①障がい者を含む世帯

ＥＭ菌生ごみ処理容器︶
講習会

︵ダンボール方式コンポスト︑

生ごみ堆肥化

２ＤＫ

住戸の間取り

応募可能な世帯の人数

募集戸数
草花公園タウン

草花3223

２ＤＫ

２人

１戸

○主な申込み資格
・平成30年2月9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。

※建物の構造は、草花公園タウンは木造です、秋留野ハイツと伊奈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。

お持ちください。
▽申込み・問合せ 生活環境課
清掃・リサイクル係

住所

廃棄物減量等推進員
︵ごみ会議︶募集

3,663

平成28年度

4,019

平成32（2020）年度（計画目標）

4,480

年度温室効果ガス
排出量集計結果

18

28

※市ホームページで閲覧でき
ます。
▽問合せ 環境政策課環境政
策係

平成27年度

﹁資源とごみの出し方カレン
ダー﹂︵平成 年４月から２年
間︶を２月上旬から全世帯に配
付します。
※２月 日㈬を過ぎても届かな
い方は、お問い合わせくださ
い。
※３月までは従来のカレンダー
をご利用ください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

﹁資源とごみの出し方
カレンダー﹂の配付

ー０８１４ 二宮３５０︶

4,846

平成

セント

第三次地球温暖化防止対策実
行計画に基づき、市が管理する
施設などの温室効果ガス排出量
を集計しました。平成 年度の
排出量は、基準排出量４９３５
ト
年度４８４６ トン＋第
︵
ン 平成
三次計画期間中の単純見通し量
ト
パー
︶から、 ・
︵916
ン
ト
︶削減しました。計画で定め
ン
る目標は達成しましたが、今後
も、削減量のさらなる向上を目
指し、地球温暖化対策に取り組
んでいきます。
地球温暖化防止対策実行計画
と平成 年度温室効果ガス排出
量等集計結果報告書は、情報公
開コーナー︵市役所４階︶、各
図書館で閲覧することができま
す。

市の施設から出る温室効果ガス排出量の推移と目標

表

28

28

在学の 歳以上の方︵２月１
日現在︶
▽定員 ５人以内
▽任期 ４月から２年間
▽会議の開催回数 定例会は２
か月に１回程度、活動は必要
に応じて平日の昼間を中心に
随時開催します。
▽報償 年額１万８千円
▽応募方法 ２月 日㈮︵消印
有効︶までに、﹁私が考える
一般廃棄物の減量や再利用の
促進﹂をテーマに、４００字
以上８００字以内にまとめた
原稿用紙と生活環境課で配置
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
にお持ちください。
※応募用紙は、市ホームページ
からダウンロードできます。
▽選考方法 作文などを基に選
考
※作文の内容は公表しません。
▽応募・問合せ 生活環境課清
掃・リサイクル係︵〒１９７

89

市営住宅
入居者募集
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。そのため、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。
▽募集案内配布期間・場所
●期間…２月９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…２月９日㈮まで
午前９時〜正午、午後１時〜
５時
※郵 送 の 場 合 は 、 ２ 月 ８ 日 ㈭
︵消印有効︶まで。
▽入居者と補欠者決定の公開抽
選日 ２月 日㈮︵予定︶
▽問合せ・受付場所 都市計画
課住宅係

﹁あきる野
環境フェスティバル﹂
運営委員募集

住宅名

﹁廃棄物減量等推進員﹂は、
一般廃棄物の減量と適正処理、
資源物の資源化・再利用などを
市や事業者と協働で推進するた
めの具体的な活動︵ごみ情報誌
﹁へらすぞう﹂の発行など︶を
行います。ごみの減量や資源化
について興味があり、一緒に考
え行動していただける方を募集
します。
▽応募資格 市内在住・在勤・

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

57

23

24

20

平成24年度（基準年度）

30

募集する住戸（高齢者世帯向け）
表３

排出量（トン）

28

住宅名

住所

住戸の間取り

応募可能な世帯の人数

募集戸数
草花公園タウン

草花3223

２ＤＫ

２人

１戸
生ごみ処理容器の講習会です。
▽日時 ２月 日㈬ 午後１時
分〜２時 分
▽場所 市役所４階４０１会議
室
▽講師 廃棄物減量等推進員
▽対象 市内在住の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽その他 講習会終了後、ダン
ボール方式コンポストの材料
キット︵みかん箱程度の大き
さ︶をお渡しします︵年度ご
とに１個︶。
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
※ＥＭ菌生ごみ処理容器の貸与
申請をされる方は、はんこを
30 21

①小学校就学前の子どもを含む世帯
②障がい者を含む世帯

・優先枠の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設定されます。
３ＤＫ

考
備
優先枠
間取り

バクテリアの力で生ごみを分
解し、減量するダンボール方式
コンポストと微生物群を利用
し、生ごみを堆肥化するＥＭ菌

10

○主な申込み資格
・平成30年2月9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。
・市民税の滞納がないこと。
・２ＤＫ２人世帯…申込者及び配偶者等の年齢の合計が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。
30

募集する住戸（若年夫婦世帯向け）
表２

優先枠の該当世帯
表１−２

２戸
２ＤＫ

２人

１戸
３ＤＫ

３人以上

１戸
伊奈1041

３人以上
伊奈ハイツ

３ＤＫ
秋川3-2-7

募集戸数
秋留野ハイツ

応募可能な世帯の人数
住所
住宅名

日︵平成 年は５月 日㈯︶
の運営など］
▽定員 ５人以内
▽任期 委嘱の日から２年間
▽応 募 方 法 ２ 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。
※応募用紙は、環境政策課、生
活環境課に配置するほか、市
ホームページからダウンロー
ドできます。
※選考結果などは公表しません。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵〒１９０ー０１
６４ 五日市４１１、☎５９
５・１１１０︶
12

○主な申込み資格
・平成30年２月９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。
・市民税の滞納がないこと。
・３ＤＫ３人以上世帯・２ＤＫ２人世帯共通…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。
15

募集する住戸（一般世帯向け）
表１−１

住戸の間取り
30

23

市では、環境保全のさまざま
な取組の紹介や体験を通じて、
来場者が環境に優しいライフス
タイルを実践するとともに、自
然との共生などを考える契機と
して﹁あきる野環境フェスティ
バル﹂を開催します。﹁あきる
野環境フェスティバル﹂の企
画・運営などを行う運営委員会
の委員を募集します。
▽対象 市内在住・在勤・在学
の 歳以上の方
▽活動 年数回程度［会議や当
20

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）２月１日
（３）

