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申請期限 ４月 日㈮
問い合わせ 子育て応援課子育
て応援担当（１階⑥番窓口）

環境課廃棄物対策担当

障がい者自動車等燃料費
補助金の申請はお早めに

+4.66ｔ
+192,225円
+0.21kg
+ ９円

全体量
838.42ｔ
処理費用
34,584,825円
１人当たりの量
15.29kg
１人当たりの処理費用
631円

人等
屋からの排水による臭気や水質
申請方法 電子申請
の異常で、周辺に住んでいる人
または市ホームペ
とトラブルになることもありま
ージから
す。
※本人確認ができるものを添付
皆さんの安心で衛生的な暮ら
する必要があるため、スマート
しの確保と、河川などの水質を
フォンからのアクセスがおすす
継続して守るためにも、公共下
めです。
水道が整備されている区域に住
※当時と住所・氏名等が変更に
んでいて、まだ接続していない
なっている場合でも、申請でき
場合は、速やかな接続をお願い
ます。
します。
公共下水道への接続について、 ※手紙や作品の提出は任意であ
ったため、手紙等が入っていな
不明な点などがある場合は、左
い場合もあります。
記へご連絡ください。
問い合わせ 政策秘書課企画調
問い合わせ 下水道課工務担当
☎９８９ ２７７１
整担当

補助金の利用登録者で、本年
度の補助金交付申請が済んでい
ない人は、年度内の申請が必要
となります。早めに手続きをし
てください。
申請期限 ３月 日㈭
持ち物 障がい者手帳、燃料費
の領収書（コピー不可）、印鑑
（認め印）、振込先が分かるも
の
問い合わせ 障がい福祉課障が
い福祉担当（１階⑧番窓口）

各家庭から出された可燃ごみの速報値です
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年度末は、古紙類が多く発生する時期です。リサ
イクルできる古紙類は、正しく分別して古紙・古布
の収集日または地域の集団資源回収に出しましょう。

昨年同月との比較

令和４年１月の可燃ごみ
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日高市上鹿山235－１

心療内科・老年精神科
042 ｰ 978 ｰ 6810

むさしのもりクリニック

ひだか

広 告

子育て世帯への臨時特別給
付金（新生児分）の申請はお
済みですか
令和３年 月１日から４年３
月 日までに出生した子どもは、
子育て世帯への臨時特別給付金
（ 万円）の支給対象です。申請
が済んでいない場合は、早めに
申請をしてください。なお、左
記で児童手当・特例給付の手続
きをした人は申請不要です。
10

タイムカプセルに
入っていた手紙や作品の
返却期限が迫っています

31

お知らせ

63

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に41,250円／ｔ
を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
基に算出しています。

問い合わせ

31

10

－
タイムカプセルに入っていた
手紙や絵画などの作品の返却の
申請は、早めにお願いします。
申請期限 ３月 日㈭
返却方法 申請後、郵送
※直接窓口での返却はしていま
せん。
年前
（平成３年度）に市
対象
内の小・中学校に通っていた
30

公共下水道への接続を
お願いします
市では「清流の宝石カワセミ
を守る下水道」をキャッチフレ
ーズに、皆さんの家庭から出る
汚水、雑排水を浄化センターで
きれいな水に浄化し、河川に放
流する公共下水道事業を 時間
３６５日継続して行っています。
この事業は昭和 年 月から開
始し、既に 年が経過しました。
これまでに、１３０㎞を超え
る下水道管の整備が完了してい
ますが、整備を終えた公共下水
道も皆さんに使用していただか
なければ、その効果が充分に発
揮されません。未接続である家
33

くりっかーの可燃ごみレポート

メガネ・補聴器のことならアイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。
認定補聴器技能者在籍 TEL 042（986）0001 〒 350 － 1231 日高市鹿山 301 － 6

広 告
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は や し

い や や

ばローンを組めるようになりま
〇還付金があると言われてもＡ

宝くじの助成を受けて
ＴМへ行かない
すが、代わりに「未成年者取消
整備しました
詐欺の手口はさまざまで、一
権」による取り消しができなく
（一財）
自治総合センターでは、 人で対応すると、犯人に騙され
なります。若者をターゲットに
宝くじの社会貢献広報事業とし
てしまいます。一度電話を切り、 した悪質な商法にも注意しまし
て、宝くじの受託事業収入を財
家族や警察に相談しましょう。
ょう。
源としてコミュニティ助成事業
問い合わせ 飯能警察署生活安
問い合わせ
全課☎９７２ ０１１０
を 実 施 し て い ま す。 こ の た び、
契約や買い物で「困ったな」と
原宿区では、宝くじの助成金を
思ったら…
受けて夏祭り
（原宿まつり）
に使
消費者ホットライン☎１８８
用 す る お 囃 子 の 備 品（ 太 鼓、 衣
貸金業に関して…
装等）
を整備しました。
〇日本貸金業協会貸金業相談・
紛争解決センター
問い合わせ 総務課人権推進・
市民活動担当
☎０５７０ ０５１ ０５１
〇関東財務局金融監督第５課
新成人の消費者トラブルに
☎０４８ ６００ １１５１
ご注意ください
警察への相談…
＃９１１０
民法改正により、４月１日㈮
から成年年齢が 歳になります。
成人になると、親などの法定代
理人の同意がなくても、自分の
意志で契約ができ、 歳になれ

消費者被害に遭わないよう気を
付けましょう。
消費者ホットライン
☎188
問い合わせ
日高市消費生活相談センター
☎989－2111

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加
入が法律で義務付けられています。会社等を退職（失業）したときは、
厚生年金保険から国民年金への切り替え手続きが必要です。また、扶
養している配偶者がいる場合、配偶者も切り替え手続きが必要となり
ますので併せて手続きをしてください。
なお、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の免除
制度があります。詳しくは下記へご相談ください。
持ち物
○マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードおよび写真付き
の本人確認ができるもの（運転免許証等）
○退職日が確認できる書類（退職証明書、社会保険資格喪失証明書等）
○保険料の免除制度を申請する場合…雇用保険受給資格者証や雇用保
険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の
証明の写し
問い合わせ 保険年金課国民年金・医療費担当（１階④番窓口）

©埼玉県消費生活課

飯能警察署からのお知ら せ
振り込め詐欺の最大の防犯対
策は「犯人と話をしない」こと
です。
少しでもおかしいと思ったら
次のような対応をしましょう。
〇在宅中も常に留守番電話に設
定 す る（ 犯 人 は 録 音 を 嫌 い ま
す）
〇身に覚えのない料金を請求す
る「はがき」や「電子メール」
等に書かれている連絡先には
電話をしない
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ミニ知識

保険年金課
国民年金・医療費担当

会社を退職（失業）した人へ
国民年金への切り替えはお済みですか？
ね・ん・き・ん

－
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