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市からの連絡帳

《ちょこっと節電・エアコン》　フィルターのこまめな掃除とカーテン・ブラインドの使用で冷房効果のアップを。

※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０４２－４３８－４０１０）

 環　境 

■大気環境におけるダイオキシン
類調査結果年間報告（平成２２年度）
□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
いた一週間連続測定法。
□調査地点　小・中学校など５か所
□結果　各地点の夏と冬に行った調
査結果の平均は、０.０１２～０.１９ｐｇ‐
ＴＥＱ／立方メートルでした。
　環境基準は年平均０.６ｐｇ‐ＴＥＱ
／立方メートルと定められており、
調査結果は環境基準を下回る結果で
した。

◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

火・木・土・日曜日　午前１０時～午
後６時
水・金曜日　午前１０時～午後８時
※月曜日休館のほか、ひばりが丘図
書館は６月６日捷まで休館
③情報公開コーナー（保谷庁舎１階）
　午前８時３０分～午後５時（土・日
曜日を除く）
◆教育指導課　保 
（札０４２－４３８－４０７５）

 防　犯 

■防犯活動団体登録・補助金　
　説明会と防犯講話
　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、団体登録・
補助金（防犯資器材等購入経費）説
明会と田無警察署員による防犯に関
する講話を開催します。
　時 ６月２日昭午後６時３０分
　場 防災センター６階
　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（腕章、ベスト、懐中
電灯な

ど）、購入経費の２分の１以内
②１団体の上限は２０万円

□登録手数料　３００円
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

 教　育 

■中学校の職場体験
　市教育委員会では、市立中学校の
生徒が職場体験を通じて、働くこと
の意義や楽しさを実感したり、社会
の一員としての自覚を高めたりする
など、自分の生き方を見つけられる
ように支援しています。
　対象を市立中学校の第２学年とし
て、下表のとおり実施を予定してい
ます。各学校から問い合わせがあっ
た際には、支障のない範囲でご協力
をお願いします。
　また、この活動にご協力いただけ
る事業所がありましたら、教育指導
課までご連絡ください。

◆教育指導課 　保 （札０４２－４３８－４０７５）

■中学校教科用図書の見本 
　本の展示
□展示期間
５月３１日昇～６月２９日昌
□展示場所・時間
①中央図書館
火～金曜日　午前１０時～午後８時
土・日曜日　午前１０時～午後６時
※月曜日休館
②柳沢図書館、ひばりが丘図書館

 届　出 

■住民票等自動交付機の利用
時間の変更

　６月１日昌から１３日捷まで、芝久
保公民館・図書館の床面改修工事の
ため、芝久保公民館設置の住民票等
自動交付機を停止します。
　また、計画停電により利用時間を
短縮していた市内６か所の住民票等
自動交付機は５月１日掌から、日曜
日・祝日について午前９時から午後
５時まで利用可能となっています。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

■印鑑登録等の手続き
　市内に住民登録または外国人登録
をしている満１５歳以上の方が申請で
きます。
□必要なもの　登録する印鑑、来庁
者の本人確認書類
※代理人による申請の場合は上記の
ほかに代理人の認め印、代理人選任
届（委任状･･･代理人の氏名、委任事
項、本人の署名、登録する印鑑の押
印などが必要です）
□即日登録　本人による申請で次の
①または②がある場合は、即日登
録、証明書の交付が受けられます。
①運転免許証、パスポートなど官公
署が発行した顔写真の貼付してある
免許証、許可証、資格証明書などに
加え、もう１点本人確認（保険証な

ど）
が必要です。
②保証書（印鑑登録申請書の保証欄
に記入。詳細は、お問い合わせを）
□照会登録　本人による申請で上記
①・②の本人確認がない場合や代理
人が申請する場合は、即日登録がで
きません。登録申請後、本人あてに
照会書を郵送します。照会書が届い
たら、窓口に持参してください。

※会議室などは営利目的での利用は
できません。また、内容により利用
を制限させていただくことがありま
す。予めご了承ください。
興情報コーナー（２階）の利用
　インターネットパソコンを開設時間中、
無料で３０分以内の利用ができます（ほか
に利用者がいない場合、延長可）。
　申 身分を証明するもの（免許証・保険
証な

ど）を持参し、下記窓口へ。
□窓口　フレンドリー事務所
捷～晶午前９時～午後６時３０分、
松・掌午前９時～午後０時３０分
◆障害者総合支援センター
（札０４２－４５２－００８７）

興会議室などの利用
　時 ９月１日昭から利用開始
　対 市内在住、在勤、在学者またはこ
れらの方を含む団体
□予約　公共施設予約システムに登
録し、同システムで予約。
①登録団体　別途、窓口にて「会員
数が３人以上、過半数が市内在住、在
勤、在学者、障害者の福祉の充実また
は社会参加の拡大につながる活動を
する市内の団体」として登録した団
体は、利用を希望する日の属する月
の３か月前の初日から１５日の間に申
し込み後、抽選により利用者を決定
します（登録申請には、団体規約・
名簿の写しが必要）。
②登録団体以外　利用を希望する日
の属する月の２か月前の初日から先
着順で利用者を決定。
※上記登録団体は、使用料の免除を
受けることができます。
興そのほか、交流スペース・作品展示
スペースが利用可。申請は右記窓口
へ。

興職場体験実施予定日
体験
日数実施日中学校名

３５月２５日昌～２７日晶田無第三中学校
３７月６日昌～８日晶青嵐中学校
３７月６日昌～８日晶柳沢中学校
３７月６日昌～８日晶田無第四中学校
３９月１３日昇～１５日昭田無第一中学校
３９月２６日捷～２８日昌明保中学校
３１０月２６日昌～２８日晶田無第二中学校
６１０月３１日捷～１１月７日捷ひばりが丘中学校
３１１月１日昇～４日晶保谷中学校

興平成２２年度結果
毒性等量 pg-TEQ/m3調査地点

平均

冬季夏季

調査日
平成２３年
２月２日 
     ～     
２月９日

平成２２年
８月１８日 
     ～      
８月２５日

０．１００．１９０．０１５青嵐中学校
０．０５６０．０９７０．０１４東伏見小学校
０．０６１０．１１０．０１２保谷庁舎
０．０４００．０６１０．０１８谷戸小学校
０．０３５０．０５３０．０１７田無第一中学校
０．６（参考）環境基準

興中小企業事業資金融資あっせん制度

　内 中小企業者の自主的な経済活動を
促進するための事業資金融資あっせん
　対 中小企業者および農業経営者
□要件　①市内に１年以上住所およ
び事業所を有し同一事業を市内で１
年以上継続していることな

ど　　　
②資金の限度額な

ど（表１参照）

興特別対策運転資金融資あっせん制度

　内 昨年と比較して売上高が減少して
いる中小企業者を対象とした、無利
子の運転資金の融資あっせん
　対 中小企業者および農業経営者
□要件　①市内に１年以上住所およ
び事業所を有し同一事業を市内で１
年以上継続していること
②最近３か月間の月平均売上額また
は最近１年間の売上額が昨年の同期
に比べ３％以上減少していることなど
③資金の限度額な

ど（表２参照）

興勤労者等住宅資金融資あっせん制度

　内 勤労者などの居住に供する住宅の取
得などに必要な資金の融資あっせん
　対 勤労者な

ど

□要件　①市内に１年以上住所を有
していること
②２０歳以上６５歳未満の者で、償還完
了時７５歳未満であることな

ど

③資金の限度額な
ど（表３参照）

※いずれの融資も借換えについては
対象となりません。
□受付　産業振興課（保谷庁舎３階）
◆産業振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４１）

表１　中小企業事業資金融資あっせん

運転・
設備併用設備資金運転資金資金区分

１，０００万円７００万円融資限度額

　元金均等月賦償還償還方法

７年以内
（据置６か月以内）

５年以内
（据置６か
月以内）

償還期間

年１．９７５％融資利率

年０．９９５％利子補給率

年０．９８０％借受者
負担率

表２　特別対策運転資金融資あっせん

運転資金資金区分

５００万円
（ただし、緊急対策運転
資金を利用中の場合は

３００万円）

融資限度額

元金均等月賦償還償還方法

５年以内
（据置６か月以内）償還期間

年１．９７５％融資利率

年１．９７５％利子補給率

年０％借受者負担率

表３　勤労者等住宅資金融資あっせん

１,０００万円融資限度額

１５年以内
（据置３か月以内）償還期間

固定型金利条件

年４．０％融資利率

年２．０％利子補給率

年２．０％借受者負担率

～ご利用ください～ 各種融資あっせん制～ご利用ください～　各種融資あっせん制度度

使用料（円）

定員貸出
会議室

夜間
（午後５時３０分
～９時３０分）

午後
（午後１時
　～５時）

午前
（午前９時
～正午）

９００９００７００４２会議室Ａ

５００５００４００２４会議室Ｂ

５００５００４００２４会議室Ｃ

１,６００１,６００１,２００７２多目的室

障害者総合支援センター・フレンドリーの利用につい障害者総合支援センター・フレンドリーの利用についてて


