
　都営住宅の募集については、広報「東京都」、でお知ら
せします。
　申込書は都庁、役場、東京都住宅供給公社（都営住宅募
集センター・各窓口センター）、都庁案内所で配布します。
東京都住宅供給公社ホームページ（http://www.to-
kousya.or.jp/）からもダウンロードできます。

都営住宅・東京都施行型都民住宅募集の総合案内テレフォンサービス　☎03-6418-5571

都営住宅の募集・申込みは

住宅

 町営住宅については
建設課管理係　☎597-0511  251

　町では、住宅に困窮している方のために住宅を設置
しています。入居資格などの内容は次のとおりです。
施設の概要
① 日の出町平井字東本宿2051番地　 戸建て住宅およ

び共同住宅
② 日の出町大久野字落合288番地　 共同住宅
③日の出町大久野字新井2489番地　戸建て住宅
使用料　各住宅で所得により決定
申込資格
　次の①～⑥のすべてに該当している方
① 申込者本人に同居親族がいること。または同居しようと
する親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様
の事情にある者、その他婚姻予定者を含む）があること。
② 町に引き続き3年居住し、かつ、同期間町の住民基本
台帳に記録されていること。
③ 町税および日の出町国民健康保険税に過去2年滞納
ないこと。（平成30年4月より適用）
④住宅に困窮していることが明らかであること。
⑤申込世帯の所得が所得基準内であること。
⑥申込者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと。
募集　空き家がでしだい「広報日の出・町ホームページ」で
お知らせします。

　建築物を建てる場合、建築物の用途、形態、建ぺい率、容
積率など適正なルールを定めているのが用途地域です。
　用途地域は第一種低層住居専用地域など12種類あ
り、町ではそのうち8種類があります。
　それぞれの用途地域ごとに、建築することができる建
築物または建築してはいけない建築物の用途が定められ
ています。

用途地域とは

　無秩序な都市化を防止し、計画的な土地利用を図る
ため、都市計画区域を2つに分けて定めています。市街
化区域は、すでに市街地を形成している区域および優
先的かつ計画的に市街化を図る区域です。市街化調整
区域は、市街化を抑制する区域としています。

市街化区域・市街化調整区域とは

　快適で住みやすいまちをつくるために、町には都市
計画があります。都市計画等の指定により、建築制限な
どが掛かることもありますので、土地を買うときや、建
築物を建築しようとするときは、よく調べてから建築
計画を立ててください。

建築計画は都市計画を調べてから

まちづくり
まちづくり課�都市計画係　 351
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下水道工事の申込みは指定工事店へ
　家庭内の下水道工事（排水設備の新設・改造工事や修
繕）は、日の出町指定の下水道工事店への申し込みが必
要となります。

下水道工事

・ 公共下水道の供用が開始されていない地域の一般世
帯のし尿くみ取りは無料で行っています。
・ 公共下水道供用開始の日から3年を経過した地域のし
尿くみ取りは、有料となります（36ℓあたり500円）。
・ 事業所のし尿くみ取りは、有料です（下水道未供用地
域は、36ℓあたり500円。供用開始3年経過後の地域
は36ℓあたり1,000円）。
・ 浄化槽世帯（清掃料金については業者にお問い合わせ
ください）
　浄化槽の設置者は、適正な管理を行うよう浄化槽の
清掃・保守点検・法定検査を法律で義務付けられていま
す。年4回程度の点検と年1回の検査と清掃（抜き取り）
を行わないと正常な機能を保つことができません。
　清掃時期を過ぎた浄化槽は、悪臭が発生したり、処理
されない汚水が流れ出たりします。河川へ放流される
水の水質向上のためにも、点検・検査・清掃をお願いし
ます。
　し尿くみ取り（仮設含む）については、浦野産業㈱☎
042-558-9563、浄化槽清掃については、㈱スイーピン
グサービス☎042-597-6112へ直接依頼してくださ
い。

し尿くみ取り・浄化槽

汚水等の処理
� 生活安全安心課�環境リサイクル係　☎334~336

・上下水道を使い始めるとき、使わなくなるとき
・使用者の名義が変わるとき
・アパートなどの集合住宅で入居者が変わるとき
　届出は、お電話で結構です。水道の使用を中止する場
合は、中止の3～4日前までに届出てください。
※ 井戸水など（水道水以外の水）を使い始めるとき、使
わなくなるときは、まちづくり課下水道係までお知
らせください。

こんなときは届出を

上水道・下水道
【上水道について】多摩お客さまセンター
・ 引越し・ご契約の変更� ☎0570-091-100（ナビダイヤル）
・ 料金・漏水修繕・その他� ☎0570-091-101（ナビダイヤル）
※ナビダイヤルをご利用できない場合　☎548-5110
【下水道について】
まちづくり課�下水道係　 �356~357

　あきる野市サービスステーションで受け付けていま
す。詳しくは、お問い合わせください。
住所　あきる野市秋川13-2-10　☎042-532-0207

給水装置工事の受付・設計審査・図面閲覧等に関する業務

水道工事・給水装置の修繕は指定工事店へ
　給水装置の新設・改造工事や修繕は、東京都の指定給
水装置工事事業者に申し込みをしてください。

上水道工事

水道料金・下水道使用料の支払いは

インターネットで使用開始・廃止の申し込みができます。

　インターネットでのお申し込みは、24時間可能と
なっていますが、実際のご使用開始・廃止の受け付け
手続きは、東京都水道局の営業時間内の取り扱いと
なります。あらかじめご了承ください。

インターネット24時間受付
◇東京都水道局ホームページ
　http://uketsuke.waterworks.metro.tokyo.jp/

【ご入居時など】【ご退去時など】 【町内での転居時】
水道を
使いたい

開始

水道を
止めたい

廃止

水道を止めて
別の場所で使いたい

廃止して開始

　水道のご使用量は、2カ月に一度、水道メーターを検
針して計量しています。
　水道料金と下水道使用料は、一緒に請求しています。
支払方法は、口座振替、クレジットカード、請求書によ
るお支払いをご利用できます。使用水量や料金・使用
料、支払い方法などで不明なことがあるときは、お気軽
にお問い合わせください。

【検針についてのお願い】
・ メーターボックスの上には、物を置かないようにして
ください。
・ 犬は、出入り口や水道メーターから離れた場所につな
いでおいてください。

57



ペットボトル

白色トレイ

可燃ごみ（主なもの）

ごみ分別区分表

不燃ごみ

収集回数：週に2回 家庭可燃ごみ専用袋に入れて出してください｡(おむつ､木の枝は除く) ※資源になる紙類は可燃ごみではなく､資源Aの日に出してください｡

生活用品

食用油
割りはし

紙コップ

生ごみ類

料理くず･残飯

プラスチック類

CD
(ケース含む)

ビデオテープ　カセットテープ
　　(1回に10本まで)

発泡スチロール
(白色トレイを除く)

カップめん

マヨネーズ

皮革布類
バック

ぬいぐるみ

革靴

ランドセル

おむつ

家庭から排出される紙お
むつは専用袋以外の中身
が見える袋に｢おむつ｣と
書いて出してください。

ゴム･ビニール類

レジ袋

ゴム手袋

長靴

木の枝

長さ50cm､1本の太さ
5cm､1束の直径30cm
以下の束にし紐でしばって
ください｡(1回に5束まで)

家庭可燃ごみ専用袋

外装袋デザイン

出すときの注意点

家庭可燃ごみ専用袋(10枚1組)
小袋(10㍑) 150円
中袋(30㍑) 450円
大袋(45㍑) 670円

袋の金額は消費税が含まれます｡

・生ごみは､水分をよく切って出してください｡
・発泡スチロールも､必ず袋に入れて出してく
　ださい｡(食品用白色トレイは資源です)｡
・食用油は､紙や布等にしみ込ませてから出し
　てください｡処理剤で固めても出せます｡

収集回数：月に1回 ※袋に入らないものは粗大ごみになります｡

陶磁器類

茶碗･皿

植木鉢

急須

ガラス類

ガラスコップ

板ガラス

電球

鏡

鋭利なもの

カッター

はさみ

包丁･ナイフ

針

傘
袋から大きくはみ出たり､
口が縛れない場合は｢粗大
ごみ｣となります。

小型家電
(使用済小型電子機器以外)

電気ポット

電気スタンド

オーブントースター

家庭不燃ごみ専用袋に入れて出してください｡

出すときの注意点

外装袋デザイン

小袋(10㍑) 150円
中袋(30㍑) 450円

袋の金額は消費税が含まれます｡

家庭可燃ごみ専用袋(10枚1組)

家庭不燃ごみ専用袋

・割れたガラスや鋭利なものは危険の
　ないよう布や紙に包み､袋に品名を
　明記してください｡｠
・口をしばり､中身が出ないように出
　してください｡

収集回数：月2回
◎ペットボトルは､このマークが目印です｡　　（ソースや油類の容器は除く）

用意していただいた､かご等の容器に入れて
出してください｡

①キャップは､はずしてください｡
　ラベルはそのままで結構です｡
　(キャップは可燃ごみ)

②水で中をすすぎ､
　水を切ってください｡

②つぶしてください｡

・ ソースや油類､汚れの取れない容器は､｢可燃ごみ｣として出してください｡
出すときの注意点

袋で出された場合､袋がごみとなってしまいます｡ごみ減量の
ため､かご等の容器に入れて出していただきますようご協力を
お願いします｡

お願い :  

収集回数：月に2回
◎食品用白色トレイ(発泡スチロール製)は､鮮魚､精肉､青果などの 販売に用いられる容器(皿)で白色のものです｡

①リサイクルできるものを選ぶ｡
※つまようじが簡単にささります｡

②きれいに洗ってください｡ ③よく乾かしてください｡

・白色トレイはとても軽いため､風の強い日は飛ばされないよう｢ネットをかける｣､ ｢ひもでしばる｣､
   ｢おもしをする｣など飛ばされないための対策をお願いします｡

出すときの注意点

用意していただいた容器
に入れて出してください｡◎白色のみ

プスッ

●リサイクルできないもの(下記のものは可燃ごみ)

これらのものは､油がしみついている､上ふちにのりがついている､
汚れがおちにくいなどの理由からリサイクルができません｡

◎色物や絵柄物 ◎納豆の容器 ◎インスタントめんの容器

[ネットをかける] [ひもでしばる] [おもしをする]

おもし

58



資源A（紙類・布類）

資源Ｂ（缶・金属類、びん類）

収集回数：月に2回 種類別にひもで十字にしばって出してください。

雑誌類(雑紙含む)新聞紙 ダンボール紙パック 布類

雑誌類(雑紙含む)

包装紙､ティッシュの箱等週刊誌､カタログ誌等

布類(レースを除くカーテン､衣類､タオル類)

雑紙 　町では､可燃ごみの減量化と資源の有効活用を推進するための一つとして｢紙類､
布類｣の回収を行っています｡その中でも特に｢雑紙｣は､分別し紙袋などに集め｢雑
誌類｣として出していただくことで､まだまだごみの減量を進めることができます｡
　今後も､町民の皆様の更なるごみの減量化の推進にご協力をお願いします｡

出すときの注意点
・雑紙類は､小さな紙(名刺サイズ以上)･お菓子の紙箱･ティッシュの
　箱･封筒･包装紙･トイレットペーパーの芯･カレンダーなどです。
・紙袋等に入れて､他の雑誌類と共にひもで十字にしばり､｢雑誌類｣と
　して出してください。
・衣類に付いているボタンやファスナーなどは､取らなくて結構です｡
・紙類､衣類とも濡れると資源になりません｡収集日が雨のときは､次の収集日
　に出すようにしてください｡どうしても出さなければならないときは､透明の
　ビニール袋などに入れて出してください｡

紙パック ダンボール新聞紙

布類

使用済小型電子機器
回収する使用済小型電子機器の品目

� 1 携帯電話端末、パソコンのモニター（本体は除く）
� 2 電話機、ファクシミリ
� 3 ラジオ
� 4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
� 5 映像用機器（DVDビデオ、BD・ビデオテープレコーダ等）
� 6 音響機器（MDプレーヤ、CDプレーヤ、ラジカセ等）
� 7 電子書籍端末
� 8 電子辞書、電卓
� 9 電子血圧計、電子体温計
10 理容用機器（ヘアードライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ等）
11 懐中電灯
12 時計（電子式時計、電池式時計、電気式時計）
13 ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機等）
14 カー用品（カーナビ、カーステレオ、ETC車載ユニット等）
15 これらの付属品（リモコン、ACアダプタ、ケーブル、充電器等）

日の出町

日の出町

日の出町

日の出町

日の出町
日の出

町

日の出町

日の出町

日
の
出
町

日
の
出
町

収集回数：月に1回

出すときの注意点
・一辺の大きさが50cm以下で重さ5㎏未満のものが対象です。
・出す際は必ず｢日の出町｣と書いて出してください｡

用意していただいた容器に入れて出してください｡

収集回数：月に2回

出すときの注意点
・缶･金属類は､重さ5kg未満､長さ50ｃｍ以下までとします｡超える場合は｢粗大ごみ｣ として出してください｡
・飲料水の缶､びん類は中身を出し､洗ってから出してください｡

缶･金属類 びん類
かご等の容器に入れて出してください｡

缶･金属類缶･金属類 びん類びん類

◎用意していただいた容器に､缶･金属類､びん類
　と別々に入れて出してください｡
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有害ごみ

粗大ごみ

処理券(シール方式)
申込方法 事前に品物の寸法､数を確認しておきましょう｡

※ 担当の業者が不明な方は､環境リサイクル係までお問い合わせください｡

Ａ地区

B地区

 ㈱クリーンエコロジー

　℡042-597-6286④ 収　　集
(収集日当日に､玄関先や庭先に出してください)
※ 家の中からは収集しませんので､必ず玄関先や庭先に出してください｡

(右欄の粗大ごみ処理券(シール)取扱店を参照)

③ 処理券(シール)の貼付

② 処理券(シール)の購入

(シールに名前と収集日を記入し見やすいところに貼ってください)

① 収集業者へ電話で申込み
(品物と数を伝え､金額と収集日を確認してください) 粗大ごみ処理券 処理券の種類 金額(1枚)

200円券
400円券
1,000円券

200円
400円
1,000円

◎ シールは､一度貼ると使用できなくなりますのでご注意ください｡

第 4.5.11.12.13.14.15.16.
　 17.18.24.25.26

自　治　会

第 1.2.3.6.7.8.9.10.19.20.
 　21.22.27.28

自　治　会

 ℡042-597-4646

　藤　谷　産　業　㈱ 午前8時30分～
　    　午後5時まで

月曜日～金曜日
【祝日､年末年始を除く】

受　　　付

収集回数：月に1回

乾電池･水銀式体温計

火災防止のため以下を必ずお守りください。
・スプレー缶･カセット式ガスボンベは必ず中身を使い切るか､
　ガスを抜いて穴を開けて出してください｡
・ライターは､使い切るか､中身を抜いてから出してください。

用意していただいた容器に､別々に入れて出してください｡

蛍光管

カセット式ガスボンベ･スプレー缶･ライター
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