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令和４年（2022年）7月21日（木曜日） No.１５０８区のおしらせ 7 月 2 1 日号

自動車公害
排出ガス調査
　大気汚染物質である窒素酸化物と
浮遊粒子状物質は、濃度が高くなる
と人の健康に影響を及ぼすことが懸
念されており、その主な発生源は、
自動車排出ガスです。
　この自動車排出ガスによる大気の
汚染状況を把握するため、区内主要
道路などにおいて、窒素酸化物のう
ちの二酸化窒素および浮遊粒子状物
質の１カ月間連続測定を実施しまし
た。
　調査結果は、二酸化窒素および浮
遊粒子状物質において、全ての調査
地点で環境基準を超えた日はありま
せんでした。
騒音・振動調査
　区内の主要道路において、自動車
騒音・道路交通振動調査を実施しま
した。
　騒音・振動ともに、測定した全て
の地点で、要請限度を下回っていま
した。
沿道の住戸における自動車騒音の環
境基準達成状況調査
　区内の主要道路ごとに、道路境界
から背後地を含めた50ｍの範囲にお
ける各住戸の自動車騒音による環境
基準の達成状況を調査しました。

　調査結果は、全ての評価区間の合
計達成率は昼で95.5％、夜で94.6％
でした。
　区ではこれらの自動車公害調査結
果を踏まえ、都などと連携を図り、
自動車の適正使用などの排出ガス削
減対策や騒音対策の推進に努めてい
きます。
大気汚染常時測定
　大気汚染物質の状況を区役所本庁
舎で常時測定しています。
　測定結果は、二酸化硫黄・一酸化
炭素・二酸化窒素・浮遊粒子状物質
は環境基準を達成していましたが、
光化学オキシダントは達成できませ
んでした。
　大気汚染の主な発生源である自動
車排出ガスを減らすため、公共交通
機関などの利用や低公害・低燃費車
への乗り換え、エコドライブの実践
にご協力をお願いします。
河川水質調査
　区内の河川と運河６カ所において、
年４回季節ごとに水質調査を行って
います。
　年間を通した調査結果の平均値で
は、溶存酸素量（ＤＯ）については、
朝潮運河で環境基準を満たしていま
したが、隅田川、神田川、日本橋川
では満たしていませんでした。

　また、生物化学的酸素要求量（Ｂ
ＯＤ）については、全ての河川で環
境基準を満たしていました。
　川の汚れの原因は、私たちの生活
と大きく関連しています。せっけん
や洗剤の使用を適量にし、油や食べ
残しを下水に流さないなど家庭から
の排水に気を付けること、川にごみ
などを捨てないことで川はきれいに
なります。

ダイオキシン類
　大気および土壌中のダイオキシン
類調査を実施しました。
　各調査とも、環境基準を大幅に下
回っていました。
共　通
◎ 各調査の詳しい内容は、区のホー
ムページをご覧ください。

逢環境課生活環境係
　☎（３５４６）５４０４

　「ちゅうおうエコ・オフィス町内
会」は、小規模事業所向けの企業参
加型古紙リサイクルシステムです。
　今まで燃やすごみとしていた古紙
を資源として回収し、再利用するこ
とでごみの削減にもつながります。
回収方法
　無料で貸し出す回収ボックス（４
個１組）に古紙を分別して入れるだ
けで、手間がかからず保管もすっき
り清潔にできます。また、定期的に
専門の回収業者がオフィスに伺い、
空のボックスと交換します。
◎ １個のボックスには、古紙が約20
㎏入ります。
回収品目
　上質コピー用紙、再生コピー用紙、
新聞・折り込みチラシ、雑誌、ダン
ボール、細断した紙など。

回収負担金（４月１日現在）
　共同回収することで回収料金が抑
えられ、さらに回収料金から古紙売
却代金を差し引くため、コストダウ
ンができます（回収料金や古紙売却
代金は紙の種類によって異なりま
す）。
・上質コピー用紙１ボックスの場合
　（22円/kg－４円/kg）×20kg＝360
円（税込み396円）
◎ 参加方法や料金など詳しくは、事
務局へお問い合わせください。

逢 ちゅうおうエコ・オフィス町内会
事務局代行

　（株）こんの東京営業所
　☎０９０（６７８９）８６９９
・制度に関すること
　中央清掃事務所排出指導係
　☎（３５６２）１５２４

　区内に在住、在勤、在学の皆さん
から区政に対する提案をいただき、
その内容を区政に生かしていく制度
です。皆さんからの独創的なアイデ
アをお待ちしています。
提案できる方
　満18歳以上で、次のいずれかに該
当する方
（１）区内に住所を有する方
（２） 区内に存する事務所または事業

所に勤務する方
（３）区内に存する学校に在学する方
◎ 区議会議員および区職員などは除
きます。
提案の内容
　提案は、創意工夫に基づく建設的
な内容で、かつ、具体的に内容が記
載された、次のいずれかに該当する
ものとします。
（１）区民福祉の向上に関すること
（２） 行政サービスの向上に関するこ

と
（３）公益上有効なものであること
提案の方法
　次のいずれかの方法により行って
ください。
（１） 区のホームページから専用入力

フォームを利用して投稿する
（２） 専用の提案書に記載し、企画部

広報課へ郵送または持参する
◎ 提案書は、区役所２階広報課、日
本橋・月島特別出張所の他、区施
設で配布しています。なお、提案
書は区のホームページからダウン
ロードすることもできます。
◎ 必要事項の記載漏れがある場合は
受け付けできません。

提案できない内容
　次のいずれかに該当するものは、
提案として受け付けできません。
（１） 特定の個人または団体を誹

ひ

謗
ぼう

中
傷するもの

（２） 国際情勢、社会情勢・国政など
に関するもの

（３）営利を目的とするもの
（４）宗教、思想などに関するもの
（５）匿名によるもの
（６） （１）～（５）に掲げるものの他、

区長が不適当と認めるもの
提案検討結果の公表
　いただいた提案は、実現の可能性、
既存事業との関係性、費用対効果、
効率性などの調査検討をし、その結
果を区のホームページおよび「区の
おしらせ　ちゅうおう」で公表しま
す。提案をお寄せいただいた方への
個別回答はしません。
◎詳しくは、茜をご覧ください。
令和３年度区政への提案結果
　令和３年度54件の提案書をいただ
きました。その内24件は匿名や「提
案できる方」の要件を満たしていな
いなどの理由で不受理とし、30件は
区への意見・要望であることから「区
長への手紙」として対応しました。
送付（問い合わせ）先
〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　広報課広聴係
　☎（３５４６）５２２２
茜 https://www.city.chuo.lg.jp/
kusei/mayor/kusei
henoteian/kusei_
teian.html

　民間事業者が都知事の認定を受け
て建設する賃貸住宅で、区が建設費
の一部助成や家賃減額助成を行うこ
とにより、高齢者が安全で安心して
暮らせる住宅として供給されるもの
です。この住宅の管理・運営は民間
事業者が行いますが、公正・適正な
運用となるよう、区が助言・指導し
ています。
　この住宅は、空き家が発生した時
点で抽選を行います。抽選に参加す
るには、あらかじめ待機者として登
録することが必要です。登録は随時
受け付けています。
住宅名など
　別表のとおり
申し込み資格
　60歳以上の単身者または同居者が
配偶者もしくは60歳以上の親族の方
で、次のいずれかに該当する方
①現に区内に住んでいること
② 現に都内に住んでおり、親族（親・
子など）が区内に住んでいること
③現に都内に住んでいること
◎ 申し込みが募集戸数を超えた場合
は、①②③の順に優先し抽選します。

◎ 高齢者向け優良賃貸住宅について
は、入居時において自立した日常
生活を営むことができることも要
件の一つです。

◎ 持ち家に居住している方は、あら
かじめ管理会社へご相談ください。

詳細な申し込み資格、間取りや家賃
など
　各住宅のパンフレットをご覧くだ
さい。
◎ 所得に応じて家賃減額制度があり
ます。

◎ 家賃の他に、共益費や緊急対応サ
ービスなどの費用が必要です。

登録の申し込み方法
　所定の申込書を直接管理会社に郵
送してください。
パンフレットおよび申込書の配布場
所
　区役所５階住宅課、日本橋・月島
特別出張所
◎ 郵送をご希望の場合は、管理会社
にご連絡ください。

逢住宅課計画指導係
　☎（３５４６）５４６６

別表
種　別 住宅名 所在地 管理会社

高齢者向け
優良賃貸住宅

イヨシ88 月島3－12－8
三幸ハウス㈱
☎（5452）0214パークビュー浜町 日本橋浜町2－38－7

Y・S日本橋浜町 日本橋浜町3－32－2

こもれび銀座一丁目 銀座1－21－11 エヌケー建物管理㈱
☎（5822）5942

サービス付き
高齢者向け住宅 ココファン勝どき 勝どき5－3－2 ㈱学研ココファン

☎（0120）616558

高齢者向け
優良賃貸住宅

令和３年度
大気汚染物質などの調査結果

ちゅうおうエコ・オフィス町内会
古紙リサイクルシステム

区政への提案
をお待ちしています

空き家待機者の募集

サービス付き
高齢者向け住宅


