30

30

＊午前９時30分から開会します。
＊各常任委員会で市内視察がある場合は、開始時刻が変更に
なります。詳しくは、お問い合わせください。
＊請願・陳情は、８月26日㈪までに提出されたものを審査し
ます。
決算特別委員会

9月20日㈮

本会議（最終日）

日㈯〜 日㈪

︵決定︶通知書の所得段階区
分欄に﹁１〜５﹂のいずれか
が記載のもの﹂﹁令和元年度
住民税非課税証明書﹂﹁生活
保護受給証明書︵生活扶助を
受けている方︶﹂のいずれか
１つ
●③の方…①の持ち物に加え、
平成 年の合計所得金額が１
２５万円以下であることが確
認できる﹁令和元年度介護保
険料納入︵決定︶通知書の所
得段階区分欄に﹁６、７﹂が
記載されたもの﹂﹁令和元年
度住民税課税証明書﹂のいず
れか１つ
※平成 年度経過措置により更
新を受けた方は、所得確認書
類は不要です。
※住民税課税証明書か非課税証
明書を取る場合には、手数料
や本人確認書類が必要です。
※同一世帯以外の方の証明書を
取る場合には委任状が必要で
す。
▽更新方法 シルバーパスをお
持ちの方には、東京バス協会
から８月下旬までに﹁シルバ
ーパス更新申込書﹂などを送

東京都シルバーパス更新手続きのお知らせ
有効期限が９月 日までのシ
ルバーパスをお持ちの方は、９
月中に更新手続きを済ませてく
ださい。新しいシルバーパスの
有効期間は、発行日から令和２
年９月 日までです。
▽対象・費用
①令和元年度住民税が課税で、
平成 年の合計所得金額が１
２５万円を超えている方…２
万５１０円
②令和元年度住民税が非課税の
方…千円
③平 成 年 度 の 経 過 措 置 に よ
り、千円でパスの発行を受け
ている方か、令和元年度住民
税が課税で平成 年の合計所
得金額が１２５万円以下の方
…千円
▽更新に必要なもの
●①の方…﹁シルバーパス更新
申込書﹂﹁住所、氏名、生年
月日が確認できるもの︵保険
証、運転免許証など︶﹂﹁現
在使用しているシルバーパス
︵有効期限が平成 年９月
日のもの︶﹂

９月

﹁令和元年度介護保険料納入

●②の方…①の持ち物に加え、

30

日程は表のとおりです。
※日時は変更になる場合があり
ます。
▽問合せ 議会事務局

9月13日㈮

︵三内２５９︶
▽優良工事技術者表彰
●工事名…林道鍾乳洞沢線開設
工事
＊職種…主任技術者
＊受賞者…井草武夫さん︵㈱フ
ジワラ技建︶
●工事名…市道多西４５８号線
道路改修舗装工事
＊職種…主任技術者
＊受賞者…岡野恵之さん︵㈱岡
野組︶
▽問合せ 契約管財課

決算特別委員会

委員長報告、
議案審議など
9月12日㈭

五日市郷土館からの
お知らせ

令和元年度
優良工事表彰を行いました

（総務委員会終了後）

議案審査など

８月 日は
﹁戦没者を追悼し平和を
祈念する日﹂です

30

交通安全講習会

30

31

31

９月３日㈫から
市議会９月定例会議が
開催されます

環境建設委員会
9月10日㈫

７月 日に平成 年度に完成
した工事を対象に、優良工事請
負業者と優良工事技術者の表彰
を行いました。
▽優良工事請負業者表彰
工事

付します。更新を希望され
る方は、更新に必要なもの
をお持ちの上、直接窓口に
申し込んでください。
▽更新会場・日時
●市役所本庁舎１階コミュニ
ティホール…９月 日㈬・
日㈭・ 日㈮ 午前９時
分〜午後４時
●市役所五日市出張所２階五
日市地域交流センター展示
室…９月５日㈭・６日㈮
午前９時 分〜午後４時
▽問合せ 東京バス協会・シ
ルバーパス専用電話［☎
・５３０８・６９５０︵土
曜・日曜日、祝日を除く午
前９時〜午後５時︶］

20

18

03

７月 日に定点の６か所で測
定を行った結果、基準値︵毎時
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

空間放射線量
測定結果

30

総務委員会

●工事名…林道鍾乳洞沢線開設

10

本会議（4日日）

30

30

この期間、秋の全国交通安全 ※上履きをお持ちください。
●五日市会館…９月５日㈭
午
運動が行われます。この運動に
後７時 分から
先立ち、交通安全講習会を行い
●戸倉会館…９月
日㈫ 午後
ます。運転免許証をお持ちでな
７時 分から
い方も受講することができます。
▽問合せ 五日市警察署︵☎５
▽日時・場所
●秋川ふれあいセンター…８月
９５・０１１０︶、福生警察
日㈯ 午後２時から
署︵☎５５１・０１１０︶、
●小宮会館…９月２日㈪
午後
五日市交通安全協会︵☎５９
７時 分から
６・１８８２︶、福生交通安
●五日市ファインプラザ…９月
全協会︵☎５５２・０６７
３日㈫ 午後７時 分から
７︶、地域防災課交通防犯係

30

30

9月6日㈮
30

福祉文教委員会

本日、全国戦没者追悼式が日
本武道館で行われます。先の大
戦で亡くなられた方々を追悼し
平和を祈念するため、市の正午
のチャイムに合わせて平和祈念
の黙とうをささげましょう。
▽問合せ 総務課庶務係

24

30

30 19

23

31

30

本会議（3日目）

30

21

9月5日㈭

30

30

30

本会議（2日目）

●受 賞 業 者 … ㈱ フ ジ ワ ラ 技 建

31

9月4日㈬

議案審議など

本会議（初日）

容
内
名
議
会
日
月

一般質問
9月3日㈫
23

9月11日㈬

15

９月定例会議予定表
表

ヨルイチ
１面のつづき
▽開館時間
▽場所 武蔵五日市駅周辺から
●日時…８月
日㈯ 午前９時
分〜午後９時 分
小中野交差点までの檜原街道
●場所…五日市郷土館、旧市倉
沿いで主に次の場所で開催さ
家住宅
れます。
●檜原街道沿い︵既存店、模擬
▽二胡生演奏と市民解説員によ
店の出店︶
る昔ばなし 秋川キララホー
●五日市ひろば
ル出張ミニコンサートと市民
●JAあきがわ五日市支店駐車
解説員による昔ばなしの語り
場
を実施します。
●五日市郷土館敷地内
●日時…８月
日㈯ 午後６時
▽内容 檜原街道沿いは、ヨル
〜８時
●場所…旧市倉家住宅
イチ布灯かりの中を人力車が
こむそう
●ミニコンサート…二胡奏者
往来し、虚無僧が尺八を吹き
桐子︵曲目 糸、蘇州夜曲な
歩き、五日市地区の小学生が
あんどん
ど︶
作成した行燈がお迎えしま
●市 民 解 説 員 … 楽 し い 昔 ば な
す。既存店の店自慢の逸品や
し・語り
懐かしい模擬店の数々をお楽
しみください。歩き疲れたら、 ▽その他
●申込み不要、車での来館はご
ヨルイチめぐりバス︵無料︶
遠慮ください。
や人力車︵有料︶が巡行して
●雨天実施・荒天中止
います。
▽ヨルイチめぐりバス・人力車 ▽問合せ 五日市郷土館︵☎５
９６・４０６９︶
巡行 図をご覧ください。
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