グラムのごみ減量」をすると、１日に５トン、年間では１，８２５トンの減量
となり、ごみ処理費の削減にも繋がります。

１人ひとりの工夫や心掛けで、ごみを減らしていきましょう。

録と︑１年に１回の狂犬病予

り︑生涯に１回の飼い犬の登

いる方は︑狂犬病予防法によ

生後 日以上の犬を飼って

生ごみは水分を多く含むため重量があ
切りをしっかり行うと、悪臭を防止できる
ほか、ごみの重量を約10％減らすことが
できます。

リサイクル回収倉庫を活用

市では、市内４か所の公共施設内（市役所、中部コミュニティセンター、

住所変更があったときなどは︑

飼い主が変わったときや︑

してください︒

に﹁犬の登録抹消届﹂を提出

持ちの上︑地域づくり課窓口

り、また、腐敗すると悪臭を発します。水

録申請書﹂を提出して︑﹁鑑

地域づくり課窓口に﹁犬の登

ださい︒

︵狂犬病予防注射は平成 年

付手続きを行ってください

提出して︑﹁注射済票﹂の交

に﹁注射済票交付申請書﹂を

持ちの上︑地域づくり課窓口

発行される﹁注射済証﹂をお

で狂犬病予防注射を受けて︑

かかりつけの動物病院など

３月２日以降に接種すると︑
なります︶︒

平成 年度の注射済票交付と
◇飼い犬が死亡したときなど
飼い犬が死亡したときは︑

ださい︒
詳細は問い合わせください︒
◇各手数料
犬の登録手数料＝１頭につ

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

地域づくり課環境対策班

変更届＝手数料はかかりません︒

犬の登録抹消届︑登録事項

件につき３４０円

注射済票再交付手数料＝１

つき１︐
６００円

鑑札再交付手数料＝１件に

につき５５０円

注射済票交付手数料＝１件

１年に１回必要な手続きです︒ き３︐
０００円

◇ 狂犬病予防注射を受けたとき

録事項変更届﹂を提出してく

生後 日以上経ちましたら︑ 地域づくり課窓口に﹁犬の登

きです︒

狂犬病予防法に基づく
飼い犬の登録と狂犬病予防注射

ごみの処理費には約３億４千５百万円の予算が使われており、１人あた

防注射が義務付けられています︒ 札﹂の交付手続きを行ってく

登録がお済みでない方︑狂
犬病予防注射を受けさせてい
ない方は︑次のとおり手続き
を行ってください︵それぞれ
また︑飼い主が変わった場

所定の手数料が必要です︶︒
合や︑住所が変更になった場
合など︑届出事項に変更が生
じたときや︑飼い犬が死亡し
たときは︑登録事項変更の届
出や登録抹消の届出が必要と
なります︒
紛失した場合は︑再発行の

﹁
※鑑札﹂や﹁注射済票﹂を
手続きが必要です︒
◇ 飼い犬を新規に登録するとき

これらの新聞紙やダンボール等は可燃

ごみとして処理された場合は処理費がか

かりますが、リサイクル回収倉庫で回収さ

「平成31年度家庭ごみの出し方」
（ごみ収集カレンダー）
の配布

れた場合はリサイクル業者へ売却され、市

の財源（平成29年度は８４０万円の収入）

「平成31年度家庭ごみの出し方」を今月中に区

となります。リサイクル回収倉庫での資源

（自治会）を通じてご家庭に配布する予定ですの

回収にご協力ください。

で、ごみの分別方法など確認してください。

▶回収品目＝新聞紙（チラシを含む）、雑

なお、区（自治会）に加入されていないご家庭

誌、衣類、ダンボール、飲料用紙パック、コ
については、地域づくり課、

ピー用紙、雑がみ
中部コミュニティセンター、

センターやまべの郷の各窓
引っ越しなどにより︑くみ
る方や利用しなくなる方は︑
し尿くみ取りに関する手続き
が必要です︒
▼手続き場所＝地域づくり課

できません。

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５（７０）０３８６

して排出︒割れると危険です

ので︑ご注意ください︒

▼ボタン電池＝セロハンテー

する際には︑水銀の有害性か

水銀を使用した製品を廃棄

をお願いします︒

引き続き分別の徹底にご協力

となりますので︑排出時には

東金市外三市町清掃組合

ているものが該当︶

にＳＲ・ＰＲ・ＬＲと書かれ

をご利用ください︵電池表面

収協力店のボタン電池回収缶

水銀使用ごみの分別排出

ら専門の処理が必要となるた

◇水銀ごみの排出方法

業務課

プを周りに貼って絶縁し︑回

め︑分別して排出しています

▼蛍光灯︵直管・丸管・電球

地域づくり課環境対策班

型︶︑水銀体温計・水銀温度

☎０４７５
（７０）
０３８６

が︑可燃ごみや金属類等に混

ニカド電池やバッテリーは販売店

入してしまうと環境汚染につ

ごみ回収車の巡回時間は︑

当日の天候やごみの量により

変化する事があります︒

収集後に出されたごみは収

なお、ボタン型乾電池、充電式

☎０４７５
︵５５︶
７８５３

業務課料金班

山武郡市広域水道企業団

ご連絡ください︒

山武郡市広域水道企業団まで

い口座振替を希望しない方は︑

徴収業務受託者の変更に伴

ください。

☎０４７５
︵５５︶
９１３２

方は︑現在登録されている口

詳細は問い合わせください︒

スを設置してありますのでご利用

計︑水銀血圧計＝蛍光灯類と

４月１日㈪から︑水道料金

座から振替をさせていただき

山武郡市広域行政組合環境

センターやまべの郷に回収ボック

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

地域づくり課環境対策班

時までに集積所に出しましょう︒

集できませんので︑必ず朝８

ごみは朝８時までに
集積所に出しましょう！

徴収業務受託者と口座振替先

央公民館、中部コミュニティセン

ます︵手続きは不要です︶︒

合は市役所、
保健文化センター、
中

ながる恐れがあり処理の支障

また、指定日以外に出される場

︵ゆうちょ銀行を除く︶をシ

ーデーシー情報システム㈱に
変更します︒

口座振替を利用されている

実施までに時間がかかります︒

転出・転居後も︑今までど

おりくみ取りが行われ︑料金
の届出だけでは︑自動的に加

衛生課料金係

が発生する場合があります︒
入や取消しとはなりません︒

地域づくり課環境対策班

☎０４７５
︵５４︶
０５３１
くみ取り作業の手配は︑手

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

◇手続きを忘れた場合

前８時までに中身の見える袋に入

山武郡市広域水道企業団からの
お知らせ

３月は使用済み
乾電池の収集月
必ず手続きをお願いします︒

住民票の転入・転出・転居

なく
お忘れ

いセンターやまべの郷は、休館日は利用
布します。

口で、３月15日㈮以降に配

続きをされた後となるため︑

等に引き取ってもらってください。

※中部コミュニティセンターと農村ふれあ
日 月 火
水 木 金
土
1 2 3
4 5
6 7 8
9 10 11
13 14 15
12
16 17 18
20 21 22
19
23 24 25
27 28 29
26
30 31

▶利用時間＝８時30分〜17時
1月

白里出張 所、農村ふれあい

引っ越しの際は
﹁し尿くみ取り﹂
の手続きを忘れずに

庫で新聞紙や衣類などを回収し、リサイクルしています。

取り式トイレを新たに利用す

白里出張所、農村ふれあいセンターやまべの郷）にあるリサイクル回収倉
▼必要なもの＝印かん

ター、白里出張所、農村ふれあい

電の回収を実施し、多くの方に
ご協力いただいた結果、メダル
制作に必要な金属量を確保で
きる見通しとなりましたので、
プ
ロジェクトとしての小型家電の
回収受け付けを３月29日㈮で終
了します。
ご協力ありがとうござ
いました。
地域づくり課環境対策班
☎０４７５
（７０）
０３８６

れは、１日１人あたり約８２２グラムのごみを出していることになります。
亡くなった犬の﹁鑑札﹂をお

れて集積所に出してください。

平成29年７月から東京2020
組織委員会が主催する東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大
会のメダルの一部となる小型家

平成29年度中に市で処理したごみの量は約１４，９７７トンでした。こ

犬の生涯に１度だけの手続

各地区で指定された収集日の午

「都市鉱山からつくる！
みんなのメダル
プロジェクト」を終了

生ごみの水切り
31

☎０４７５（７０）０３８６

り約７千円を負担している計算になります。およそ５万人が「１人１日100
91

31

地域づくり課環境対策班

「捨てればごみ、
活かせば資源」
ごみの減量化にご協力を
91
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