
4 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　締 締切　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎凡例

市からの連絡帳

てくださる市民を募集します。
　対 市内在住の方
□募集地域

◎市の指定した大規模住宅
西原グリーンハイツ・ゾンネンハイ
ム・雇用促進住宅
□任期　２年間
□謝金　月額３,０００円（所得税は控除）
□報告な

ど　毎月の活動報告を提出。
□会議な

ど　原則的に年２回の廃棄
物減量等推進会議を開催します。
※詳細は、お問い合わせを。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 すまい 

■木造住宅の耐震診断、耐震
改修費用の助成
①木造住宅の耐震診断費用の助成
　市内の一定の条件を満たす木造住
宅の耐震診断の費用の一部を助成し
ます。
　対 昭和５６年５月３１日以前に建築され
た市内に存する木造住宅で、自己の
所有で居住の用に供している住宅
□助成金額　６万円を上限に、耐震
診断費用の２分の１以内（１,０００円未
満の端数は切り捨て）
②木造住宅の耐震改修費用の助成
　対 耐震診断を行った結果、現行の耐
震基準に適合しない住宅で、市の定
める基準に適合した耐震改修を行っ
た住宅
□助成金額　３０万円を上限に、耐震
改修費用の３分の１以内（１,０００円未
満の端数は切り捨て）
※別途、所得税の特別控除制度があ
ります。
　その他助成条件がありますので、
必ず事前にお問合わせください。
　申請前に診断または着工された場
合は、助成できませんのでご注意く
ださい。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 文化・スポーツ 

■６月１日から市民会館・コー
ル田無の申請方法を一部変更
□変更施設
◎市民会館（６か月前申請施設）
…体育室・プレイルーム・展示室
◎コール田無（２か月前申請施設）
…音楽練習室
□変更内容　「窓口受付」から「公共
施設予約システム」の申請に変わり
ます。申請期間は変更ありません。
　申 月の１日～７日までに抽選に参加
し、９日～１５日までに当選の確認と
窓口で手続きを行ってください。申
請には事前の登録が必要です。
　問 市民会館（札４６３－５３８１）
　コール田無（札４６９－５００６）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０００）

の中、軒下や天井裏などに巣をつく
ります。
③近くに飛んできたら…姿勢を低く
して、静かにその場を離れましょ
う。手で払うことは、ハチを興奮さ
せるので危険です。
④もし刺されたら…すぐに患部を水
で洗い、病院で手当てを受けてくだ
さい。
⑤その他…髪の毛など黒い色を攻撃
目標にしますので、黒の服装を避
け、帽子などをかぶりましょう。
　甘い匂いや飲食物のにおいに敏感
です。香水やジュースのにおいに寄
ってくる場合もありますので、注意
しましょう。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 ご　み 

■廃棄物処理手数料の減免申請
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に配布します～
　平成２０年１月４日から有料化が始
まり、市の指定収集袋により排出し
ていただいていますが、生活に困っ
ている世帯などを対象に、減免（指
定収集袋の無料配布）の申請受付を
行います。対象者が窓口に来られな
い場合は、委任状等を代理の方がお
持ちになり申請してください。
　申請時に配布しますので、持ち帰り
用の袋をお持ちください。なお、市民税
非課税の確認が必要な世帯は、当日
配布できない場合があります。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■ごみの減量や資源化の促進
などを一緒に行いませんか？
　地域において、ごみの減量啓発や
資源化の促進、ごみの出し方や分別
指導など、市の行う施策にご協力し

　まちをきれいにするため１人でも
多くの方の参加をお願いします。
※臨時集積所に家庭内のごみは絶対
に持ち込まないようお願いします。
　時 ５月３０日松午前８時３０分～１０時
　場 臨時集積所（下表参照）

◆環境保全課（札４３８－４０４２）

■ダイオキシン類調査結果
　平成２０年度に実施した大気環境中
のダイオキシン類調査結果がまとま
りました。
□調査方法　「ダイオキシン類に係
る大気環境調査マニュアル」（環境省
編）に基づいた１週間連続測定法。
□調査地点・結果　小・中学校など、
調査地点は５か所です。
　各地点の夏と冬に行った調査結果
の平均は、０.０４０～０.０５７ｐｇ‐TEQ／
? でした。環境基準は年平均０.６ｐ
ｇ‐TEQ／? と定められて、調査結
果は環境基準を下回る結果でした。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

■スズメバチに要注意！
　スズメバチは、春に巣をつくり、
夏から秋にかけて活動が活発になり
ます。
　巣を守ろうとする本能がとても強
く、巣に近づくと集団で襲ってくる
ことがあるので危険です。スズメバ
チの巣を見つけた際は、環境保全課
までご連絡ください。
①巣の特徴…巣を作り始めた時期
（４～６月ごろ）は、とっくりまた
は花瓶を逆さまにしたような形で、
成長するとボール状になります。
木の年輪のようなしま模様があり、
出入り口は１か所です。
②巣をつくりやすい場所…木や生垣

 防　犯 

■防犯活動団体登録・補助金説明会
～犯罪のないまちづくりのために～
　市内で防犯活動をしている団体や
これから自主的に防犯活動を始めよ
うとする団体を対象に、防犯資器材
など（腕章、トランシーバー、懐中
電灯な

ど）の購入経費の一部を補助し
ます。
　時 ６月２日昇午後６時３０分
　場 防災センター
　対 ①５人以上で組織し、役員がいる
団体　②団体の構成員８０％以上が
市民である組織　③市内の防犯パト
ロールなどの防犯活動を行う団体　
④会則、規約などを定めている団体
□補助金額　①防犯資器材等購入経
費の２分の１以内　②１団体の上限
は２０万円
※応募者多数の場合、補助金額を調
整することがあります。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 環　境 
■エコアクション２１の認証取
得
　市では、ＩＳＯ１４００１から、温暖
化対策実行計画の手段として位置づ
けしやすく、温室効果ガスをはじめ
とする環境負荷を重視しているエコ
アクション２１に移行しました。
　エコアクション２１とは、環境への
取り組みを効果的・効率的に行うシ
ステムとして、中小企業、学校、公
共機関などの幅広い事業者を対象に
環境省が策定したガイドラインで
す。
　市では、このエコアクション２１の
認証取得を目指し、省エネ・省資源
はもちろんのこと、各課で独自の目
標を立て取り組んできました。
　これらの取り組みに対し、今年２
月に第三者機関による審査が行わ
れ、その結果、４月３日付けで認証・
登録証を取得しました。
今後は、市内事業者の方にこのエコ
アクション２１の取り組みを普及して
いきます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

■環境美化キャンペーン
　毎年５月３０日は「関東地方環境美
化の日（ごみゼロデー）」です。市で
は、５月３０日松に、老人クラブ連合
会およびシルバー人材センターの皆
さんとともに「環境美化キャンペー
ン」を実施します。キャンペーンで
は、臨時集積所を設置しますので、
市内の公共の場所（道端や公園など）
にすてられたごみ（可燃ごみ、不燃
ごみ、空き缶、空きビン、ペットボ
トル）を拾い集め、持ち込んでくだ
さい（有料袋以外でも受付けます）。

◎市内地域
西原町１・５丁目田無町１・３・５丁目

谷戸町３丁目緑町１～３丁目

芝久保町４・５丁目北原町１～２丁目

東伏見１～６丁目柳沢２・３・５丁目

保谷町２・３丁目富士町１・４・６丁目

中町２～６丁目住吉町３・６丁目

東町１～３、６丁目泉町４丁目

ひばりが丘１～４丁目ひばりが丘北２～４丁目

栄町３丁目北町２・４丁目

ー下保谷４丁目

必要なもの減免対象
（重複する場合は、一つのみ対象）

印鑑、生活保護担当者
確認印を押した申請書生活保護世帯

印鑑、本人確認証

中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進および永住帰国
後の自立の支援に関する法
律に基づく支給給付の支給
決定されている世帯

印鑑、手当受給証児童扶養手当受給世帯

印鑑、手当受給証特別児童扶養手当受給世帯

印鑑、年金受給証
老齢福祉年金受給世帯（対
象が明治４４年以前に生ま
れた方）

印鑑、年金受給証
遺族基礎年金受給世帯（世
帯に１８歳未満の扶養者が
いる方）

印鑑、身体障害者手
帳

身体障害者手帳１級また
は２級の所持者で市民税
非課税世帯

印鑑、精神障害者保
健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳
１級または２級の所持者
で市民税非課税世帯

印鑑、愛の手帳愛の手帳１度または２度を所
持している市民税非課税世帯

受付場所受付日

保谷庁舎６月２日昇～６日松

田無庁舎６月９日昇～１３日松

保谷駅前公民館６月１７日昌～１８日昭

芝久保公民館　６月１９日晶～２０日松

柳沢公民館　６月２４日昌～２５日昭

ひばりが丘公民館６月２６日晶～２７日松

受付：午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

配布枚数（平成２１年７月～２２年６月分）

小袋
（１０? 相当）１人世帯・可燃・不燃ごみ兼用袋

…１３０枚
・プラスチック容器包装
類専用袋…５０枚
※平成２２年７月分以降分
は、平成２２年６月に配布
します。

中袋
（２０? 相当）

２～４人
世帯

大袋
（４０? 相当）

５人以上
世帯

臨時集積所
①谷戸いちょう公園（谷戸町２－１２）
②谷戸第二地区会館（谷戸町３－１３）
③谷戸地区会館（谷戸町１－９）
④緑町三丁目都営アパート集会所（緑町３－８）

⑤田無町七丁目都営アパート公園
（田無町７－５）

⑥芝久保地区会館（芝久保町３－１５）

⑦田無駅北口第一自転車駐車場西側出口前
（田無町４－５）

⑧南町六丁目小林宅（南町６－９）
⑨田無庁舎中庭（エスカレーター寄り）（南町５－６）
⑩南町第一児童遊園（南町２－２）
⑪向台公園東側入口（向台町２－５）
⑫北町緑地保全地域（北町森林公園）（北町５－５）
⑬ひばりが丘北わんぱく公園（ひばりが丘北２－２）
⑭あらやしき公園（下保谷４－８）
⑮武道場（東町２－４）
⑯住吉会館「ルピナス」（住吉町６－１５）
⑰保谷庁舎正面入口（中町１－５）
⑱中町児童館（中町４－４）
⑲第２えのき児童遊園（保谷町５－２）
⑳富士町福祉会館（富士町６－６）
蔚千駄山広場（東伏見１－４）
鰻むくの木公園（柳沢２－３）
姥新町福祉会館（新町５－２）
厩東伏見コミュニティセンター（東伏見５－１０）

毒性等量（pg－TEQ/弱）調査地点

平均

冬季夏季

調査日 平成２１年
２月３日
～１０日

平成２０年
８ 月１９日
～２６日

０.０４７０.０５４０.０４０青嵐中学校

０.０４６０.０５５０.０３６東伏見小学校

０.０５７０.０６６０.０４７保谷庁舎

０.０５１０.０６５０.０３６谷戸小学校

０.０４００.０４６０.０３４田無第一中学校

０.６（参考）環境基準


