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資源集団回収奨励団体の
登録受付

※市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロードできます。

▽秋川駅南口商店会 さくらま
つりセール お買い物券が当
たるスピードくじを実施
●日時…４月３日㈮〜
日㈰
●場所…商店会各店舗
●問合せ…メガネ・トケイのク
ロヤマ・黒山︵☎５５８・８
０５５︶

図書館からのお知らせ

４月の休館日

▽中央図書館 毎週金曜日と
日㈫
▽東部図書館エル、五日市図書
館、中央図書館増戸分室 毎
週月曜日と 日㈬

中央図書館
︵☎５５８・１１０８︶

▽おはなし会
●日時…４月５日㈰
午前 時
〜 時 分
▽布の絵本の展示 ボランティ
アグループ﹁布の絵本ぽけっ
と﹂が作成した作品を展示し
ます。
●日時…４月７日㈫〜
日㈪
●場所…中央図書館エントラン
スホール
▽ボランティアおはなし会︵絵
本とおはなしの会︶
日㈰ 午前 時

〜 時

分

●日時…４月

時

東部図書館エル
︵☎５５０・５９５９︶

▽わらべうたのじかん
午前

４月は﹃ＡＶ出演強要・
﹁ＪＫビジネス﹂等
被害防止月間﹄

近年、アダルトビデオ出演強
要問題や、いわゆる﹁ＪＫビジ
ネス﹂と呼ばれる営業により児
童が性的な被害に遭う問題など、
若年層の女性に対する性的な暴
力に係る問題が発生しています。
市ホームページでは、内閣府の
取組や相談窓口などを掲載して
いますので、ご覧ください。
▽問合せ 企画政策課

〜 時 分
●対象…０歳から３歳までの子
どもとその保護者

分〜３時

●日時…４月

午後２時

郷土あれこれ︵発行…あきる
野市教育委員会︶は、音訳ボラ
ンティア﹁音工房ひびき﹂の協
力でカセットテープに録音し貸
出していますが、五日市町教育
委員会発行分はＣＤで貸出もで
きるようになりました。図書館
の利用者カードをお持ちでした
らどなたでもご利用いただけま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

音声資料のお知らせ

●期間…４月

▽本のテーマ展示
●テ ー マ … 井 上 ひ さ し の 仕 事
︵一般向け︶、きょうりゅう
のほん︵児童向け︶
日㈭まで

増戸分室
︵☎５９６・０１０９︶

日㈬

▽子ども映画会﹁森のなかまた
ち﹂

五日市図書館
︵☎５９５・０２３６︶
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商店街
イベント情報

●日時…４月９日㈭
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オープンガーデンめぐり
参加者募集
バスと徒歩で庭を見学します。
▽日時 ５月８日㈮・ 日㈬
午前９時集合、午後４時解散
※両日ともほぼ同じコース
▽集合・解散場所 市役所
▽対象 市内在住・在勤の方
▽定員 各 人︵抽選︶
▽持ち物など 飲み物、弁当、
雨具、歩きやすい服装・靴
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈬︵消
印有効︶までに、往復はがき
︵１枚３人まで︶に﹁オープ
ンガーデンめぐり希望﹂、申
込者全員の住所、氏名、電話
番号︵携帯︶、希望日を記入
の上、送付してください︵返
信用表面にも必ず返信先を記
入︶。
※申込みは、１人１日
▽申込み・問合せ 地域防災課
地域振興係︵〒１９７ー０８
１４ 二宮３５０、直通５５
８・１３９４︶
35

▽対象品目奨励金 奨励金は、
資源回収登録業者に売払った
資源の量に対し、次の基準で
奨励金を計算し交付します。
グ９
ラ 円
●古紙類、鉄類…１キロ ム
●アルミ、銅などの金属…１キ
グラ
円
ロ ム
●びん類…１本９円
グラ
●カレット…１キロ ム
９円
●ビンケース…１個９円。
▽その他 収集した資源は、市
に登録している回収業者に引
取ってもらうことが条件です。
▽登録方法 団体の代表者のは
んこ、口座名義人氏名と口座
の団体名を確認できる振込先
の預金通帳をお持ちください
▽登録・問合せ 生活環境課清
掃・リサイクル係
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あきる野環境フェス
ティバル２０２０会場
で行うフリーマーケッ
トの出店者を募集しま
す。
の個人・グループなどで、販
売を仕事としていない方︵中
学生以下の方が出店する場合
は、保護者同伴︶
▽出品物 リサイクル品と手作
り品︵営業用の商品、食料
品、動植物、成人向雑誌、そ
の他法律で禁止されている物
などの販売は禁止︶
区画
▽募集区画数︵予定︶
︵抽選︶
▽費用︵１区画︶ 千円
▽その他
●出店する場合、４月
日㈪か
ら 日㈮までに、出店の手続
きを行ってください。
●小間の付近︵園内︶まで、車
の進入ができません。公園駐
車場から出店場所まで荷物を
運ぶ必要があります。

電子書籍ポータルサイト
「TAMA ebooks」
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●個人情報は、環境フェスティ

アプリ版
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▽日時 ５月 日㈯
午前 時〜午後３時
まで︵雨天実施︶
▽場所 都立秋留台公
園
▽応募資格 市内在住

電子版（PDF版）
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市では、ごみの減量化・資源
化を図るため、資源の集団回収
を奨励しています。資源集団回
収を行う団体には、収集量に応
じて奨励金を交付しています。
交付を受ける団体は事前に登録
︵年１回︶が必要です。
▽対象団体 市内に住民登録が
ある方で組織する各種団体の
うち、次の要件を備え、市に
登録した団体
●資源集団回収事業を自らの手
で行うこと
●町内会・自治会、ＰＴＡ、子
ども会など、営利を目的とし
ない団体
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バルに関する手続き以外には
オープンガーデン
使用しません。
▽申込み方法 ４月６日㈪︵消
印有効︶までに、往復はがき
に﹁あきる野環境フェスティ
バル２０２０フリーマーケッ
ト出店希望﹂、住所、氏名
︵ふりがな︶、年齢、電話番
号︵連絡のつく番号︶、販売
品の種類を記入の上、送付し
てください︵返信用表面にも
市では、花いっぱい運動の一
必ず返信先を記入︶。
※１世帯︵１グループ︶１通に 環として、花や緑を通じて多く
の方との交流や花いっぱい運動
限ります。
※他人名義で応募はできません。 の輪を広げることを目的に、個
※電話や窓口では受け付けませ 人の庭を一定期間公開するオー
プンガーデン事業を行っていま
ん。
▽申込み・問合せ 生活環境課 す。公開期間中、見学を希望す
清掃・リサイクル係︵〒１９ る方には、４月 日㈬からオー
７ー０８１４ 二宮３５０、 プンガーデンマップを配布しま
す。
直通５５８・１８３０︶
※公開場所で公開期間が異なり
ます。
※オープンガーデンとして公開
できる庭を募集しています。
▽マップ配布場所 市役所１階
総合案内、地域防災課、五日
市出張所、中央公民館、各図
書館

「広報あきる野」はスマートフォンなどでもご覧いただけます
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●対象…あきる野市耐震診断助
▽申込み方法 ４月 日㈭︵必
成制度に基づき耐震診断を受
着︶までに、申込書に必要事
け﹁倒壊する可能性が高い﹂、
項を記入の上、添付書類を送
﹁倒壊する可能性がある﹂と
付するか直接窓口に提出して
診断された住宅に対し、耐震
ください。
改修を実施することで倒壊し ▽申込み・問合せ 都市計画課
ないことが判断できる住宅
住宅係︵直通５５８・２０２
●助成金額…耐震改修か建て替
６︶
えに要した費用︵消費税を除
く︶の５分の４に相当する額
︵１０５万円を限度︶
市では、市民の防災意識の向 ※建て替えの場合は耐震改修に
要する費用以内
上を図るとともに、災害に強い
●対象棟数…３棟︵抽選︶
街づくりを推進するため、既存
●施工業者…市内に事業所があ
の木造住宅の安全性を高める目
り、建設業の建築工事業許可
的で、耐震診断、耐震改修を行
を得ているか、東京都地域住
う方に費用の一部を助成します。
宅生産者協議会主催の木造住
▽耐震診断
●対象…昭和
年５月 日以前
宅耐震講習会を修了したもの
に建築した木造２階建て以下 ▽その他
●詳しくは、市ホームページか
の住宅で、自らが所有し、か
都市計画課で配布するチラシ
つ居住している家屋
●助成金額…耐震診断費用︵消
をご覧ください。
●事前に相談してください。
費税を除く︶の２分の１以内
●耐震診断、耐震改修とも同一
︵２万５千円を限度︶
●対象棟数…
棟︵抽選︶
の住宅に対して１回限りで、
▽耐震改修
予算の範囲内で助成します。

コードを読み取り
アプリをダウンロード
コードを読み取りアクセス
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児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ
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あきる野環境フェスティバル２０２０
フリーマーケット出店者募集
令和２年度 木造住宅の
耐震診断・耐震改修費用の
一部助成

（４）
令和２年（2020年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

