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二宮３５０︶

▽報酬 ９５００円︵審議会１
掃・リサイクル係︵〒１９７
回当たり︶
ー０８１４ 二宮３５０︶
▽応募方法 ９月 日㈮︵消印
有効︶までに、﹁私が考える
ご
み
の
減
量
の
た
め
の
一般廃棄物の減量や再利用の
助成制度
促進﹂について８００字以内
にまとめた原稿用紙と生活環
境課で配布する応募用紙に必
要事項を記入の上、郵送する
か直接窓口で応募してくださ
い。
※応募用紙などは市ホームペー
ジからダウンロードできます。
▽その他 作文などを基に選考
します。
※作文の内容は公表しません。
※会議は平日の日中に年２回程
市では、生ごみ堆肥化容器購
度開催します。
入費の一部補助と家庭用ＥＭ菌
▽応募・問合せ 生活環境課清 生ごみ処理容器の無償貸与︵貸

決定しました

の貸与︵貸し出し︶
し出し︶を行っています。
●貸 与 の 要 件 … 市 内 在 住 の 方
▽生ごみ堆肥化容器︵コンポス
で、今までに貸与を受けてい
ト︶購入費の補助
●補助対象…市内に在住で、今
ない方、すでに貸与を受けて
までに補助金の交付を受けて
２年を経過している方で、継
いない方、交付を受けて３年
続的に使用できる方
●貸与の内容…１世帯２基まで
を経過している方で、継続的
で貸与期間は２年間とし、貸
に使用できる方
●補助金額
与期間経過後は無償譲与とな
＊地上型…購入金額の２分の１
ります。ＥＭ発酵資材︵ボカ
以内︵補助限度額２５００円︶
シ︶は自己負担です。
●申請方法…はんこをお持ちく
＊埋設型…購入金額の２分の１
ださい。
以内︵補助限度額４５００円︶
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
※１００円未満切捨て
●申請方法…領収書、容器の保
サイクル係
証書、はんこ、申請者の口座
番号が分かるものをお持ちく 平成 年度に使用する
﹁特別の教科 道徳﹂
ださい。
▽家庭用ＥＭ菌生ごみ処理容器
︵小学校︶の教科書が

新エネルギー・
省エネルギー機器設置費の
補助をします

あきる野市公立学校教科用図
書選定要項に基づき作成した教
科用図書選定資料を参考に、教
育委員会で審議した結果、次の
とおり決定しました。
▽教科用図書︵小学校︶
●種目…特別の教科
道徳
●発行者名…東京書籍
※教科用図書の見本は、平成
年３月 日まで、中央図書
館、東部図書館エル、五日市
図書館で展示します。
▽問合せ 指導室指導係
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廃棄物減量等
推進審議会委員を募集

20

国民健康保険
運営協議会委員募集

審議会では、一般廃棄物処理
基本計画を策定するに当たり、
一般廃棄物の処理や減量、再利
用の促進などについて審議・検
討を行います。この審議会に市
民の皆さんの意見を広く反映さ
せるため、委員を募集します。
▽応募資格 市内在住・在勤・
在学の 歳以上の方︵９月１
日現在︶
※他の委員会の公募委員になっ
ている方は応募できません。
▽定員 ２人以内
▽任期 委嘱の日から２年間

16

▽定員 １人
月〜 月 日
▽任期
▽報酬 ９５００円︵協議会１
回当たり︶
▽応 募 方 法 ９ 月 日 ㈮ ︵ 必
着︶までに、﹁国民健康保険
のあり方について﹂をテーマ
に、１２００字︵原稿用紙３
枚程度︶以内にまとめ、住
所、氏名、年齢、電話番号を
記入の上、送付するか直接窓
口で応募してください。
▽その他
●作文を基に選考します。
※選考内容は公表しません。
●協議会は、平日の夜間に年３
回程度開催します。
▽応募・問合せ 保険年金課国
保係︵〒１９７ー０８１４

24
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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。
この制度は、今年度をもって
終了する予定です。
※詳しくは、６月１日号の広報
あきる野をご覧ください。
▽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。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵〒１９０ー０１
６４ 五日市４１１︶

30

国際姉妹都市交流
中学生海外派遣団がマールボロウ市から無事帰国

回目となる中学生海外派遣
事業で、派遣団︵市立中学校在
籍生徒８人︶が、８月 日から
日まで国際姉妹都市のマール
ボロウ市︵米国マサチューセッ
ツ州︶を訪問し、 日に無事帰
国しました。
滞在中、団員はホストファミ
リーの家にホームステイしなが
ら、アメリカの生活や文化を体
験しました。派遣された中学生
たちには、この貴重な体験を活
かし、今後のあきる野市の国際
化推進において、ますます活躍
されることを期待しています。

21

▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、スタンプカード︵お持ち
の方︶、歩きやすい服装・靴
▽費用 無料
▽その他 荒天時の実施の有無
は、当日午前８時以降にお問
い合わせください。また、状
況で、内容を変更することが
あります。
▽申込み方法 初めての方は、
電話で申し込んでください。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

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

82
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めざせ健康あきる野
第 回ふれあいウォーク
〜あきる野を楽しく歩いて健康づくり〜
秋川のせせらぎを聴きながら
小さい秋を見つけましょう。
▽日時 ９月 日㈭ 午前９時
分集合、午後０時 分解散
︵予定︶
▽集合・解散場所 秋川駅南口
運動広場︵駅でスタッフが案
内します︶
▽コース 雨武主神社遥拝所↓
西光寺↓グリーン運動広場↓
秋川沿い遊歩道↓中村酒造↓
秋川駅南口運動広場︵徒歩約
メー
キロ ト
︶
ル

29
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あきる野市国民健康保険運営
協議会委員に欠員が生じたた
め、被保険者の方の中から国民
健康保険運営協議会委員を募集
します。この協議会は、あきる
野市国民健康保険条例に基づ
き、国民健康保険制度の適正か
つ円滑な運営を推進することを
目的として、制度に関する重要
事項について、市長の諮問を受
けて、審議するものです。
▽応募資格 市内在住であきる
野市国民健康保険に加入され
ている 歳以上の方︵９月１
日現在︶

11
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30
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︵☎ ・５３２０・４４１２︶
手術を実施することが屋内飼
手術を施しても、適切な管理
●屋内イベント
育を成功させるコツです。
がなされなければ、地域の環
＊日時…９月 日㈰ 午後１時 ▽災害に備えて 災害が発生し
境衛生問題は解決しません。
〜４時 分
た場合、まずは人命第一です。
置き 、投げ は不適切な
＊場所…東京国立博物館︵平成
飼い主が無事でなければ動物
やりです。放置された は不
館大講堂︶
は災害を乗り切れません。普
衛生であり、他の野生動物や、
＊内容…動物愛護管理功労者表
段から人やほかの動物を怖が
ハエやゴキブリなどを引き寄
彰式、﹁ペットの防災対策
らない、嫌がらずにケージに
せてしまうことがあります。
︵仮題︶﹂をテーマとした講
入る、トイレは決められたと
フン尿被害はより深刻です。
演・パネルディスカッション
ころでするなどのしつけをし
飼い主のいない猫の世話が適
など
ておきましょう。動物のため
切にされていないと、トラブ
＊定員…３９０人︵申込み順︶
の防災用品︵５日分以上の食
ルにも発展します。飼い主の
＊費用…無料
事と水など︶も用意をしてお
いない猫の世話をする場合に
＊申込み方法…９月 日㈮正午
きましょう。
は地域の環境に配慮をし、土
までに電話で申し込んでくだ ▽飼い主のいない猫 耳先がＶ
地所有者の許可、近隣住民の
さい。
字にカットされた猫をご存知
理解を得て、トラブルとなら
●申込み・問合せ…︵公社︶日
ですか？ 子猫が生まれない
ないような世話を心掛けまし
本動物福祉協会︵☎ ・６４
ように不妊去勢手術が施され
ょう。
５５・７７３３︶
た猫の印です。飼い主のいな ▽ペットが迷子になったら 東
▽動物は正しく終生飼養 飼い
い猫︵いわゆる野良猫︶に不
京都動物愛護相談センターの
主は、動物を飼育するうえ
妊去勢手術を施すことで繁殖
ホームページ︵ http://ww
︶で収容
で、その習性や生理をよく理
を防止、適切に管理すること
w.awic-tokyo.jp/
動物情報を確認できます。セ
解し、愛情をもって終生飼養
で一代限りの命を全うさせ、
ンター︵☎０４２・５８１・
する責任があります。日ごろ
飼い主のいない猫を将来的に
７４３５︶に連絡をし、返還
から健康管理に気を配り、犬
ゼロにすることを目的とする
手続きをしてください。迷子
には狂犬病の予防注射を必ず
活動の一環です。このように、
になり飼い主のもとに戻るこ
受けさせましょう。
飼い主のいない猫を動物愛護
とができない動物は少なくあ
▽猫の飼育は屋内で 現在の交
の観点から世話をする方がい
りません。飼い主の責任の所
通事情や住宅事情を考えると、
る一方、放置された やフン
在を明らかにし、迷子になっ
猫は屋内で飼育することが望
尿などにより、地域で環境衛
た動物の発見を容易にするた
ましいといわれています。上
生問題が生じていることがあ
めにも、犬には鑑札を着け、
下運動ができるよう家具の上
ります。かわいそうだからと
猫やその他の動物には名札な
などにも上がれる工夫をし、
を与えるだけでは、子猫が
どを付けましょう。
専用のトイレ、つめとぎなど
次々に生まれ不幸な猫が増え
を用意することや、不妊去勢
るだけです。また、不妊去勢 ▽問合せ 健康課予防推進係
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９月 日〜 日は
動物愛護週間です

動物愛護週間は、広く国民の
間に、動物の愛護と適正な飼育
についての関心と理解を深める
ために﹁動物の愛護及び管理に
関する法律﹂に基づいて設けら
れたものです。
▽平成 年度動物愛護ふれあい
フェスティバル﹁ペットも守
ろう！防災対策﹂
●屋外イベント
＊日時…９月 日㈯ 午前 時
〜午後４時
＊場所…上野恩賜公園内︵噴水
前広場、恩賜上野動物園︶
＊内容…動物愛護セレモニー、
スタンプラリー、パネル展示
など
＊その他…直接会場へお越しく
ださい。
＊問 合 せ … 東 京 都 福 祉 保 健 局
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）９月１日
（３）

