一斉清掃は、町内会・自治会
連合会などのご協力により、皆
さんの共有財産である道路、公
園や河川などの清掃をする活動
です。この活動を通じて、都市
環境の保全や地域の方々との交
流も深めることができます。子
どもから大人まで多くの方の参
加をお願いします。
▽日時 ５月 日㈰ 午前８時
〜正午︵小雨実施。雨天の場
合は６月３日㈰︶

※午前７時に防災行政無線でお
知らせします。
▽集合場所 各町内会・自治会
ごとに、決められた場所に集
合してください。
▽清掃場所・清掃方法
●町内会長・自治会長の指示に
従ってください。
●ごみ袋は、ボランティア袋を
使用してください。
●清掃を実施する際は、けがな
どに十分ご注意ください。
●家庭のごみなどは、絶対に持
ち込まないでください。
●個人で所有している土地は、
個人の責任で清掃をお願いし
ます。
▽その他 秋季一斉清掃は、
月 日㈰︵予定︶です。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

オオキンケイギクの除去にご協力ください

行います。ご協力いただける方
は、ご連絡ください。
▽日時 ６月２日㈯ 午前 時
〜正午頃︵雨天中止︶
▽場所 山田大橋下流の河川区
域︵現地集合・解散︶
▽内容 オオキンケイギクを、

下水道が使用できる区域にお
住まいの方は、下水道への接続
工事をお願いします。公共下水
道の工事が完了し、使用開始の
告示がされると、対象区域の方
は、私費で下水道への接続工事
をすることになります。し尿浄
化槽を使用の方は、できるだけ

下水道への
接続工事はお早めに

下水道が使用できる区域で一
定の要件を備えている方に対
し、融資のあっ旋・利子補給と
補助金の助成制度があります。
※詳しくは、管理課下水道係に
お問い合わせいただくか市ホ
ームページをご覧ください。

助成制度をご利用ください
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外来植物
オオキンケイギクは、繁殖力
が非常に強く、在来植物の生育
場所を奪ってしまう恐れがある
ため、外来生物法により栽培が
禁止されています。オオキンケ
イギクを見かけられた際は、繁
殖場所をご連絡ください。また、
庭などの敷地内に生えている場
合は、除草をお願いします。
メー
、
※特徴は、高さ 〜 センチ ト
ル
５・６月に鮮やかな黄色の花
をつけます。種や根茎から繁
殖するため、根ごと引き抜い
て駆除する必要があります。

除去作戦の
ボランティアを募集します
河川の在来植物を守るため、
オオキンケイギクの除去作業を

15

公共下水道を使用できる区域
が６月１日から、牛沼、野辺、
小川の一部地域の方も使用でき
るようになります。

31

▽問合せ 生活環境課生活環境
係

70

下水道の
使用開始区域図の縦覧

16

27

浄化槽を
お使いのみなさまへ

57 48

６月１日からの下水道の使用
開始に伴い、関係図書の縦覧を
行います。
▽日時 ５月 日㈬〜 日㈭
午前８時 分〜午後５時 分
︵土曜・日曜日を除く︶
▽場所 管理課下水道係
30

合併処理浄化槽設置費用の
一部を補助します

30

▽対象浄化槽機種 国の認定を
受け、窒素を除去できる高度
処理型合併浄化槽
▽補助金額 浄化槽の大きさに
よって異なります。
●５人槽…
万４千円
●６〜７人槽…
万６千円
●８〜
人槽… 万６千円
● 〜
人槽…１０９万２千円
● 〜
人槽…１８６万円
● 〜
人槽…２４９万６千円
●単独浄化槽撤去…９万円
▽問合せ 生活環境課生活環境
係
44

公共下水道の
使用区域が広がります

50 30 20 10
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市では、合併処理浄化槽設置
費用の一部を補助しています。
合併処理浄化槽は、生活雑排水
とし尿を併せて浄化処理ができ
る、いわば小型の下水処理場と
いえるものです。設置すること
により快適な生活環境をつくる
とともに、河川などの水環境を
保全することができます。な
お、現在使用している単独浄化
槽を合併処理浄化槽に取替える
際には、その撤去費用の一部も
補助しています。
※予算の範囲内での交付です。
お早めにお問い合わせくださ
い。
▽対象地域 下水道法事業計画
に定める予定処理区域外の地
域
▽対 象 と な る 建 物 専 用 住 宅
︵主に居住の用に供する建
物︶か併用住宅︵延べ床面積
の２分の１以上を居住の用に
供する建物︶
▽対象となる方 対象となる建
物を、自らの居住の用に供す
る方

スコップなどで根から掘り上
げて除去します。
▽対象 小学生以上
▽申込み方法 ５月 日㈮まで
に、電話で申し込んでくださ

排水設備工事の申込みは
指定下水道工事店へ

公共下水道に強い酸性の水を
流すと下水管を壊し、他の汚水
と混合すると有毒ガスが発生し
たり、油類を流すと下水管を詰
まらせたりしますので、下水道
施設に悪影響を及ぼすものは流
さないでください。

下水道には流さないで

早く浄化槽を廃止し、くみ取り
便所を使用の方は３年以内に水
洗便所に改造して下水道へ接続
してください。台所や風呂など
の雑排水も接続してください。
期限を過ぎると、排水設備工事
の助成制度は受けられなくなり
ます。

25

トイレなど、汚水を流す排水
設備は、皆さんが工事を指定下

い。
※詳しい内容などは、申し込ま
れた方に通知します。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係［☎５９５・１１
１０︵平日午前８時 分〜午
後５時 分︶］

30

あらかじめ
設置できる排水設備

水道工事店に依頼し、設置する
施設です。この工事は、一定の
技術水準をもつ市指定の下水道
工事店以外、行うことができま
せん。指定下水道工事店は、排
水設備工事のほか、使用開始の
届けや助成制度に必要な手続き
も行いますので相談ください。
指定下水道工事店をお探しの方
は、お問い合わせください。

国民健康保険の被保険者の方
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。

国民健康保険運営協議会
委員を募集します
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下水道が使用できない区域で
家屋の新築・改築を予定してい
る方は、﹁あらかじめ設置でき
る排水設備工事﹂の制度をご利
用ください。この制度は、将来、
公共下水道に接続するときに、
排水設備の基準︵ます・管の大
きさなど︶に合わせて工事を行
うものです。この制度を利用し、
使用できる区域となったときは、
工事費用が節減できます。この

▽対象 市内在住であきる野市
国民健康保険に加入で 歳以
上の方︵５月１日現在︶
▽定員 ４人
▽任期 ７月１日から３年間
▽報酬︵協議会１回当たり︶
９５００円
▽選考方法 作文をもとに選考
︵選考内容は公表しません︶
▽その他 協議会は、平日の夜
間に年３回程度開催
▽応 募 方 法 ５ 月 日 ㈭ ︵ 必
着︶までに、﹁あきる野市の
国民健康保険について﹂をテ
ーマとし、１２００字︵原稿
用紙３枚程度︶以内でまとめ、
住所、氏名、年齢、電話番号
を記入した作文を、送付する
か直接窓口にお持ちください。
▽応募・問合せ 保険年金課国
民健康保険係
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各家庭を訪問し﹁宅地内の下
水道管の調査・点検にきまし
た﹂﹁清掃しますか﹂など、市
と関連のあるかのような、紛ら
わしい言葉を使い、営業活動を
行っている事業者がいます。市
とは、一切関係ありませんので
注意してください。宅地内の下
水管は個人の所有物ですので、
維持管理は個人で行うことにな
っています。依頼する意思がな
ければ、はっきりと断ることが
大切です。

市からの調査依頼を
装った事業者にご注意

生ゴミを細かく砕いて、水と
一緒に下水道に流す、単体のデ
ィスポーザを使用すると、下水
管に細かいゴミが付着し、つま
らせたり、悪臭を発生させたり
しますので使用しないでくださ
い。

単体のディスポーザは
使用しないでください

制度を利用する場合は、指定下
水道工事店にご相談ください。
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問合せ 管理課下水道係

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

31 21 11

５月27日は
一斉清掃の実施日
浄化槽は、トイレや洗面所か
ら出る汚水を浄化し、きれいな
水を放流するための施設です
が、適正に維持管理が行われな
いと、悪臭や水質汚濁の原因と
なる恐れがあります。このよう
な事態を防ぐため、浄化槽法で
は﹁浄化槽の設置者が行わなけ
ればならない３つの法的義務﹂
を定めています。
①保守点検︵都に登録した専門
業者が定期的に実施する点検
作業︶…東京都多摩環境事務
所廃棄物対策課浄化槽担当
︵☎０４２・５２８・２６９
２︶
②清掃…市町村の許可を受けた
業者が実施する浄化槽の清掃
作業
③法定検査︵知事が指定した機
関が実施する、①と②の実施
状況などを確認する検査︶…
︵公財︶東京都環境公社多摩
分室︵☎０４２・５９５・７
９８２︶
※年１回、清掃料金の一部を市
で負担します。
※下水道接続などで浄化槽の使
用を廃止した場合は、 日以
内に届出をお願いします。
30

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）５月１日
（３）
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