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生活  快適な生活のために

■ごみの分け方・出し方
　一般ごみ・燃えないごみ・燃える粗大ごみ・資源などの収集日程と分別方法を
まとめたパンフレット「家庭ごみ収集日と分け方」を毎年配布しています。

■ごみの分別（詳しくは、パンフレットをご覧ください）

　ごみの分け方・出し方  （環境安全課　環境衛生担当　227-6052）

区分 分別の種類 回　数 出す時間 注意事項

家庭ごみ

一般ごみ 週２回 朝７：00まで ・半透明または透明のごみ袋を使用してください。
・燃えないごみを混ぜないでください。

燃えないごみ
月１回 朝７：30まで

・取りはずせる「燃える部分」ははずしてください。
・スプレー缶、ライター、刃物類の出し方は「家庭ごみ　
収集日と分け方」をご覧ください。

燃える粗大ごみ ・取りはずせる「燃えない部分」ははずしてください。
・大きなものは小さく壊してください。

資　源

あきかん

月１回
朝７：30まで

・軽く中を水洗いしてください。
・スプレー缶は燃えないごみへ出してください。
・あきびんは、無色透明、茶色、その他の色に分けてく
ださい。

・割れたびんなどは燃えないごみへ出してください。
・ペットボトルはキャップとラベルをはずし、つぶして
ください。

あきびん

ペットボトル

容器包装プラスチック 月2回 ・中身を残さずよく洗ってください。
・半透明または透明のごみ袋を使用してください。

古紙 ・子ども会など地域の集団回収またはエコステーションへ出してください。
・新聞、雑誌・チラシ、段ボールを分けて、それぞれ紙ひもでまとめてください。

牛乳パック ・牛乳パックは中を水洗いし、切り開いて紙ひもでまとめてください。
・中央・富奥・郷・押野公民館、女性センター、保健センター（牛乳パックのみ）へ開館時間中に
持参ください。エコステーション（市役所東側）でも回収しています。古着・布類

市で収集
しないごみ

冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・
パソコン 処分方法は「家庭ごみ収集日と分け方」をご覧ください。

事業所から出るごみ 各事業所で収集業者に処理依頼するなどにより処分して
ください。

バイク・タイヤ・バッテリー・レンガ・ペンキ・農薬・消火器・
注射針・土砂・石など 販売店などに問い合わせください。

・収集場所は、町内会または環境安全課に問い合わせください。

決められた分別方法と
収集の日・時間・場所を

守ってください。

2012年02月07日
野々市市市民便利帳
8JB14820A
074
048
株式会社トスマク・アイ

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 076-223-0496

http://www.tosmac.jp/

あなたの暮らしの「困った」を解決します。
専門スタッフがすぐに対応します。
ゴミの処理、リサイクル、水まわりのトラブルなどで
お困りの方は、是非ご相談下さい。

本社
〒924－0032 石川県白山市村井町330番地
TEL 076－276－0636　FAX 076－275－4787

松任リサイクル工場
〒924－0066 石川県白山市上小川町800番地1
TEL 076－277－4980　FAX 076－277－4981

ごみと水まわりでお困りなら　TEL 076－276－0636
リサイクルのことなら　TEL 076－277－4980
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NONOICHI CITY

■エコステーション（資源の自己搬入・無料）
　市役所東側にあります。年末年始を除き終日収集しています。

分別の種類
と出し方

あきかん 軽く中を水洗いし、アルミ缶とスチール缶に分けてください。

あきびん 軽く中を水洗いし、無色透明、茶色、その他の色に分けてください。

ペットボトル 軽く中を水洗いし、キャップとラベルをはずし、つぶしてください。

古紙類 新聞、雑誌・チラシ、段ボールに分け、それぞれ紙ひもでまとめてください。

牛乳パック 中を水洗いし、切り開いて乾かしてから、紙ひもでまとめてください。

古着・布類 洗濯し、ひもなどでまとめてください。
※注意！容器包装プラスチックは回収しません

　勤労者支援
■各種資金融資制度
　（問い合わせ：北陸労働金庫金沢南支店 243-8311）

労働者生活資金融資制度
　市内に居住している勤労者の生活の安定を図るため、生活
や住宅に必要な資金を融資します。

勤労者小口資金融資制度
　市内に１年以上居住し、同一事業所に 1 年以上雇用され
ている人に、生活に必要な資金を融資します。

勤労者育児・介護休業生活資金融資制度
　市内に居住している勤労者で、育児・介護休業を取得し休
業期間終了後復職することが確実な人に、安心して育児または
介護に専念してもらうために、低利で生活資金を融資します。

■各種補助金制度
　（問い合わせ：産業振興課 227-6082）

勤労者自己住宅資金利子補給制度
　市内において住宅を建築・購入した資金を、金融機関から
融資を受けた場合、利子の一部を補給します。

中高年齢者の能力開発と雇用促進
　市内に居住している中高年齢者（45 歳以上）の人で、県内
職業訓練施設で技能を習得された人に、奨励金を交付します。

障害者の雇用促進
　市内に居住している障害者の人を新たに雇い入れ、または
職場復帰した障害者を引き続き雇用する事業主の人に、奨励
金を交付します。

若年者の雇用促進
　国が実施しているトライアル雇用事業を活用し、若年者を
引き続き常用雇用した事業主に奨励金を交付します。

■シルバー人材センターのご案内
　健康で働く意欲のあるおおむね 60 歳以上の市民を会員と
した団体で、働くことで社会参加し、生きがいと追加的収入
を得ることを目的としています。
市シルバー人材センター ☎ 294-8303

■就業者相談
・就業相談（求人、求職、雇用保険）
　ハローワーク白山  ☎ 275-8533
　ヤングハローワーク金沢  ☎ 261-9453
　ジョブカフェ石川  ☎ 235-4513
・労働相談・紹介
　石川労働局企画室  ☎ 265-4432
　石川県職業能力開発プラザ  ☎ 261-1400

■犬の登録・狂犬病予防注射
・犬を飼うときは、必ず「犬の登録」をしてください。（手数料、

印鑑が必要）
・毎年１回、必ず狂犬病予防注射を受けさせてください。
・住所や飼い主が変わった場合や、飼い犬が死亡した場合は 
　届け出てください。

■犬を飼うときのマナー
・犬には、吠える、かみつく習性があることを忘れないでく

ださい。
　付近の人が怖がったり、かまれたりすることがありますの

で放し飼いをしてはいけません。
　また、散歩の途中や公園で引き綱をはずしてはいけません。
・犬のふんは、飼い主が回収し、処分しなければなりません。

散歩には、必ず引き綱、ナイロン袋、シャベル、手袋など
を携行してください。

■水道を使い始めるとき
・アパートや借家へ入居する場合、水道を使用する３日前ま

でに申し込みしてください。（電話でも受け付けします）
　※ 水が出る場合でも必ず連絡ください。
・水道メーターが取り外されている場合、水道の使用開始届

を提出してください。

■ 家の売買など所有者が変更になる
とき

　土地や建物の所有者がかわる場合は給
水装置の所有者変更届が必要です。

■犬、ペットが死亡したとき
　白山郷斎場（白山市）で火葬できます（手数料が必要）。環
境安全課に申請してください（印鑑が必要）。

■水道の使用をやめるとき
・引越しの予定日が決まりましたら、３日前までに連絡く

ださい。（電話でも受け付けします）
※連絡がない場合、いつまでも料金がかかります。引越し後

に連絡をする場合は、連絡を受けた日を転居日として取り扱
うことになりますので、届け忘れのないようにお願いします。

■水道を長期間使用しないとき（休止）
　水道を使用しない場合でも基本料金がかかります。長い間
使用しない場合は水道を止めることができますので、3,600 
円の手数料を添えて給水装置の使用休止届を提出してくださ
い。以降の基本料金がかからなくなります。

　犬を飼うときの注意事項  （環境安全課 環境衛生担当 227-6052）

　上下水道の使用  （企業管理課 企業管理担当 227-6102）

　上下水道の開始や休止および使用者の変更をするときは手続きが必要です。
　転居、転入など住民票などの異動手続きとは別に、必ず手続きをしてください。

市上水道キャラクター
「うおっ太くん」

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月15日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０７６
コード番号：０６５
顧客名称 ：おしゃれトリミングＲｉｂｂｏｎ

ペットサロン・ホテル・子犬販売 詳細MAP1図 F‐4

大切なワンちゃんをいつもキレイに！

アットホームで楽しいトリミングサロン『リボン』。同店ではマイクロバブルを導入。毛穴の奥の汚れや老
廃物を根こそぎ落とすので臭いもスッキリ＆フッワフワの仕上がり♪また、ティーカッププードル、タイ
ニープードルのとっても可愛い赤ちゃんも生まれています♪「トイプードルのお城」で検索。
動物取扱業届出済：第306A015号（販売）第307B36号（保管）登録H24年3月8日 有効期限H29年3月7日
動物取扱責任者：山城美香（JKC認定犬舎、JKC公認トリマー）

■野々市市長池216
■TEL:076-294-5554
■営業時間／10:00～18:00 ■定休日／火曜
■URL:http://primo.kitemi.net/

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月7日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０７８
コード番号：０３１
顧客名称 ：みなみ設備工業株式会社

電気・ガス・水道 詳細MAP6図 A‐4

水と空気のトータルライフをクリエイトする

個人住宅から一般ビルディングにおける設備工事の設計・施工を通じ、お客様
の快適で豊かな生活環境づくりに貢献し、 また、水道・下水道・ガス設備工
事を通じて、地域のみなさまの大切なライフラインのサポートに 貢献するこ
とを目指しております。

■野々市市上林5-33
■TEL:076-248-3730 ■FAX:076-248-3356
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜・祝日
■URL:http://www.minamisetsubi.co.jp/
■E-mail:info@minamisetsubi.co.jp

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月9日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０７７
コード番号：０５７
顧客名称 ：アップワーク株式会社

建築・修理・リフォーム 詳細MAP3図 G‐3

外溝・建築・公共工事をこなすプロ集団です

アップワーク株式会社
強力防腐木フェンス『ヴェスパ』販売施工から公共向け安全施設・外溝・エク
ステリア・造園・ガーデニング・家屋修繕リフォーム工事まで私たちはお客さ
まの満足度ベストを目指します。
また環境に配慮した製品の提案販売・施工を推進し、温暖化抑制などに積極的
に取り組んでいます。

■野々市市位川46-1（本社） 野々市市下林4-534-202（事務営業所）
■TEL:076-248-7431 ■FAX:076-248-7486
■営業時間／8:00～19:00 ■定休日／年中無休
■URL:http://vestkoubou2727.blogdehp.ne.jp
■E-mail:upwork_iwamoto@yahoo.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月7日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０７９
コード番号：０３０
顧客名称 ：大智株式会社

燃料・住宅設備・給排水工事 詳細MAP1図 F‐1

豊かな明日を支える―――

わたしたち「大智」は、プロパンガス（ＬＰＧ）を中心に、石油燃料及び住宅設備機器を販売する燃料総合
商社です。
「お客様第一主義」を合言葉に石川県内を中心としたプロパンガスの暮らしに関する提案を行っています。
ガス事業や水廻りはもちろん、リフォームまで、暮らしを豊かにするサービスを幅広く展開しています。
また、都市ガス工事、機器を販売する金沢市企業局指定の「ガスサービスショップ」の運営をしています。

■野々市市御経塚3-65
■TEL:076-249-9477 ■FAX:076-249-8567 ■営業時間／8:30～17:00
■定休日／日曜・祝日、年末年始（12/31～1/4）、お盆（8/14～8/16）
■URL:http://www.daichi-gas.co.jp/
■E-mail:daiti@mtj.biglobe.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496
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