▽申込み・問合せ 市民課市民
窓口係・マイナンバー専用電
話︵☎５１８・７２６１︶
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野市窓口状況﹂サイトを市ホー
ムページに準備しました。窓口
の混雑緩和、待ち時間の有効活
用にお役立てください。
▽問合せ 市民課市民窓口係
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市役所市民課窓口に
広告付き番号案内表示
システムを設置しました
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健康教室﹁美食健﹂
〜丈夫な﹁骨﹂を
保ちましょう〜
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期間限定・事前申込み制
マイナンバーカード
申請用の無料写真撮影と
申請書の書き方サポート

●講話…骨粗しょう症予防のた
めの食事の工夫
●調理実習…カルシウムが豊富
な献立︵１食分︶
▽講師 健康課栄養士
▽対象 市内在住の方
人︵抽選︶
▽定員
※初めての方を優先します。
▽持 ち 物 筆 記 用 具 、 エ プ ロ
ン、三角巾、手拭用タオル
▽費用 ３００円
▽申込み方法 ８月 日㈮から
９月３日㈫までに、電話で申
し込んでください。
※抽選結果は、９月４日㈬以降
はがきでお知らせします。
▽申込み・問合せ 健康課健康
づくり係︵直通５５８・１１
８３︶

▽その他
▽対象 市内在住の方
●事前申込みは不要です。
人︵申込み順︶
▽定員
●測定は、はだしで行います。
▽その他
●ストッキングの着用はご遠慮
●
講
習会終了後、ダンボール方
ください。
式コンポストの材料キット
●子どもと一緒に参加できます。
︵みかん箱程度の大きさ︶を
●超音波測定のため、妊娠中の
お渡しします︵年度ごとに１
方も可能です。
世帯１個︶。
▽問合せ 健康課健康づくり係
●ＥＭ菌生ごみ処理容器貸与希
︵直通５５８・１１８３︶
望の方は、はんこをお持ちく
ださい。
生ごみ処理堆肥化講習会
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 生活環境課
清掃・リサイクル係

マル障受給者証が
更新されます

5,504,000円

骨は急にもろくなるわけでは
ありません。若いころから、骨
量を保つための食品選びや組み
合わせ方を意識することが大切
です。健康づくりの基本である
バランスのよい食事についてお
話します。
▽日時 ９月 日㈮ 午前 時
分〜午後１時︵ 時から受
付︶
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽内容

５人

▽日時 ８月 日㈪〜 日㈯
午前９時〜午後４時 分︵正
午から午後１時までを除く。
日㈬は午後７時 分まで︶
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽対象 市に住民登録がある方
▽持 ち 物 通 知 カ ー ド と 申 請
書、本人確認書類︵運転免許
証など官公署で発行した顔写
真付きの身分証明書の場合は
１点、保険証や年金手帳など
の場合は２点︶、はんこ
▽その他 引っ越しや婚姻など
で申請内容に変更があった方
や申請書をなくした方は、申
請書を発行しますので、必ず
本人確認書類をお持ちくださ
い。

5,124,000円

マイナンバーカードをお持ち
の方は、全国のコンビニエンス
ストアなどの端末機で、住民票
の写し等の証明書を発行するこ
とができます。市では、便利な
マイナンバーカードの申請をお
勧めしています。

４人

令和元年度
子育て世代骨密度測定会

4,744,000円
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ランティア団体が種から育て
た花が色鮮やかに咲いていま
す。
▽問合せ 地域防災課地域振興
係

３人

生ごみ処理堆肥化講習会で
は、ダンボール方式コンポスト
とEM菌生ごみ処理容器の使い
方の講習会を行います。
▽日時 ８月 日㈭ 午後１時
分〜２時 分
▽場所 市役所５階５０４会議
室
▽講師 廃棄物減量等推進員

4,364,000円

▽場所・日時
●あきる野ルピア２階子ども家
庭支援センター研修室…９月
３日㈫ 午前 時〜 時 分
●五日市保健センター…９月
日㈫ 午前９時 分〜 時
▽対 象 市 内 在 住 ・ 在 勤 の 方
︵おおむね１年以上骨密度測
定を受けていない方︶
▽費用 無料

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

現在お持ちのマル障︵心身
障害者医療費助成︶受給者証
の有効期限は、８月 日まで
です。新しいマル障受給者証
は、所得などの審査後、該当
する方に８月末までに送付し
ます。
▽対象 身体障害者手帳１・
２級︵内部障害は３級ま
で︶か愛の手帳１・２度を
お持ちの方
※表の所得制限基準額を超え
る方、 歳以上で初めて対
象の障がいになった方、後
期高齢者医療制度加入者で
住民税が課税されている
方、生活保護を受けている
方などは対象外です。
▽問合せ 障がい者支援課障
がい者相談係

２人
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3,984,000円
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16

11

防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練を
実施します
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65

扶養親族などの数
基準額
3,604,000円
０人
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情報や武力攻撃に関する情報な
どの情報伝達訓練を行います。
▽日時 ８月 日㈬ 午前 時
頃
▽放 送 内 容 ︵ チ ャ イ ム 音 ︶
﹁これは、Ｊアラートのテス
トです︵３回繰り返し︶﹂
﹁こちらは、防災あきる野で
す﹂︵チャイム音︶
※全国的に情報伝達訓練が実施
されます。
※当日の午前 時 分に訓練実
施の予告放送を行います。
▽問合せ 地域防災課防災係
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的な日照不足や猛暑の中、日
々花壇の手入れを続けていま
す。丹精 込 め た 花 壇 を ご 覧
く だ さい。また、市役所前の
花壇や市内公共施設には、ボ

公園・広場部門
公園・広場部門
優秀花壇 野辺町内会（新下川原公園） 優秀花壇 富士見台自治会
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Ｊアラート︵全国瞬時警報シ
ステム︶を利用して、緊急地震

所得制限基準額

表

30 29

28

10

▽公園・広場部門
●最優秀花壇…油平自治会
●優秀花壇…富士見台自治会・
野辺町内会︵新下川原公園︶
●優良花壇…油平本町町内会・
雨間町内会
▽道路部門
●最優秀花壇…小宮町内会
●優秀花壇…西ヶ谷戸町内会・
上代継町内会
●優良花壇…三内自治会、留原
自治会、二宮町内会
▽その他 今年は、 の町内会
・自治会が花いっぱい運動に
参加し、地域の方々が花壇に
合わせて花を選定し、デザイ
ンを工夫して植え付け、記録
45

市民課窓口では、市民サービ
スの向上を目的に窓口に広告付
き番号案内表示システムを設置
しました。
市民課窓口で手続きをされる
方を対象に、受付番号札による
受付やモニターと音声による呼
出案内を行います。また、モニ
ターに市政情報や天気予報など
を随時放映しています。
さらにスマートフォン、携帯
電話、パソコンで、窓口混雑や
呼出状況が確認できる﹁あきる
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市では、花いっぱい運動を推
進するため、町内会・自治会の
花壇を対象にコンクールを行い
ました。応募のあった 花壇に
ついて、草花の育成状況、花壇
のデザイン、手入れの状況など
を調査し、部門ごとに最優秀花
壇、優秀花壇、優良花壇を決定
しました。

公園・広場部門
最優秀花壇 油平自治会

西ヶ谷戸町内会
道路部門
優秀花壇
上代継町内会
道路部門
優秀花壇

小宮町内会
道路部門
最優秀花壇

花いっぱい運動
花壇コンクール
入賞花壇決定

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月15日
（３）

