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ことを引き継ぎ、将来の森林レ
ンジャーを目指します。
▽日時 ５月 日、６月 日、
７月９日、９月３日、 月
︵未定︶、 月 日、 月
日、平成 年１月 日、３月
日の日曜日︵年９回︶ 午
前９時 分〜午後４時
※天候・季節により変更あり
▽活動場所 市内の森︵現地集
合・解散︶
▽対象 市内在住の小学校４年
生〜６年生の男女︵６年生は
リーダーとして活動できるコ
レンジャー経験者︶
人︵１年間一緒に活
▽定員
動できること︶
※定員を超えた場合は選考し、
５月２日㈫までに結果を通知
▽費用 ２千円︵１年間の保険
代︶
▽応 募 方 法 ４ 月 日 ㈫ ︵ 必
着︶までに、応募用紙に必要
事項を記入の上、送付するか
直接窓口にお持ちください。
▽応募・問合せ 環境政策課環
境の森推進係︵〒１９０ー０
１６４ 五日市４１１、☎５
９５・１１２０︶
19

第７期森の子コレンジャー募集

市では、子どもたちの研究心
を要に、人と自然が共に暮らせ
ることを目指した活動を広げて
きました。また、森林レンジャ
ーあきる野と共に過ごす自然が、
子どもたちを育てています。
﹁森林レンジャーから自然を学
びたい﹂﹁自然について研究し
たい﹂など、強い思いのある子
どもたちを募集します。
森の子コレンジャーは、森林
レンジャーが日々行う調査や巡
視、地域との協働作業から得た
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フリーマーケット
出店者募集

10

第 回あきる野市リサイクル
フェア会場で行うフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
誰でも楽しみながら再利用の
実践ができるフリーマーケット
です。
▽日時 ５月 日㈯ 午前 時
〜午後３時︵雨天実施︶
▽場所 都立秋留台公園
▽応募資格 市内在住・在勤の
個人・グループなどで、販売
を仕事としていない方︵中学
生以下の方が出店する場合
は、保護者同伴︶
▽出品物 リサイクル品と手作
り品︵営業用の商品、食料
品、動植物、成人向雑誌、そ
の他法律で禁止されている物
などの販売は禁止︶
▽募集区画数︵予定︶ １５０
区画︵抽選︶
▽出店料 ５００円
▽その他
●小間の付近︵園内︶まで、車
の進入ができません。公園駐
車場から出店場所まで荷物を
運搬する必要があります。
●出店する場合は、４月
日㈪
から 日㈮までに、出店の手
17

※申請書は市ホームページから
ダウンロードできるほか、企
画政策課でも配布しています。
▽認定後について 認定された
事業所には、﹁認定証﹂をお
渡しします。認定証は、事業
所等に掲示し、PRすること
ができます。また、市ホーム
ページや広報紙などで広く紹
介します。
▽申 請 ・ 問 合 せ 企 画 政 策 課
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
３５０、直通５５８・１２６
１、 ５５８・１１１３、
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続きを行ってください。
●秋に開催していたリサイクル
フェアとフリーマーケットは
実施しません。
▽申込み方法 ４月７日㈮︵消
印有効︶までに、往復はがき
に必要事項を記入の上、郵送
してください。
●必要事項
＊第 回あきる野市リサイクル
フェアフリーマーケット出店
希望
＊住所、氏名︵ふりがな︶、年
齢、電話番号︵携帯など連絡
のつきやすい番号︶
＊販売品の種類

東京都議会議員選挙

44

010101@akiruno-info. ７月２日執行の東京都議会議
︶
員選挙に伴い、説明会などが次
tokyo.jp

＊市 外 の 方 で 市 内 在 勤 の 場 合
は、勤務先の名称、所在地、
電話番号
※１世帯︵１グループ︶１通に
限ります。
※他人名義で応募はできません。
※電話や窓口では受け付けませ
ん。
▽申込み・問合せ 生活環境課
清掃・リサイクル係︵〒１９
７ー０８１４ 二宮３５０、
直通５５８・１８３０︶
のとおり行われます。
▽立候補予定者説明会
●日時…５月８日㈪
午後２時
●場所…福生市役所第一棟２階
第１・第２会議室
▽立候補届出受付
●日時…６月
日㈮ 午前８時
分
●場所…福生市役所第一棟２階
第１・第２会議室
▽投票日時 ７月２日㈰ 午前
７時〜午後８時
▽開票日時 ７月２日㈰ 午後
９時〜
▽問合せ 選挙管理委員会事務
局

市では、市内に生きる希少な
野生動植物とその生息・生育場
所を守る仕組みをつくるため、
生物多様性保全条例を制定する
準備を進めています。この条例
案について、多くの意見を反映
させるため、意見を募集します。
▽主な内容
●保護すべき﹁希少野生動植物
種﹂やそれらの重要な生息・
生育地である﹁希少野生動植
物種保護区域﹂を指定する制
度をつくります。
●﹁希少野生動植物種﹂や﹁希
少野生動植物種保護区域﹂を
対象とする禁止行為︵捕獲、
採取、殺傷、譲渡し、土地の
改変など︶を定めます︵罰則
規定あり︶。

●市と土地所有者との協定の取

り交わしや、保護行為をする
人への支援など希少野生動植
物種を守るための制度をつく
ります。
▽条例案の閲覧場所 情報公開
コーナー︵市役所４階︶、環
境政策課︵五日市出張所内︶、
五日市出張所、中央公民館、
各図書館
※市ホームページで閲覧できま
す。
▽その他 提出された意見は、
個人を特定できないように編
集し、概要などを公表しま
す。個別に回答はしません。
▽意見の提出方法 ４月 日㈮
までに、Ａ４用紙などに意見
と住所、氏名、電話番号を記
入の上、送付してください。
※ファックス、メール、直接窓
口でも受け付けます。
※電話や窓口での口頭による意
見の受付は行いません。
▽提出・問合せ 環境政策課環
境政策係︵〒１９０ー０１６
４ 五日市４１１、☎５９５
・１１１０、 ５９５・１１

４１、
040601@akirun
︶
o-info.tokyo.jp
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①市内に本社、支社、支店、営
業所等があること
②仕事と生活の調和を図るため
の取組や、男女が共に働きや
すい職場を実現するための取
組を行っており、その取組に
ついて従業員などによる利用
実績があること
▽申 請 方 法 申 請 書 に 記 入 の
上、送付してください。
※ファックス、メールでも受け
付けます。

FAX

11

ワーク・ライフ・バランス︵仕事と生活の
調和︶に取り組む事業所等を認定します！
やりがいや充実感を持って働
きながら、家庭や地域生活など
においても、子育て期、中高年
期といった人生の各段階に応じ
て多様な生き方が選択・実現で
きるよう、ワーク・ライフ・バ
ランスに取り組む事業所等を
﹁あきる野市ワーク・ライフ・
バランス推進事業所﹂として認
定します。
▽申請対象 次の２つに該当す
る事業所等が対象となります。

芽吹き始めの雑木林に囲ま
れた菅生で、小さな草花や生
きものを探しながら、のんび
り鯉川沿いを歩きます。よち
よち歩きでも大歓迎。それぞ
れのお子さんのペースを大切
にして、ゆっくりお散歩しま
す。
○日時 ４月16日㈰ 午前10時〜11時30分
○集合場所 菅生会館（菅生１３３８）
○対象 市内在住の子どもとその保護者（未就学児
向けの内容です）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、雨具、長袖、長ズ
ボン、帽子、歩きやすい靴
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、昼食会をします。おさんぽ会の
感想や子どもの様子など、参加者の皆さんでおし
ゃべりしませんか（参加できる方は弁当持参）。
※雨天の場合は、内容を変更して開催します。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください（ホー
ムページのサイト内検索で「おさんぽ」と入力）。
○企画・運営 あきる野市環境委員会森のようちえ
ん部会
○申込み方法 ４月３日㈪から12日㈬までに電話で
申し込んでください。
○申込み・問合せ 環境政策課環境政策係（☎５９
５−１１１０）
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生物多様性保全条例案
に対する意見募集

小さな子どものためのおさんぽ会
30
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）４月１日
（５）

