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上段のシンボルマークとキャッチコピー
は、市制施行50周年記念として市民の皆
さんの投票の結果、決定したものです。

納期内納付にご協力ください。
便利な口座振替をご利用ください。

表１

主な内容

７月の納期

国民健康保険税………… 第１期分
固定資産税・都市計画税 第２期分

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city.koganei.lg.jp/
モバイル（携帯電話）版 http://www.city.koganei.lg.jp/m/index.htm

◆お知らせ

◆福祉のひろば

循環型社会はじめの一歩キャン
ペーン、国民健康保険税・介護
保険料の納税（納入）通知書を
郵送します ほか
…２〜５面

小金井にし地域包括支援セ 乳がん検診、むし歯予防教 市立はけの森美術館所蔵作
ンターの開設、講演会・う 室、食中毒を予防して楽し 品展Ⅱ、子ども自然体験ク
つ病になる前にストレスへ い夏を過ごそう ほか
ラブ、小金井薪能 ほか
の対応 ほか
…６面
…７面
…10〜12面

種類

環境保全 ▷地域の生活環境の保全に貢献した行為
保健衛生

る職業に従事している市民と

します。

古紙を配合しています。環境にやさしい植物性
インキを使用しています。

市では、明るく住みよいま

対
象 平成 年８月１日現

ちづくりのために尽くされた

在、５年以上継続して市内に

事績が特に顕著な方や、長年

居住していて、 年以上にわ

たり技能者として経験を有す

にわたり同一の職業に従事し

る満 歳以上の方で、優れた

て、技能の鍛錬や後進の指導

育成を行い、市民生活の向上

技能を有し、後進の模範とな

に尽力し、優れた技能をお持

ちの方などに対し、その業績

っている方とします。

たた

推薦・表彰

推薦方法 推薦をする方（団

体）は、推薦書に必要事項を

記入し、７月 日（木）まで

に、広報秘書課秘書係に提出

してください。

を称え、市制施行 周年を記

念して表彰するとともに、今

後の活動の発展に寄与してま

いりたいと考えます。

次に該当される方をぜひ、

ご推薦ください。

ただし、すでに市長から同

作品を制作。
平成14年に世界３大映画祭の一つである第
52回ベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞を
アニメ映画として初めて受賞されました。
さらに翌年、第75回アカデミー賞長編アニ
メーション映画部門賞を受賞されるなど、海
外からも高い評価を得ている日本を代表する
アニメーション映画監督として、社会文化の
興隆に多大な貢献をされました。

20

そして、避難の際に必要な
ものは確保されているか。
家族がバラバラになったと
きの連絡方法は決めている
か等々です。
市では、災害に強いまち
づくりを進めるとともに、
「地域防災計画」の見直し
を行っています。要援護者
の方々の避難や支援策な
ど、災害が発生しないこと
を願いながら、そのときの
準備もしていかなければな
りません。
「災害は忘れたころにや
ってくる」といわれていま
す。もう一度災害に対する
対応を考えてみましょう。

アニメーション映
画監督。昭和16年生
まれ。本市内にアニ
メーション制作会社
「スタジオジブリ」
が所在し、「となり
のトトロ」、「もの
のけ姫」など数々の

30

＝87＝

小金井市長

作詞家。大正14年
生まれ。デビュー作
品である「チャイナ
の波止場」を始めと
し、
現在までに4,000
を超える作品を創
作。
日本音楽著作権協
会会長、日本作詩家協会会長などを歴任し、
昭和61年に紫綬褒章、平成12年には勲三等瑞
宝章を受章されました。
また、本市教育委員会委員長職務代理者を
務められ、武蔵小金井駅南口商店街に設置さ
れたウオーキング姿の「しあわせ地蔵」の命
名、さらに、15万本にも達する都立小金井公
園での空き缶拾いなど、さまざまな分野で多
大な貢献をされました。

み や ざ き はやお

宮崎 駿 氏

一の事績で表彰を受けた方は

ほし の てつろう

星野哲郎氏

広報秘書課秘書係（☎042―383―

除きます。

1131）

※ 推薦書は広報秘書課秘書
係にあります。また、市ホ

問合先

60

り、完全復旧にはかなりの
年月を要するものと思われ
ます。
日本政府から各自治体
に、中国・四川大地震に対
しテントや毛布の支援要請
があり、市では毛布を送る
用意をしています。
また、その後に起きた岩
手・宮城内陸地震は山間部
に大きな被害をもたらし、
改めて自然の猛威を感じま
した。
自然災害の発生を止める
ことはできません。しか
し、災害が発生したときの
被害を最小限にするための
備えはしなければなりませ
ん。
家屋の耐震は大丈夫か。
家具の転倒防止は完全か。

選定は、小金井市名誉市民条例に基づき、
選考委員会に諮問し、答申を受け、市議会の

ームページからもダウンロ

10月５日（日）の市制施行50周年記念式典
で、名誉市民証を贈ります。

31

50

ミャンマ
ーでの大型
サイクロン
に続いて発
生した中
国・四川大地震は私たちの
想像を絶する被害をもたら
しました。
報道等をご覧になって、
自分たちのまちで発生した
らどのようなことになるか
想像された方もいらっしゃ
るかと思います。
被災者の避難生活は極め
て不自由なものになり、水
や食料の不足、衛生状況に
よっては感染症の発生な
ど、大きな問題を抱えてお

な業績を挙げられました。

市民功労者

表彰者の決定 推薦された方

ニメーション映画監督として、それぞれ多大

同意を得て決定しました。

ードできます。

（団体）の事績の内容や理由

星野哲郎氏は作詞家として、宮崎駿氏はア

表１に定めるような

事績を、市内を中心として行

を選考委員会で審査のうえ、

名誉市民に
星野哲郎氏、宮崎駿氏を選定

囲

った市民（団体）および市民

15

範

以外の方（団体）とします。

月５日（日）の市

に通知します。

彰

表彰者を決定し、ご本人あて

31

象 平成 年８月１日〜

年７月 日に行われた事績

表

制施行 周年記念式典（中央

10

20

対

定しません。

大学附属高等学校講堂）で表

彰します。

50

とし、活動の期間、回数は限

一時的な事績であっても、

ご苦労や負担の大きいもの、

問合先 広報秘書課秘書係

―

042

のも含みます。

383

１１３１）
―

①大工職 ②石工職 ③タイル施工職 ④ブロッ
ク施工職 ⑤配管工職 ⑥電気工事職 ⑦塗装工
職 ⑧屋根葺（ふき）替職 ⑨左官職 ⑩とび職
⑪畳職 ⑫表具師 ⑬建具職 ⑭理容師 ⑮美容
対象となる 師 ⑯クリーニング師 ⑰和裁・洋裁師 ⑱調理
職
種 師 ⑲製菓技術職 ⑳豆腐製造職 時計技術士
自動車整備士 自転車整備士 印章彫刻師
あんま・はり・きゅう・指圧・マッサージ師
造園・植木職 農業 その他選考委員会に
おいて特に認められた技能職

または効果、影響度の高いも

技能功労者

（市役所本庁舎２階☎

表２

市内で、表２に定め

▷郷土の歴史、文化の保存または保護の普及に
功績のあった行為（それらの思想の普及に功
教育文化
績のあった行為を含む）
▷教育、芸術、文化またはスポーツ活動を通じ
て、その振興および普及に功績のあった行為
▷他の模範となる行為で特に顕著な行為
その他 ▷金品等の寄附の行為（10万円相当額以上また
は継続している行為）

囲

▷社会福祉関係団体の運営に功績のあった行為
▷社会福祉施設または恵まれない方への訪問、激
社会福祉
励、各種奉仕等地域の福祉活動に貢献した行為
▷奉仕活動が著しく他の模範となる行為

技能功労者

▷青少年の健全な発達を助け、育成に努めた行為
▷子供広場等の管理運営に功績のあった行為

◆催し

ご推薦ください
市民功労者・技能功労者
範

青少年指導

▷市民の保健衛生の向上に貢献した行為
▷保健衛生団体の運営に功績のあった行為

◆健康ガイド

市制施行50周年を記念して表彰

市民功労者

事績の内容
▷隣人、友人等他者に対する徳行が顕著な行為
公共生活 ▷市行事または地域活動への協力が顕著な行為
▷自己の危難を顧みず人命を救助した行為
▷災害防止等に功績のあった行為
▷防火、防犯に功績のあった行為
災害等の防止 ▷交通安全に功績のあった行為
▷消防行政に多大な功績のあった行為（消防団
員で２期以上の任期を満了した者を含む）

毎月１・15 日発行

