
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

市民コメントなどの市民参加手続の実施予定お知らせ
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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、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。
皆さんのご意見を計画等に反映さ
せましょう。
※右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の
で、詳しい日程は市ホームページ
等でご確認ください。
問�い合わせ　総務課市民活動・人
権推進担当

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

令和元年度
日高市外部評価

市民コメント 令和元年10月頃（30日間）
政策秘書課
企画調整担当

審議会等 平成31年４月～令和２年３月

第６次日高市総合計画
審議会等

平成31年４月～令和２年３月
市民会議

日高市公共施設再編計画
市民コメント 令和２年１月頃（30日間）

財政課
施設管理担当審議会等 平成31年４月～令和２年３月

市民集会 令和元年７月～９月

第５次日高市男女共同参画
プラン

アンケート 令和元年10月頃 総務課
市民活動・人権推
進担当審議会等 令和元年７月～２年３月

日高市環境基本計画
アンケート 令和元年11月頃 環境課

生活環境担当審議会等 令和元年11月頃
令和２年３月頃

第６期日高市障がい者計画
・障がい福祉計画・第２期
障がい児福祉計画

アンケート 令和２年２月頃 障がい福祉課
障がい福祉担当

第２期子ども子育て支援事
業計画・次世代育成支援行
動計画（第２期後期）

市民コメント 令和元年11月頃（30日間） 子育て応援課
子育て応援担当審議会等 令和元年５月・８月・10月・

令和２年２月

第８期日高市高齢者福祉計
画・介護保険事業計画

アンケート 令和２年１月頃（30日間） 長寿いきがい課�
高齢者支援担当�
介護保険担当審議会等 令和元年10月～２年３月

日高市空家等対策計画
市民コメント 令和元年12月頃（30日間）

都市計画課
計画推進・企業誘
致・住宅政策担当

審議会等 平成31年４月～令和２年３月
日高市空家等対策の推進に
関する条例 市民コメント 令和元年６月頃（30日間）

日高市立地適正化計画
市民コメント 令和元年８月頃（30日間）
審議会等 随時
市民集会 令和元年７月～８月

日高市学校給食センター
整備計画

市民コメント 令和元年６月頃（30日間） 教育総務課�
学校給食センター審議会等 平成31年４月～令和元年８月

口座振替またはクレジットカードで納付
　６月中旬以降に軽自動車税納税証明書（継続検査
用）を発送します。口座振替またはクレジットカー
ドで納付した場合は、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。車検で軽自動車税納税証明書（継続
検査用）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。
問い合わせ
○�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）
○�納付に関すること：収税課収税
担当（１階⑪番窓口）

　継続検査（車検）に使う軽自動車税納税証明書（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。
納税通知書で納付
　納税通知書の右端にある軽自動車税納税証明書
（継続検査用）を使用してください。なお、再発行納
付書等には、軽自動車税納税証明書（継続検査用）が
付いていないため、必要な場合は、税務課や各出張
所で申請してください。
スマートフォン決済（PayB納付）
　軽自動車税をPayB納付した場合、ご自身で軽自
動車税納税証明書（継続検査用）を申請していただく
必要があります。軽自動車税納税証明書（継続検査
用）が必要な人はPayB納付ではなく、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。

高齢者見守りサービスのモニター追加募集募集

区長さんを紹介しますお知らせ
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　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 清水泰順
久保 加藤英俊
台 加藤孝義
こま武蔵台 栁沢弘二
横手台 北野政憲
高麗本郷 溝田一巳
日向 和田幸夫
元宿 平沼弘志
清流 小峰政幸
上高岡 手計伸保
下高岡 新美進
新堀 藤井政人
栗坪 大野光作
梅原 加藤幸作
栗原 杉田春男
楡木 清水完三
四本木 平井敬
野々宮 廣田俊明
猿田 山口永子
上鹿山 神田誠治
高麗川 中嶋裕一
宮ケ谷戸 丹下清
平沢上組 吉川繁
馬金 武藤好一
平沢中組 野口忠
山根 荻野保弘
川端 武藤明

区名 氏名
芝ケ谷戸 嶋野宏文
久保 小久保安昭
田波目 岡部金次郎
新宿 桒山美雄
旭ケ丘 橋本吉弘
原宿 新井正廣
鹿山上 西秀美
鹿山下 小峰一喜
中鹿山 森下健七郎
下鹿山 舩﨑武夫
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 魚津正明
東急こまがわ２ 藤平文雄
東急こまがわ３ 半田三男
東急こまがわ４ 粟井孝博
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 伊藤道秋
鹿山ハイツ 山崎裕一
ガーデンパーク 安齋恭一
高萩１ 飯野和葊
高萩２ 村田精太郎
高萩３ 戸口貞男
別所 安藤俊吾

区名 氏名
谷津 増嶋長一
宮前 梅津信一
下高萩 島村実
下大谷沢 塩川忠
高富 米倉壽松
田木 横田幸夫
馬引沢 犬竹辰男
大谷沢 金子孝一
中沢 金子雄二
向郷 小川喜広
女影上組 市川英一
女影本村 庄司等
高萩団地 越野一夫
天神 髙橋治
女影北口 上村悟
高萩北 萩野雄一郎
旭ケ丘１ 金子武雄
旭ケ丘２ 結城昭司
駒寺 髙篠正巳
栄新田 岡野利夫
森高 吉野和夫
高萩新宿 多賀谷功一
日高団地 興梠俊充
日高台 福岡剛
むさし野団地 小栁胖
相原 矢田一夫

対�象　市内在住で、１人暮らしの高齢者世帯および
高齢者のみの世帯

サ�ービス内容　専用の機器を冷蔵庫等に設置し、ド
アの開け閉めを感知することにより、おじいちゃ
んやおばあちゃんの状況を、離れて暮らしている
家族等にメールやLINEでお知らせします。

募集世帯　15世帯（申し込み順）
設置時期　６月
モニター期間　設置から令和２年３月まで

　「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」に基づく取り組みの一つである「LPWA通信網整備・
利用促進」の一環として、高齢者見守りサービスの実証実験を行うためのモニターを追加で募集します。

費用　無料
※モニター期間終了後、継続利用を希望する場合に
は、要相談となります。なお、
その際には利用料について個人
負担が発生する場合があります。
申�し込み　５月31日（金）まで
に直接下記へ
問�い合わせ　長寿いきがい課高
齢者支援担当（１階⑤番窓口）


