
 

★掲載している行事などは新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

▼日 時 ５月８日（土）午前７時～９時 

▼収集会場 山吹ほたるパーク 

（ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ高森店さま西側） 

▲！ 渋滞緩和のため「マツモトキヨシ」さま北側の道か

ら「ダイエー」さまの前を通って進入してください。 

▲！ 国道１５３号線・八日市場線からお越しの方は、国道

の「高森荘入口」の信号から会場へ向かってください。 

▼収集品目 

１．小型家電 家庭で不要になった家電製品 
  

料金 無料 
  

★対象外品 

粗大ごみで収集 

電気こたつ（※ヒーター部は小型家電）、石油ス

トーブ、オイルヒーター、電気カーペットなど 
  

１５ｃｍ × 

２５ｃｍ以内の 

小型家電 

役場玄関に設置の小型家電回収ボックス

へ。平日の開庁時間内（午前８時３０分

～午後５時１５分）にご利用ください。 
  

宅配便を 

活用した 

小型家電回収 

リネットジャパンリサイクル（株）へお申し込みください。 

▲！ ごみ収集カレンダーの左下部「パソコン・小

型家電の宅配便回収」をご確認ください。 

▲！ 充電式電池、乾電池、ＣＤ、ＤＶＤ、インクカートリッジ、

掃除機のごみパック、電球などは取り外してください。 

▲！ ファンヒーターの灯油タンクは必ず空にしてください。 

▲！ 梱包・包装から取り出し、製品のみ持ち込んでください。 

▲！ 係員が車から降ろします。すぐに降ろせるようにご準備ください。 

２．粗大ごみ  

指定収集袋に入らない物、長さ６０ｃｍを超える金物、

家具、建具、自転車、大型健康器具、大型スポーツ用品、

ヘルメット、カーボン・グラスファイバー製品など 
  

料金 品目、大きさにより算定。収集会場で現金で支払い。 
  

★対象外品 

自動車用バッテリー、ガスボンベ、ピ

アノ、土砂、瓦、消火器、農機具、農

業用資材、業務用品（事業系廃棄物） 
  

★大型の 

「燃やすごみ」

の取り扱い 

マットレス、じゅうたん、カーペット、

花ござ、プラスチック製品、畳などは

「粗大ごみ」としても収集します。 

▼その他 

▲！ マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。 

▲！ テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機は下記の指定引取場所へ直接搬入してください。 

○㈱丸伝運送 本社営業所（下市田） 

電話０２６５‐４８‐６６４１ 

○前田産業㈱（飯田市上郷別府） 

電話０２６５‐２２‐２４８８ 

▲！ 前田産業㈱さまへ直接搬入する際は、事前に郵

便局でリサイクル券を購入してください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

道路、公園等のごみを拾い、ごみが落ちていない

美しい町にしましょう。時間、場所は各地区で設定

します。お住まいの地区からの通知などでご確認く

ださい。 

▼基 準 日 ５月９日（日） 

▼実施場所  地区ごとに決められた場所 

常会に未加入の方はご自宅周辺のご

みを拾ってください。 

▼参加範囲 各戸１人以上の参加をお願いします。 

▼作業内容 空き缶、ビン、ペットボトル、その他

のごみ拾い 

▲！ 危険のない範囲で、マスクの着用など新型コロナ

ウイルス感染症対策の上、無理せず行なってくだ

さい。 

▲！ 大量の不法投棄を見つけた時は、そのままにして

役場環境係へご連絡ください。 

▼ごみの回収 拾っていただいたごみは役場で回収し

ます。下記の収集場所に集めてください。

当日午前９時から収集業者が回収しま

す。時間までに作業を終了してください。 

▼収集場所 

下市田区 

町民体育館下駐車場、積善会館、 

下市田区民会館、４区生活改善センター、

下２会館、下５会館、出砂原地区館 
  

吉田区 

吉田西地区館、吉田区民会館、 

横浜ゴム上広場、吉田南地区館、 

吉田１０常会会所 
    

出原区 こぐるみ広場 上市田区 ごまどう広場 
  

牛牧区 牛牧ふれあい広場（消防詰所横） 
  

大島山区 大島山区民会館 
  

山吹区 

融和の里新田地区館、下平九頭竜会館 

山吹上生活改善センター、竜口龍の里会館、 

下町ポンプ小屋前広場、上平地区館白髭の杜、 

駒場生活改善センター、 

下平コミュニティー会館 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

ごみ０運動に引き続き、家庭と地域の衛生保持と

環境保全のため、各地区・各家庭で取り組める範囲

でご協力ください。 

▼作業内容の例 

○各家庭内外の清掃 

○自宅や近所の排水路、側溝の清掃 

○事業所、集会所、遊園地等の清掃など 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

５月９日は「環境の日」 

「ごみゼロ運動」にご協力を 小型家電・粗大ごみの収集 
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★掲載している行事などは新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 
 

家庭のごみを燃やす野焼きは禁止されています。家庭ごみ

は焼却せず分別し、ルールに従って収集所に出しましょう。 

 

 

 

 
 

例外的に認められる野焼きであっても下記の点に注意し、隣近

所の迷惑にならないよう十分配慮し火災予防を心掛けてください。 

○紙、ビニール、プラスチックなどのごみを一緒に燃やさない。 

○時間帯、風の向きや強さに注意する。 

○１回に燃やす量は最低限にする。 

○草木を燃やす場合は十分乾燥させ煙の量を減らす。 

○やむを得ず周囲に住宅がある場所で野焼きを行

う場合は、事前に周知する。 

○規模が大きくなる場合は消防署へ事前に届け出る。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

狂犬病予防注射（二次）を行います。動物病院で

接種を予定する犬を除き、４月の集団注射（一次）

を受けられなかった犬は必ず接種してください。 

１．狂犬病予防注射 

▼対 象  生後９１日以上の飼い犬 

▼料 金  一頭 ３，６００円 

▲！ おつりがいらないようご準備ください。 

▼持ち物 ○案内はがき▲！ 届いている方は必ず持参してください。 

○注射を受ける犬の頭数分の料金 

▼日程・会場 ５月９日（日） 

会場 時間 

下市田区民会館 午後１時３０分～２時００分 

牛牧ふれあい広場 午後２時１０分～２時３０分 

吉田区民会館 午後２時４０分～３時００分 

山吹ほたるパーク 午後３時２０分～３時４０分 

訪問注射 ※事前申し込みが必要です 
 

▼訪問注射申込期限（希望者） ４月３０日（金）午後５時まで 

▲！ 注射手数料と別に訪問料金が必要です。 

訪問料金 １軒につき２，５００円 

▼その他 令和３年２月以降に登録された犬は、案内は

がきが送られていません。はがきが届いてい

ない犬も狂犬病注射を受けることができます。 

健康に異常のある犬、過去に、狂犬病予防注射後に異常

を起こしたことのある犬は動物病院で接種してください。 

２．新規登録  

狂犬病注射と同じ会場で新規登録ができます。 
▼対 象  未登録の犬、新しく飼い始めた犬 

▼登録料  １頭 ３，０００円 

▲！ 登録される飼い主の方は、登録料金と注射料金をご用意ください。 

登録と予防接種費用 ６,６００円 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

アレチウリやオオキンケイギクなどの特定外来生物は、

河川敷などを中心に町内に広がり、地域固有の生態系や農

林業等をはじめ景観等への影響を及ぼすおそれがあります。

繁殖拡大を防ぐため、皆さんのご協力をお願いします。 

▼活動期間 ５月～１０月 週１回・全２０回 

▼活動時間 午前７時～８時（１回あたり１時間） 

▼活動内容 町内に繁茂するアレチウリ・オオキン

ケイギク等の抜き取り駆除 

▼参加条件 ○活動に参加できる高校生以上の町民 

○現地集合・解散が可能な方 

▼活動日当 １時間あたり８６０円 

▼そ の 他 活動中のけがなどは町で加入する保険

で対応します。 

▼申込期限 ４月３０日（金）まで 

▼申込方法 申込書に必要事項を記入の上、環境水

道課までご提出ください。参加申込書

は窓口または町ホームページから入手

できます。（ＦＡＸでも可） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９／ＦＡＸ３５‐６８５４ 

 

 

 
 

▼募集人員 １人 

▼応募資格 ○パソコン操作のできる方 

○受付・応対業務ができる方 

▼仕事内容 

○マイナンバーカード申請およびデータ送信・入力 

○受付・窓口対応 

▼勤務日・勤務時間 令和３年５月～令和４年３月 

平日週３日および毎月第２・４土曜日 

午前８時３０分～午後５時００分 

▼時 給 ９１６円 

▼応募期限 ４月２８日（水）午後５時 

▼提出書類 申込書（町ホームページから入手できます。） 

▼そ の 他 面談の上決定します。 

▼応募・問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

ｍｋ 

  投票に行きましょう！ 

狂犬病集合注射と犬の新規登録 

家庭ごみを燃やす野焼きは 

禁止されています 

例外的に認められる野焼き 

土手焼き、草・わら・剪定
せんてい

枝・落ち葉の焼却、 

風俗習慣や伝統行事によるもの、キャンプファイヤーなど 

ＧＡＩＲＡＩ
ガ イ ラ イ

バスターズ隊員を募集 

4/25 
（日） 

参
議
院
長
野
県
選
出
議
員 

補
欠
選
挙 

マイナンバーカード申請・交付事務 

会計年度任用職員の募集 

▼投票日時 ４月２５日（日） 

午前７時～午後８時 

▼投票会場 

入場券に記載された投票所または 

共通投票所ショッピングセンター パース 

当日投票ができない方は期日前投票を 

▼期日前投票期間 ～４月２４日（土） 

▼投票会場 

○高森町民体育館 

午前８時３０分～午後８時００分 

○ショッピングセンター パース【４月２０日（火）～】 

午前１０時～午後８時 

▼問い合わせ先 高森町選挙管理委員会 

電話３５‐９４０４ 


