
市内の空間放射線量測定結果 （6月7日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を2㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町 6月 4日㈪ 0.066 0.065
東部 なかまち保育園 中町 6月 5日㈫ 0.060 0.058
中央部 田無第二中学校 北原町 6月 6日㈬ 0.054 0.053
西部 田無第三中学校 西原町 6月 7日㈭ 0.058 0.064
南西部 田無市民公園 向台町 6月 1日㈮ 0.045 0.045
南部 武蔵野大学（協力） 新町 6月 6日㈬ 0.053 0.051

※次回は、7月15日号に掲載します。最新の情報は市 でご覧ください。
◆環境保全課（ 042－438－4042）
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　姉妹都市・友好都市では右表のイベントが
開催されます。この機会にぜひ出かけてみま
せんか。
❖助成金額（１泊につき）
□旅館　大人（13歳以上）…1,500円
小人（３歳以上13歳未満）…1,200円
□民宿・その他　大人（13歳以上）…1,200円
小人（３歳以上13歳未満）…1,000円
❖利用方法
①文化振興課（保谷庁舎３階）、両庁舎ロビー
（田無庁舎２階・保谷庁舎１階）、各出張所、
市 にある契約宿泊施設一覧から、希望宿
泊施設へ直接連絡し、予約申し込み。 ②予
約後、文化振興課で契約保養施設利用券の申
請（電話での申請は不可）。その際に、身分証
明書などで本人確認ができるものをお持ちく

ださい（印鑑不要）。 ③申請内容を確認後、
利用券を発行します。宿泊当日に、その利用
券を宿泊施設に提出してください。
※この制度を利用できる方は、ご家族やグ
ループなどで宿泊する場合も、市内在住者に
限られます。
※利用限度は１年間で１人２泊までです。
※北杜市については、北杜市須玉町にある宿
泊施設でのみ利用できます。
イベントに関する詳細は、下記へお問い合わ
せください。
下郷町事業課（ 0241－69－1144）

北杜市観光協会（ 0551－42－1414）
勝浦市観光協会（ 0470－73－1658）
◆文化振興課 （ 042－438－4040）

　毛虫などの害虫が発生する時期になりました。身近な環境での殺虫剤の影響を減ら
すため、害虫を駆除する際はできるだけ殺虫剤を使用しない方法を検討しましょう。

❖殺虫剤を使わない害虫防除方法を
　害虫が発生する時期に樹木をよく観察
して、早期発見に努めれば、殺虫剤を使
用しなくても害虫を防除（捕殺）すること
ができます。
※捕殺…高枝切りばさみなどを利用し、
害虫がついた葉・枝をせん定し、ビニー
ル袋などに収集します。害虫の種類に
よって毒毛針が飛散することがあります
ので、十分注意しましょう。
❖殺虫剤を使用するときの注意事項
①効果や有害性について、取扱説明書や
ラベルの注意書きをよく読んでから使い
ましょう。 ②散布する場合は、殺虫剤

が飛散しないよう無風または風が弱いと
きに行い、天候や時間帯を選ぶなどして、
ほかの住民に健康被害が生じないよう配
慮しましょう。 ③近隣に農産物を作っ
ている農家がある場合は細心の注意を
払ってください。薬剤が残留していると
農作物が出荷できなくなってしまうこと
があります。
❖農薬や殺虫剤に関する情報
◇農林水産省（農薬コーナー）
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/

◇環境省（農薬対策関係）
http://www.env.go.jp/water/noyaku.html

◆環境保全課（ 042－438－4042）

　電気や電気製品に関わる火災は、東京
消防庁管内で毎年1,000件前後発生して
います。使用するときの管理が不適切、
取り扱い上の不注意などがその主な原因
です。電気器具・コンセントなどは、普
段から点検・清掃などを行うとともに、
使用する場合は必ず取扱説明書などをよ
く読み、正しく使用しましょう。
❖トラッキング現象による火災
　トラッキング現象とは、コンセントに
差し込んだプラグのさし刃間に付着した
綿ほこりなどが湿気を帯び、微小なスパー
クを繰り返し、やがてさし刃間に電気回
路が形成され出火する現象です。この現
象による火災は、家具と壁の隙間など隠
れた部分で発生することから、発見が遅れ、
思わぬ被害になる場合があります。

　コンセントに差し込んだままのプラグ
は、ほこりなどが付いていないか定期的
に点検し、清掃しましょう。
❖電気火災を防ぐポイント
①差し込みプラグを抜く際は、コード部
分を持って引っ張らず、プラグ本体を持
つようにしましょう。
②差し込みプラグがコンセントから緩ん
でいないか点検しましょう。
③コードが家具などの下敷きになったり、
押しつけられたりして傷つくことがない
よう注意しましょう。
④コードを束ねたり、ねじれたりしたま
まの状態で使用しないようにしましょう。
⑤たこ足配線はやめましょう。
◆西東京消防署（ 042－421－0119）
◆危機管理室 （ 042－438－4010）

　平成22年４月１日から、全ての住宅
に住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れています。住宅用火災警報器は、火災
の煙や熱などを感知して音声や警報音で
知らせてくれるもので、火災の早期発見
に大変有効です。火災から尊い命や財産
を守るために、まだ住宅用火災警報器を
設置していない家庭は早めに設置しま
しょう。
❖住宅用火災警報器を設置した後は…
　いざというときにきちんと作動するよ
うに、日頃から手入れや点検をしましょう。
□点検方法　※月に１度は点検を
◇警報器にほこりが付くと火災を感知し
にくくなります。汚れが目立ったら、乾
いた布で拭き取りましょう。特に台所は、

油や煙などにより汚れが付きやすくなり
ます。布に水やせっけん水を浸し、十分
絞ってから汚れを拭き取ってください。
◇テストをしましょう。詳しくは製品の
取扱説明書をご覧ください。
□電池・本体の交換時期
◇電池切れのときには音声で通知がある
か、ピッ…ピッ…と短い音が一定の間隔
で鳴りますので、新しい電池に交換して
ください。
◇警報器本体の寿命はおおむね10年で
す。設置後10年が経過したら、新しい
警報器に交換してください。
◆西東京消防署（ 042－421－0119）
◆危機管理室 （ 042－438－4010）

住宅用火災警報器の設置と維持管理を

電気火災を防ぎましょう

開催日 行事名 場所
７月２日㈪ 大内宿半夏祭り 下郷町
７月15日㈰ 三倉山山開き 下郷町
７月21日㈯～８月26日㈰ 海水浴場開設 勝浦市
７月28日㈯ 鵜原大名行列 勝浦市
７月28日㈯・29日㈰ 下郷ふるさと祭り「楽しもごう2012」 下郷町
８月1日㈬ 増富ラジウム峡温泉祭り 北杜市須玉町
８月12日㈰ かつうら若潮まつり（花火大会） 勝浦市
８月13日㈪ 興津湾灯籠流し 勝浦市
８月26日㈰ 第1回もろきゅう味噌トレラン×フル駅伝inみずがき山 北杜市須玉町
９月９日㈰ 甲斐源氏祭り 北杜市須玉町
９月22日㈷～10月7日㈰ 増富温泉博覧会2012 北杜市須玉町
９月14日㈮～17日㈷ 勝浦大漁まつり 勝浦市
10月中旬 コスモスフェスタIN勝浦 勝浦市
11月３日㈷ いんべやぁフェスタ勝浦 勝浦市
平成25年２月９日㈯・10日㈰ 大内宿雪まつり 下郷町
平成25年２月16日㈯ なかやま「雪・月・火」 下郷町
平成25年２月下旬～３月上旬 かつうらビッグひな祭り 勝浦市

住宅地などで殺虫剤を使用するときは

ごみの出し方 ワ ン ポ イ ン ト

　最近、一般家庭から排出される家電
製品などの粗大ごみを、高額で収集・
運搬したり不適正処分をしたりするな
どの悪質な業者が増加しています。こ
れらの多くは一般廃棄物処理業の許可
を持たない無許可業者で、廃棄物処理
法に違反しています。
　また最近、「粗大ごみ・電気製品を
無料で回収します」とアナウンスしな

がら巡回している軽トラックを見かけ
ます。この場合、家電リサイクル法（テ
レビや冷蔵庫・洗濯機・エアコン）や
廃棄物の適正処理がされない違法ルー
トで処分される可能性があります。
　粗大ごみや大量の廃棄物を出す場合
は、ごみ減量推進課に相談するか、案
内している正規の手続きに従うように
しましょう。これが安心で安価な処理
方法です。
◆ごみ減量推進課（ 042－438－4043）

悪質なごみ廃棄物回収業者に
ご注意ください

　市では、姉妹都市・友好都市との交流を深めてもらえるよう、それぞれの宿泊施設と
契約しています。契約施設に宿泊の際は、宿泊料金の一部を助成します。

姉妹都市…福島県南会津郡下郷町　友好都市…山梨県北杜市・千葉県勝浦市

平成24年度　姉妹都市・友好都市イベントスケジュール
福島県南会津郡下郷町 山梨県北杜市 千葉県勝浦市

ひったくり多発中 決して他人事ではありません！
ひったくりは、皆さんのちょっとした心掛けで未然に防ぐことができます。

[ひったくり被害防止の心掛け］
◇自転車のかごには「ひったくり防止
　カバー」を装着する。
◇後方からバイクが接近する音を聞い
　たら、警戒する。
◇徒歩の場合、バッグは道路と反対側
　に持つようにする。

◇歩きながらヘッドホンで音楽を聴く
　のを控える。
◇夜間の帰宅などは、遠回りでも人通
　りの多い明るい道を選ぶ。
◇金融機関などで現金を下ろしたとき
　は、特に警戒する。

日頃から防犯対策に心掛け、被害に遭わないようにしましょう。
◆田無警察署（ 042－467－0110）◆危機管理室 （ 042－438－4010）

姉妹都市・友好都市に泊まろう！


