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　３月から４月は引っ越しが多くなり、ごみ集積所が
引っ越しごみでいっぱいになっているのをよく見掛け
ます。
　引っ越しごみを一度に集積所に出すと、利用する皆
さんの迷惑になります。一度に大量に出る引っ越しご
みについては、直接下表のごみ処理施設への搬入をお
願いします。
　直接搬入できない場合は、家庭ごみ収集カレンダー
で収集日をよく確かめ、数回に分けて決められた日に
出してください。
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大量に出る引っ越しごみは直接搬入を!!大量に出る引っ越しごみは直接搬入を!!

　平成28年４月１日から津市リ
サイクルセンターが稼働するこ
とに伴い、ごみの搬入先などが
変わります。

①ごみの搬入先が右表のとおり
　変わります。
②一般家庭から日常生活で発生
　したごみを自身で直接施設へ
　搬入する場合、20kg以下のも
　のについて無料枠を設けます。
　詳しくは直接お問い合わせく
　ださい。

４月１日からの変更点

月～金曜日８時30分～12時、
13時～16時30分（12月31日～
１月３日を除く）

搬入できる日時

次ページの地図参照

4月1日からごみの搬入先が変わります

燃やせるごみ

237-5389

256-2122

237-0671

ごみの種類 地　域 搬入場所 問い合わせ
津
河芸
芸濃

西部クリーンセンター
片田田中町1304番地

クリーンセンターおおたか
森町2438番地１

白銀環境清掃センター
片田田中町1383番地
※平成28年３月31日で
　閉鎖します。

久居、美里、
安濃、香良洲、
一志、白山、美杉

全て

◆ 3月31日までの搬入先

◆ ４月１日からの搬入先

燃やせないごみ
容器包装プラスチック
その他プラスチック
金属、びん、ペットボトル
蛍光管、乾電池
※分別して搬入してください

燃やせるごみ
(１m以下のもの)

ごみの種類 地　域 搬入場所 問い合わせ
津
河芸
芸濃

西部クリーンセンター
片田田中町1304番地

クリーンセンターおおたか
森町2438番地１

リサイクルセンター
片田田中町1342番地1

環境施設課
　237-0671

久居、美里、
安濃、香良洲、
一志、白山、美杉

全て

燃やせないごみ
容器包装プラスチック
その他プラスチック
金属、びん、ペットボトル
危険ごみ(スプレー缶、卓
上カセットボンベ、使い
捨てライター、蛍光管、
乾電池、水銀式体温計)
１mを超える燃やせるごみ
※分別して搬入してください
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問い合わせ
環境事業課　　237-5311　　237-0079
環境施設課　　237-0671　　237-0079

４月１日から津市リサイクルセンターがオープン！！

津市片田田中町1342-1

　４月１日から津市リサイクルセンター管理棟
１階に、環境事業課、環境施設課の執務場所が
移転します。

　また環境事業課、環境施設課が津市リサイクル
センター内に移転します。

　津市リサイクルセンター内に、環境学習センター、
自然公園、ビジターセンターがオープンします。

４月１日　環境事業課、環境施設課が津市リサイクルセンターに移転

環境学習センターから情報発信
　津市リサイクルセンター管理棟の２階に、環境学習
の拠点となる、環境学習センターを設置します。ここ
では、３Ｒに関する展示や、実習室・工房等を利用し
たエコ講座のほか、イベントなどを開催し、環境に関
する情報発信を行っていきます。さらに、リユース情
報掲示板も、設置しています。
利用時間　９時～17時
休館日　月曜日、12月29日～１月３日

自然公園・ビジターセンターを設置
　津市リサイクルセンターの敷地内に、誰もが利用
でき、里山の自然と触れ合うことができる自然公園
を併設しています。また、自然公園を管理する事務
所としてビジターセンターを設置しており、公園利
用者の休憩スペースとして利用することができます。
利用時間　８時30分～17時15分
休館日　12月29日～１月３日

津市リサイクルセンター
環境学習センター
自然公園・ビジターセンター

N
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津中央、一志エコ・ステーションの廃止と
芸濃エコ・ステーションの開設について

芸濃エコ・ステーション
　　　　　　 オープニングイベント
芸濃エコ・ステーション
　　　　　　 オープニングイベント
芸濃エコ・ステーション
　　　　　　 オープニングイベント
芸濃エコ・ステーション
　　　　　　 オープニングイベント

　津中央、一志エコ・ステーションは、３月
27日(日)をもって廃止することになりました。

また、４月３日(日)から、新たに芸濃エコ・
ステーションを開設します。

区　分 品　目
◆ 搬入できる使用済み小型電子機器とは◆

４月３日■９時～
搬入した先着300人にトイレットペーパー１個進呈

エコ・ステーション 搬入できる日時 搬入品目

３月27日廃止

３月27日廃止

４月３日開設

明神リサイクルストックヤード
(久居明神町2108-1)
　255-8843

毎週水・土・日曜日
8：30～16：30
12月29日～１月３日を除く

西部クリーンセンター
(片田田中町1304)
　229-3258

河芸エコ・ステーション
(河芸町久知野392)
　244-1706

電話機器
映像機器
音響機器
補助記憶装置
理容用機器
ゲーム機器
カー用品
その他

電話機、携帯電話、PHS、ファクシミリなど
DVD／BD／ビデオテープレコーダー・プレーヤー、チューナーなど
ラジオ、MD／CDプレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー、ＩＣレコーダー、ヘッドホン、イヤホンなど
ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカードなど
ヘアドライヤー、ヘアアイロン、電気かみそり、電気かみそり洗浄機、電気バリカン、電動歯ブラシなど
据え置き型、携帯型など
ナビゲーション、チューナー、ステレオ、ラジオ、MD／CDプレーヤー、スピーカー、アンプ、ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ搭載ユニットなど
パソコン(モニター含む)、電子書籍端末、電子辞書、電子計算機、電子血圧計、電子体温計、時計、懐中電灯など　
上記の付属品（リモコン、ＡＣアダプター、ケーブル、プラグ、ジャック、充電器など）

香良洲エコ・ステーション
(香良洲町3958-9)
　292-4308
津中央エコ・ステーション
(市本庁舎第２駐車場内)
　229-3258

一志エコ・ステーション
(市一志庁舎駐車場内)
　293-3008

※施設により搬入できる品目や日時が異なりますのでご注意ください。問い合わせは平日の8:30～17:15になります。気象警報発令時
　には、受け入れを一時中止する場合があります。

※個人情報などのデータは必ず消去してください。搬入したものは返却できません。

毎週月～金曜日、日曜日
9：00～12：00、13：00～16：00　
祝・休日、12月31日～１月３日を除く

毎週火・木・土・日曜日、12月29日・30日
8：30～16：30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

毎週月・火・木～日曜日、12月29日・30日
7：30～12：00、13：30～16：45(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

３月27日までの毎週土・日曜日
９:00～15:00

３月27日までの毎週土・日曜日
９:00～15:00

毎週水・日曜日、12月29日・30日
９:00～16:30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

芸濃エコ・ステーション
(芸濃町北神山1450)
　266-2516

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パック、
衣類・布類、びん、ペットボトル、小型電子
機器、パソコン（モニターを含む）、その他
プラスチック、容器包装プラスチック(汚れ
が取り切れないものは燃やせるごみへ)

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パッ
ク、衣類・布類、ペットボトル、小型電子
機器、パソコン（モニターを含む）

上欄に加え、金属(50cm角以内のも
の)、自転車、危険ごみ(スプレー缶、卓
上カセットボンベ、使い捨てライター、
蛍光管、乾電池、水銀式体温計)

日

N



折り込み紙

環境だより

まだ使える物を捨てるのは「もったいない！」
　家具などで、まだ使える物を捨てずに、他の
人に譲ってごみを減らそうと、津市市民エコ活
動センターと津センターパレス３階津市市民活
動センターにリユース情報掲示板を設置してい
ます。掲示板の情報は、津市市民エコ活動セン
ターのホームページからもご覧いただけます。
　譲りたい人、譲ってほしい人は、市本庁舎３
階環境政策課にある情報カードに必要事項を記
入し、津市市民エコ活動センターに提出してく
ださい。
　現在、掲示板にある情報の一部を紹介します。
ただし、２月25日現在の情報のため、すでに受
け渡しが完了している場合があります。

　平成20年４月の開設以降、エコ講座の開催を
通して自発的に「知る」「考える」「行動する」環
境学習活動の拠点として市民の皆さんに親しま
れてきました「津市市民エコ活動センター」が３
月31日をもって閉鎖することになりました。
　４月１日からは、津市リサイクルセンター内
に併設される「環境学習センター」に環境学習活

動および「リユース情報掲示板」が、引き継がれ
ます。

　建物の門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の状態確認や、敷地内の除草、庭
木の剪定など、適正な管理をお願いします。
　問い合わせ　環境保全課　　229-3398　　229-3354　各総合支所地域振興課

リユース情報掲示板
津市市民エコ活動センター津市市民エコ活動センター

■申し込み・問い合わせ
　津市市民エコ活動センター（西部クリーンセン
　ター内、〒514-0081 片田田中町1304）
　　・   237-1185     eco-center＠mist.ocn.ne.jp
■開館日時　毎週水～日曜日10時～16時

「津市市民エコ活動センター」は３月31日で閉鎖します
リユース情報掲示板は環境学習センターで継続リユース情報掲示板は環境学習センターで継続

譲ってください
●加湿器…無料
●電気湯沸しポット…無料
●婦人用自転車…26インチ程度、カゴ・ライト付き、 
　1,000円まで

① コーヒーメーカー…幅21.4cm
×高さ31.5cm×奥行33cm、取扱
説明書付き、無料

② ベビーラック…無料

③よろい飾り…幅50cm×奥行40
cm×高さ35cm、飾り高さ約80cm、
無料

④かぶと飾り…ガラスケース入り、
幅54cm×奥行40cm×高さ68cm、
無料

転出・転居で持ち家が空き家になる人へ

環境学習センター(津市リサイクルセンター内)
〒514-0081　津市片田田中町1342-1
　237-1185

掲示板に載っているものの情報はこちら

４月１日から申し込み・問い合わせ変更

津市市民エコ活動センターHP 検索

ECO
譲ります

せん
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