体で構成する﹁あき
る野市健康づくり推進協議会﹂
と共催し、日本脳卒中協会が実
施する脳卒中週間に周知・啓発
事業を行います。啓発用ポスタ
ー・チラシと脳卒中の予防と早
期発見に活用できるリーフレッ

令和元年度
使用教科書展示会
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ます。
▽日時 ５月 日㈮〜７月３日
㈬ 午前９時〜午後５時
※土曜・日曜日を除く
▽場所 市役所別館１階あきる
野市教科書展示会場
▽問合せ 指導室指導係︵直通
５５８・２４３１︶

野村総合研究所／（一社）中央調査社
/会長 大室真生

？！
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・地域…高尾（12人）
メディア接触と政治についての調査
・対象…平成12年12月末日までに生まれた日本国
／平成30年11月20日
籍を有する男女
テレビの視聴に関する調査／平成30 ・地域…山田（14人）
・対象…平成14年12月末日までに生まれた男女
年11月21日

NHK放送文化研究所／（一社）新情
報センター/事務局長 平谷伸次

地域（対象人数）/対象
利用目的の概要/閲覧日
委託元機関/申出者または法人/代表者

1.8

31

令和元年度に使用する小・中
学校の教科書を展示します。な
お、小学校各教科、中学校各教
科︵﹁特別の教科 道徳﹂を除
く︶の教科書は、今年度採択し

防衛省自衛隊東京地方協力本部

自衛官等に関する募集事務として募集案
内の郵送等を行うため（根拠法令：自衛
隊法 第29条第1項、同第35条）／平成
31年１月17日

・地域…市内全域（819人）
・対象：平成９年４月２日から平成10年４月１
日までに生まれた日本人の男女
請求事由の概要（根拠法令など）/閲覧日

地域（対象人数）/対象
国及び地方公共団体の機関の名称

自殺対策推進 協議会の
委員を再募集します
▽応募資格 市内在住で 歳以
上の方︵平成 年４月１日現
在︶
※他の委員会などの委員になっ
ている方を除く
▽募集人数 １人︵選考により
決定︶
▽任期 委嘱した日〜令和３年
３月 日
▽会 議 回 数 初 年 度 は ４ 回 程
度、次年度は２回程度
▽報償 ７５００円︵１回当た
り︶
▽応募方法 ５月 日㈫︵消印
有効︶までに、原稿用紙など
に﹁応募の動機及び自殺対策
に関する意見や考え﹂につい
て８００字程度でまとめ、裏
面か別紙に、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記入の
上、郵送するか直接窓口にお
持ちください。
▽その他 詳しくは、３月１日
発行の広報あきる野をご覧い
ただくか、お問い合わせくだ
さい。
▽応募・問合せ 健康課健康づ
くり係︵〒１９７ー０８１４
二宮３５０ 直通５５８・１
１８３︶
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30

(平成30年10月１日から平成31年３月31日まで)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

20

31

40

31

21

3.6

25

17

31

（４）
令和元年（2019年）５月15日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

