
込み多数の場合抽選　購入方法　市
から送られる決定通知書、受領書、
委任状を販売登録店に持参　申し込
み　８時４５分～１７時１５分まで電話で
資源リサイクル推進室へ
　　………………………………
受け付け期間　４月１日�水 ～６月３０
日�水 　※土・日曜日、祝日を除く　
詳細　資源リサイクル推進室　��５５ 
４２６６

「都市計画法及び建築基準法の一部
を改正する法律」により４月１日か

ら左表のとおり変更します　
縦覧場所・詳細　建築指導課　��３２ 
６５２２

道道苫小牧環状線から「金太郎の池」
までの市道緑ケ丘公園通は４月１日
�から１１月３日�までの期間、２１時
から翌朝５時までゲートを閉鎖しま
す　詳細　緑地公園課　��３２ ６５０９　

１６～２９歳までの市民または市内の学
校に在籍する学生を中心とした団体
が行う新たなまちづくり活動に「夢
・まち推進事業」として２０万円を限
度に助成します　１次締切　４月２６
日�月 　詳細　企画課　��３２ ６０３９

期間　４月１２日�月 ～１４日�水 　※沼ノ
端クリーンセンターで受け入れ　詳
細　糸井清掃センター　��７４ ２９２０　
沼ノ端クリーンセンター　��５５ ２５３６

千歳飛行場周辺の指定区域（千歳防
衛施設事務所で縦覧）にある住宅の
の防音工事に対して補助を行います　
対象　昭和５７年３月３１日以前に建設　
工事の種類　�一般の防音工事　�
建替防音工事　�防音区画改善工事　
�空気調和機器、防音建具の機能復
旧工事　詳細　札幌防衛施設局　�
０１１‐２７２‐１１６１　千歳防衛施設事務所　
�０１２３�２３ ３１４５

2020

市街化調整区域の容積率、
建ぺい率などの変更

隣地斜線道路斜線建ぺ
い率容積率地区

２０ｍ
＋勾配１．２５

勾配
１．５６０％２００％字植苗

の一部

２０ｍ
＋勾配１．２５

勾配
１．２５６０％１００％上記

以外

市道緑ケ丘公園通の
夜間通行を規制

若者によるまちづくり活動に
助成します

糸井清掃センターで
燃やせるごみ受入一時停止

防衛施設庁の住宅防音工事

犬の登録は一生に一度、狂犬病予防注射は毎年１回必要です。幼犬は生後９１日以上で予防注射を受けることができます　とき
・ところ　下表　料金　登録＝３，０００円　予防注射＝３，０４０円　詳細　市環境生活課　��３２ ６３３３　苫小牧保健所　��３４ ４１６８

最近、飼い主のマナーの低下による苦情が多く寄せられています。公園、歩道などの散歩中の「ふん」は必ず後始末してくださ
い。放し飼いの犬は野犬とみなし捕獲の対象となります。必ず２ｍ以内の鎖でつなぐか、おりの中で飼うようにしてください。

狂犬病予防注射の実施

実　施　場　所住　所時　間日実　施　場　所住　所時　間日実　施　場　所住　所時　間日
市民生協錦岡店前明徳町１

9：30
～ 10：30

　

日�
24

加藤どうぶつ病院前音羽町１

11：00
～ 12：00

　

日�
17

合田獣医科医院前本　町２９：３０
～１０：３０

　

日�
10

岸金物店前柏木町６新明町総合福祉会館前新明町５藤沢商店前浜　町２
川沿町総合福祉会館前川沿町１美光町総合福祉会館前美園町１弥生連合町内会館前弥生町２
寺尾清治宅横ときわ町６美園３丁目公園美園町３青葉大成地区集会所前青葉町２11：00

～１２：００ 錦糸町町内会集会所前錦岡３１
11：00
～ 11：30

新生台総合センター前三光町１日吉総合福祉会館前日吉町３
前田獣医科明野医院前明野新町３

13：30
～ 14：30

苫小牧ヤクルト販売前花園町１13：30
～ 14：30

樽前サービスストア前明徳町３11：00
～ 12：00

山本動物病院前春日町１長命湯前啓北町２
澄川４丁目公園澄川町４第八区総合福祉センター前緑　町２豊川草笛総合福祉会館前豊川町３
旧セブンイレブン澄川6丁目店横澄川町６木場町なかよし公園木場町３ポケットショップ小野寺前桜坂町２

15：00
～ 16：00

苫小牧美容専門学校前川沿町４13：30
～ 14：30

元中野町総合福祉会館前元中野町３15：00
～ 16：00

もみじ公園日新町５
ときわ町総合福祉会館前ときわ町４水産会館前汐見町２しらかば郵便局前しらかば町３
もえぎ町総合福祉会館前もえぎ町１

太平洋石油前植苗２２５
13：30
～ 13：50

セイコーマート藤本店前しらかば町６
苫小牧測候所前しらかば町１

15：00
～ 16：00

公園湯前泉　町１

９：３０
～１０：３０

　

日�
11

しらかば総合福祉会館前しらかば町５
丹治林業�前植苗１９８

14：00
～ 14：20

道立苫小牧病院裏双葉町３
ビューティーサロン松浦前有珠の沢町３春日清水町総合福祉会館前春日町３
セイコーマートシーアイ店前有珠の沢町５

福井商店前植苗９０
14：30
～ 14：50

新中野町総合福祉会館前新中野町２
宮の森総合福祉会館前糸井３９２

9：30
～ 10：30

　

日�
25

高砂下水処理場前高砂町１
村上商店前柏木町１

植苗保健会館前植苗５１
15：00
～ 15：40

開発ストアアリス前明野新町６

11：00
～ 12：00

フードショップササキ横柏木町２苫小牧東病院南側駐車場明野新町５
川沿２丁目公園川沿町２

丹内商店前美沢７０
16：00
～ 16：20

帰山金物店前新明町４
澄川６丁目公園澄川町６

11：00
～ 12：00

三光動物病院前三光町５
旧はちや商店前澄川町８西町総合福祉会館前大成町１

9：30
～ 10：30

　

日�
18

柴山宅前三光町２
佐藤米穀店前ときわ町２川口建設工業前元　町２佐藤商店前沼ノ端２３４

13：30
～ 14：30

旧錦岡出張所前青雲町１光洋町総合福祉会館前光洋町２星野商店前沼ノ端６４４
アサヒマート中島商店前明徳町２

13：30
～ 14：30

旧生活協同組合店舗前日吉町４沼ノ端南町内会館前沼ノ端５４３
須佐商店前宮前町２高橋宏宅前糸井１４９勇払出張所前勇払３３
おのだ動物病院前錦岡５７３前田獣医科医院前山手町１

11：00
～ 12：00

�ツマキ商事前沼ノ端２１１
東栄塗装�横 美原町２山手集会所前 北光町２明野４号公園柳　町４15：00

～ 15：30 樽前交流センター前樽前８５
15：00
～ 16：00

見山町総合福祉会館前見山町４清流公園（ウトナイ団地）沼ノ端
花園町総合福祉会館前花園町３山内正夫宅前 沼ノ端２１６

9：30
～ 10：30

　

日�
17

松本義一宅前豊川町３

13：30
～ 14：30

市民生協沼ノ端店前沼ノ端５７２
北大ゼミナール前桜木町１沼ノ端中学校前沼ノ端５１９
瀧澤電機工事�横桜木町３�吉田商事横（ウトナイ団地）沼ノ端９２１
ショッピング大明前日新町６

森田クリーニング店前勇払１３
有珠の沢総合福祉会館前有珠の沢町６

犬の登録と狂犬病予防注射会場（４月）

４月分の保険料から適用を希望され
る方は５月３１日�月 までに手続。必要
書類は学生証または在学証明証、年
金手帳、印鑑。また、学生で前年所
得が一定額以上ある場合で失業や倒
産、事業の廃止になった方も該当し
ますので、事実を確認できる書類が
必要です　ところ　年金課（市役所
１階２０番窓口）、のぞみ・勇払出張
所　詳細　年金課　��３２ ６４２９

１年間分または一定期間分の保険料
をまとめて納めると割引になりお得
になる前納制度です。前納用の納付
書は、４月に発行する納付書に付い
ています。前納するときの納期限は
４月３０日�金 まで。１６年度の納付書か
らコンビニで納付可能です　詳細　
苫小牧社会保険事務所　��３６ ６１３５

■運賃等収納事務の委託　委託先　
道南バス�　委託期間　４月１日～
平成１７年３月３１日　委託路線　鉄北
北口、澄川錦岡、川沿ときわ、錦西
光洋、錦西文化公園、有珠の沢線 1、　
宮の森、錦岡、啓北山手、はまなす
団地、日の出町、港町、フェリー、
錦西うぐいす団地、錦西樽前ガロー、
南高校（学生便）、南高校錦岡（学生
便）、高専錦岡（学生便）
■ワンコインバスの期間延長　期間　
平成１７年３月３１日まで土・日曜日、
祝日　対象・料金　小学生＝５０円　
中学生＝１００円　※小学生はスポーツ
施設の使用証明書、中学生は生徒手
帳を提示　区間　市内全路線　※ト
マッピーカードか回数券使用の場合
は通常料金　　　
■熟年定期券の発売延長　期間　平
成１７年３月３１日まで　対象・料金　
６５歳以上＝１カ月定期券で３，０００円　

※購入時に利用者の住所、年齢を確
認できる証明書と３カ月以内の顔写
真（縦３㎝、横２．５㎝）　区間　市内
全路線　
　　………………………………　　
詳細　交通部　��５５ ４１４１

４月から化学物質排出把握管理促進
法（ＰＲＴＲ法）に基づく届け出が
始まります　受け付け期間　４月１
日�木 ～６月３０日�水 　※事業所が所在
する支庁を通じて関係大臣に届出　
詳細　市環境保全課　��３６ ８８０１　胆
振支庁　�０１４３�２２ ９１３１　

春の雪解けとともに、道路や公園に
捨てられたごみ、空き缶などが目立
つようになってきました。４月１１日
�日 は、春の「まちをきれいにする日」
です。町内会や事業所、学校などで、
地域や公園の清掃にご協力ください　
詳細　清掃事業課　��５５ ４０７７　

資源リサイクルとごみの減量化のた
めコンポスト容器（生ごみたい肥化
容器）と電動生ごみ処理機購入を助
成します
■コンポスト容器
対象　容器を使用する土地がある方　
種類　１３０リットル以上の容器　個数　
１世帯、通算で２個　助成額　販売
価格（税抜き）の７０％（１００円未満切
り捨て、上限は３，０００円）　購入先　
コンポスト容器販売の市登録店で印
鑑持参　受付会場　�資源リサイク
ル推進室、糸井清掃事務所、勇払・
のぞみ出張所＝８時４５分～１７時１５分　
�豊川・沼ノ端コミセン＝９時～１７
時　
■電動生ごみ処理機
対象　市内に居住する方　台数　１
世帯１台　助成額　販売価格（税抜
き）の１／２（１００円未満切り捨てで、
上限は１万円）　台数　５０台　申し

在学中の国民年金保険料を
卒業後に納付、学生納付特例
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2004.４.1

市献血推進協議会（社会福祉協議会）
��７１１１

国民年金保険料の割引き

市営バスからのお知らせ

�１日�
沼ノ端ショップインいちい１０：００～１２：００
　〃１３：００～１６：００

�８日�
経済センタービル１０：００～１１：００
植苗病院１２：４０～１３：２０
緑星の里１３：４０～１４：４０
美々川福祉園１５：００～１６：００

�９日�
北日本ディック１０：００～１１：００
イワクラ１１：３０～１３：００
勤医協苫小牧病院１４：３０～１６：００

�１６日�
日胆農業会館１０：００～１１：３０
ビッグハウス光洋店１３：００～１６：００

�２０日�
Lコープパセオ１０：００～１２：００
　〃１３：００～１６：００

�２１日�
市民活動センター１０：００～１１：３０
苫小牧ガス１２：００～１３：００
マックスバリュ支笏湖店１４：３０～１６：００

�２８日�
苫小牧港開発１０：００～１１：００
フードD2澄川店１２：３０～１６：００

�５/６日�
市役所１０：００～１２：００
　〃１３：００～１６：００

４月の献血

化学物質排出量の
届出対象事業者の拡大

コンポスト容器と
電動生ごみ処理機購入を助成

春の大掃除月間
４月１１日～５月１０日

水道の修理を依頼される方は、
下記の業者にご連絡ください

４月の水道当番

�００３８冨士企業３日�
�０１３２新正工業４日�
�４５８８福森工務店１０日�
�２０８７国策機工１１日�
�２８５５朝陽工業１７日�
�３８１８三共水道設備１８日�
�５３０３日栄工業２４日�
�２１６６大谷産業２５日�
�２３７７進興工業２９日�
�０１３２新正工業5/ １日�
�７１９４興和設備2日�
�６３１１成友設備3日�
�００３８冨士企業4日�
�２０８７国策機工5日�

新規業者　苫小牧熱供給�
住所・電話　大成町１丁目１１番２５号
　　　　　��１２１６


