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　　　　　　　←このマークが目印

中身を使い切る
汚れをふくかすすぐ
汚れが取れないものはもえるごみへ
・出す時間と場所
　8時00分までに地区集積所
　資源回収エコステーション
　※必ず指定ごみ袋に入れてください

●プラスチック製容器包装（プラ）

※平成29年10月から分別区分が一部変更となります。

　　　　　　　←このマークが目印

小さくたたむ
汚れが取れないものはもえるごみへ
・出す時間と場所
　7時00分～8時00分までに地区の分別集積所
　資源回収エコステーション
　※必ず指定ごみ袋に入れてください
　※10月までは従来通り回収します
　⇒10月からは地区集積所で毎週回収します。

●紙製容器包装（紙）

【ペットボトル】
　ラベルは外さず、横から軽くつぶす
【アルミ・スチール缶】
　マークの付いた飲料用の缶が対象
【飲料用のびん、食品・調味料のびん】
　色別に分けて、ふたを外して軽くすすぐ
　・出す時間と場所
　　7時00分～8時00分までに地区の分別
　　集積所
　　資源回収エコステーション

●ペットボトル・かん・びん

　環境課 ☎72-1111ごみ・資源の分別 問
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ダイレクトメールやパンフレットも可
ひもでしっかりしばる
雨天の場合、次回の分別取集日へ
・出す時間と場所
　7時00分～8時00分までに地区の分別集積所
　または資源回収エコステーション

●古紙・衣類

【金属類】
大きさは30㎝×50㎝×30㎝まで
※それを超えるものは粗大ごみへ
【危ないもの（スプレー缶、ライター等）】
使い切って穴を開けない
・出す時間と場所
　7時00分～8時00分までに地区の分別集積所
　または資源回収エコステーション

●もえないもの

割れたびんや汚れの落ちないびんが対象
大量の場合は一般廃棄物最終処分場へ
・出す時間と場所
　7時00分～8時00分までに地区の分別集積所
　または資源回収エコステーション

●陶磁器・ガラス

ストーブを捨てる際は、灯油を使い切る
・出す時間と場所
　7時00分～9時00分までに粗大の集積所で年４回
（日程・場所は広報・ホームページでお知らせします）
　またはクリーンセンター常武

●粗大ごみ

生ごみの水分はよく切る　草・枝の土は落とす
金属部分は取り外してもえないものへ
指定袋に入らない大きさのごみは粗大ごみへ
・出す時間と場所
　7時00分～8時00分までに地区集積所
　またはクリーンセンター常武

※町で処理できないもの（農薬・灯油・冷蔵庫等）
は、販売店や専門業者に処理を依頼してください

●もえるごみ
（平成29年10月からもやさなければならないごみ）

（10月から紙類）汚れのあるもの以外の紙

10月から

10月から

10月から

ボタンや金具が
ついていても可
カーテン等の布類は
もえるごみへ発砲スチロール

雑誌・雑紙

ダンボール

牛乳パック

衣類新聞

傘

パソコン

蛍光灯・電球

電話機
電子レンジ

掃除機

扇風機

●布部分は
　もえるごみへ

金属スプーン類

刃物類

スプレー缶

【コード・
　針金類】

【危ないもの】【金属類】

ライター

鏡

割れたびん
汚れの落ちない
びん

陶器の
置物

植木鉢

グラス類

皿

タンス

ソファー

布団・毛布 ストーブ類

自転車

鏡台

生ごみ ぬいぐるみ

CD・DVD
かばん

紙くず

文房具
草・枝

武豊町指定袋

プラス
チック製
容器包装

武豊町指定袋

もやさな
ければなら
ないごみ

武豊町指定袋

紙類



☎（0569）73-5700

鈴木獣医科医院鈴木獣医科医院

☎0569-73-0363

〒４７０-２５２１武豊町東大高字石曽根31-2
（東大高交差点西へ150m）

診療時間 月

○

○

休診日／日曜・祝祭日

午前 9：00～12：00

午後 5：00～8：00

火

○

○

水

○

○

木

○

○

金

○

○

土

○

○

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、「年1回の狂犬病予防注射」と「一生に1回の登録」が義務付け
られています。
　武豊町では一部の動物病院に鑑札・狂犬病注射済票の交付事務を委託しています。
　交付ができる動物病院は、武豊町ホームページ内にある「武豊町の犬の鑑札、注射済票を交付している動
物病院一覧」をご覧ください。交付ができない病院で注射した場合は、下記の方法で申請してください。

動物保護管理センター知多支所
　TEL：21-5567
半田警察署
　TEL：21-0110
半田斎場
　TEL：27-8700

こんなとき どうする

　環境課 ☎72-1111犬の登録と狂犬病予防注射 問 　環境課 ☎72-1111環境関連施設 問
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1.動物病院で注射済の証明をもらい、環境課へお持ちください
2.環境課で狂犬病予防注射済票を交付します（交付手数料は550円）

●狂犬病予防注射

（字壱町田27番地　TEL：72-0530）
　常滑市と武豊町のごみ処理に関する業務を共同処理するため、昭和
37年9月11日に設立された一部事務組合です。常滑市、武豊町の地区収
積場所で回収したごみを適正に処理しています。
■受入時間
　月曜日～金曜日（年末年始を除く）
　　 8時30分～11時30分
　　13時00分～16時00分
　土曜日（※第3土曜日は休み）
　　8時30分～11時30分
■搬入できるもの
　粗大ごみや可燃ごみ
　※受入基準がありますので、詳しくはお問合せください

●クリーンセンター常武／常滑武豊衛生組合

（字壱町田273番地）
　家庭から出る不燃物を埋立てし
ています。
■受入時間
　木曜日（年末年始を除く）
　13時00分～16時00分
■搬入できるもの
　家庭から出る陶磁器、ガラス、
　ブロック、少量の砂・土等
　※事前に、環境課での手続きが
　　必要です

●一般廃棄物最終処分場
（半田市乙川末広町100番地1　TEL：21-5567）
　行方不明犬の保護やペットの飼い方等の相談を受付けています。
■受付時間
　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　9時00分～17時00分

●愛知県動物保護管理センター知多支所

（半田市鵜ノ池町19番地　TEL：27-8700）
　動物の火葬を行います。予約不要ですが、斎場事務所での受付をお願
いします。
■受付時間
　友引・年末年始以外　9時00分～15時00分

●半田斎場

　月1～2回の地区での分別収集日にごみを出せない人が多くなってき
ています。そんな人のためにあるのがエコステーション。土曜日・日曜
日・祝日も受入可能です。
■受入時間
　年中無休（年末年始を除く）
　9時00分～15時00分
■搬入できるもの
　プラスチック製容器包装、紙製容器包装、かん、びん、ペットボトル、
　もえないごみ等、地区の分別収集に出せるもの

●たけとよ資源回収エコステーション
●おおあし資源回収エコステーション

1.狂犬病予防注射後、環境課に申請してください
2.環境課で犬の鑑札を交付します（交付手数料は3,000円）
※登録されている犬を譲り受けたり、購入した場合は、無料で鑑札を交付しますので、
　登録済の鑑札をお持ちください

鑑札・狂犬病注射済証を
なくした

環境課で再交付します。
鑑札再交付手数料：1,600円
狂犬病予防注射済票：340円

住所や飼い主が変わった
登録されている犬を譲り受けた・購入した、飼い主が変わった、住所が変わっ
た等の変更があった場合は、新しい飼い主がお住まいの市区町村に届け出て
ください。

犬が亡くなったら
環境課に死亡届を提出してください。
※半田斎場（友引、元旦休み）で火葬することができます。
　使用料金は1頭あたり3,140円です

犬がいなくなった 動物保護管理センター知多支所、環境課へご連絡ください。各施設で保護さ
れている場合もあります。また、最寄りの警察署にも連絡をしてください。

犬のしつけで困った 動物保護管理センター知多支所にご相談ください。

●犬の登録

●飼い主としてこんなときどうする？ 

●各種問合せ先

（字ヲヲガケ22番地3）
（字忠白田11番地1）



資源回収・アルミ缶高価買入・一般廃棄物許可

〒４７０－２３８５ 武豊町字北中根１丁目３３－１

FAX ０５６９－７４－０３４７
TEL 0569-74-0348

日東資源

おかげさまで　　 周年おかげさまで　　 周年
これからも快適な暮らしのために、
きれいな明日を考えます。

これからも快適な暮らしのために、
きれいな明日を考えます。

〒470-2357 武豊町字向陽三丁目1番地
TEL 0569-72-3764 FAX 0569-72-3762
〒470-2357 武豊町字向陽三丁目1番地
TEL 0569-72-3764 FAX 0569-72-3762

6060

ホームページhttp://www.e-eizen.com/

エイゼン

都市環境衛生の都市環境衛生の

町
も
心
も

美
し
く

伊 藤 清 掃
〒470-2555 武豊町字大門田18-2

TEL 0569-72-4714

・８時00分の時点で暴風警報が発表中の場合
　→中止します。次回収集日に出してください。
・７時00分～８時00分までに暴風警報が解除された場合
　→９時00分までに指定された集積所に出してください。

●もえるごみ・プラスチック製容器包装

・９時00分の時点で暴風警報が発表中の場合
　→中止します。直近の集積所の収集日をご確認の上、出してください。
・７時00分～９時00分までに暴風警報が解除された場合
　→10時00分までに指定の集積所に出してください。

●粗大ごみ

　暴風警報が発表されていても、ごみの受入れを行っていますが、道路や橋の通行止め、河川の増水等の災害
により、施設を閉鎖する場合があります。

●クリーンセンター常武・資源回収エコステーション

・7時00分の時点で暴風警報が発表中の場合
　→中止します。次回収集日に出していただくか、「資源回収エコステーション」をご利用ください。

●もえないごみ・資源・紙製容器包装

　環境課 ☎72-1111台風時のごみ収集 問
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