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お知らせ
ISO14001の認証の登録を
更新しました

市では人と自然が共生できるサステ
ナブル都市
（持続可能な都市）の実現を
目指し、平成18年12月にISO14001
（環
境マネジメントシステム）
の認証を取得

しました。認証の登録期間は3年間で、
3年ごとに更新審査があり、更新審査の
無い年にも毎年外部機関による定期審
査を受け、適切に運用されているかど
うかの確認を受けることになっています。
昨年10月17日～19日に、ISO の審査
登録機関である高圧ガス保安協会 ISO
審査センターによる更新審査が行われ、
市の環境マネジメントシステムが ISO
の適用規格に適合し、全体として有効
かつ適切に運用・維持されているとい
う評価を受けました。なお今回は、シ
ステムの適用範囲に新たに加わった三
鷹中央防災公園・元気創造プラザの拡
大審査も合わせて行われました。
環境政策課☎内線2523

「ごみ減量・リサイクル協力店」を
ご利用ください

市では、マイバッグ持参の呼び掛け
や紙パック・ペットボトル・トレーな
どの自主回収など、ごみの減量・資源

化の活動に積極的に取り組んでいる市
内のお店を「ごみ減量・リサイクル協力
店」として認定し、活動を支援していま
す。これらのお店を利用して、環境に
優しい買い物に努めましょう。
◆ごみ減量・リサイクル協力店
◇下連雀 いなげや三鷹下連雀店、セブ
ン - イレブン三鷹下連雀3丁目店、セブ
ン - イレブン三鷹下連雀9丁目店、セブ

ン-イレブン南浦店、
トーホーベーカリー、
三鷹センター東急ストア、㈲太田ふとん
店、㈲マサキ屋商店、るま・ばぐーす
◇牟礼 いなげや三鷹牟礼店、コープ
みらい牟礼店、サミットストア三鷹台
団地店、西友三鷹牟礼店

大気中のアスベスト濃度調査の
結果

市民センター、井の頭コミュニティセ
ンター、大沢ふるさとセンターで調査し、
いずれも結果は検出下限値
（0.15本 /ℓ）
未満で、一般大気中におけるアスベス
トの飛散は確認されませんでした。
環境政策課☎内線2524

ごみの収集時間が
変わることがあります

可燃ごみ処理施設「クリーンプラザふ
じみ」は、定期点検や工事のため、一時
的に運転を停止します。停止期間中は、
市内のごみ収集は通常通り行いますが、
武蔵野市とのごみ処理相互支援により

情報推進課
（市役所4階）
、相談・情報課
（市役所2階）
で配布しています。
◆みなさんのご意見をお寄せください

2月12日㈫（必着）までに、住所・
氏名・電話番号
（団体の場合は、所在地・
団体名・代表者の氏名・電話番号）
を直
接または郵送、ファクス、電子メール
で「〒181‐8555情報推進課」
（ 市役所
4階）
・

46-5034・
mitaka.tokyo.jp へ

jouhou@city.

市内の空間放射線量測定結果

市では、定点観測地点
（6カ所）
と市内
公共施設などで、地上5㎝・1m 地点で
の空間放射線量を測定しています。平
成30年12月7日～31年1月15日に実施
した14カ所の測定では、一般的な目安

市内の可燃ごみを同市へ搬出するため、
収集ルートや時間が変わることがあり （毎時0.24マイクロシーベルト）を超え
ます。
る場所はありませんでした。詳しい測
武蔵野市へのごみの搬出期間＝1月
定結果は、市ホームページまたは市公
21日㈪～2月1日㈮
式ツイッターからご覧ください。
ごみ対策課☎内線2533
環境政策課☎内線2524

シジュウカラの巣箱を
希望する市民に配布します

樹木の害虫を餌として捕食することで、
緑を守ってくれるシジュウカラ。200個
の巣箱を希望する市民に差し上げます。
2月12日㈫午前9時30分～午後3時
30分
市役所1階市民ホール
1月30日㈬
（消印有効）までに必要事
項
（上記参照）を往復はがきまたはイン

ターネットで「〒181-0012上連雀8-310NPO 法人花と緑のまち三鷹創造協
会」
・ http://hanakyokai.or.jp/へ
（1
世帯1個、申込多数の場合は抽選）
同協会☎46-2081

選挙管理委員会事務局☎内線3034
任期満了に伴う三鷹市議会議員・三鷹市長選挙（4月21日㈰）に先立ち、
立候補予定者説明会を開催します。内容は、届け出関係書類の交付と作成
方法、選挙運動の方法など。

立候補予定者
（出席は関係者を含めて2人以内）
第二庁舎4階
筆記用具、印鑑
（認め印可）
当日会場へ
※同説明会終了後、同会場で市長選挙に係る確認団体申請手続き
説明会を開催します（午後3時30分開始予定）
。内容は、確認団
体の申請手続き、市長選挙における政治活動について。
※

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

◇井の頭 Odakyu OX 三鷹台店、ロー
マイナンバー制度における
ソン井の頭5丁目店
「特定個人情報保護評価」について
◇上連雀 サミットストア上連雀店、 ご意見を募集します
セブン - イレブン三鷹新道北通り店
市では、平成27年度に公表した特定
◇井口 セブン - イレブン三鷹富士見通
個人情報保護評価書の見直しに当たり、
り店、㈲石原ストアー
市民のみなさんからの意見募集を行い
◇深大寺 セブン - イレブン三鷹天文台
ます。今回、意見募集の対象となる「個
通り店
人住民税の賦課」
「 地方税の徴収」に関
◇野崎 サミットストア三鷹市役所前店
する事務の評価書については、全文を
ごみ対策課☎内線2533
市ホームページでご覧いただけるほか、

三鷹市議会議員・三鷹市長選挙
立候補予定者説明会

2月12日㈫午後1時30分から

申し 込 み記入例

１. 行事・事業名
（希望日・コー
ス・回）
２.郵便番号・住所
３. 氏名
（ふりがな）
４.年齢
（学年）
５. 連絡先
（電話番号・ファク
ス番号・メールアドレス）
６.そのほか必要事項
（保育・
手話希望の有無など）

事情で納期内納付が困難な場合は、納
税課
（市役所2階25番窓口）へご相談く
ださい。納付は便利な口座振替のほか、
コンビニエンスストアやペイジー対応
の ATM でも可能です。
同課☎内線2417
（口座振替）
・☎内線
2432
（納税相談）

私道などの非課税扱いの申告

1月1日時点で次の条件を全て満たす
私道などは、申告によって平成31年度
以降の固定資産税・都市計画税が非課
税扱いとなります。
◆対象 ①幅員 が1.8m 以上、②起点、

終点が公道に接続またはそれに準じる
もの
（行き止まりの私道であっても当該
道路のみによって接道している建築物
が2戸以上存在する場合は対象）
、③使
用上の制約を設けず、広く不特定多数
の方が利用している、④道路の形態が

整い、道路敷地が明確である、⑤求積
図
（土地の面積を測量した図面）などに
よって該当部分が特定できる
1月31日㈭までに資産税課（市役
所2階28番窓口）
☎内線2366へ
※すでに非課税扱いを受けている私道
などは、申告の必要はありません。

1月31日㈭は国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の
納期
（第7期）
です
◆納付は便利な口座振替で

1月31日㈭は
市民税・都民税の納期
（第4期）
です
市税を未納のままにすると、法令に
基づき延滞金が加算されます。特別な

納税通知書、通帳またはキャッシュ
カード、口座届出印を納税課
（市役所2
階25番窓口）
、市政窓口、指定金融機
関へ
同課☎内線2417
（口座振替）
・☎内線

有害ごみ（スプレー缶など）の出し方 に
ご注意ください！ ごみ対策課☎内線2533
スプレー缶やカセットボンベ、使い捨てライターなどが、
ほかのごみに混入すると、ごみ処理施設や収集車両の火災
事故につながり大変危険です。
これらの「有害ごみ」は必ず分別し、指定された収集日に
出すようお願いします。
また、スプレー缶やカセットボンベは、カセットコンロな

どの火気の近くには置かないでください。

火災を 起こさないためにも、次の点を 必ず守ってください
●ス
 プレー缶・カセットボンベは、捨てる前に中身の有無を必ず確認し

てください。中身が残っている場合は、風通しの良い屋外で古い布に
吹き付けるなどして、必ず使い切ってください。また、捨てる際は、
危険なので穴を開けないでください。
※中身を使い切ることが困難なときは、商品に表示されているメーカー
またはスプレー缶は（一社）日本エアゾール協会☎03-5207-9850、カセッ
トボンベは（一社）日本ガス石油機器工業会「カセットボンベお客様セン
ター」☎0120-14-9996にお問い合わせください。

の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）
。

