12月6日㈬

環境建設委員会
12月7日㈭

福祉文教委員会

危険業務従事者
叙勲受章者
警察、消防などに従事してい
た功績が認められ、市内から次
の２人の方が、 月３日付で受
章されました。
▽瑞宝単光章︵警察功労︶
●曲田正人さん︵山田在住︶
▽瑞宝単光章︵消防功労︶

＊午前９時30分から開会します。
＊請願・陳情は、11月20日㈪までに提出されたも
のを審査します。

違法な不用品回収業者に
ご注意ください!

●大きさが名刺サイズ以上で汚
れていない紙類は資源として
出してください。

不燃ごみ

358

354
粗大ごみ

604

826
4,360

4,192

色トレイなどの資源は、汚れ

18,071

ＢＣＰ︵
Business
Cont
＝ 事業継続計
inuity P lan
画︶とは、大地震などの自然災
害やテロなどの事件、大事故な
ど突発的な緊急事態に備え、事
業資産の損害を最小限にとどめ
つつ、事業の継続あるいは早期
復旧ができるよう、平常時に行
うべき活動や緊急時における事
業継続のための方法、手段など
をあらかじめ取り決めておく計
画のことです。ＢＣＰを策定し
ておくことで、顧客・マーケッ
トシェアの確保や企業の信頼性
の向上につながります。
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

第６回グリーンカーテン
コンテスト結果発表

ていると資源にならないの
平成 年度学童クラブ入会者募集
で、きれいに洗って出してく
学童クラブは、保護者が就労
ださい。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ な ど で 昼 間 家 庭 に い な い 児 童
に、適切な遊びと生活の場を提
サイクル係
供し、その健全育成を図ること
を目的に設置しています。
入会は、申請内容で必要性の
高い児童︵低学年など︶を優先
します。
月１日㈮〜平成
▽申請期間
年１月５日㈮
▽申請書配布・受付 各学童ク
ラブ・児童館、子ども政策課
児童館係
▽対象 市内在住・在学の小学
生
▽定員 各学童クラブおおむね
人
▽育成料︵月額︶ ３千円︵お
空間放射線量測定結果
やつ代は別途１２００円︶
月 日に定点の６か所で測 ▽通常育成時間
●平日…下校時〜午後６時
定を行った結果、基準値︵毎時
●土曜日…午前９時〜午後６時
0・ μSv︶を超える地点は
●学校休業日…午前８時
分〜
ありませんでした。詳しくは、
午後６時
市ホームページをご覧ください。
▽問合せ 生活環境課生活環境 ▽延長育成時間
●平日…午後６時〜７時
係
●土曜日…午前８時〜９時、午
後６時〜７時

23,479

●缶、びん、ペットボトル、白

18,465

平成

1.4

年度
資源とごみ量

セント

平成 年度のごみ量の合計
は、２万３４７９ トン︵集団回収
を除く︶でした。前年度と比べ
３４４ トン
︵約 パー︶減量できま
したが、西秋川衛生組合への持
ち込みごみが始まり、粗大ごみ
量が増えています。
●可燃ごみの中には、水切りが
不十分なごみが多く見受けら
れます。生ごみを出す前に水
切りや乾燥を行うことで、ご
みの減量につながります。
●落ち葉や草などは木の根元な
どにまとめて置き、たい肥に
しましょう。

可燃ごみ

緊急事態に備え企業の
BCP︵事業継続計画︶を
策定しましょう

平成
28年度

あきる野市環境委員会が、景
観や設置の効果などを審査し、
受賞者を決定の上、産業祭で表
彰しました。
▽受賞者

●住宅部門︵個人︶
＊最優秀賞…小田恒郎さん
＊優秀賞…玉井一臣さん、富田
勝治さん、浜中一男さん、早
川義紘さん
＊新人賞…宮田佐智子さん
＊環境委員会特別賞…桜井富美

30

30

12

30

●学校休業日…午前８時〜８時

40

23,823

24

委員長報告、
議案審議など
12月14日㈭ 本会議（最終日）

28
28

に、市のルールに従って適正に
処理してください。
粗大ごみは収集地区ごとに業
者が決まっていますので、直接
担当地区の業者にお申し込みく
ださい。
▽粗大ごみ申込み方法
①品名と数量を、収集業者へ連
絡し、収集日と金額を確認
②市内取扱店で粗大ごみ処理券
︵シール︶を購入
③粗大ごみ処理券︵シール︶に
名前を書いて、見やすいとこ
ろに貼り、収集日の午前８時
までに排出
※エアコン、テレビ、冷蔵庫、
洗濯機などは市で収集を行っ
ていません。家電購入店か買
替え店に引き取る義務があり
ますので、家電販売店に引き
取りを依頼してください。不
用品を処分する場合は、郵便
局の貯金窓口でリサイクル料
金を支払い、リサイクル券を
入手し、業者に依頼してくだ
さい。詳しくは、資源とごみ
の出し方カレンダーをご覧く
ださい。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

ごみの減量と資源化を推進するには、
市民と行政が一体となって取り組んで
いく必要があります。ごみが増えない
ように「ごみになるものは買わない、
もらわない」「ごみとして出すときは
分別の徹底」など、更なるごみの減
量・資源化にご協力をお願いします。

住宅部門（個人）最優秀賞

36

合計

36

有害ごみ

10

平成
27年度

資源

（単位：トン）
資源とごみ量

日程は表のとおりです。
※日程は変更になる場合があり
ます。
▽問合せ 議会事務局

総務委員会

月 日㈫から
市議会 月定例会議が
開催されます

26

合してください。
月 日㈰は
▽
清掃場所・清掃方法
一斉清掃の実施日です
●町内会長・自治会長の指示に
従ってください。各種ボラン
一斉清掃は、町内会・自治会
ティア団体は、それぞれの町
連合会などの協力により、道路、
内会・自治会などの役員の指
公園、河川などを清掃する活動
示に従ってください。
●各家庭のごみや粗大ごみなど
です。子どもから大人まで多く
は、絶対に持ち込まないでく
の方の参加をお願いします。
月 日㈰ 午前８時
ださい。
▽日時
〜正午︵小雨実施、雨天の場 ※清掃の際は、けがのないよう
合は 月３日㈰︶
十分注意してください。
※午前７時に防災行政無線でお ※個人で所有している土地は、
知らせします。
個人の責任で清掃してくださ
▽集合場所 各町内会・自治会
い。
ごとに、決められた場所に集 ▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

12月5日㈫
チラシなどで﹁ご家庭の不用
品を無料で回収します﹂と表示
し、不用品回収後に、リサイク
ル料金や運搬料金を高額請求さ
れ、トラブルになる事例があり
ます。不用品をごみとして処分
する際のトラブルを防ぐため

子さん、野口暖希さん・尚希
さん
●団体部門
＊最優秀賞…特別養護老人ホー

分、午後６時〜７時
※延長育成利用の方は、別途申
請と一部料金が掛かります。
▽申込み方法 学童クラブ入会
申請書、家族健康状況等調査
書、家族勤務状況調査書、勤
務証明を申込み場所に提出し
てください。
▽申込み・問合せ 若竹学童ク
ラブ︵☎５５８・６２３１︶、
若葉学童クラブ︵☎５５９・
３９６７︶、南秋留第１・第
２学童クラブ︵☎５５９・４
６４６︶
、屋城学童クラブ︵☎
５５８・５２８８︶、一の谷
学童クラブ︵☎５５８・０２
６６︶、草花第１・第２学童
クラブ
︵☎５５８・３１１２︶
、
前田学童クラブ︵☎５５８・
７３３１︶、多西第１・第２
学童クラブ︵☎５５８・６２
３０︶、五日市第１学童クラ
ブ︵☎５９６・５８００︶、
五日市第２学童クラブ︵☎５
９５・１３６０︶、増戸第１
学童クラブ︵☎５９５・１３
６１︶、増戸第２学童クラブ
︵☎５９６・１２３２︶、秋
留台学童クラブ︵☎５５８・
１５０４︶、子ども政策課児
童館係

ムこもれびの郷
＊優秀賞…デイサービス悠優
＊環境委員会特別賞…増戸小学
校４年生
▽受賞作品展示場所・日時
●市役所１階コミュニティホー
ル… 月 日㈮まで 午前８
時 分〜午後５時 分︵ 日
は午後３時まで︶
●五日市出張所１階ロビー…
月 日㈪〜 月３日㈰ 午前
８時 分〜午後９時 分︵
日は午前 時から︶
▽その他 市ホームページでご
覧いただけます。
▽問合せ 環境政策課環境政策
係
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●田上進作さん︵草花在住︶

団体部門最優秀賞

11月29日㈬ 本会議（2日目）
11

23

本会議（4日目）

議案審査など
12月1日㈮

一般質問
11月30日㈭ 本会議（3日目）

12

議案審議など
11月28日㈫ 本会議（初日）

28

容
内
名
議
会
月日
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11
12月定例会議予定表

11
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