
区長さんを紹介しますお知らせ

　地域の代表である区長さんと情報交換を行いながら、日高市のまちづくりを進めます。
　１年間よろしくお願いします。（敬称略）
問い合わせ　総務課庶務・ふるさと納税担当

区名 氏名
横手 岡野光助
久保 加藤健治
台 岡田敏章
こま武蔵台 鈴木俊博
横手台 坂巻景子
高麗本郷 村澤二夫
日向 和田貢
元宿 堀口敬
清流 鈴木英司
上高岡 井上勇美
下高岡 新俊克
新堀 広田正次
栗坪 細田惠太郎
梅原 潮田敏雄
栗原 関口功
楡木 荒木利雄
四本木 中村勝
野々宮 細田敏正
猿田 安東謙
上鹿山 加藤克美
高麗川 平井進
宮ケ谷戸 伊藤照雄
平沢上組 関口一夫
馬金 宮澤邦雄
平沢中組 小澤秀男
山根 新井裕治
川端 石田弘

区名 氏名
芝ケ谷戸 岡部哲之
久保 國分俊幸
田波目 田中則生
新宿 桒山美雄
旭ケ丘 𠮷𠮷川賢司
原宿 大森進
鹿山上 瀧本政弘
鹿山下 奥泉政美
中鹿山 渡辺章
下鹿山 新井義雄
太平洋セメント社宅 中川琢磨
市営住宅 山下英雄
東急こまがわ１ 栁沢孝
東急こまがわ２ 佐藤力
東急こまがわ３ 櫻井貞雄
東急こまがわ４ 横山完爾
こま川団地１ 本山洋一
こま川団地２ 嶋崎幸男
こま川団地３ 神正夫
県営鹿山団地 小島愛
鹿山ハイツ 郷内明美
ガーデンパーク 中村正男
高萩１ 渡邉文男
高萩２ 嵯峨吉美緒
高萩３ 岡村誠二
別所 市川昭実

区名 氏名
谷津 増嶋長一
宮前 藤田和明
下高萩 永野隆
下大谷沢 大河原幸夫
高富 小見山隆
田木 秋葉圭司
馬引沢 加藤高徳
大谷沢 鹿川隆
中沢 天野善晃
向郷 長岡寛一郎
女影上組 長岡清
女影本村 庄司等
高萩団地 越野一夫
天神 石川進二
女影北口 栗原二郎
高萩北 関口聡
旭ケ丘１ 畑中博
旭ケ丘２ 小室和亮
駒寺 髙篠達雄
栄新田 伊東週平
森高 𠮷𠮷野和夫
高萩新宿 櫻井喜宣
日高団地 清水雅俊
日高台 福岡剛
むさし野団地 岩田節雄
相原 生田目光章

６月以降に軽自動車の継続検査（車検）を受ける人へお知らせ

市制施行30周年カウントダウンを行います募集

市民コメントなどの市民参加手続の実施予定を公表お知らせ
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　市民参加条例に基づき、市民参加手続の実施予定を公表します。
市民参加条例とは
　市の基本的な計画や市民に義務を課すなどの条例等を策定するときに、市民の皆さんへ意見を求め、その
意見を計画等に反映させるための手続方法を定めた条例です。
どのように参加するの？
　市民参加条例の対象となる計画等を策定するときに、市民コメント、審議会等、市民集会、市民会議、ア
ンケートなどの方法から１つ以上の方法で市民の皆さんから意見を求めます。募集方法等は、広報ひだかや
市ホームページ、市役所１階の行政情報コーナーなど、市民参加手続の方法により異なります。皆さんの意
見を計画等に反映させましょう。
問�い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

※左表に記載してある実施
予定時期が変更となる場合
があります。
　詳しい日程は市ホームペ
ージ等でご確認ください。

　車検に使う「軽自動車税（種別割）納税証明書（継
続検査用）」は、納付方法により異なりますのでご
注意ください。
①納税通知書で納付
　納税通知書の右端にある軽自動車税（種別割）納税
証明書（継続検査用）をご使用ください。
※再発行納付書等には、軽自動車税（種別割）納税証
明書（継続検査用）が付いていません。継続検査用の
納税証明書が必要な場合は、税務課や各出張所で申
請してください。
②口座振替またはクレジットカードで納付
　６月中旬以降に継続検査用の納税証明書を発送します。
③スマートフォン決済
　軽自動車税（種別割）をスマートフォン決済した場

合は、継続検査用の納税証明書はご自身で税務課や
各出張所で申請していただく必要があります。
※上記の②または③で納付した場合は、市で入金が
確認できるまで、軽自動車税（種別割）納税証明書（継
続検査用）を発行することができません。車検で継
続検査用の納税証明書の発行を急ぐ人や、６月に車
検を受ける人は、金融機関等の窓口やコンビニエン
スストアで納付してください。
対�象　６月以降に軽自動車の継続検査（車検）を受ける人
問�い合わせ
〇 納税証明書に関すること…税務課資産税担当（１

階⑫番窓口）
〇 口座振替、クレジット納付およびスマートフォン決

済に関すること…収税課収税担当（１階⑪番窓口）

　令和３年、日高市は市制施行30周年を迎えます。
市では、10月１日を基準日として、100日前から
カウントダウンを行います。市制施行30周年を祝
って、市民の皆さんのカウントダウン写真を募集し
ます。
募集期間　５月31日（月）まで
対�象　市内在住・在勤の人および団体、日高市にゆ

かりのある人および団体
募�集内容　人を中心として撮影された写真データ
（JPEG、PNGで２MB以内）と日高市にまつわる
メッセージ（市制施行30周年記念メッセージ、思
い出など30字程度）

※応募の段階で写真の添付は不要です。
応�募方法　申込書に必要事項を記入の上、メール、

郵送または直接下記へ
※市ホームページ「電子申請」からも応
募できます。
※申込書は市ホームページからダウンロードできる
ほか、下記または各公民館に備えてあります。
問い合わせ　市政情報課広報・統計担当
　  link@city.hidaka.lg.jp

カウントダウン写真掲載開始日
　６月23日（水）
主な注意事項
◆ 応募いただいた写真は市公式ホームページ、市

公式SNS、広報ひだか等、市制施行30周年関
連事業に使用します。

◆ 掲載写真数を超える枚数以上の応募があった場
合、カウントダウン期日が経過した後に掲載し
ます。

◆ 応募の際にカウントダウン数字は指定できませ
ん。応募後、カウントダウン数字を通知します。

◆ 募集要項を確認した上、応募してく
ださい。

令和３年度市民参加手続の実施予定
案件名

（対象施策）
市民参加
手続の方法 実施予定時期 担当

令和３年度
日高市外部評価

市民コメント 令和３年10月頃
（30日間） 政策秘書課

企画調整担当
審議会等 令和３年４月〜４年３月

日高市健康増進計画・
食育推進計画

「はつらつ日高21
（第５次）」

アンケート 令和３年10月〜11月
保健相談センター

審議会等 令和４年２月〜３月

日高市営住宅長寿命化
計画 市民コメント 令和４年３月頃

（30日間）
都市計画課
計画推進・企業誘致・
住宅政策担当

募集要項
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