●資源回収ステーションや地区資源回収でペットボトルを出すときは、ラベルをはがし
てください。
皆さんへの
お願い

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。

◆燃えるごみ（可燃）、金属類ごみ、陶磁器・ガラスごみ、ビン・ペットボトルの収集日（6月）
可燃
金属類
（毎週）

地区
祐福寺
部田

ビン・ペットボトル（地区資源回収）

陶磁器
ガラス

資源回収場所
祐福寺公民館・東郷春木クリニック横

月・木

部田コミセン・雇用促進住宅
13・27 日 27 日 西白土ふれあいセンター
（第 2・4 （第 4 水
水曜日） 曜日） 部田山コミセン
清水コミセン

西白土
部田山
清水

回収日

◎燃えるごみ、金属類ごみ、陶
磁器・ガラスごみは、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
6 月 10 日（日） に出してください。
（第 2 日曜日） ◎前日の夜など収集日以外に

※回収時間は、
傍示本
各地区の回覧な
火・金
傍示本公民館
傍示本の一部
ど参照。回収日
( 春木川より北東側 )
は変わる可能性
6・20 日
20 日 和合公民館・知々釜グラウンド・ あり。
和合
（第1・3 （第 3 水 牛廻間区駐車場
水曜日） 曜日）
諸輪住宅
諸輪住宅集会所
和合ケ丘

和合ケ丘コミセン

春木台
白鳥

13・27 日

27 日

白鳥コミセン・高嶺公園・
尼ケ根公園

月・木

御岳
押草団地（ 北 ）
押草団地（ 南 ）

春木台コミセン

御嶽公園・大坊池公園
6・20 日
20 日
（第1・3 （第 3 水 押草団地 204 棟横ごみ集積所
水曜日） 曜日） 押草団地 407 棟前

諸輪

諸輪公民館

北山台

北山台コミセン・中央公園

火・金

白土

13・27 日

27 日

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 )

■燃えるごみ、金属類ごみ、陶
磁器・ガラスごみの出し方

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 月 17 日
（日） ◎設置してあるかご、袋に分
（第 3 日曜日） 別して出してください。
◎ビンは中を洗い、ふたはで
※回収時間は、 きるだけ外してください。
各地区の回覧な
◎ペットボトルは中を洗い、
ど参照。回収日
軽くつぶして出してください
は変わる可能性
（外側のラベルは、はがしてく
あり。
ださい）。ふた・ラベルは、本体
とは別に回収します。

◆資源回収にご協力ください
施設名

利用時間

一方の施設でのみ回収している品目

共通の回収品目

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）

小型家電(パソコン含む) 、プラス
チック製容器包装、ペットボトル、
ペットボトルキャップ、紙製容器包
装、雑がみ

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

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

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、蛍光
管、乾電池、ボタン電池、
充電式電池、廃食用油、
白色トレイ、スプレー缶、
使い捨てライター、割りば
し、インクカートリッジ、水
銀入り体温計、バッテリー
環境インフォメーション

26

●問い合わせ：環境課☎0561（56）0729

資源回収にご協力ください。
町内には、資源回収ステーションが2カ所あり、さ
まざまな資源物を回収しています（回収品目の詳細
は、右ページ下参照）。ごみの削減、資源の有効利
用のため、資源回収にご協力ください。
また、ステーションでは、家庭から出る小型家電
も回収しています。
回収できる小型家電 電気・電池で動く使用済みの
家電で、おおむね町指定ごみ袋（50cm×80cm）
程度の大きさの物
【例】掃除機、電子レンジ、扇風機、ゲーム機、
ポータブルオーディオプレーヤー、デジタルカメ
ラ、カーナビ、ビデオカメラ、ビデオデッキ、携帯
電話、パソコンなど
回収できない小型家電
【例】布製、革製、木製の物（マッサージチェ
アー、電気毛布、木製スピーカーなど）、おも
ちゃ、家電リサイクル対象品目（テレビ、エアコ
ン、冷蔵庫、洗濯機）など

中部資源回収
ステーション

北部資源回収ステーション

北部資源回収
ステーション

尾三衛生組合へのごみの直接持ち込み

狂犬病予防注射はお済みですか。

家庭から出た燃えるごみ、金属類ごみ、陶磁器・ガ
ラスごみ、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。

生後91日以上たった犬は狂犬病予防法により、生
涯1回の登録と、毎年1回4月～6月に狂犬病予防注射
を接種することが義務付けられています。未接種の犬
は、獣医などで必ず接種させてください。

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

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）
◆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。
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中部資源回収ステーション

環境インフォメーション

お願い 町で犬を登録している人に、予防注射案内は
がきを4月にお送りしましたが、犬の死亡など内容に
変更がある場合は手続きが必要です。詳しくは、環境
課へお問い合わせください。

猫の家族さがし（譲渡会）
日時 毎月第３土曜日 10：00～11：30※途中参
加不可（受け付けは9：30から）
場所 愛知県動物保護管理センター（豊田市穂積町新
屋73-3）愛護館
対象 県内在住の成人で譲渡条件を満たす人（詳しく
は、愛知県動物保護管理センターへご確認ください）
内容 猫飼養に関する説明と譲渡
その他 飼養予定場所が集合住宅や借家の場合は、管
理規約などをお持ちください。また、当日譲渡を希望
する人は、キャリーケースや段ボール箱などをお持ち
ください。
申込み 当日、直接会場にてお申し込みください。
問合せ 愛知県動物保護管理センター☎0565-582323
HP：http://www.pref.aichi.jp/douai/kazoku/
nekojoutokai.html

