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5月のお知らせ

祝日は資源物収集は休みです

　4日・5日は資源物収集は休みです。
　この日が収集日にあたっている地区
は次の収集日に出してください。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
　　　　　　　　　　　　（内線233）

　水源地などの水道施設を見学するこ
とで“網走の水道”について理解を深
めてもらおうと、6月1日～ 7日の水道
週間行事の一環として「水道施設見学
会」を開催します。小学生の参加も大
歓迎！お父さんやお母さんと一緒に水
道の仕組みを勉強しませんか？
日時／ 6月6日、8時30分～ 12時30分（予
定）
見学コース（予定）／網走市役所→第2
水源地（東藻琴字山園）→天都山配水
池→潮見高区配水池→桂町浄水場→網
走市浄化センター→網走市役所（解散）
対象／網走市民（小学生は必ず保護者
同伴のこと。）
申込期間／5月7日から20日まで（定員
になり次第締め切り。）
その他／大型バスで案内します。雨天
でも実施します。昼食はありません。
申込・問合先／営業課庶務係（内線221）

対象／身体障害者手帳を持つ、受講期
間の8割以上に出席可能な方
内容／ OA機器の基本操作、ワープロ・
表計算ソフトによる情報処理、ホーム
ページ作成など
講習期間／土日・祝日を除く6月5日～ 8
月3日　講習時間／ 8時45分～ 14時
講習会場／網走職業訓練協会（大曲1
丁目6-1）
定員／ 10人
費用／検定料・テキスト代など13,000
円程度
申込方法／ハローワーク網走・社会福
祉協議会・高等技術専門学院・職業訓

練協会に備える入学願書に必要事項を
記入の上、5月22日までにハローワーク
網走（大曲1丁目1-3）へお申し込みく
ださい。
問合先／網走高等技術専門学院
　　　　　　　　　　　　 ☎43-4371

対象／母子家庭のお母さん（児童扶養
手当または生活保護を受給している方）
内容／ウィンドウズ基礎科（パソコン
基礎・ワープロ・表計算）
事前講習日程／土日・祝日を除く6月26
日～ 7月2日の5日間
訓練期間／土日・祝日を除く7月3日～ 8
月28日の37日間
時間／ 8時45分～ 14時40分
講習会場／網走高等技術専門学院（大
曲1丁目6-2）
定員／ 10人
費用／検定料・テキスト代など13,000
円程度
申込方法／6月10日までにハローワー
ク網走（大曲1丁目1-3）へ来所し、お
申し込みください。
問合先／網走高等技術専門学院
 ☎43-4371

　例年、雪が解けてからの数ヵ月は野
火が発生しやすい時期です。空気が乾
燥し、野山や畑は枯れ草や枯れ木に覆
われているため火災が起こりやすくな
っています。たばこのポイ捨てや個人
の不注意などで大規模な野火火災が発
生することもありますので、十分に注
意してください。
問合先／網走消防署管理課予防係
 ☎43-9417

申込資格／市内に居住し、次の条件を
備えている方
①自ら所有・居住する市内の住宅等を
改修する方。
②前年の総収入が1,200万円以下で、
金融機関が定める所得要件を満たすこ
と。
③既存住宅部分面積が280㎡以下であ

り、工事後もこれを超えないこと。
④貸付金を確実に償還する見込みがあ
ること。
⑤市税を滞納していないこと。
※対象工事の内容は、網走市が定める
範囲とします。
貸付条件／①貸付額＝1戸につき50万
～ 500万円（10万円単位）
②利率＝年利1.0％
③償還期間＝12ヵ月単位10年以内
④償還方法＝元利均等または元金均等
毎月償還（ボーナス償還は貸付額の
50％を限度）
⑤担保＝無担保
⑥保証人＝金融機関が指定する保証機
関の保証があること。（保証料は市が補
助）
⑦施工業者＝市内の業者
⑧各金融機関・保証機関の内規を満た
すこと。
必要書類／①網走市住宅リフォーム資
金貸付申込書　②申込人の登記簿謄
本・所得証明書・住民票の写し　③各
金融機関が指定する書類
申込期限／平成22年1月29日
※受付期間中であっても、貸付予定額
に達した時点で締め切ります。
申込･問合先／釧路信用組合網走支店
 ☎44-7291
網走信用金庫本店・市内各支店
 ☎43-3111ほか

　聴覚障がい者のみなさんと楽しく交
流しようと、手話教室を開催します。
日時／5月20日～ 6月24日までの毎週水
曜日、計6回、10時～ 12時
場所／エコーセンター 3階学習室Ａ
定員／ 15人　受講料／無料
申込期限／ 5月15日
その他／お子様連れの方は託児します。
問合先／社会福祉課障がい福祉係
 （内線410）

　みなさんから寄せられた善意は、公
園や学校、街路の花壇、植樹祭などの
緑化活動に有効に活用されています。
募金期間／ 5月8日～ 31日
問合先／農政課耕地林務係（内線373）

講座・お知らせ

水道施設見学会の開催

身体障害者手帳をお持ちの方へ
パソコン操作職業訓練講習

母子家庭のお母さんへ
パソコン操作職業訓練講習

野火の発生に注意を

住宅リフォーム資金の貸付

手話教室の開催

緑の募金にご協力を
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し尿処理について

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く毎週、郊外地区は毎月第3
月曜日の週です。
申込時の注意／期日を厳守し日程に余
裕をもってお申し込みください。郊外
地区は5月15日が期日です。期日を過ぎ
た申し込みは翌月の処理になります。
処理手数料
下水道処理区域内／ 400㍑まで5,250円、
400㍑を超える50㍑につき520円
下水道処理区域外／ 400㍑まで2,620円、
400㍑を超える50㍑につき260円
手数料納付／市街地区は翌月の集金納
付。郊外地区は納付書での自主納付。
手数料は速やかに納付してください。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯へ手数料の減免を実施して
います。詳細はお問い合わせください。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
 （内線233）

　家庭などから出たごみを焼却してい
ませんか？法律の基準に従わない野外
での廃棄物焼却には厳しい罰則が適用
されます。野外焼却は、煙・すす・悪
臭により周囲の人に迷惑をかけるだけ
でなく、ダイオキシン類や塩化水素な
どの有害物質発生の原因となります。
野外焼却Ｑ＆Ａ
Ｑ家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉
で燃やすのは？
Ａ罰則の対象です。家庭のごみは分別
方法に従い、適切に分別して、出しま
しょう。
Ｑ事務所から出る弁当がらや紙くずな
どごく少量のものを簡易焼却炉で燃や
すのは？
Ａ燃やす量にかかわらず罰則の対象で
す。事業者は、事業所から出るごみは
自らの責任で適切な処理業者に処理を
委託してください。
処理基準を満たさない焼却の例／土
場・ドラム缶・簡易焼却炉などでの焼

却がこれに当たります。
廃棄物の焼却禁止違反／ 5年以下の懲
役もしくは1,000万円以下の罰金、ま
たはこれらの両方が科せられます。
問合先／生活環境課環境対策係
 （内線340）

　清掃月間中に町内会の清掃などで出
た大量のごみ（事業ごみを除く）は、
八坂のごみ処分場へ運ぶようご協力を
お願いします。ごみ処分場へ持ち込む
場合や市の一般収集を希望する場合は、
事前にご相談ください。
　なお、次のものは市では収集処理で
きません。道路や施設などに投棄され
ていた場合は、そのままの状態を保持
し、施設管理者か清掃リサイクル係へ
連絡してください。（家庭にあるこれら
のものを排出する場合は、販売店や処
理業者などに相談の上、安全に処分し
てください。）
テレビ（液晶物を含む）･エアコン･洗
濯機･冷蔵庫･冷凍庫･衣類乾燥機・パソ
コン･消火器･タイヤ･バッテリー･タタ
ミ･プロパンガスボンベ･ピアノ･オー
トバイ･自動車･農薬･化学薬品･スプリ
ングマットレス･スプリングソファー･
医療系廃棄物･塗料･廃油･農機具･建設
廃材･コンクリートブロックなど
　5月の八坂ごみ処理場（☎43-6881）
は毎日9時～ 16時まで開場しています。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係 
 （内線233）

　寿命には早すぎる品物を再利用して
みませんか？収集した粗大ごみの中か
ら再利用できるものを展示し、希望す
る市民の皆さんに無料で提供します。
申込み多数の場合は抽選となります。
対象者／市内在住で、自分で品物を運
べる方
提供品物／使用可能なタンス･椅子･机
などの家具類や自転車など。
受付･展示・抽選会場／桂町4丁目7番2
号　やすらぎの宿　Ｂ＆Ｂあばしり
展示日時／ 5月17日、10時～ 13時
抽選／同日の13時から行います。抽選
時に会場にいない場合は無効とします

のでご注意ください。
申込方法／直接来場し、その場でお申
込みください。（1人2点まで）
引渡し／抽選後に随時行います。必ず
15時までに搬出してください。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
 （内線233）

　一般住宅へ太陽光発電装置を設置す
る際の費用の一部を補助しますので、
希望される方は、生活環境課窓口に備
える申請用紙に必要事項を記入の上、
北海道地域総合振興機構へ直接、申請
してください。
申請期限／平成22年1月29日（先着順受
付）
申請先／財団法人北海道地域総合振興
機構☎011-205-5011011-205-5050
補助金額／ 1kw当たり7万円
対象者／自ら居住する住宅へ装置を設
置する個人で、電灯契約をしている方
※既に設置している方、設置工事を開
始している方は対象外です。
対象装置／次のすべてを満たす装置
①太陽電池モジュールの変換効率が一
定の基準値を上回る装置
②一定の品質・性能が確保され、設置
後のサポートがメーカー等によって確
保されている装置
③最大出力が10kw未満で、価格が1kw
当たり税抜き70万円以下の装置
※要件の詳細はお問い合わせください。
問合先／生活環境課（内線342）

　身近に流れる川は、台風や集中豪雨
などによる洪水から皆さんの生命や暮
らしを守る貴重な自然空間です。
　土木現業所では、河川区域の草刈り
や伐採を行う沿川自治会や河川愛護団
体などの団体へ、かかる費用を実施面
積に応じてお支払いします。
対象区域／北海道が必要と判断する区
域。作業内容は要事前協議。
費用負担の範囲／日当および草刈機の
リース代・燃料代など。作業時の傷害
保険料などは北海道が負担します。
申請・問合先／網走土木現業所事業課
治水係☎41-0741

野外焼却は禁止されています

５月は春の清掃月間です

リユース展示フェアの開催

住宅用太陽光発電装置設置費補助

河川管理作業の費用を負担します


