家電リサイクル法により、一
般家庭から排出される特定の家
電製品︵テレビ、エアコン、冷
蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥

不要になった
テレビなどの取り扱い

１戸

機︶は、販売店などを通じて適
正に引き渡す必要があります。
▽家電製品の処理方法
●小売店で申し込む場合…家電
製品を購入した店か買い替え
をする店などに依頼してくだ
さい。
●小売店が引き取れない場合…
郵便局でリサイクル料金を振
り込みます。ご自身で指定取
引場所へ持ち込むか、市の許
可業者に収集運搬を依頼して
ください。
※詳しくは、資源とごみの出し
方カレンダーか市ホームペー
ジで確認してください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

２人

２ＤＫ

２ＤＫ

主な申込み資格

１戸

・平成29年8月10日現在、市内に１年以上居住していること
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
・入居後、世帯が独立して日常生活を営めること
・市町村民税の滞納がないこと
・2DK2人世帯…60歳以上の親族などで構成される世帯である
こと（夫婦の場合は一方が60歳以上であること）
また、申込者と同居者の収入（月額）が214,000円以内（夫
婦の一方が60歳未満の場合は158,000円以内）であること

30

店舗にクレジットカード・
電子マネー決済端末を
導入しませんか
地球温暖化対策の観点から、
太陽光発電システム、高効率給
湯器︵エコキュート︶の機器を
設置した場合に、その費用の一
部を補助します。詳しくは、６
月１日号の広報をご覧ください。
▽申込み方法 ９月 日㈮︵必
着︶までに、申込書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口で申し込んでください。
▽問合せ 環境政策課環境政策
係︵〒１９０ー０１６４ 五
市では、訪日外国人旅行者な
日市４１１、平日午前８時
分〜午後５時︶
どの受入環境を整備し、地域経

※建物の構造は、草花公園タウンは木造です。秋留野ハイツは鉄筋コンクリート造です。
※家賃の額は、世帯の所得などを毎年度審査し、総所得額で決定しますので、その年によって変
わることがあります。
※同一条件の申込者が多数の場合は、抽選になります。

済の活性化を図るため、クレジ
ットカード決済端末を導入する
費用の一部を補助します。
▽対象 市内で旅行者向けの小
売業、宿泊業、飲食業、その
他サービス業などを営んでい
て、市税を滞納していない中
小企業者
▽補助対象機器 継続的な保守
サービスの提供が可能なメー
カーのＩＮＦＯＸカード決済
端末機で次の機能と同等以上
のもの
●電話回線かＬＡＮ回線で通信
が可能であること
●クレジットカード決済機能を
標準とし、電子マネー決済機
能の追加も可能な仕様である

２ＤＫ

２人

募集
戸数
応募可能な
世帯の人数
間取り

１戸

・平成29年8月10日現在、市内に１年以上居住か勤務している
こと
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
・市町村民税の滞納がないこと
・2DK2人世帯…申込者と配偶者の年齢の合計が70歳以下で構
成される世帯であること
また、申込者と同居者の収入（月額）が158,000円以内（障
がい者世帯などは214,000円以内）であること
２人

主な申込み資格
応募可能な
世帯の人数
間取り

新エネルギー・
省エネルギー機器
設置費の補助をします

草花公園タウン（草花3225）…高齢者世帯向け
表３

草花公園タウン（草花3223）…若年夫婦世帯向け
表２

市営住宅入居者募集
入居可能な市営住宅︵表１ー
１、表１ー２、表２、表３︶の
入居者を募集します。
市営住宅は、住宅に困窮する
収入が低い方の生活の安定を図
るため、市が国や都の補助を受
けて建設し、管理運営するもの
です。法令や条例などに基づく
入居者資格があり、さまざまな
規定や制限があります。詳しく
は、募集案内をご覧ください。
▽募集住戸、主な申込み資格な
ど 表 １ ー １ 、 表１ ー ２ 、
表２、表３のとおり
▽募集案内配布期間など
●期間…８月
日㈭まで
●場所…都市計画課、市役所１
階ロビー、五日市出張所、増
戸連絡所
▽申込み受付期間など
●期間・時間…８月
日㈭まで
午前９時〜正午、午後１時〜
５時
※郵 送 の 場 合 は 、 ８ 月 ９ 日 ㈬
︵消印有効︶までに送付して
ください。
▽入居者と補欠者決定の公開抽
選日 ８月 日㈮︵予定︶
▽申込み・問合せ 都市計画課
住宅係

不法投棄を
見逃さないでください

10

市では、年間を通して不法投
棄パトロールを行っています。
しかし、農地、道路、山林など
へのごみの不法投棄は、後を絶
たず、生活環境の悪化や自然環
境の破壊が懸念されます。不法
投棄を発見した場合や不法投棄
を行っている現場を目撃した際
は、生活環境課か最寄りの警察
署に連絡してください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

あきる野健康川柳
受賞作品決定

市の健康増進計画﹁めざせ
健康あきる野 ﹂では毎年健
康川柳を募集しています。今
回は、﹁子育て﹂や﹁食育﹂
などさまざまな意味を込め、
﹁育﹂をお題に健康川柳を募
集し、１０９作品の応募をい
ただき、４作品が受賞しまし
た。
▽あきる野市長賞 ﹁思いや
る 心育む 地域の輪﹂
ハルコ
▽あきる野市健康づくり推進
協議会賞 ﹁あきる野の
自然で育つ 親子とも﹂
もちこ
▽めざせ健康あきる野 推進
会議賞 ﹁子育ては やま
ありたにあり 笑いあり﹂
おによめ
▽こ ど も の 部 最 優 秀 作 品
﹁しょくいくは こころと
からだを そだてます﹂
たなかひな
▽問合せ 健康課健康づくり
係

こと
台︵申込み順︶
▽補助台数
※１店舗に付き、１台まで
▽補助額 補助対象機器の導入
に係る費用︵税抜︶の２分の
１︵上限５万円まで、千円未
満切捨て︶
▽申込み方法 ９月 日㈮︵必
着︶までに、申請書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口で申し込んでください。
※申請書の審査後、承認します。
▽その他 詳しくは、市ホーム
ページか観光まちづくり推進
課などで配布するチラシをご
覧ください。
▽問合せ 観光まちづくり推進
課秋川渓谷観光係

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

２ＤＫ

備考
優先枠
間取り

21

29

２戸

・優先枠申込者が重複した場合は、①を優
先します。
・①の優先入居には入居期限があります。
小学校就学前の子供を含む世帯
障がい者を含む世帯
①
②
３ＤＫ

秋留野ハイツ（秋川3-2-7）…優先枠の該当世帯
表１−２

21

24

３人以上

・平成29年8月10日現在、市内に1年以上居住か勤務している
こと
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
・市町村民税の滞納がないこと
・３ＤＫ３人以上世帯…申込者と同居者の収入（月額）が
158,000円以内（障がい者世帯などは214,000円以内）であ
ること
・２ＤＫ２人世帯…申込者と同居者の収入（月額）が158,000
円以内（障がい者世帯などは214,000円以内）であること
３ＤＫ

主な申込み資格
募集
戸数
応募可能な
世帯の人数
間取り

秋留野ハイツ（秋川3-2-7）…一般世帯向け（優先枠申込有）
表１−１

募集
戸数

29

10

25

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）８月１日
（３）

