●18日（月・祝）も可燃ごみは通常どおり収集します。美化センターも利用できます。

〜今月の目標〜

●出かけるときは、バスや電車、自転車など環境に優しい交通手段
を選びましょう。
●地域の環境イベントに積極的に参加しましょう。

◆可燃・不燃ごみ、ビン・ペットボトルの回収日（7月）
地  区

可 燃
（毎週）

祐福寺
部田

月・木

西白土
部田山
清水

※回収時間は、
各地区の回覧
など参照。回
収日は変わる
可能性あり。

傍示本公民館
6・20 日 諸輪公民館
（第 1・3
和合公民館・知々釜グラウンド・牛廻間区駐車場
水曜日）
諸輪住宅集会所

和合
諸輪住宅
和合ケ丘

押草団地（北）
押草団地（南）
火・金

7 月 17 日（日）
（第
3 日曜日）
白鳥コミセン・高嶺公園・尼ケ根公園

御嶽公園・大坊池公園
6・20 日
（第 1・3 押草団地 204 棟横ごみ集積所
水曜日）
押草団地 407 棟前
北山台コミセン・中央公園

◎町 指定のごみ袋が貼り付け
てあるだけでは回収しませ
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。

◎設置してあるカゴ、袋に分別
して出してください。

13・27 日 春木台コミセン
月・木

◎前 日の夜など回収日以外に
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、集積場所をきれい
に保ちましょう。

■ビン・ペットボトルの出し方

和合ケ丘集会所

春木台

北山台

部田コミセン

火・金

諸輪

御岳

◎可燃・不燃ごみは、回収日の
朝（8：00 まで）
に町指定の
ごみ袋に入れて、ごみ集積場
所に出してください。

回収日

祐福寺公民館・東郷春木クリニック横

清水コミセン

傍示本の一部
( 春木川より北東側 )

白鳥

資源回収場所

白土コミセン・ゲートボール駐車場・ラドーニ東郷
13・27 日 ・レインボー東白土
（第 2・4
西白土ふれあいセンター
7 月 10 日（日）
水曜日）
（第 2 日曜日）
部田山コミセン

白土

傍示本

■可燃・不燃ごみの出し方

ビン・ペットボトル（地区資源回収）

不燃

※回収時間は、
各地区の回覧
など参照。回
収日は変わる
可能性あり。

◎ビンは中を洗い、ふたはでき
るだけ外してください。
◎ペットボトルは中を洗い、軽
くつぶして出してください
（外側のフィルムはそのまま
で結構です）。キャップと本
体は別々に回収します。

◆資源回収にご協力ください
施設名

利用時間

回収品目

北部資源回収ステーション
（愛知中部水道企業団南東） 9：00 〜 16：30
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）

新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古着、ビン、アルミ缶、スチール缶、ペットボ
トル、蛍光管、乾電池、ボタン電池、充電式電池、廃食用油、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、割りばし、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）、バッテリー

尾三衛生組合
月〜金曜日 8：30 〜 12：00
東郷美化センター
13：00 〜 16：30
（資源回収ストックヤード） 土曜日
8：30 〜 11：30
☎ 0561（38）2226
（休業日：日曜日）

新聞、雑誌、段ボール、紙パック（内側が白いもの）、その他紙パック（内側がア
ルミのもの）、古着、ビン、再利用ビン（ビール瓶、一升瓶など繰り返し使われる
ビン）、アルミ缶、スチール缶、蛍光灯、使い捨て電池、充電池、廃食用油、食品
白色トレイ、使用済みスプレー缶、使い捨てライター、木製の割り箸、インク
カートリッジ、水銀入り体温計、自動車用バッテリー、金属製調理器具、小型家
電（特定対象品目に限る）、CD及びDVD（同ケースも含む）、刃物
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）

エコファミリーになって
エコバッグを手に入れよう
環境に優しい取り組み（東郷版I S Oチャレンジ
100）をしてくれる人を募集していま
す。参加者には記念として、クルクル
アニマルエコバッグをお渡しします。
チャレンジの進め方
①環境課窓口か町ホームページで「東
郷版ISO宣言書兼行動記録表」を手に入れる。
②水を流しっぱなしにしない、照明をこまめに消すな
ど、環境に優しい取り組みを1カ月実行する。
③行動記録表を提出し、エコバッグをもらう。
実施期間 平成29年2月28日（火）までのうちの1
カ月間（事前申請不要）
対象 町在住者（1人1回限り）
提出方法 平成29年2月28日（火）
までに、環境課窓口、郵便、FAX、
メールのいずれかで。
・郵便 〒470-0198（住所不要）
東郷町役場環境課
・FAX 0561（38）7933
・メール tgo-kankyo@town.aichi-togo.lg.jp

ライトダウンキャンペーン
環境省では、地球温暖化防止のために、家庭やライ
トアップ施設に消灯を呼びかける「CO2削減／ライト
ダウンキャンペーン」を行ってきました。今年も6月
21日から7月7日まで実施しています。
また、7月7日を特別実施日、クールアース・デー
とし、午後8時から10時までの2時間の一斉消灯を呼
び掛けています。
明かりを消して、地球温暖化について考えてみませ
んか。詳しくは、ライトダウンキャンペーンホーム
ページ http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/
をご覧ください。

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～金曜日 8：30～12：00、13：00～16：30
・土曜日 8：30～11：30
料金 20kgまで400円（超過分は10kgごとに200
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
31

環境インフォメーション

境川生きものウォッチング
境川にすんでいる目で見える大きさの生物（指標生
物）をつかまえて、その生物から境川の水の状態を調
べる「生きものウォッチング（水生生物調査）」を行い
ます。
とき 8月6日（土）9：30～11：30
※雨天の場合は8月20日（土）に順延
ところ 境川（交通児童遊園付近）
対象 町在住の小学3～6年生の児童を含む家族また
はグループ（ただし、成人を1人以上含むこと）
定員 30人（先着順。保護者含む）
申し込み 7月1日（金）から電話、FAX、メール、
環境課窓口で受け付け。
・FAX 0561（38）7933
・メール tgo-kankyo@town.aichi-togo.lg.jp
※当日は、川に入れる服装でお越しください。
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

外来生物に注意しましょう
外来生物は、外国などほかの地域から入ってきた生
物のことです。もともとその地域にいた生物を捕食し
たり、その生息域を奪ったりして、自然のバランスを
崩してしまうことがあります。また、毒を持っていた
り、性格が狂暴で人へ危害を加える生物もいます。
特定外来生物に指定された生物を許可なしに飼育、
栽培、保管、運搬、輸入すること、野外へ放つこと、
植えること、まくこと、許可を受けていない者に譲渡
することは禁止されています。
外来生物を「入れない・捨てない・拡げない」を合
い言葉に、在来生物や私たちの生活
を外来生物から守りましょう。
主な外来生物 アライグマ、ヌート
リア、ブルーギル、オオキンケイギ
ク（右写真）

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
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）
1 土・日曜日、
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外です。
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。

