
くらしについて
地域活動推進課�市民センター担当

　地震による住宅の倒壊などを防ぐため、耐震化のための診
断・改修に対し助成を行っています。
●対象建築物
　旧耐震基準（昭和56年5月以前）により建築された木造住宅
●補助金額（予算の範囲内）
□耐震診断／費用の1/2で上限5万円
□耐震改修／費用の23/100で上限20万円
注意事項
　補助金交付決定前に着手した工事は対象とはなりません。
　なお、建物の安全性に関する意識の啓発および耐震改修の

　近年、所有者などの高齢化や経済的な事情などにより、適正
に管理されずに放置され、老朽化や荒廃化した空き家等が増
加し、倒壊や火災、犯罪の危険性など周辺住民の住環境への影
響が課題となっています。
　空き家の所有者などは、空き家が適切な管理が行われてい
ない状態にならないように自らの責任において適正な管理を
行う義務があります。
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」より
「空き家等」とは
□市内に所在する建物やその他の工作物およびその敷地
□常時無人の状態をいい、実際に生活実態のない状態をいう
「適切な管理が行われていない状態」とは
□�そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れ
のある状態
□�そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある
状態
□�適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損
なっている状態
□�その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態
空き家管理業務
　公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターと『空き家等
の適正管理に関する協定』を締結し、遠隔地に住んでいる方や
長期間留守にしている方などのために、管理不全な状態を防
止することを目的として、空き家の管理をお手伝いしていま
す。�
●空き家の見回り
　年4回　1万円
　年6回　1万2000円
※空き家の状態によって料金が変わります。
※別途料金により除草・枝おろし作業なども受注しています。�
※改めて現地を確認し御見積りをさせて頂きます。�
詳しくは鶴ヶ島市シルバー人材センターまでお問い合わせく
ださい（http://trade.gmobb.jp/turusc/）
●空き家バンク
　鶴ヶ島市空き家バンクは、空き家の売買・賃貸を希望する所
有者の方から申し込みいただき、当市のホームページなどで
物件情報を公開し、空き家の利用を希望する方に提供するシ
ステムです。
　鶴ヶ島市と公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西
部支部は、平成28年2月23日に「鶴ヶ島市空き家バンク媒介
に関する協定」を締結しています。

空き家の適正管理

木造住宅耐震診断・耐震改修補助

　市では、地域の拠点施設として市内に6つの市民センターと、市
民活動団体の活動拠点として市民活動推進センターがあります。
市民センター
　市民センターでは、各種講座、イベントなどの事業をはじ
め、さまざまなサークルが活動しています。
開館時間 �9時～22時
　　　　　※各種証明書発行は、平日9時～17時
　　　　　※12月28日～1月4日は閉館
●市民センターで取り扱う行政サービス
□�「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「税証明書」の発行（富士
見市民センター除く）
□「つるバス・つるワゴン特別乗車証」の申請受付および交付
□「重度心身障害者医療費助成金請求書」の申請受付
□「こども医療費助成金支給申請書」の申請受付
□「ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書」の申請受付
□「市町村交通災害共済手続き」の受付
□「自治会運営費補助金申請書」の申請受付
市民活動推進センター
　市民活動の情報発信の拠点として、さまざまな地域で行わ
れている市民活動の情報を収集し、提供します。
開館時間 �9時～21時� �

※12月29日～1月4日は閉館
受付業務
□ミーティングスペースの利用受付・作業室の利用受付
□ポスター・チラシの受付・展示スペースの利用受付
□図書の貸出しの利用受付

　市営住宅は公営住宅法に基づき、住宅に困窮している所得の
少ない人に対し、低廉な家賃で賃貸する住宅として設置されてい
ます。募集の際は、市の広報やホームページでお知らせします。
●入居資格
□�現に同居し、または同居しようとする親族がある人（婚約中も含む）
□申し込み時に鶴ヶ島市内に1年以上住所を有する人
□現に住宅に困窮していることが明らかな人
□税金を滞納していない人
□申請者および同居親族が暴力団員でない人
□入居申し込み時において基準内の収入である人
※�自己所有の住宅、独立行政法人都市再生機構住宅、特定優良
賃貸住宅、住宅供給公社住宅、県営住宅、市町村営住宅に居
住している人は、応募できません。
※�上記のほか、入居資格がありますので、詳細についてはお問
い合わせください。
●市営住宅の場所
　市営住宅（新町住宅）：鶴ヶ島市新町3-21-14

住宅について
都市計画課　開発建築担当

市営住宅

市民センター・市民活動推進センター
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　交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう。
　自転車利用者の交通事故が増えています。「自転車安全利用
五則」を守りましょう。
自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用
　埼玉県では自転車保険への加入が義務になります（平成30
年4月1日施行）。詳しくは埼玉県のホームページをご確認く
ださい。

交通安全について
安心安全推進課　交通安全・防犯担当

　警察署との連携により、地域の安心安全を守るため防犯活
動を推進しています。また地域住民による自主防犯活動団体
を支援します。

防犯活動について
安心安全推進課　交通安全・防犯担当

浄化槽の維持管理・各種届出など
浄化槽の維持管理
　市内では、多くの家庭で浄化槽が使用され、日常生活で重要
な役割を果たしています。しかし、正しい使い方と適正な管理
を行わないと、河川の水質悪化や悪臭の発生原因となります。
浄化槽の使用上の規則、保守点検および清掃は、浄化槽法に定
められています。

浄化槽について
生活環境課　環境保全担当

実施の促進を図るため、既存木造住宅の所有者から希望が
あった場合、簡易耐震診断を無料で実施しています。

適正な管理
保守点検を受けましょう
　浄化槽の点検・調整・修理の作業です。浄化槽の規模や処理
方式により点検の回数が定められています。点検は、専門業者
（埼玉県登録業者）に依頼してください。
清掃を行いましょう
　浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗
浄する作業です。清掃は、年に1回以上（全ばっき方式は、6か
月に1回以上）実施しなければなりません。清掃は、市の許可
した業者に依頼してください。
法定検査を受けましょう
●設置後の水質関係検査
　�設置された浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確
認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過し
た日から5か月間に受けなければなりません。
●定期検査
　�浄化槽の維持管理が適正に行なわれ浄化槽の機能が確保さ
れているか確認するものです。保守点検および清掃とは別
に、必ず年1回受けなければなりません。
申込先と検査機関 �
　埼玉県環境検査研究協会（☎048-649-5151）
浄化槽に関する各種届出等
　次に該当するときは、届出書などを提出してください。
⑴浄化槽設置届出書
　建築物の新築や改築などを行わない（建築確認申請を伴わ
ないもの。）で、浄化槽を設置するとき。設置予定の21日以上
前に提出してください。�
⑵浄化槽変更届出書
　建築物の新築や改築などを行わない（建築確認申請を伴わ
ないもの。）で浄化槽の構造または規模を変更するとき。変更
予定の21日以上前に提出してください。
⑶浄化槽使用廃止届出書
　浄化槽の使用を廃止したとき。
⑷浄化槽使用開始報告書
　浄化槽の使用を開始したとき。
⑸浄化槽管理者変更報告書
　浄化槽の管理者を変更したとき。
⑹浄化槽技術管理者変更報告書
　処理対象人員501人以上の浄化槽の技術管理者を変更した
とき。

脚折雨乞
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浄化槽の補助制度（転換によるもの）
補助金交付条件
　次の⑴～⑷全ての条件に該当する場合は、補助金交付の対
象となります。
⑴補助対象地域
　鶴ヶ島市生活排水処理基本計画による浄化槽整備区域。
⑵補助対象者
　申請者自身がお住まいになられている住宅（住民登録を置
く場所）で、既存単独処理浄化槽または既存汲み取り便槽から
転換し、処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽を設置する
方です。ただし、浄化槽を設置する建築物が、建築基準法（昭和
25年法律第201号）第6条第1項または第6条の2第1項の規
定による確認を伴う場合は、除きます。
※�店舗などと一緒になっている住宅については、延べ床面積
の2分の1以上が居住に供する部分であることが条件とな
ります。
⑶補助対象浄化槽
　生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）の除去率
90％以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム
（日間平均値）以下の機能を有し、国土交通大臣の型式認定を
受け、かつ浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合
している処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽のうち、環
境配慮型浄化槽の性能要件を満たすものに限ります。
⑷その他
1：�浄化槽の処理水の放流先（道路側溝・雨水管など）を確保で
き、最終桝（どろ留深さ15㎝以上）を設置すること。（道路建
設課で確認）なお、処理水の放流先（道路側溝・雨水管など）
がない場合で、土壌浸

しんじゅん

潤トレンチ方式で設置できる場合は
補助対象になります。

2：市税が未納となっていないこと。
3：�事前に市へ補助金交付申請書を提出し、交付決定後、浄化
槽の設置工事を行うこと。

4：�設置完了後30日以内または3月20日のいずれか早い日ま
でに実績報告書を提出の上、3月末日までに市の完了検査
を受けることができること。

対象となる費用 人槽区分 上限額 

浄化槽本体の価格および設置
に要する費用

� 5人槽 35万2000円
� 7人槽 43万4000円
10人槽 56万8000円

配管にかかる費用
� 5人槽 14万5000円
� 7人槽 11万7000円
10人槽 � 7万3000円

既存単独処理浄化槽などの処分費用 � � � � � 9万円
既存汲み取り便槽の処分費用 � 4万5000円

　し尿のくみ取り、浄化槽の清掃、汚泥の引き抜きは、市が許
可している業者に依頼してください。
浄化槽清掃業許可業者／一般廃棄物処理業許可業者（し尿く
み取り）

業者名 住所 電話番号
安川商事 毛呂山町前久保378 049-294-4411
太盛運輸 川越市岸町3-19-5 049-242-1168
毛呂山清掃 毛呂山町大類522-1 049-294-0459
正和清掃社 坂戸市八幡1-3-42 049-281-1678
加藤商事 川越市上寺山4-1 049-222-5957
川越衛生舎 川越市小仙波町4-17-2 049-222-3034
坂戸公衛社 坂戸市中富町1-12 049-281-0435
石川商事 川越市小仙波927-2 049-222-3047
笹沼商事 坂戸市花影町7-7 049-281-4420
新東 毛呂山町阿諏訪1483 049-294-6349
第一商事 坂戸市中富町11-2 080-9211-8648
清水設備工業所 鳩山町大豆戸345-7 049-296-1610

し尿くみ取り・浄化槽清掃業者

補助金額
　補助金の交付の対象となる費用および上限額は、下表のと
おりです。

高倉コスモス
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犬の登録としつけなど
犬の登録
　生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法により登録が
義務づけられています。�
　登録は一生涯に1回です。
　交付された鑑札は、首輪などに付けてください。�
　鑑札を首輪に付けることで、行方不明になった時などにす
ぐに所有者がわかります。
狂犬病予防注射
　犬の飼い主は、狂犬病予防法により毎年1回狂犬病の予防
注射を受けさせなければなりません。
　市が実施する集合注射（毎年4月頃実施予定）、または動物
病院で予防注射を受けさせてください。
狂犬病予防注射済票
　狂犬病予防注射済票は、その年に狂犬病予防注射を実施し
た証です。
　予防注射を受けた後、動物病院が発行する注射済証を持っ
て市（生活環境課）に申請してください。
　狂犬病予防法では、注射済票と鑑札を犬に着けておかなけ
ればならないと定められています。
手数料一覧表

項目 金額 備考

登録料 3000円 一生涯に1回の登録です。鑑札を交付します。
狂犬病予防注射済
票交付 550円 毎年更新が必要です。予防注射後に注射済票を交付します。

鑑札再交付 1600円 鑑札を紛失または破損した時などの再交付の費用です。
狂犬病予防注射済
票再交付 340円 注射済票を紛失または破損した時などの再交付の費用です。

動物・ペットについて
生活環境課　環境推進担当

犬の死亡
　犬が死亡したときは、30日以内に市（生活環境課）に「犬の
死亡届」を提出してください。鑑札および注射済票は返還をお
願いします。
　市では、死亡したペットの引き取りは行っていませんので、
ペット葬祭業者に依頼するなどしてください。

　住み良い住環境は、皆さんの願いですが、飼い猫のことで近
所同士のトラブルに発展する場合もありますので、飼い主は
責任を持って飼いましょう。
猫を飼う前に
　猫を飼う前に近所に迷惑をかけずに終生飼うことができる
か、もう一度考えましょう。また、毎日の食事だけでなく、病気
をした時の治療費などにもお金がかかります。
不妊去勢手術
　不幸な猫を増やさないためにも、避妊・去勢手術を行いま
しょう。めす猫は発情期の夜鳴きがなくなり、子宮蓄膿症など
の病気予防にもなります。また、おす猫は、けんかでけがをし
たり、遠出をして帰ってこなくなることが少なくなります。
捨てないで
　猫は家族の一員です。やむを得ない理由で飼えなくなった
時や、子猫が生まれて飼えない時は、新しい飼い主をみつけま
しょう。
身元表示
　飼い主のいない猫と識別をするために、首輪・名札などで身
元表示をするようにしましょう。迷子になっても連絡が入り、
戻ってきます。

猫のしつけなど
埼玉県動物指導センター　熊谷市坂井123

☎048-536-2465
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　農業振興地域内の農用地区域になっている土地について
は、農業振興地域の整備に関する法律により、農業以外の目的
に利用することができません。やむを得ず農業以外の用途（農
家住宅や分家住宅など）に転用する場合、法律で許可されるよ
うな農地転用に限り、農用地区域から除外することができま
す。
　除外申請は、農地転用ならびに開発行為等許可基準に適合
する計画でないと許可されませんので、申請を希望する場合
は、具体的な計画を立てたうえで、事前にご相談ください。
　農用地区域から除外されるまでの期間は、申請してから8
～10か月です。

農業について
産業振興課　農政担当

農用地区域からの除外手続

　市では、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農
用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促
進などによる農用地の利用の効率化および高度化の促進を図
り、農業の生産性の向上に資するため、農地中間管理事業を推
進しています。農地中間管理事業は、農地中間管理機構が、農
業をリタイヤするなど農地を貸したい人から農地を借受け、
農業経営を拡大したい人にその農地を貸付ける事業です。埼
玉県では、公営社団法人埼玉県農林公社が、農地中間管理機構
に指定されています。
　市では、埼玉県農林公社から受託した貸借の手続などの一
部業務を行っていますので、農地を貸したい・借りたいと考え
ている人はご相談ください。

農地中間管理事業

　市民農園を開設する農家などに対して開設にかかる費用
や、開設手続きなどの支援を行います。
開設費用の補助
　農家が開設する市民農園の整備にかかる費用を補助します。
　1平方メートル当たり50円を限度とします。（年間10万円
が限度となります。）
●開設規模…500平方メートル以上（新規の開設に限ります。）
●�拡張規模…300平方メートル以上（農園を拡張する場合に限
ります。）
開設支援
　申請書類の作成や農園利用者の募集などのお手伝いをしま
す。

市民農園開設費補助金

　農家の皆さんが、必要な時に畑の土壌状態を把握できるよ
うに、簡易な土壌診断測定器を貸し出します。
対  象  者 鶴ヶ島市内の農業者
貸出場所 農業交流センター
貸出時期 �火曜日から土曜日（8時30分～17時）ただし祝日

は除く。
貸出期間 1日単位（最大2日）
申込方法 �産業振興課農政担当へ直接またはお電話でお申し

込みください。
そ  の  他 測定できる内容は、ph、窒素、リン酸、カリなど9項目

土壌分析測定器の貸出

　アグリサポート推進事業（援農制度）は、後継者不足や高齢
化による人手不足に悩む農家と、農業をサポートしたい市民
を結ぶ事業です。それぞれが登録台帳に登録をして、条件に
合った相手を探し雇用契約を行います。登録の受付は、産業振
興課窓口で随時行っています。

援農制度

　鶴ヶ島市で農業経営を始めようとする、意欲ある新規の就
農者を支援します。
　対象者は、鶴ヶ島市内に住所を有する方または研修期間中
に鶴ヶ島市内に住所を有する見込みのある方などが条件とな
ります。

新規就農支援事業

　毎年、初夏から秋にかけてハチの営巣活動が活発になりま
す。
　そもそもハチは、花や樹木の受粉をしたり、毛虫や樹木の害虫
を食べたりと、自然の中で大きな役割を果たしている益虫です。
　一方、スズメバチは、攻撃性・威嚇性が高く、刺されると最悪
死に至ることもあり、大変危険でもあります。
　ハチが巣を作ってしまった場合は、下記の事項に注意して
取り扱ってください。
駆除の方法
　市では、原則としてハチの巣の駆除は行っていません。
駆除の方法には、下記の2通りの方法があります。
□個人で、ハチの巣を駆除する。
□駆除業者に依頼して、ハチの巣を駆除する。
スズメバチの巣の駆除
　スズメバチは、特に攻撃性・威嚇性が高いため、巣の駆除に
は専門の業者に依頼することをお勧めします。市では、業者の
紹介を行っています。

ハチの営巣活動にご注意ください
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北口児童公園 脚折町3-12-1 遊具
八幡児童公園 脚折町1-23 遊具
北ヶ谷戸児童公園 脚折町4-18-1 遊具
下向児童公園 脚折町6-11-6 遊具
雷電池児童公園 脚折町5-22-1 遊具、トイレ
羽折児童公園 羽折町10 遊具、トイレ
富士見西児童公園 富士見2-8 遊具
富士見東児童公園 富士見5-12 遊具
富士見南児童公園 富士見1-13 遊具
富士見台児童公園 松ヶ丘1-13 遊具
割原児童公園 松ヶ丘2-12 遊具
境児童公園 松ヶ丘3-15 遊具
向児童公園 南町1-19 遊具
大橋児童公園 南町2-1 遊具
富士見北児童公園 富士見4-20 遊具
鶴ヶ島南近隣公園 松ヶ丘5-28 遊具、トイレ、駐車場
鶴ヶ丘児童公園 鶴ヶ丘52-21 遊具

公園について
都市施設保全課　公園保全担当

富士見中央近隣公園 富士見4-1 遊具、トイレ、駐車場
脚折近隣公園 脚折町2-24 遊具、トイレ、駐車場
富士見緑地 富士見3・4・6
鶴ヶ島市運動公園 太田ヶ谷201-8 遊具、トイレ、駐車場
どんぐり公園 鶴ヶ丘376 遊具
富士見ハイツ公園 五味ヶ谷541-23 遊具
鶴ヶ丘西公園 鶴ヶ丘116-1・2 遊具
蔵ノ前公園 脚折1829-18 遊具
池の台東第一公園 脚折1384-83 遊具
星和公園 脚折1398-309・1 遊具、トイレ
上広谷東公園 上広谷1-55 遊具
羽折南公園 下新田574-56 遊具
池の台東第二公園 脚折1377-57 遊具
はなみずき公園 下新田621-312 遊具
柴山公園 藤金897-31・7 遊具
原山公園 脚折町4-8 遊具
大下西公園 藤金819-1 遊具
後谷公園 藤金804-14 遊具
大下東公園 藤金826-6 遊具
神明公園 上広谷244-17
大下東第二公園 藤金835-123 遊具
脚折三角公園 脚折1491-32 遊具
池尻池公園 高倉831 遊具、トイレ
さくら公園 上広谷142-90
若葉ふれあい広場 富士見2-1-1 トイレ
稲荷公園 下新田427-1 遊具
太田ヶ谷東公園 太田ヶ谷958-8 遊具
三彩公園 下新田字羽折地内 遊具
羽折緑道 下新田字羽折地内
仲道ポケットパーク 藤金880-37・40
道上ポケットパーク 藤金480-9 トイレ
前原公園 脚折1523-26 遊具
宮前公園 藤金584-17 遊具
せいりゅう公園 上広谷362-8 遊具
こえど公園 脚折1476-16 遊具
大下稲荷公園 藤金820-31 遊具
しもうしろ公園 太田ヶ谷948-26 遊具
松久保公園 脚折89-23 遊具
古都公園 松ヶ丘3-7-4 遊具
水堀第一公園 下新田201-17・18 遊具
新町中央広場 新町2-16 遊具、トイレ
柳戸広場 柳戸町4 遊具
しもまえ公園 藤金309-6 遊具
なかまるまえ公園 鶴ヶ丘273-18 遊具

　農業用施設の増改築、農機具の購入などに必要な資金を借
り入れた場合に、利子補給をしています。JAいるま野または
産業振興課農政担当にご相談ください。

農業近代化資金

公園一覧

農業委員会とは
　農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設
置される行政委員会です。
　農業委員会の意思決定は、農業委員からなる総会などで行
われます。
農業委員会の主な仕事
□農地の転用について
□農地の売買と貸借について
□農地の利用集積、集約について
□遊休農地の発生防止、解消について
□農地改良について
農地の転用について
　農地は、大切な食料の生産基盤であり、自然や緑を保全する
場として地域にとって大切な財産です。乱開発による無計画
な転用や無断転用は、地域の生活環境や農業、農地に大変迷惑
となりますので、農地の転用・売買・貸し借り・埋立てなどを行
う場合は、農業委員会にご相談ください。

鶴ヶ島市農業委員会
農業委員会事務局

Tsurugashima City Guide Book 2018鶴ヶ島市 暮らしの便利帳 67

く
ら
し・生
活
環
境

１８０１鶴ヶ島市(SG40)行政最終.indd   67 2017/12/04   8:43:05


