③設置工事に着手する日が令

いないこと︒

住宅用省エネルギー設備等設置
費補助金の受付を開始します
住宅用省エネルギー設備等
和３年４月１日以降であること︒

を設 置した方に︑予算の範囲
内で設 置費用の一部を補助し
すので︑必ず申請前にご確

ます︒対象の方は申請ください︒
▼受付期間＝５月６日㈭〜令
認ください︒

そ
※のほかにも要件がありま

和４年３月４日㈮

・申請書等の様式が変更とな

︵エネファーム︶と 窓の 断 熱

▼令和３年度の主な変更点
市
※役所閉庁日を除きます︒
予
※算額に達し次第締め切り︒ ・ 家 庭 用 燃 料 電 池システム

︵最大出力１ｋＷ当たり２万
りました︒必ず今年度の様式

▼対象

円 上限９万円︶
をご利用ください︒

改修への補助を開始します︒

・定置用リチウムイオン蓄電
ギー設備等の設置後に︑所定

▼申請方法＝住宅用省エネル

・太陽光発電システム

・ 家 庭 用 燃 料 電 池システ ム

システム︵上限 万円︶

農業振興地域整備計画変更
申請の受付

・窓の断熱改修︵上限８万円︶

︵エネファーム︶
︵上限５万円︶
入の上︑添付書 類を添えて申

の交付申請書に必要事項を記

▼計画変更の承認予定＝令和

庁舎３階︶

▼受付場所＝農業振興課︵分

▼受付期限＝５月 日㈪

・農村環境改善センターいず

べの郷︵休館日を除く︶

・農村ふれあいセンターやま

希望する団体は︑募金納入場

とを中止しています︒受領を

観点から︑事前に配布するこ

ロナウイルス感染拡大防止の

本 配 布していますが︑新型コ

みの里︵休館日を除く︶

回 覧 文 書にて一世 帯につき１

お願いします︒ご協力いただ

・ 農 業 振 興 課︵ ㈯・㈰・祝日

いた募 金は︑各 区・自 治 会で

を除く︶

緑の募金は︑県内各地の学

▼募金額＝例年一世帯につき

令和３年度﹁緑の募金運動﹂の
お願い
校・公園 等の緑 づくりや︑緑

取りまとめの上︑納入をお願

ただいています︒

☎０４７５︵７０︶０３４５

農業振興課農政班

▼実施者＝東金地区猟友会大

捕獲

▼実施方法＝銃器使用による

を除く︶

▼その他＝緑の羽根は︑例年

口にお申し出ください︒

所に用意してありますので窓

化推進の普及啓発に大きな役

いします︒

▼募金納入期限＝ 月 日㈮

▼募金納入場所

円を目安に募金にご協力い

割を果たしています︒
本年度も募金活動を実施し
ますので︑ご理解とご協力を

日㈭︑ 日㈪︑ 日㈬︑

日㈮

あります︒

天
※候により変更することが

網白里支部

▼捕獲鳥＝カラス︑カルガモ︑

時ごろ

︵７時〜８時を除く︶

農業振興課農政班

ムクドリ︑ヒヨドリ

▼実施時間＝５時〜

地︑住宅密集地︑学校︑神社

▼実施区域＝市内全域︵市街

願いします︒

すので︑ご理解とご協力をお

令和３年度有害鳥獣︵鳥類︶捕獲
事業の実施
市内でカラスなどによる農
作物への被害が発生している

実施期間中の飼鳥等の放鳥

はご遠慮ください︒

☎０４７５︵７０︶０３４５

猟友会による有害鳥獣︵鳥類︶

ことから︑市内全域を対象に

仏閣︑公園︑国道・県道周辺

▼実施予定日＝５月

日㈫ ︑
捕獲︵銃器使用︶を実施しま

り課へ連絡をお願いします︒

成
※立した場合は︑地域づく

報は登録カードに記載し︑３

ス情報を公開しています︒情

0.04 0.04

請してください︵ 郵 送では受

白里幼稚園

付できません︶︒

0.05 0.05

①住宅用省エネルギー設備等

大網中学校

▼主な要件等

週間市役所の１階玄関ロビー

0.04 0.04

４年５月ごろ

増穂幼稚園

詳細は︑市ホームページをご

貴金属︑危険物等は出せま

食料品︑化粧品︑動植物︑
※

0.07 0.07

を設置した住宅に自ら居住し︑

に掲示していますのでご利用

白里小学校

リ ユ ー ス 情 報 コ ー ナ ー︵
﹁譲 り ま
す・求めます﹂
︶をご利用ください

0.05 0.04

農業振興課農政班

瑞穂幼稚園

覧になるか問い合わせください︒

増穂北小学校 0.09 0.08

本市の住民基本台帳に記録さ

地域づくり課環境対策班

せん︒

申
・

0.05 0.05

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６

ください︒

大網幼稚園

方がいれば︑また使用しても

0.05 0.04

らうことでごみの減量化につ

増穂小学校

皆さんの家庭にある︑使い

0.04 0.03

終わって必要の無い物をただ

増穂保育所

☎０４７５︵７０︶０３４５

0.06 0.05

☎０４７５︵７０︶０３８６

瑞穂小学校

地域づくり課環境対策班

者間で行ってください︒

0.04 0.04

☎０４７５︵７０︶０３８６
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リ
※ユース品の売買等は当事

白里保育所

ながります︒

大網東小学校 0.04 0.04

捨ててしまうのはもったいな

0.05 0.04

市では︑寄せられたリユー

白里中学校

いことです︒必要としている

以下でないものは回収できま

0.05 0.05

申
・

転車︑車の通行の妨げとなり

農業用廃ネットの一斉回収

▼注意点

せん︒

大網小学校

②世帯全員が市税を滞納して

空き地に雑草が茂っている

危険です︒これから夏にかけ

います︒

ませんので︑ごみは必ず朝８時

・ネットは土払いし︑結束し

増穂中学校

れている者であること︒

と︑周囲の景 観を損なう上︑

て︑雑草が伸びやすくなるの

用廃プラスチック︵被覆材の

▼必要な物＝手数料︑印かん

・処理方法が守られていない

ごみ回収車の巡回時間は︑

までに集積所に出しましょう︒

☎０４７５︵７０︶０３４５

0.04 0.04

季美の森小学校 0.04 0.04

空き地の雑草は定期的に除去を

せん定枝破砕機＝１世帯各１

やぶ蚊やハエなどの害虫の発

〜 時 分

農ビ・ポリ︑肥料袋︶は回収

・今回は︑ネット以外の農業
投棄を招いたりして︑周辺に

▼搬入場所＝千葉県園芸用プ

▼日時＝５月 日㈭９時 分

または故障などで新たに購

住んでいる皆さんに迷惑が掛

地域づくり課環境対策班

・搬入時の放射線量検査を行

しません︒

る方は︑定期的に草刈りなど

入した場合︑再度補助対象

かります︒また︑歩 道や車 道

ラスチックリサイクルセンタ

補
※助金申請後 年が経過し︑ 生源になったり︑ごみの不法

で︑空き地を所有・管理してい

基まで補助

生ごみたい肥化装置の設置補助
金を交付しています
家庭から排出される生ごみ
の減量や再資源化に有効な︑
生ごみたい肥化装置などを購
助金を交付しています︒

となります︒

ー︵東金市小沼田１６５５ ３︶

を行いましょう︒

︿補助の対象となるもの﹀

☎０４７５︵７０︶０３８６
半額︵最大２万円︑１００

円未満切り捨て︶です︒

▼事務手数料＝搬入車両１台

ものや︑放射線量検査の結果︑

０・ マイクロシーベルト／時

につき１００円︑処理手数料
以 内に限る︶︑印かん︑振込

当日の天候やごみの量により

１ につき 円
先の分かるもの︵預金通帳など︶

けてください︒

て荷台へ積載後︑シートを掛

農業振興課農政班
☎０４７５︵７０︶０３８６

ごみは朝８時までに集積所に
出しましょう

28

29

に雑草がはみ出すと︑人や自

肥化︵ＥＭ︶容器＝１世帯各
２基まで補助

▼申請に必要なもの＝領収書
︵ 機 種 ︑基 数 ︑金 額 ︑宛 名の

26

11

測定高 測定高
1m 50cm

ガス事業課 ☎０４７５（７２）
１１３１

地域づくり課環境対策班

23

測定場所

（供給しているガス種は１２Ａです。）

変化する事があります︒収集
申・

☎０４７５︵７０︶０３８６

24

放射線量１時間当たり０．
２３マイクロシーベルト以上（測定
高１m）が放射性物質の除染を必要とする国の基準です。

市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産
天然ガスを供給しています。

後に出されたごみは収集でき

記されたもので︑購入後１年

30

13

市内の放射線量測定結果

31

10

11

最近、お客様の敷地内でガス管の損傷事故が増
えています。
・工事前に必ずガス管の位置を確認してください。
・ガス管の近くでは重機を使用せず、手掘りで慎重
に作業を。
・設置位置等が不明な場合は、問い合わせください。
〈敷地内での工事例〉
・建物（母屋、離れ、作業場等）の新築、リフォーム、
解体等
・外構工事（駐車場、ブロック塀、土留、Ｕ字溝等）
・造園工事（植樹、移植、撤去等）
・他埋設物（水道、下水道、電気等）の設置、移設、
撤去等

補
※助金の交付額は購入費の

30

ガス管損傷事故防止のお願い

・コンポスト容器︑発酵たい

入した世帯に対し︑市では補

10

地域づくり課環境対策班

39

測定高 測定高
1m 50cm

測定場所

11

kg

単位：マイクロシーベルト／時

大気（４月12日測定）

20

10

・機械式処理機︑家庭用小型

2021.5.1
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