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令和２年１月１日現在（前月比）　人口／253,054人（＋54）　男／120,119人（＋11）　女／132,935人（＋43）　世帯数／120,069世帯（＋19）　面積／191.39㎢

トピックス

◆ ｢かわまち大賞｣ とは
　国土交通省が、全国で進められている「かわ
まちづくり」の中から、地域を流れる川を生か
してにぎわいを創り出し、他の模範となる先進
的な取り組みを表彰するもので、平成30年度
に創設されました。

◆「内町・新町地区かわまちづくり」の概要
　新町川と助任川に囲まれたひょうたん島周辺
のにぎわいの創出を目的に、本市や認定ＮＰＯ
法人新町川を守る会、河川管理者である徳島県
などが連携して進める令和５年度までの計画
で、平成21年に、かわまちづくり支援制度の
登録を受けました。
　この計画に基づき、官民一体となって水辺と
地域資源を生かしたさまざまな取り組みを進め
ています。
主な取り組み

【ハード施策】
▶徳島市＝ＬＥＤ景観整備事業（新町橋や両国
橋など）、川の駅整備事業（ひょうたん島川の
駅ネットワーク構想）
▶徳島県＝県産の青石を使用した護岸・遊歩道
整備事業

【ソフト施策】
▶徳島市＝とくしまＬＥＤ･デジタルアート
フェスティバルの開催
▶新町川を守る会＝周遊船運航、河川清掃、吉
野川フェスティバルなど各種イベントの開催
▶その他団体＝徳島ひょうたん島水都祭､ とく
しまマルシェ､ マチ★アソビなどの開催

取り組みによる効果
　周遊船の
運航は、乗
船者が年間
５万人を超
える「水都
とくしま」
を代表する
有力な観光コンテンツとなっているほか、水辺
を舞台とした各種イベントの開催などにより、
たくさんの集客や認知度の向上が図られました。

そごう徳島店閉店後のまちづくりに
関する調査結果をお知らせ〈４面〉

●徳島市職員の採用に関する説明会を開催〈４面〉
●インフォメーション 〈２・３面〉
　　おしらせ、イベント情報など

［問い合わせ先］
企画政策課（(621－5085　 624－0164）

　徳島市は「笑顔みちる水都 とくしま」
を将来像として、豊かな河川環境を生かし
たまちづくりを推進しています。このたび、
ひょうたん島周辺の活性化のために、認定
ＮＰＯ法人新町川を守る会とともに取り組
んでいる「内町・新町地区かわまちづくり」
が、国土交通省の「かわまち大賞」の審査
員特別賞を受賞しました。

▲マチ★アソビ

▲ひょうたん島周遊船

～内町・新町地区かわまちづくり～
「かわまち大賞」審査員特別賞を受賞徳島市

と
新町川を守る会

▲徳島ひょうたん島水都祭

▲▶LED景観整備事業

▲とくしまマルシェ

周遊船乗船者数の推移
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認定ＮＰＯ法人新町川を守る会
理事長 中村英雄さんの声
　今まで徳島市とともに地
道に行ってきた活動が「か
わまち大賞」（審査員特別
賞）の受賞という形で評価
され、大変うれしく思います。今後も関係
機関と連携して、新町川周辺のにぎわいづ
くりに貢献していきたいと思います。

▲表彰状伝達式
（昨年12月27日　新町川・阿波製紙水際公園）



❷　広報とくしま  No.1064  令和２年２月１日　−インフォメーション−

 徳島市は、個人情報の取り扱いについては「徳島市個人情報保護条例」に基づき、適正な管理に努めています。

おしらせ

徳島市長選挙
立候補予定者の説明会

　４月５日㈰執行予定の徳島市長
選挙の立候補予定者説明会を開
催。当日、届け出書類などを配布し
ます。関係者は出席してください。

２月10日㈪10：00～ 市役
所13階第一研修室

選挙管理委員会事務局（(621-
5373　 626-4352）

プレミアム付商品券の
購入は２月29日まで

　徳島市
プレミア
ム付商品
券の購入
期限は２月29日㈯です。希望者
は、お早めに販売窓口で購入して
ください。また、使用期限は３月
31日㈫です。期限を過ぎると購
入・使用はできませんのでご注意
ください。

プレミアム付商品券事業推進室
コールセンター（(624-8108）

ご存知ですか
国民年金の「２年前納」

　国民年金には、保険料を前払い
すると割引になる制度があります。
　４月から令和４年３月分までの
２年前納では、口座振替では１万
5,840円、現金納付及びクレジッ
トカード払いでは１万4,590円の
割引となります。※１年・６カ月
前納制度もあります。
　口座振替及びクレジットカード
による前納制度を利用する場合
は、２月28日㈮までに年金事務所
へ申請が必要です（すでに利用し
ている人は手続き不要）。
　詳しくは徳島北年金事務所（佐

古三番町　(655-0911）へ。
保険年金課（(621-5162　

655-9286）

「とくしま市民カード」は
大切に保管してください

　証明書自動交付機は廃止しまし
たが、窓口での印鑑登録証明書の
請求に「とくしま市民カード」が必
要です。誤って処分しないように
ご注意ください。

住民課（(621-5140　 655-
8246）

不動産の公売を実施

　滞納者から差し押さえた不動産
をインターネット公売により売却。

［物件］川内町平石古田61番１、
62番３（▶土地＝計約1,506平方
㍍▶建物＝店舗。約504平方㍍）

［公売保証金］300万円
［見積価額］2,664万1,000円
［申込期間］２月13日㈭13：00
～26日㈬23：00

［入札期間］３月３日㈫13：00～
10日㈫13：00
　詳しくは徳島滞納整
理機構HPをご覧くだ
さい。

同機構（(654-7590　 612-
7587）

障害者控除対象者認定書
を交付

　障害者手帳の交付を受けていな
い65歳以上の人が｢障害者または
特別障害者に準ずる者｣として認
定書の交付を受けることにより､
所得税や市･県民税の所得控除の
適用が可能になります。

介護保険の要介護状態が「要介
護１」以上で一定の基準を満たし
ている人

交付を受ける人の介護保険被保
険者証と申請者（本人または親族）
の印鑑を持って、直接、市役所南館
１階障害福祉課（(
621-5177　 621-
5300）へ

…日時　 …場所　 …内容　 …対象者　 …定員　 …費用（表記無しは無料）　 …準備物　 …申し込み方法　 …問い合わせ先　(…電話番号　 …ファクス

会計年度任用職員を募集

　４月１日～令和３年３月31日を任
用期間とする会計年度任用職員を募集。
◆住宅課

［業務内容］▶①市営住宅使用料の徴収
業務（訴訟等事務手続）▶②市営住宅維
持管理業務（修繕・調査・受付）

［勤務時間］▶①週４日、７時間15分/
日▶②週５日、５時間45分/日

［選考試験］随時、市役所で個別面接
◆公園緑地課

［業務内容］▶①公園維持管理業務（除
草清掃・剪定など）▶②街路樹維持管理
業務（除草清掃・剪定など）▶③登記境
界用地関連業務（登記・境界設定など）

［勤務時間］▶①②週５日、７時間45分

/日▶③週４日、７時間45分/日
［選考試験］２月26日㈬に市役所で個別
面接

◇　◇　◇　◇　◇
［募集期間］２月３日㈪～ 14日㈮（消
印有効）

申込書（市HPからダウンロード可。
市役所１階案内・各担当課でも配布）
を郵送または直接、各担当課（〒770-
8571　幸町2-5）へ
　詳しくは市HPをご覧く
ださい。

住 宅 課（(621-5285　 621-
5273）、公園緑地課（(621-5301　
655-4999）

市・県民税（住民税）の申告は３月16日㈪まで

　令和２年度市・県民税の申告を受け付けています。
▶給与所得または公的年金等所得以外の所得があった人

▶源泉徴収票に記載のない控除（医療費控除など）を受けたい
人――など
※所得税の確定申告をする人は、原則として申告不要。

［提出方法］申告書を郵送で、市民税課（〒770-8571　幸町
2-5）へ。窓口でも受け付けていますが、大変混雑するため、長
時間お待ちいただくことがあります。なお、添付書類が必要な
場合がありますのでご注意ください。
※申告書は、前年度に市・県民税の申告をした人などに送付
しています。また、希望者にも送付します（市HPからダウン
ロード可）。
　詳しくは、申告書に同封の「申告の手引き」また
は市HPをご覧ください。

市民税課（(621-5063 ～ 5065　 621-5456）

　 詳 し く は 市HPを ご 覧 く だ さ
い。

原付などの廃車手続きは
３月31日まで

　軽自動車税種別割（軽自動車税
から名称変更）は、毎年４月１日現
在の所有者に課税されます。名義
や住所の変更、廃車などの手続き
は３月31日㈫までに次のとおり
行ってください。

※実際に手放さない限り廃車手続
きはできません。

市 民 税 課（(621-5067　
621-5456）

水道料金のスマホ決済を開始

　「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」による水道
料金などの支払いが可能になりま
した。これまで金融機関などの窓
口で納入通知書により支払いをし
ていた人は、通知書のバーコード
を読み込むだけで、自宅で決済で
きます。
　なお、口座振替払いは従来どお
りご利用いただけます。
　詳しくは市HPをご
覧ください。

水 道 局 営 業 課（(623-1187
623-1175）

携行缶でのガソリン購入時に
本人・用途を確認

　消防法の改正により、ガソリン
を携行缶で購入する場合、販売業
者が本人確認と使用目的の確認を
行い、販売記録を作成することと
なりました。ご理解と
ご協力をお願いしま
す。

　 詳 し く は 市HPを ご 覧 く だ さ
い。

消 防 局 予 防 課（(656-1193
656-1201）

防火・防災訓練をしましょう

　大きな災害に備え、定期的に訓
練を実施し、知識や技術を身に着
けることが大切です。
　消防署では、自主防災組織や町
内会などが行う防災訓練に消防署
職員を派遣するなどの支援を行っ
ています。訓練に関する要望や相
談があればお問い合わせください。

消 防 局 予 防 課（(656-1193
656-1201）、東消防署（(656-

1195　 656-1205）、西消防署
（(631-0119　 631-3499）

廃蛍光管のリサイクルに
ご協力を

　廃蛍光管をリ
サイクルするた
め、拠点回収を
行っています。

市 役 所 本 庁
舎、各コミュニ
ティセンター（内町、加茂名を除
く）、一部公民館、徳島市エコス
テーション（城東町二）、加茂名地
区回収協力施設など

［出し方］割れないように、購入時
の紙製容器や新聞紙で包んで、種
類ごとに回収箱へ。

［回収できないもの］割れた蛍光
管、照明器具や電球など蛍光管以
外のもの、事業所や店舗などから
排出される蛍光管。
　詳しくは市HPをご
覧ください。

市民環境政策課（(621-5202
621-5210）

市税・国保料などの
休日納付窓口を開設

　市税、国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料の納付や納付相談が
できる臨時窓口を開設。納付書が
なくても納付可。当日は市役所↗

車種 手続き場所 必要なもの

原動機付自転車
小型特殊自動車
※

市役所２階市
民税課
(621-5067

・名義人の印鑑
・ナンバープ
レート
・登録受付書

軽四輪車な
ど

県軽自動車協
会
(641-2010

詳しくは左
記まで

軽二輪車（125㏄
超250 ㏄ 以 下 ）
二輪の小型自動
車（250㏄超）

四国運輸局徳
島運輸支局
(050-5540-
2074

詳しくは左
記まで
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徳島市役所（本庁舎）への郵便物は、住所がなくても「〒770-8571 徳島市役所○○課」で届きます。電話番号案内および夜間・休日にご用のある人は代表番号(621–5111へ。 

↘東側駐車場（ＪＲ線路沿い）が利
用可。

２月９日㈰・23日㈰各日８：30
～12：00
◆市税

市役所１階案内横※電話相談可。
納税課（(621-5077・5078・

5080　 621-5081）
◆国保料・後期高齢者保険料

市役所１階保険年金課
保 険 年 金 課（(621-5165・

5384　 655-9286）

２月の休日窓口を開設
（毎月第２・４日曜日）

　住民異動届、住民票の写し･戸籍
謄抄本の交付、印鑑登録などがで
きる休日窓口を開設。

９日㈰・23日㈰の各日８：30～
12：00 市役所１階
　詳しくは市HPをご
覧ください。

さわやか窓口相談室（(621-
5039　 621-5128）

募　集

学童保育クラブ指導員

　助任学童保育クラブの指導員を
２人募集。
　詳しくはお問い合わせください

（平日・土曜日の午後のみ対応）。
同クラブ（(623-4832）

催　し

徳島市障害者福祉展

　障害のある人が制作した作品の
展示販売など。

２ 月 ８ 日 ㈯ ９：30～16：00
ふれあい健康館
障害福祉課（(621-5177　

621-5300）

徳島市芸術祭「美術展」

▶前期＝２月13日㈭～16日㈰

▶後期＝２月
20日 ㈭～23
日㈰※時間は
各 日10：00
～19：30。両 期 と も 最 終 日 は
16：00まで シビックセンター
３階ギャラリー ▶前期＝日本
画・洋画・彫刻・美術工芸▶後期
＝写真・書道・デザイン▶両期間
中＝「いけばな展」を同時開催。２
月23日 ㈰12：00～15：30に は
呈茶席を開催※お茶券（300円）が
必要

徳島市文化協会事務局((621-
5178　 624-1281）

人権を考える市民のつどい

　「『夢と絆』～
拉致の真相と問
題 解 決 へ の 道
～」と題し新潟
産業大学経済学
部准教授の蓮池
薫さんが講演。
申し込み不要。

２月17日㈪13：30～15：00
（開場は13：00） あわぎんホール
　ループ席、手話通訳、要約筆記、
託児があります。詳しくはお問い
合わせください。

人権推進課（(621-5169　
655-7758）

講座・教室

消費生活センター講座

◆くらしの講座
　「特殊詐欺・消費トラブルにご
用心」と題して消費生活センター
職員が講演。

２月17日㈪13：30～14：30
アミコビル２階ミーティング

ルーム 40人（先着）
◆リフォーム講座
　毛糸を使った小物を制作。

２月20日㈭13：00～16：00

HP…ホームページ  *…メールアドレス  ★電子申請可…市ホームページ「電子申請」から申し込み可

ウオーキング講座を開催

　ウオーキングの正しい知識
と自分に合った方法を身につ
け、毎日の生活の中に取り入
れてみませんか。インストラ
クターがサポートします。

３月３日㈫・６日㈮・10日㈫・13日㈮・17日㈫
（全５回）各日10：00～11：30※雨天の場合は、当
日９：00に中止を決定し、順延。

とくしま植物園周辺（緑の相談所前に集合）
ウオーキングの正しいフォームや運動後のマッ

サージ、けが予防のためのウオーミングアップなど
医師から運動制限を受けていない、全日程に参加

できる市民※文化の森総合公園（５月実施）、阿波史
跡公園（10月実施）での同講座に参加した人は不可。

40人（先着）
タオル、水分補給用飲料、帽子など
電話で保健センターへ
同センター（(656-0534　 656-0514）

徳島城博物館イベントを開催

◆能 meets 徳島城博物館
　世界最古の演劇である「能」の歴史や成り
立ちを観世流能楽師の林本大さんが解説。
※当日受け付け。

２月８日㈯14：00～15：30 同館和
室 40人（先着）
◆徳島城射初め演武
　徳島城射初め保存会の皆さんによる射初
め行事。

２月９日㈰10：00～※雨天時は11日㈷
に順延 旧徳島城表御殿庭園
◆おひなさまに変身
　ひな人形の装束の着装体験。

３月１日㈰13：00～16：00 小学生
以上 70人（抽選）

２月20日㈭までに、往復はがきに〈住所/
名前/年齢/電話番号/身長/返信宛名/希望
の装束（十二単か直衣）〉を書いて徳島城博

物館（〒770-0851　徳島町城内1-8）へ
◆春の企画展「ひな人形の世界」
　優雅で心なごむひ
な祭りと、ひな人形
の世界を紹介。また、

「ひなまつりと遊山
箱」の展示コーナー
も設置。

４月５日㈰まで各日９：30～17：00（入
館は16：30まで）

［展示解説］２月23日㈰、３月１日㈰13：30
～14：30

◇　◇　◇　◇　◇
入館料（一般300円、高校・大学生200円、

中学生以下無料）
［休館日］毎週月曜日（２月24日は開館）、２
月12日㈬、２月25日㈫

同館（(656-2525　 656-2466）

アミコビル４階シビックセン
ター 15人（先着） 不要な毛糸
とかぎ針

◇　◇　◇　◇　◇
徳島市・石井町・神山町・佐那

河内村在住の人
消 費 生 活 セ ン タ ー（(625-

2326　 625-2365）

経営力向上セミナー

　創業を考えている人や経営力を
向上させたい人を対象としたセミ
ナー。

２月21日㈮13：30～16：00
徳島健康科学総合センター（川

内町平石住吉） 30人（先着）
申 込 書（ 市HPか ら

ダウンロード可。市役
所３階経済政策課で
も配布）をファクスで同センター

（ 665-7877）へ。電話（(665-
8118）での申し込みも可

同 課（(621-5225　 621-
5196）

創業・経営応援セミナー

　創業して間もない経営者などを
対象とした講演と、参加者同士の
交流会。

２月15日㈯13：00～15：30
（受け付けは12：40～） ザ・グ
ランドパレス徳島（寺島本町西）

25人（先着）
申込書（市HPからダ

ウンロード可。市役所
３階経済政策課でも
配布）をファクスで同課（ 621-
5196）または日本政策金融公庫
徳島支店（ 653-3208）へ。同課

（(621-5225）への電話申し込
みも可

考古資料館ワークショップ
「石包丁を作ってみよう」

　弥生時代に使われていた磨製石
器作り。

３月８日㈰13：00～16：00
同館 小学生以上（小学生は保

護者同伴） 25人（先着）
電話または直接同館へ
同 館（(637-2526　 642-

6916）

甲・乙種防火管理講習

３月17日㈫・18日㈬各日９：50
～16：30（乙種は17日㈫のみ）

消防局３階講堂 80人（先着）
3,500円（テキスト代）
２月17日㈪～ 21日

㈮。申し込み方法など、
詳しくは市HPをご覧
ください

消 防 局 予 防 課（(656-1193
656-1201）、西消防署（(631-

0119　 631-3499）

徳島ガラススタジオ
ガラス工芸おためし体験

　ガラス工芸についての紹介や作
品作り。
▶吹きガラスコース＝溶けたガラ
スをさおに巻き付けて、ペーパー
ウェイトを制作。
▶コールドコース＝コールドワー
クの技法「フュージング」を使っ
て、ガラス皿を制作。
▶バーナーワークコース＝バー
ナーでガラス棒を溶かしてトンボ
玉を制作。

◇　◇　◇　◇　◇
同スタジオ 18歳以上の初心

者
　詳しくは同スタジオ
HPをご覧ください。

同スタジオ（(669-1195　
669-1221）
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　徳島市では、そごう徳島店が８月末に閉店することを受け、アミコビル
への後継テナント誘致や徳島駅周辺のまちづくりについて、市民の皆さん
から広く意見をいただくため、調査を実施しました。　
　ここでは、調査結果を一部抜粋してお知らせします。なお、
詳細な結果は、市ホームページをご覧ください。
■回答者数（計2,793人）
▶インターネットアンケート（令和元年11月20日～12月20日）＝1,428人
▶街頭ヒアリング（令和元年11月24日、12月4日）＝1,365人

調査結果（一部抜粋）

そごう徳島店閉店後のまちづくりに
関する調査結果をお知らせします

　家庭の資源ごみが持ち込める「徳島市エ
コステーション」（城東町二）は３月に５
周年を迎え、回収量も年々増加し好評です。
さらなるリサイクル意識の浸透と利便性の
向上に向けた施策を検討するため、臨時エ
コステーションを開設します。

［場所］ふれあい健康館西側出入口（沖浜東２）
［開設期間］２月26日㈬～３月10日㈫（▶平日＝10：00 ～ 19：00▶土・
日＝10：00 ～ 17：00）　[対象品目]下表のとおり

［問い合わせ先］市民環境政策課（(621－5202　 621－5210）

臨時エコステーションを開設

　札幌市円山動物園から借り受けている
ホッキョクグマ「ポロロ」（雌・７歳）
の借受期間の１年延長が決定しました。
ことしも「ポロロ」の愛らしい姿を皆さ
んにお見せすることができます。ぜひ会
いに来てください。

［問い合わせ先］とくしま動物園北島建設
の森（(636－3215　 636－3218）

　仕事の内容・
やりがいなどの
魅力を若手職員
から生の声で聞
くことができる
座談会と採用試
験（上級＝大卒程度）制度に関する説明会を開催します。

［対象者］徳島市職員採用試験に関心がある人
［申し込み方法］３月１日㈰までに、〈名前/年齢/電話番号/職種/質問した
い事項〉をメールで各担当課へ

［申し込み先］▶人事課（(621－5023　 624－3125　*jinji@city-
tokushima.i-tokushima.jp）▶消防局総務課（(656－1191　 656
－1201　*shobo_somu@city-tokushima.i-tokushima.jp）

人気者「ポロロ」の借受期間が１年延長

徳島市職員の採用に関する説明会を開催

※「その他」には、ベンチなどの休憩施設、公共施設（市役所窓口など）、
駐輪場、宿泊施設などが含まれます。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇
　調査結果は、アミコビルを管理する徳島都市開発株式会社に提供し、可
能な限り後継テナントの誘致に反映されるよう活用するとともに、駅周辺
のまちづくりの参考にさせていただきます。
　ご協力ありがとうございました。　　　

［問い合わせ先］まちづくり推進課（(621－5269　 621－5273）

〈問１〉今後の徳島駅前のまちづく
りのあり方に、関心がありますか。

〈問２〉１カ月にどの程度、徳島駅
前に来ますか。

◆徳島駅前の「にぎわいが少なくなった」と感じられますが、その原因
は何だと思いますか。（複数選択可）　※回答対象者2,793人

◆徳島駅前にどんな施設があればいいと思いますか。（複数選択可）　
※回答対象者2,793人

※構成比の数値は小数点第２位以下を四捨五入（合計が100％にならない場合があります）

◆問２で「毎日」、「週数回程度」、「週１回程度」と回答した人は、どの
ような目的で利用しますか。（複数選択可）　※回答対象者1,486人
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職種 実施日時 定員（先着） 会場 担当課

事務、土木、
機械、電気、
建築 ３月５日㈭

13：00～16：00

100人
市役所
13階
大会議室

人事課

消防吏員 男女
各20人

消防局
３階講堂

消防局
総務課

百貨店・デパート

百貨店・デパート以外の商業施設

文化施設

駐車場

子育て支援施設

交通施設（鉄道施設・バス広場など）

健康増進施設

その他

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500（人）

2,150人

1,160人

954人

572人

469人

464人

402人

2,038人

徳島駅前に魅力的な施設がない

駐車料金が高い

人口の減少

若者の県外流出

公共交通（鉄道、バス）の利用率の減少

高齢化の影響

その他

1,785人

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000（人）

1,126人

1,104人

1,041人

807人

682人

455人

関心がない
143人
（5.1%）

関心がある
2,568人
（91.9%）

未回答
82人

（2.9%） ほとんど利
用しない
444人
（15.9%）

週1回程度
610人

（21.8%）

未回答
31人（1.1%）

毎日
363人
（13.0%）

週数回
程

月1回程度
832人

（29.8%）

513人
（18.4%）

スチール缶　アルミ缶

ペットボトル

雑がみ

古着

乾電池　廃蛍光管 廃食用油（てんぷら油）

食べ物と飲み物の缶が対象です。軽く
すすいでから出してください。

　　マークが付いているものが対象です。
キャップとラベルをはずして、軽くすす
いでから出してください。

お菓子や食品の紙箱、ペーパーの芯、
ポスター、コピー用紙などです。

ボタンやファスナーは取らなくてもか
まいません。汚れや匂いが落ちないも
のは、回収できません。

割れた蛍光管は回収できませんので、
紙などで包んで燃やせないごみの日に
出してください。

必ず初期化し、携帯電話内のデータを
削除してください。

ダウンの割合が50％以上の布団が対
象です。濡れているものは回収できま
せん。

使用機器は回収できません。携帯電話
のバッテリーは、販売店でメーカーを問
わず回収しています。

ペットボトルに入れてお持ちください。
未開封のものも、ペットボトルに移し替
えてください。

無色びん 茶色のびん その他の色のびん
食べ物と飲み物のびんが対象です。軽
くすすいでから出してください。

新聞紙・折り込みチラシ
雑誌・カタログ 段ボール 紙パック
十字に縛って出してください（紙パックを除く）。

食品トレイ　プラマークごみ
　　マークが付いているものが対象です。
必ず中身を使い切って、軽くすすいで
から出してください。
使用済みインクカートリッジ

インクリボンや業務用インクカートリッ
ジ、著しい改造品などは回収できませ
ん。

携帯電話

小型充電式電池（バッテリー）

羽毛ふとん

※種類別の回収箱に
出してください。

買い物
通勤
通学

イベント
送迎
その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900（人）
268人

73人
124人
150人

274人
848人


