● 3 日（木）、4 日（金）は祝日ですが可燃ごみの収集は通常通り行います。また、東
郷美化センターも通常通り営業します。
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（5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
9・23 日 23 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
5 月 13 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
2・16 日
16 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

9・23 日

23 日

白鳥コミセン・高嶺公園・
尼ケ根公園

白鳥
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
2・16 日
16 日
押草団地 204 棟横ごみ集積所
（第1・3 （第 3 水
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

9・23 日

23 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。

5 月 20 日
（日）
（第 3 日曜日） ■ビン・ペットボトルの出し方
◎設置してあるかご、袋に分
※回収時間は、 別して出してください。
各地区の回覧な
◎ビンは中を洗い、ふたはで
ど参照。回収日
きるだけ外してください。
は変わる可能性
◎ペットボトルは中を洗い、
あり。
軽くつぶして出してください
5 月 13 日
（日）
（外側のラベルは、はがしてく
ださい）。ふた・ラベルは、本体
5 月 20 日
（日） 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
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●問い合わせ：環境課☎0561（56）0729

連休中のごみ・し尿収集業務案内
●連休中でも、次のものは通常どおりです。
・可燃ごみ、資源ごみ（金属類、陶磁器、ガラ
ス）の収集日
・北部、中部資源回収ステーションの営業日
・尾三衛生組合への直接搬入
※可燃ごみの収集時間は、通常と
異なる場合があります。
※連休中は、尾三衛生組合の混雑
が予想されます。時間に余裕を
持ってご利用ください。
●粗大ごみの戸別収集
収集日
4月27日（金）までに
申し込んだ人
5月1日（火）、 5月2日（水）
に申し込んだ人

5月3日（木・祝）
5月10日（木）

オオキンケイギク駆除キャンペーン
オオキンケイギクは、繁殖力が強く在来の植物の生
育場所を奪うことから、「特定外
来生物」に指定されています。
町では、オオキンケイギクの駆
除に協力いただける個人、団体、
企業などを募集しています。
オオキンケイギクの特徴 5月か
ら7月にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるキク科の
多年草で、高さは0.3～0.7m程度です。道端や河川
敷、線路際などに生育します。
駆除するときの注意 根から引き抜き、種子が拡散しな
いようにビニール袋で密閉する。２～３日天日にさらす
などして枯らし、燃えるごみとして出してください。
根の引き抜きが難しいときは、地上部分の刈り取り
ち か けい
を繰り返すことで地下茎を弱らせられます。
キャンペーン期間 5月10日（木）から6月30日
（土）まで
内容 詳しくは、町ホームページをご覧ください。

く

●し尿汲み取り・浄化槽清掃
連休中は収集できない場合があります。連休前
に直接、収集運搬業者に申し込んでください。

ペットボトルの出し方が変わります
地区資源回収や資源回収ステーションで回収する
ペットボトルの出し方が、4月から一部変更になりま
した。
これまでは、外側のラベルは、はがさずそのまま出
してもよいことにしていましたが、これからは 外側

のラベルは、はがして出してください。
なお、はがしたラベルはプラスチック製容器包装
として回収します。
ペットボトルの本体とラベルは材質が違うため、よ
り効率的に資源化するための変更です。ご理解とご協
力をお願いします。

粗大ごみ収集の予約は受付専用電話で
（受付センターへ）

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。
33

環境インフォメーション

不法投棄監視カメラを設置しました
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
により処罰される犯罪で、不法投棄をした人は５年以
下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます。
しかし、このような厳しい罰則があるにもかかわら
ず、町内での不法投棄が後を絶ちません。
町では、環境省中部地方環境事務所が貸し出しを
行っている不法投棄監視通報システム（監視カメラ）
を借り受け、４月から町内の不法投棄が多発している
場所に設置しています。今後、不法投棄防止を目的
に、特に不法投棄が目立つ場所を中心に適宜移動して
設置する予定です。
■土地建物の所有者、管理者の人へ
人目に付きにくい場所や草などが生い茂っている場
所は不法投棄されやすくなります。定期的に草刈りや
見回り、柵を設けるなどの対策を行っていただき、不
法投棄をしにくい環境をつくることが重要です。

尾三衛生組合へのごみの直接持ち込み
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。
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

