● 18 日（月）は祝日ですが、燃えるごみは通常どおり収集し、尾三衛生組合東郷美化
センターも営業します。
● 23 日（土）も祝日ですが、尾三衛生組合東郷美化センターは営業します。
皆さんへの

バケツなどの硬質プラスチック（硬いプラスチック）は、燃えるご
みとして出すようお願いします。適切な分別にご協力ください。

お願い

◆燃えるごみ（可燃）、燃えないごみ（不燃）、ビン・ペットボトルの収集日（9月）
可燃
（毎週）

地区
祐福寺
部田

資源回収場所

部田コミセン・雇用促進住宅

部田山

13・27 日 西白土ふれあいセンター
（第 2・4
水曜日） 部田山コミセン

清水

清水コミセン

傍示本

火・金

傍示本の一部
( 春木川より北東側 )

傍示本公民館
6・20 日
（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（南）

白鳥コミセン・高嶺公園・尼ケ根公園
御嶽公園・大坊池公園

諸輪

諸輪公民館

白土

北山台コミセン・中央公園

火・金
13・27 日

◎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、集積場所をきれいに保ち
ましょう。
◎町指定のごみ袋が貼り付け
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・ペットボトルの出し方

6・20 日 押草団地 204 棟横ごみ集積所
（第 1・3
水曜日） 押草団地 407 棟前

押草団地（北）

北山台

※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。

◎設置してあるかご、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

御岳

9 月 10 日（日）
（第 2 日曜日）

和合ケ丘コミセン

春木台
白鳥

◎可燃 ・ 不燃ごみは、収集日の
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

月・木

西白土

■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

9 月 17 日（日）
（第 3 日曜日）
※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）。ふたと本体は別々に
回収します。

白土コミセン・ゲートボール駐車場・ラドーニ東郷
（ビンのみ）・レインボー東白土 ( ビンのみ )

◆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・2187）

合併処理浄化槽への切り替えに
補助金を交付します
町では、生活排水で川や海な
どの水が汚れるのを防ぐため、
専用住宅でし尿のみを処理する
「単独処理浄化槽」を、し尿と
雑排水を併せて処理する「合併
処理浄化槽」に切り替える人
に、補助金を交付しています。
補助対象区域 町内の市街化調整区域
補助対象浄化槽 生物化学的酸素要求量（BOD）除
去率90％以上、放流水のBOD20mg／Ｌ（日間平均
値）以下の機能を有する10人槽以下の浄化槽
※補助条件など詳しくは、お問い合わせください。

町内のレジ袋辞退率を報告します
町内のレジ袋削減協力店5店（平成28年度時点）
でのレジ袋辞退率は次のとおりです。
年度別レジ袋辞退率
平成26年度 88.04％
平成27年度 88.05％
平成28年度 92.19％
各店舗に協力をお願いした平成
22年度以降、全ての年度で目標
値の70％を達成できました。
環境負荷の少ない循環型社会の実現に向け、今後も
ご協力よろしくお願いします。

粗大ごみ収集の予約は受付専用電話で
（受付センターへ）

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

フリーダイヤル☎ 0120
（470）
530
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）
◆土・日曜日、祝日は受け付けできません。
◆申し込みされた翌週の木曜日に収集します。
◆ 1 回の収集は 1 世帯 5 個までです。
（1 個 510 円）
◆収集券は、お近くのスーパー、コンビニなどでお
買い求めください。
◆事業所から排出される物は対象外です。
◆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。

燃えないごみ用袋を、
資源袋 金属類用袋と陶磁器・ガラス用袋に変更します
10月から、燃えないごみ用袋を廃
止し、「資源袋 金属類用」と「資源
袋 陶磁器・ガラス用」の2種類に分
けて燃えないごみを収集します。
金属ごみや陶磁器ごみ、ガラスご
みを効率的に資源化し、埋め立て最終処分量を削減す
るためです。皆さんご協力をお願いします。
収集方法はいつから変更する？
10月4日（水）の収集から変更します。収集日は
次のとおりです。
9月現在燃えないごみの収集日が第1・3水曜日の地区
→10月からは

第 1 水曜日

金属類

第 3 水曜日

金属類、陶磁器・ガラス

9月現在燃えないごみの収集日が第2・4水曜日の地区
→10月からは
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第 2 水曜日

金属類

第 4 水曜日

金属類、陶磁器・ガラス

環境インフォメーション

新しい袋の販売開始日と値段は？
10月1日（日）から町指定ごみ袋販売店で、それ
ぞれ10枚入り150円で販売します。
袋の色は中身が見える無色透明にし、区分の異なる
ごみが入るのを防ぎます。また、スプレー缶などが見
えることで、作業員の安全を確保します。
燃えないごみ用袋はいつまで使える？
10月以降も当分の間使用できます。ただし、金属
類と陶磁器・ガラスを分けて袋に入れ、それぞれ決め
られた収集日に出してください。
ごみ出しのルールをもっと詳しく知りたい！
「ごみと資源の分け方・出し方」パンフレットを、
広報とうごう10月号と同時に配布する予定です。各
ごみの出し方や、品目ごとに「燃えるごみ」「金属
類」「陶磁器・ガラス」などの区分を示した分別早見
表を掲載します。また、町ホームページにも掲載しま
すので、そちらでご確認ください。

