月７日㈪〜 月 日㈮

●市役所３階３０１会議室…９

など
※子育て世帯臨時特例給付金と
の併給は可能です︵それぞれ
申請が必要になります︶。
▽給付額 対象者１人につき６
千円
▽受付場所・期間
●市役所１階コミュニティホー
ル特設窓口…８月 日㈪〜９
月４日㈮

臨時福祉給付金のお知らせ
消費税率の引上げによる影響
を緩和するため、臨時福祉給付
金を支給します。
▽対象 基準日︵平成 年１月
１日︶において、市に住民登
録のある方で、平成 年度分
の市民税︵均等割︶が課税さ
れていない方。ただし、次の
方は対象外です。
●平成
年度分の市民税︵均等
割︶が課税されている方の扶
養となっている方
●五日市地域交流センター２階

官、石工、大工、屋根職、建
具職、表具師、畳職、植木
職、電気工、板金工、塗装
工、配管工、菓子製造工、マ
ッサージ師、和服仕立職、洋
服仕立職など
●市民の模範となるような善行
をした方
＊過去の具体例
① 年にわたり、ボランティア
で近所の複数のお年寄りの病
院送迎、食事、入浴などの世
話をしていた。
② 年にわたり、ボランティア
で駅に生け花を生けている。
▽推薦期限 ８月 日㈮
▽推薦方法 お問い合わせくだ
さい。
▽その他 表彰は、自治功労表
彰︵市の自治の振興に寄与
し、その功績が顕著な方に対
する表彰︶と市民表彰︵﹁市
行政の推進または産業の振興
に関し、その功績が顕著な
方﹂﹁市の文化向上または市
民の福祉向上に寄与し、その
功績が顕著な方﹂﹁著しい徳
●主催…第
回小和田花火大会
実行委員会
▽問合せ
●特設観覧会場に関すること…
企画政策課
●花火大会に関すること…第
回小和田花火大会実行委員会
天野︵☎０９０・３１３８・
１９６８︶
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平成 年度優良工事
表彰を行いました

▽対 象 市 内 在 住 の 歳 未 満
︵平成 年 月１日現在︶の
青少年の方や青少年団体
▽主な表彰基準
●小さな親切
●公共生活への貢献
●環境の美化
●社会福祉
●青少年指導
●自然と文化財愛護
●緊急時貢献
●芸術文化への貢献
●スポーツへの貢献
▽推薦方法 ９月４日㈮までに、
生涯学習スポーツ課︵市役所
２階︶で配布する推薦書に必
要事項を記入し、提出してく
ださい。推薦書を審査の上、
表彰該当者を選考します。
※推薦書は、市ホームページか
らもダウンロードできます。
▽表彰式
●日時…
月３日㈫ 午後３時
●場所…五日市地域交流センタ
ー３階まほろばホール
▽申込み・問合せ 生涯学習ス
ポーツ課生涯学習係

行により、市民の模範として
ふさわしい方﹂に対する表
彰︶があります。
▽問合せ 市長公室

あきる野市青少年顕彰ふるさ
と委員会では、青少年の善意や
親切心を育み、社会に広めてい
くことを目的に、青少年善行表
彰式を行います。
お知り合いやご近所で、該当
する方がいましたら、推薦して
ください。

います。
▽対象 受賞業者と受賞者
●優良工事請負業者表彰
＊工事名…東郷前用水施設災害
復旧工事
＊受賞業者…㈲田嶋土建︵雨間
１０５８、写真右から２人
目︶
●優良工事技術者表彰
①工事名…東郷前用水施設災害
復旧工事
＊職種…主任技術者
＊受賞者…馬場勝彦さん︵㈲田
嶋土建、写真中央︶
②工事名…
︵仮称︶
草花公園住宅
新築工事［建築工事その２］
＊職種…主任技術者
＊受賞者…岡野恵之さん︵㈱岡
野組、写真左から２人目︶
▽問合せ 契約管財課契約管財
係

青少年の善行者を
ご推薦ください

り、施工者の施工意欲を高め、
施工技術の向上、公共工事の品
質確保を図ることを目的として
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●生活保護を受給している方

展示室特設窓口…８月 日㈫
係、給付金コールセンター
・ 日㈬
［☎０５７０・０９２・５０
※午前９時〜午後５時
６︵ナビダイヤル、８月３日
▽申請書類 ８月中旬に対象と
㈪〜、平日午前８時 分〜午
後５時︶］
なる可能性のある方に郵送し
ます。次の書類を申請書に添
付して申請してください。
市民表彰
●本人確認書類︵運転免許証・
候補者を
住民基本台帳カードの写しな
ご推薦
ど︶
ください
●振 込 口 座 が 確 認 で き る も の
︵通帳やキャッシュカードの
写し︶
市では、各分野で功績のあっ
※郵送での申請も受け付けます。 た市民の方を、あきる野市表彰
送付する申請書類に同封の返 条例に基づいて、 月３日㈫の
信用封筒で申請してください。 表彰式で表彰します。
お知り合いやご近所で、該当
▽問合せ 生活福祉課庶務計画
する方がいましたら、推薦して
ください。
夏の風物詩
▽対象
●技能者の模範として卓越した
小和田花火大会の特設
技能を持ち、市の産業の振興
観覧会場を設けます
に寄与した方…市内に５年以
上居住している満 歳以上で、
同一職種に 年以上の経験が
あり、指導的な立場にある方
＊対象となる職種例…鳶職、左
＊花火大会の中止や河川の増水
などにより観覧会場が開放で
きない場合は、市ホームペー
ジでお知らせします。
＊会場には、観覧者用の駐車場
はありませんので、公共交通
機関をご利用ください。
＊一部ベンチ席を用意していま
す。ベンチ席が利用できない
場合もありますので、敷き物
などをお持ちください。
＊会場における飲食物、物品な
どの販売はありません。
＊会場内での小型無人機︵ドロ
ーン︶の使用は、観覧者に迷
惑、危害を与える恐れがあり
ますのでご遠慮ください。
▽小和田花火大会
分
〜９時
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●打ち上げ時間…午後７時
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（２）交換の場合

五日市出張所で原動機
付自転車の
はんこ、譲渡証明書、標識交付証明書、交付済プレート、
本人確認できる書類

※従来のナンバープレートも引
き続き交付します。
▽問合せ 企画政策部企画政策
課

未廃車

39

31

７月 日に、平成 年度に完
成した工事を対象とする、優良
工事請負業者と優良技術者の表
彰を行いました。
この表彰は、あきる野市が発
注した工事のうち、特に優良な
成績で施工した工事の施工業者
と技術者を表彰することによ
26
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市制施行 周年を記念して、
小和田花火大会の特設観覧会場
を設けます。この花火大会は、
花火の打ち上げ間隔が長いこと
から、花火を一つ一つ楽しむこ
とができます。
ご家族お友達とお誘い合わせ
の上、お出掛けください。
▽特設観覧会場
●日時…８月
日㈯ 午後７時
〜︵荒天の場合は 日㈯︶
●場所…秋川橋河川公園バーベ
キューランド︵留原８１３、
武蔵五日市駅から徒歩５分︶
●費用…無料

45
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●打ち上げ数…２６０発

27

16

26

●その他
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はんこ、譲渡証明書、廃車証明、本人確認できる書類

オリジナルナンバー
はんこ、標識交付証明書、交付済プレート、本人確認でき
る書類
交換したいとき

20

15

12

廃車済

譲渡された
とき

はんこ、販売証明書、本人確認できる書類
購入したとき

プレートの交付を

90

50

開始します！

表 必要書類
（１）新規登録の場合

27

27

90

平成 年１月から市民課で交
付している原動機付自転車オリ
ジナルナンバープレートについ
て、五日市出張所でも交付手続
きができるようになります。
▽交付開始 ８月３日㈪
▽交付場所 五日市出張所市民
総合窓口係
▽交付対象 主たる定置場が市
内にある原動機付自転車︵
cc以下︶の所有者
※薄 黄 色 ︵ c c 超 c c 以
下︶は、交付しません。
※薄桃色︵ cc超１２５cc
以下︶は、交付を終了しまし
た。
▽必要書類 表のとおり
※番号順に交付します。ナンバ
ーの指定はできません。
※すでに所有しているナンバー
プレートとの交換は無料で
す。ただし、紛失・破損して
いる場合は、弁償金３００円
が掛かります。
50
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27

（２）
平成27年（2015年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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音訳ボランティアの協力により作成をしている、デイジー版広報あきる野（音声版広報）のＣＤを各図書館で貸し出しています。図書館の利用者カードをお持ちならどな
たでも利用できます。詳しくは図書館にお問い合わせください。

