象に該当する場合がありますの
で、内容をご確認いただき、水
色の返信用封筒で申請してくだ
さい。
※子育て世帯主の方は、申請の
必要はありません。購入引換
券を９月下旬に送付します。
▽対象 平成 年１月１日現在、
あきる野市に住民登録があり、
令和元年度の住民税が非課税
の方︵住民税課税者と生計同
一の配偶者・扶養親族等や生
活保護受給者等を除く︶
月 日㈯まで
▽申請期間
▽申請方法 同封の﹁あきる野
市プレミアム付商品券購入引
換券交付申請書﹂に必要事項
を記入の上、水色の返信用封
筒で送付してください。申請
後、市で審査し交付決定後、
購入引換券を９月下旬に送付
します。
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ あきる野市プレミア
ム付商品券購入引換券交付申
請受付専用ダイヤル［☎０５
７０・ ・９６３０ 午前８
時 分〜午後５時︵土曜・日
曜日、祝日を除く、 月 日
まで︶］

災害時の二次避難所施設
利用に関する協定を
締結しました
市では、災害発生時の対応力
強化を図るため、各種団体、民
間業者などとの応援協定の締結
に取り組んでいます。この度、
医療法人杏林会介護老人保健施
設リハビリパークあきる野と
﹁災害時における二次避難所施
設利用に関する協定﹂を締結し
ました。二次避難所は、高齢者
や障がい者などの避難生活に支
援を要する方を対象に、必要に
応じて開設する避難所です。こ
の協定で、災害時の支援体制が
強化されます。
▽問合せ 地域防災課防災係

不法投棄は犯罪です

不法投棄は﹁廃棄物の処理及
び清掃に関する法律﹂で禁止さ
れています。違反すると、５年
以下の懲役もしくは１千万円以
下の罰金を科せられることがあ
ります。不法投棄された廃棄物
を発見した方や不法投棄を行っ
ている現場を目撃した際は、警
察署に連絡してください。不
法投棄された廃棄物は、土地の

市有地を売却します

▽参加資格 個人か法人
▽売払い物件 表のとおり
▽参加要領の配布
●日時…８月
日㈮まで 午前
９時〜午後５時︵土曜・日曜
日、祝日を除く︶
●場所…契約管財課
※参加要領は、市ホームページ
からダウンロードできます。

所有者や管理者の責任で処分す
ることになります。草の繁茂や
ごみが散乱している場所など
は、不法投棄の誘発につながり
ますので、草を定期的に刈り取
り、柵やネットを設置するなど
不法投棄の防止対策をしましょ
う。市では、不法投棄防止看板
を配布しています。希望する方
は、お問い合わせください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

▽参加申込みの受付
●日時…８月５日㈪〜
日㈮
午前９時〜午後５時︵正午〜
午後１時、土曜・日曜日、祝
日を除く︶
●場所…契約管財課
▽その他 詳しくは、市ホーム
ページをご覧いただくかお問
い合わせください。
▽問合せ 契約管財課契約管財
係︵直通５５８・１３９０︶
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市民表彰候補者を
ご推薦ください

する方で、 年以上の経験が
ある方
とび
※対象となる職種例…鳶職、左
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
をおおむね 年以上、継続し
て実施されている方
●過去の具体例
＊ 年にわたり、ボランティア
で複数のお年寄りの病院送
迎、食事などの世話をしてい
た。
＊ 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㈭まで
▽問合せ 市長公室

国民年金保険料
口座一括前払い︵６か月︶
がお得です

※1 土地利用条件として建築物の用途は戸建て専用住宅用地に限る
※2 確定測量地積
※3 現況測量地積
※4 土地区画整理事業換地処分地積

市では、あきる野市表彰条例
に基づき、各分野で功績のあっ
た市民の方を 月３日㈰の表彰
式で表彰します。お知り合いな
どで該当する方がいましたら、
推薦してください。
▽対象
●卓越した技能を持ち、市の産
業の振興に寄与し、同一職種
の指導的立場にある方…５年
以上継続して市内に住所を有

青少年の善行者を
ご推薦ください

最低売却
価格(千円)

秋川渓谷
プレミアム付商品券
特別商品券︵Ｃ券︶について

市ではあきる野商工会と協力
し、秋川渓谷プレミアム付商品
券を市内に在住、在勤している
方を対象にした一般商品券﹁Ａ
券・Ｂ券﹂と、非課税者・３歳
未満の子どもがいる世帯を対象
にした特別商品券﹁Ｃ券﹂を発
行します。
非課税の方にのみ７月中旬か
ら﹁プレミアム付商品券購入引
換券交付申請書﹂を送付してい
ます。お手元に届いた方は、
﹁秋川渓谷プレミアム付商品券
特別商品券︵Ｃ券︶﹂の購入対

表
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︵令和元年 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 ２ 日 ㈪ ま で
に、生涯学習推進課で配布す
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
らダウンロードできます。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

10,300

近隣商業地域
／80％／300％

５

12

市議会の正・副議長︑常任委員長︑
議会運営委員長が決まりました

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、青少年の善行
表彰を 月３日㈰午後３時から
五日市地域交流センター３階ま
ほろばホールで行います。お知
り合いなどで該当する方がいま
したら、推薦してください。
▽対 象 市 内 在 住 の 歳 未 満

平和パネル展

小中野字子生前
219番1

83.81㎡※4
（83.81㎡）

舘谷台32番

●議長…天野正昭

３

25.82㎡※4
（25.82㎡）

舘谷台31番

21,300

小中野字子生前
196番2

7,710

第二種中高層住居
169.95㎡※3
専用地域
（169.49㎡）
／60％／150％

30,600

1,199.47㎡※2
（1,199.47㎡） 第一種低層住居
専用地域
822.81㎡※2 ／40％／80％
（822.81㎡）

２

宅地
（宅地）

草花字森山下タ
3681番

４

●副議長…中村のりひと

令和元年度の国民年金保険料
は、月額１万６４１０円です。
納付書で６か月分を一括前払い
すると毎月納付書で支払うより
６か月で８００円お得です。さ
らに、６か月分を口座一括で前
払いすると６か月で１１２０円
お得になります。
※８月 日㈮までに申し込んで
ください。
▽持ち物 年金手帳か納付書、
預貯金通帳、通帳の届出印
▽申込み方法 ８月 日㈮まで
に﹁口座振替納付申出書﹂を
預貯金口座がある金融機関
︵郵便局含む︶か年金事務所
の窓口に直接提出してくださ
い。
※﹁口座振替納付申出書﹂は日
本年金機構から送付される納
付書に同封されています。
▽問合せ 保険年金課年金係、
青梅年金事務所︵☎０４２８
・ ・３４１０︶
30

39

31

︵７日㈬・ 日㈬は午後８時
まで、 日㈭は午後３時ま
で、日曜日、祝日を除く︶
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽問合せ 総務課庶務係

30
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71,420

指定のない区域（市
1,914.27㎡※2
街化調整区域：既存
（1,914.27㎡）
宅地）／40%／80%

1 草花字下折立
※1 1867番1

30

●総務委員長…村野栄一

戦時中の市内の写真や沖縄戦
の写真などを展示します。
▽日時 ８月６日㈫〜 日㈭
午前８時 分〜午後５時 分

30

11

30

20

10

14

11

31

11

●環境建設委員長…山根トミ江

15

01

●福祉文教委員長…堀江武史

15

27

中村のりひと氏

用途地域／
建ぺい率／容積率

地目
地積（公簿）
（公簿）

所在地番

物件
番号

25

15

30

●議会運営委員長…中嶋博幸

30

天野正昭氏
７月 日に開催された、あき
る野市議会第１回定例会第２回
臨時会議及び各委員会で、正・
副議長及び各委員会の委員長な
ど、役職の選出が行われ、次の
とおり決定しました。
18

（２）
令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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