環

境

ごみ焼却施設および周辺土壌の
ダイオキシン類濃度測定結果

再生資源集団回収奨励金
再生資源を自主的に集団回収
する市内の自治会や婦人団体、
子ども会、ＰＴＡなどの非営利
団体に、回収量に応じた奨励金
を交付しています。

◦廃食用油…１リットル４円
環境政策課

申請・問合先

門真市エコ・アー

☎０６（６９０２）００４５

第６回
トコンクール作品を募集

関するポスターを募集します。

ごみの減量化やリサイクルに

体登録が必要です。
ぜひご応募ください。

交付を受けるには、事前に団
※詳しくは問い合わせ

クリーンセンターのごみ焼却
施設４号・５号炉における排ガ
◆奨励金の交付申請

応募・問合先
︲５

〒５７１︲００４２
深田町
リサイクルプラザ３階
門真市美しいまちづくり推進
協議会事務局（環境政策課）
☎０６（６９０２）７２１２

太陽光パネル・蓄電池の
共同購入参加者を募集
７月 日㈪まで

参加登録期間
※詳しくは府ホームページ参照
おおさか みんなのおうちに

問合先

応募方法

月

日㈫までに直接
申請に必要な物

土地として再建築を促すことを

取得し、除却することで１つの

狭小な隣接地の空き家などを

門真市空き家等除却
補助金を創設

ま ち づく り

☎０６（６９０２）５９１８

申請・問合先 課税課

ける場合

※携帯電話またはＰＨＳから掛

☎０５７０（０７５）３００

※固定電話から掛ける場合

☎０１２０（７５８）３００

太陽光事務局

※詳しくは市ホームページ参照

予定

※結果は市ホームページで発表

参または郵送

ている児童は環境政策課に持

◦市立小学校以外の学校に通っ

学校に提出

◦市立小学校に在学中の児童は

市在住の小学４年生

対象

８月 日㈫まで

募集期間

ス、飛灰、焼却灰およびごみ焼
登録団体は、３年上半期（１

却施設周辺土壌（市立若葉児童
月～６月）分の交付申請をして
ください。

遊園）のダイオキシン類濃度を

受付期間

２年度に測定した結果、すべて
の項目で基準に適合していまし
７月１日㈭～ 日㈭

た。
ごみの焼却量を減らすことが、
午前９時 分～午後５時
※正午～午後１時を除く

ダイオキシン類の排出抑制につ
ながります。ごみの減量とリサ
受付場所
対象となる再生資源・交付金額

リサイクルプラザ１階事務室

イクル、分別収集にご協力くだ

◦古紙（新聞、雑誌、ダンボー

さい。
※詳しくはホームページ参照
ル、紙パック）・古布…１キ

問合先
ログラム４円

分が分かる図面、身元確認書
類（運転免許証など）
※代理人が申告する場合は委任

土地の一部または全部を「公

金

クリーンセンター施設課

日㈫は、

状

トル、黒色で背中には赤色の帯

共の用に供する道路」として私

一定の要件を満たす人は申請

道路非課税申告

税

☎０６（６９０９）４３９２

日㈫～８月

セアカゴケグモに注意
７月
セアカゴケグモ等対策月間です。
セアカゴケグモは、強い毒性

状の模様があるのが特徴です。

道負担している場合、認定され

により固定資産税・都市計画税

を持ち、体長は約１センチメー

家庭用の殺虫スプレーで駆除

ると道路部分の固定資産税・都

が減免される場合があります。

固定資産税・都市計画税
の減免申請

できます。咬まれたときは、傷

市計画税が非課税になります。
道路形態で通行に何ら制約を
設けず、広く不特定多数の人

申請方法

口を流水で洗い、できるだけ早
環境政策課

く医療機関を受診してください。 対象
問合先

☎０６（６９０２）７２１２

身元確認書類（運転免許証な

対象地区 大橋町、上野口町、

今年度固定資産税納税通知書、 目的に補助金を創設しました。
※専用通路、通行制限、障害物

消

防

守口市門真市消防組合
消防本部からのお知らせ
ツイッターとフェイスブック、

◆公式ＳＮＳの運用を開始
インスタグラムのアカウントを
開設しました。
活動の様子や火災予防、各種
講習などさまざまな内容を情報

定例会の会議結果

◆守口市門真市消防組合議会

３月 日に定例会が開催され、

専決処分の報告、２年度補正予

守口市門真市消防組合

種設備機能が復旧するまでの間、

必要な電力を供給することがで

新庁舎には職員の技術練磨に

防災に取り組んでいきます。

え、職員一丸となって、まちの

今後も大規模災害の発生に備

きます。

必要な多目的訓練場や指令セン

問合先 守口市門真市消防組合

消防本部新庁舎の運用開始

ター、災害対策戦略室など大規

ージからダウンロード

口で配布または、府ホームペ

☎０６（６９０６）１３０２

消防本部予防課

模災害時に必要不可欠な設備が

また、屋上には自家発電設備

集約されています。

間に（仮称）松生町駅を追加

を設置することで、停電時に各

する都市計画変更

８月２日㈪～

申込期間

ルで送信（定員

人）

を明記し郵送または電子メー

ールに住所、氏名、電話番号

◦傍聴希望者…はがきまたはメ

㈱とするグループが優先交渉権

持ち物 上履き

◆公聴会

都市計画案を作成するにあた

り、公聴会を開催します。案の

概要は府計画推進課および市都

日㈪（必着）

モノレール、東部大阪都市計

部大阪都市計画高速鉄道大阪

（住所記載不要）

大阪府計画推進課

〒５４０︲８５７０

公聴会の申込先

画道路大阪中央環状線及び大

時から…東

市政策課にて閲覧できます。

とき・内容

東部大阪都市計画高速鉄道大

阪モノレール専用道の変更

①９月２日㈭午前

阪モノレール、東部大阪都市計

②９月２日㈭午後１時から…東

☎０６（６９４４）６７７６

【公聴会②】

☎０６（６９４４）９２７４

【説明会・公聴会①】

問合先 府計画推進課

②

①

画道路大阪中央環状線及び大阪

更

府都市計画室分室

keikakusuishin-02@gbox.pref.
osaka.lg.jp
keikakusuishin@sbox.pref.osa
ka.lg.jp

モノレール専用道の都市計画変

日㈭午後７時から、

ところ

市都市政策課

☎０６（６９０２）６２３８

申込方法

※申出書は門真市都市政策課窓

参または郵送

◦公述希望者…公述申出書を持

（大阪府庁別館７階）

日㈰午前 時から

画防災街区の整備の方針の変

方針の変更、東部大阪都市計

部大阪都市計画都市再開発の

７月

７月

とき

会を開催します。

更案を作成するにあたり、説明

◆説明会

府による都市計画変更の
説明会・公聴会

☎０６（６９０２）６３１１

問合先 地域整備課

報かどまでお知らせ

※詳しくは市ホームぺージや広

者として決定しました。

☎０６（６９０６）１１２３

問合先 総務課

ジに掲載

※議事録は消防組合ホームペー

承認、可決されました。

発信します。ぜひご覧ください。 算および３年度予算がそれぞれ
問合先 予防課
☎０６（６９０６）１３０２

☎０６（６９０２）６２３８

申込・問合先 都市政策課

緑化樹配布事業のご案内
緑豊かな潤いのあるまちづく
りを進めるため、住宅地や工場、
事業所などを対象に樹木を無償
で配布します。樹木を植え、育
ててみませんか。
申込期間 ８月 日㈮まで
※詳しくは市ホームページ参照
申込・問合先 道路公園課
☎０６（６９０２）６２４２

門真市幸福町・垣内町地区
まちづくり用地活用事業に
おける優先交渉権者を決定
５月 日に開催された門真市

※事前申込不要

寿町、月出町、堂山町、常盤

幸福町・垣内町地区まちづくり
町、浜町、舟田町

ところ

ど）、個人番号確認書類（マ

変更案の内容

イナンバーカードなど）

用地活用事業に関する選定委員

がある、他人に有料で貸し付

会からの答申を踏まえ、代表法

大阪モノレール南伸区間の門

市立公民館
除却費用、隣接地購入費用

真市駅と（仮称）門真南駅の

せ

対象経費

人を住友不動産㈱、構成員を京

けている、植木鉢、自転車な

や来庁が困難な場合は問い合
わせ

阪電鉄不動産㈱、ミサワホーム

※本人が申請。本人による申請
く
印鑑、地積測量図など道路部

フェイスブックは
こちら

※補助額など詳しくは問い合わ

どを置いている場合などを除

が利用している道路

19

19

☎０６
（６９０９）
４１２９

環境政策課

新型コロナ感染症拡大防止のため中止します。

かどま七夕キャンドルナイト開催中止

10

16

ツイッターは
こちら

31

30

10

31

インスタグラムは
こちら
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申告に必要な書類
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