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犬の散歩のマナーを守りましょう
　犬を散歩させるときは、必ずリード（引き綱等）
でつなぎ、首輪には鑑札・狂犬病予防注射済票
を忘れずに付けましょう。放し飼いは都の条例で
禁止されています。
　フンを処理する道具と水を入れたペットボトルを
携行し、フンは必ず持ち帰り、排尿した箇所は十
分な水の量で流しましょう。他人の門扉、塀への
排尿をさせないよう気を配り、排

はい

泄
せつ

を済ませて散
歩に出る配慮が大切です。
　人も犬も仲良く暮らしていけるよう、正しい知
識を身に付けマナーを守って飼いましょう。
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432-2908 FAX 5432-3054

事業者の廃棄物減量のために
～再利用計画書の作成を
　事業者は、廃棄物の排出量を極力減らすととも
に、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）
できるものは分別をして、有効活用して下さい。
　そのために、年間の廃棄物の内容・量を確認し、
資源化できるものがないか等を見直し、有効活
用のための計画を立てて下さい。
　なお、1000平方メートル以上の事業用大規模建築
物の所有者の方は、廃棄物管理責任者を選任し、
再利用計画書（所定様式あり）を作成することが
条例により義務付けられていますので、5月31日
までに提出して下さい。書き方等詳しくは、区の
ホームページをご確認下さい。
問 清掃・リサイクル部事業課
☎6304-3263 FAX 6304-3341

電子申請可

事業系の資源・ごみの出し方
1事業所から出る資源・ごみの処理は有料です
●事業系の資源・ごみの出し方
　事業活動によって生じた廃棄物（資源・ごみ）は、
事業者の責任で処理するのが原則です。産業廃
棄物と一般廃棄物に適正に分別したうえ、許可
を受けた廃棄物処理業者に処理を委託して下さ
い。処理業者に関する情報等詳しくは、区のホー
ムページをご覧下さい。
●資源・ごみの出し方の例外（日量10㌔未満の事業者）
　家庭ごみの収集に支障のない範囲内（可燃ごみ
の場合、1回の収集量が45㍑の袋でおおむね3袋
以内）で、例外的に事業系の資源・ごみを集積所
に出すことができます。袋の容量に見合った事業
系有料ごみ処理券（コンビニエンスストア等で販
売）を貼り、事業所名を記入して出して下さい。
住居と事業所が一緒の場合は、家庭から出る資源・
ごみを混ぜずに分けたうえで出して下さい。
　段ボール等の資源にもごみ処理券が必要で
す。袋の容量に見合ったごみ処理券が貼られて
いないもの、家庭ごみとの分別がされていない
ものは、収集できません。集積所は利用する皆
さんで管理しています。利用する場合は、必ず
近隣の方にご確認のうえ、出して下さい。
※事業系の粗大ごみは区では収集できません。
廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

都市計画審議会委員

内容／都市計画に関する事項の調査・審議等
対 年4・5回程度（原則平日の昼間）開催する審議
会への出席が可能で、2月15日現在、区内に引き
続き1年以上住民登録がある満20歳以上の方（公
務員、区の附属機関の委員、区政モニターを除く）
任期／ 5月1日から2年間　募集人数／ 2人
報酬／出席1回につき1万円
選考方法／資格審査・作文
備 詳しくは、区のホームページをご覧下さい。
申3月1日（必着）までに、履歴書（写真貼付）及
び作文「世田谷区の街の将来像について」（800
字以上1000字以内）を郵送または持参で都市計
画課（〒158-0094 玉川1-20-1☎6432-7148 FAX

6432-7982）へ（提出書類は返却しません）

（仮称）世田谷区立図書館運営協議会委員
内容／区立図書館の評価・検証、図書館サービ
ス向上に向けた検討（年4回程度）
対 4月1日現在、18歳以上の区内在住・在勤・
在学の方（公務員、区の附属機関の委員、区政
モニターを除く）
任期／ 7月1日から2年間
募集人数／ 3人程度
報酬／出席1回につき1万円
選考方法／ 1次＝書類・作文、2次＝面接
申3月8日（必着）までに、履歴書（写真貼付）
及び作文「世田谷らしい魅力ある図書館づくり
に向けて」（800字程度）を郵送または持参で中
央図書館（〒154-0016 弦巻3-16-8 ☎3429-
1811 FAX 3429-7436）へ

東京都心身障害者扶養共済制度
　障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛
金を納めることにより、保護者が死亡または重度
障害と認められたときに、障害者に終身一定額
の年金を支給する全国的な制度です。
加入資格／1保護者が加入年度初日現在65歳
未満の都内在住者で、特別な疾病や障害がなく、
保険契約の対象となる健康状態であること2障
害者が次のいずれかに該当すること①愛の手帳1
～4度②身体障害者手帳1～3級③精神または身
体に永続的な障害があり、その程度が①または
②と同程度と認められる方
掛金（月額）／保護者の加入時の年齢により異なる（改
定による変更あり、減額制度あり、2口まで加入可）
支給月額／ 2万円（加入1口あたり）
備 申請書類は下記問合せ先にあり。詳しくは、
お問い合わせ下さい。
問 障 害 施 策 推 進 課（☎5432-2388 FAX5432-
3021）、総合支所保健福祉課（世田谷☎5432-
2865 FAX5432-3049、北沢☎6804-8727 FAX

6804-8813、 玉 川 ☎3702-2092 FAX5707-
2661、砧☎3482-8198 FAX3482-1796、烏山☎
3326-6115 FAX3326-6154）

入学予定校連絡票の回答はお済みですか
　4月に新小学1年生・新中学1年生になるお子
さんがいるご家庭へ1月中旬に就学通知書をお送
りしています。
　就学通知書の右端の入学予定校連絡票は、教
育委員会及び各学校で入学準備を進めるために
必要です。必ずご回答下さい。なお、国立・都
立・私立・その他の学校に就学が決まった方は、
入学する学校が発行する「入学承諾（許可）書」
を添付して下さい。
問 学務課 ☎5432-2683 FAX 5432-3029

電子申請可

2より安くて便利な事業系資源の回収をご利用
下さい
　区は、世田谷リサイクル協同組合と協力し、
区内事業者を対象として、古紙等の資源の自主
的なリサイクル活動を支援する事業系リサイクル
システムを推進しています。ぜひご利用下さい。

申参加申込書（区のホームページにあり）をファ
クシミリで清掃・リサイクル部事業課（☎6304-
3263 FAX 6304-3341）へ

ラグビー試合会場で、フードドライブを
実施します
　家庭で余った食品を集め、社会福祉協議会
を通じ地域の福祉団体等に寄附するフードド
ライブを、NTTジャパンラグビーリーグワン 
2022 Div.1所属チームのリコーブラックラム
ズ東京と共同で実施します。食べ切れない食品
があればご提供下さい。
条件／賞味期限（要明記）まで2か月以上あり、
未開封で外装等が破損していない、冷凍・冷蔵
以外のもの ※状態によってはお持ち帰りいただく
場合があります。
日 2月19日㈯、27日㈰（雨天実施）
場 駒沢オリンピック公園陸上競技場
備 詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。
問 清掃・リサイクル部事業課
☎6304-3253 FAX 6304-3341

軽自動車・二輪車等の廃車・名義変更の
手続きはお早めに
　軽自動車税（種別割）は、4月1日現在の所有
者等に1年分を課税します。既に車両がお手元
にない場合には、4月1日までに手続きをお願い
します。
届出先／①125cc以下の原動機付自転車、小型
特殊自動車等=課税課管理係、総合支所くみん
窓口②125ccを超える二輪車=東京運輸支局（品
川区東大井1-12-17）③軽自動車=軽自動車検
査協会東京主管事務所（港区港南3-3-7）
備 手続方法等詳しくは、区のホームページをご
覧下さい。
問 ① 課 税 課 ☎5432-2163 FAX 5432-3037②
東京運輸支局検査・登録ヘルプデスク☎050-
5540-2030 FAX 3471-6320③ 軽 自 動 車 検 査
協 会 東 京 主 管 事 務 所 ☎050-3816-3100 FAX

6712-8625

難病の無料検診と相談
内容／専門医による診察と医療相談員等による
生活・保健相談
対 パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、多発
性硬化症等の病気やその心配のある方
日 3月22日㈫午後1時30分～2時30分
場 世田谷区医師会（保健医療福祉総合プラザ内）
担当＝世田谷保健所地域保健課
申3月15日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で世田谷区医師会（☎6704-9111 
FAX 6701-7780）へ　先着5人

6面へつづく【健康・衛生】

◀自分の身を守る
　行動イラスト

障害のある方

くらし・環境

事業所から出る古紙の出し方
　事業系有料ごみ処理券を
直接貼って、出して下さい。
　新聞（4つ折り）・雑誌類＝
高さ10㌢につき、10㍑券1枚
段ボール（たたんだ状態で
お お む ね100 ㌢ ×80 ㌢ 以
内）＝2枚につき、10㍑券1枚。
事業所から出るガラスびん・缶・ペットボトルの出し方
　種類ごとに中身の見える
袋に入れて、袋の容量に見
合った事業系有料ごみ処理
券を貼り、コンテナの横に
出して下さい。資源用コン
テナには入れないで下さい。

【メリット1】シュレッダー OK
　区の収集では可燃ごみとなるシュレッダー古紙
も資源として回収できます。

【メリット2】経済的
　事業系有料ごみ処理券を貼って区の回収に出す
より安価です。

【メリット3】便利
　直接戸口まで回収に伺うため、朝早く資源・ごみ
集積所まで運ぶ手間がかかりません。

子ども・若者

税　金 TAX

健康・衛生


