ENVIR

O N M EN T INF O R M A T I O N

●21日（土）は祝日ですが、東郷美化センターは通常どおり利用できます。

●買い物には、エコバッグなどを持って行きましょう。
●簡素な包装の商品を選び、過剰包装は断りましょう。

◆可燃・不燃ごみ、ビン・カンの回収日（3月）
可 燃
（毎週）

祐福寺

月・木

祐福寺公民館・東郷春木クリニック横

部田

月・木

部田コミセン・雇用促進住宅

不燃

資源回収場所

西白土

11・25日
火・金 （第 2・4
火・金 水曜日）

西白土ふれあいセンター

部田山

火・金

部田山コミセン

清水

火・金

清水コミセン

白土

傍示本

傍示本公民館

諸輪住宅

諸輪住宅集会所

和合ケ丘

月・木

和合ケ丘集会所

春木台

月・木

白鳥

月・木

白鳥コミセン・高嶺公園・尼ケ根公園

御岳

月・木

御嶽公園・大坊池公園

11・25日

4･18日
（第 1・3
押草団地（南） 月・木 水曜日）
押草団地（北） 月・木

◎可燃・不燃ごみは、決められ
た日の朝（午前 8 時まで）に
町指定ごみ袋に入れて、ごみ
集積場所に出してください。
◎前 日の夜など収集日以外に
出すと、ごみ集積場所付近の
住民に迷惑となります。ルー
ルを守り、集積場所の清潔保
持にご協力ください。

3 月 8 日（日）
（第 2 日曜日）

4･18日
火・金 （第 1・3
火・金 水曜日）

和合

回収日

白土コミセン・ゲートボール駐車場・ラドーニ東郷

11・25日

傍示本の一部 火・金
( 春木川より北東側 )

■可燃・不燃ごみの出し方

ビン・カン（地区資源回収）

地  区

和合公民館・知々釜グラウンド・牛廻間区駐車場

◎町 指定ごみ袋が貼り付けて
あるだけでは収集しませ
ん。必ず袋の中に入れてく
ださい。袋に入らないもの
は粗大ごみとして出してく
ださい。
■ビン・カンの出し方

春木台コミセン
3 月 15 日（日）
（第 3 日曜日）

押草団地公団集会所
押草団地 407 棟前

諸輪

火・金

諸輪公民館

3 月 8 日（日）

北山台

火・金

北山台コミセン・中央公園

3 月 15 日（日）

◎ビン ・ カン（地区資源回収）
は、設置してあるカゴ、袋に
分別して出してください（ビ
ン・カンは中を洗い、ビンは
キャップをできるだけ取っ
てください）
。
◎回収時間は、各地区の回覧な
どで確認してください（回収
日が変更されることがあり
ます）
。

◆資源回収にご協力ください
施設名

利用時間

北部資源回収ステーション
（愛知中部水道企業団南東） 9 時〜 16 時 30 分
中部資源回収ステーション （休業日：月曜日）
（中部保育園駐車場内）
尾三衛生組合
東郷美化センター
☎ 0561（38）2226
（株）石川マテリアル
☎ 0561（39）0123

回収品目
新聞・雑誌・段ボール・紙パック・古着・ビン・カン・ペットボトル・蛍光管・乾電池・
充電式電池・廃食油・紙製容器包装・雑がみ・プラスチック製容器包装・白色トレイ・
スプレー缶・使い捨てライター・ペットボトルキャップ・木製の割りばし・C DとD V D
および同ケース・インクカートリッジ・水銀入り体温計・小型家電（パソコン含む）

月〜金曜日 8 時 30 分〜正午
新聞・雑誌・段ボール・紙パック・古着・ビン・カン・スプレー缶・使い捨てラ
13 時〜 16 時 30 分
イター・C DとD V Dおよび同ケース・水銀入り体温計・自動車用バッテリー・
土曜日 8 時 30 分〜 11 時 30 分
金属製調理器具
（休業日：日曜日）
8 時〜 17 時
（休業日：日曜日）

新聞・雑誌・段ボール・紙パック・古着・カン

環境インフォメーション
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●問い合わせ：環境課☎ 0561（38）3111（代表）（内線 2189・2188）

微小粒子状物質（PM2.5）に
ご注意ください。
マイクロ

微小粒子状物質（P M2.5）とは、粒径2.5μ m
（2.5mmの1000分の１）以下の粒子状物質のこと
です。PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすい
ことなどから、人体への影響が懸念されています。
冬から春にかけて、このPM2.5の濃度が高まる可
能性があります。濃度が一定値を超えた場合は、県内
３区域（尾張、西三河、東三河）ごとに注意喚起が発
令されます。
注意喚起が発令されたら
●外出はできる限り控える。
●外出する場合は、マスクを着用する。
●屋外での長時間の激しい運動はできる限り減らす。
●窓の開閉を減らす。
※呼吸器系や循環器系に疾患のある人、子どもや高齢
者は、体調に応じてより慎重に行動してください。
3つの円は内側から
・PM2.5
・スギ花粉（直径は1mmの約30分の1）
・人間の頭髪（直径は1mmの10分の1前後）
を表しています。

尾三衛生組合へのごみの直接持ち込み
家庭から出た可燃・不燃・粗大ごみは、尾三衛生組
合東郷美化センターに直接持ち込み、処分できます。
●搬入時間（祝日も通常どおり搬入できます）
・月～金曜 午前8時30分～正午、午後1時～4時30分
・土曜
午前8時30分～11時30分
●料金 20kgまで200円（超過分は10kgごとに100
円加算）
●持ち物   運転免許証など町内在住を証明できるもの
●問い合わせ 尾三衛生組合☎0561（38）2226

粗大ごみ収集の予約は受付専用電話で
（受付センターへ）
■フリーダイヤル 0120（470）530
（受付は月～金曜日の午前 9 時～午後 5 時）
1 土日、
祝日は受け付けできません。
2 申し込みされた翌週の木曜日に収集します。
3 1 回の収集は 1 世帯 5 個までです
（1 個 510 円）
。
4 収集券は、お近くのスーパー、コンビ二などでお買
い求めください。
5 事業所から排出される物は対象になりません。
6 収集日前 3 日以内の申し込み内容の変更は、環境課
へご連絡ください。
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粗大ごみの処分方法
引っ越しなどで粗大ごみが出た場合は、以下の方法
で処分してください。
●自分で運搬できる人
尾三衛生組合へ直接持ち込んでください（左下「尾
三衛生組合へのごみの直接持ち込み」参照）。
※業者の車で搬入する場合などは、家庭ごみであると
いう証明が必要になります。処分するごみを積んだ状
態で、役場環境課までお越しください。また、搬入時
には、運転免許証など町内在住を証明できるものが必
要です。証明できるものがない場合や代理で搬入する
場合は、環境課までご相談ください。
●自分では運搬できない人
町の粗大ごみ戸別収集をご利用ください（左下「粗
大ごみ収集の予約は受付専用電話で」参照）。
※ごみは自分で、あるいは民間業者のサービスやシル
バー人材センターなどを利用して、指定場所へ出して
ください。また、収集の日にちが合わない人、一度に
5点以上出したい人などは、収集運搬業者を利用する
などして処分してください。

犬・猫はルールを守って飼いましょう。
最近、犬の散歩中のマナー（ふんの放置、引き綱を
つけないなど）や、猫のふん・尿に対する苦情が多く
寄せられています。
犬を飼っている人へ
●犬のふんは、飼い主が責任をもって片づけましょ
う。また、尿も水で洗い流しましょう。
●散歩のときも、引き綱は必ずつけましょう。
●ストレスがたまると無駄吠えすることがあります。
適度に運動させて、ストレスを解消させましょう。
●生後91日以上たった犬には、法律で登録（生涯で
１回）と狂犬病予防注射（毎年１回）が義務づけられ
ています。
●犬が死亡した、または所在地や所有者が変更した場
合は環境課へ届出をしてください。
●犬が逃げ出し、自宅に戻らない場合は、役場環境
課、愛知県動物保護管理センター ☎0565（58）
2323、愛知警察署 ☎0561（39）0110 に保護の
問い合わせを必ずしましょう。
猫を飼っている人へ
●ふん・尿のしつけや、日常の世話などは飼い主が責
任をもって行い、ご近所に悪臭などで迷惑にならない
よう正しく飼いましょう。
●野良猫にむやみに餌を与えるなど、無責任な行為は
しないようにしましょう。

