
●乾電池（透明な買物袋などに入れて、「乾電池」と表示して
出してください。対象となるのは、マンガン乾電池・アル
カリ乾電池・オキシライド乾電池・ボタン電池です｡ 充電
式乾電池は電器店の回収ボックスへお願いします。）

※乾電池の収集日は、年3回の指定日（地区により異なりま
す）のみです。

ごみの持ち込み

 環境衛生センターに直接搬入
　下記のものは環境衛生センター（ごみ処理場 ☎23-4944）
に自己搬入するか、広域組合で収集運搬を許可した長生一廃
許可組合（☎33-7676）に収集依頼（有料）してください。
●木片、枝、草
　（1日あたり2ｔ車1台まで、建築廃材は処理不可）
　生木･･･太さ5㎝×50㎝以下
　乾木･･･太さ10㎝×50㎝以下
※多量または大きな場合は民間の処理業者もありますので、

環境保全課にお問い合わせください。
●多量ごみ（引っ越しごみなど）
　ベッド、ソファー、タンス、大量のダンボール、一時的に
大量に出る場合など
●事業所ごみ
　会社、酒店、商店、飲食店等営業活動によって生じたごみ

（残飯、ビン、カン、書類など一般廃棄物に限る）
　搬入時間は 
　〔月〜金曜日〕8時30分〜11時45分、13時〜16時
   〔土曜・祝日〕 8時30分〜11時45分にお願いします（日曜

休み）。料金は20㎏あたり340.2円です。

 環境衛生センターに搬入できないもの　　　　　　 
　 （産業廃棄物・処理困難物など）

●建設廃材、畳、浴槽、タイヤ、バッテリー、ブロック、コ
ンクリートくず、消火器、ガスボンベ、農薬、農機具、農
業用ビニール、網、注射器類、塗料(中身が入っているも
の)、オートバイ、パソコン、家電リサイクル対象品目な

し尿の処理
問  環境保全課  ☎20-1504

 し尿のくみ取りについて
　くみ取り便槽のし尿のくみ取りは、収集許可業者ごとに収
集区域が指定されています。
　お住まいの地区の収集許可業者が分からない場合は、環境
保全課にお問い合わせください（浄化槽のくみ取り清掃につい
ては、収集区域の指定はありません）。

●収集許可業者
・(有)茂原中央商事 ☎22-5135
・セントラル美装(株) ☎32-4582
・(有)白子衛生 ☎33-5551
・ (有)マツオ産業 ☎42-3344

飼い犬などの管理
問  環境保全課  ☎20-1504

 動物の引き取りについて
　飼育ペット動物は、責任を持って最後まで面倒をみましょ
う。やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任において
新たな飼い主を探していただくことが原則ですが、どうして
も新しい飼い主が見つからない場合には、動物愛護センター
等に相談してください。
お問い合わせ
動物愛護センター ☎0476-93-5711
長生健康福祉センター（保健所） ☎22-5167

 野良犬や放し飼いの対処
　長生健康福祉センター(保健所)にご相談ください。

お問い合わせ
長生健康福祉センター（保健所） ☎22-5167

ど→専門処理業者か購入した店に処理をお願いしてくださ
い。

お問い合わせ
長生郡市広域市町村圏組合環境衛生課　☎23-4944
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ごみ処理
問  環境保全課  ☎20-1504

ごみ収集日

　市内のごみ収集は、自治会区域ごとに22コースに分かれ
ており、それぞれ収集日が異なります。そのため、排出する
集積所によって収集日が違う場合があります。ごみ集積所の
場所、ごみの分け方・出し方、収集日などについては環境保
全課へお問い合わせください。なお、ごみ集積所の設置・変
更・廃止の届け出は自治会など (アパートなどは管理者)を通
して申請してください。

ごみの出し方・分け方

 燃えるごみ（月・水・金または火・木・土）
●資源ごみ以外の紙類、容器包装類以外のプラスチック製

品、生ごみ、革製品、靴類、ビデオテープ・カセットテー
プ、CD・DVD、使い捨てカイロなど

●発泡スチロール（袋に入らないものは、割って入れて出し
てください）

●食用油（固めるか新聞紙などにしみ込ませてから袋に入れ
て出してください）

●紙おむつ（排せつ物はトイレに流してください）
※長生郡市広域市町村圏組合燃えるごみ専用袋に入れて出し

てください。
●剪定した枝（直径5㎝以下）は長さ50㎝以下に切り、高さ

30㎝以下の束にして出してください（一度に2束まで、そ
れ以上のものについては、直接搬入の基準に従ってくだ
さい）。

 燃えないごみ（月 1 回）
●やかん、フライパン、鍋類、ガラス、花瓶、セトモノ、資

源ごみ以外のビン・カン（割れた物や汚れのはげしいもの）
など

●蛍光管、割れたビン、割れたガラス、刃物等（新聞紙など
にくるんで出してください）

※長生郡市広域市町村圏組合燃えないごみ専用袋に入れて出
してください。

 粗大ごみ（月 1 回）
（収集基準　重さ20㎏以内、長さ1.8ｍ以内）
●自転車、ベビーカー、レンジ、掃除機、扇風機、プラス

チック衣装箱、ステレオなど
●ストーブ（燃料や電池は抜いてください）、ポリタンク（中身

のないものに限ります。フタを外してください）
●大型カーペット、ビニールトタン、すだれ（丸めてひもで縛

り、重さ20㎏以内、長さ1.8ｍ以内になるよう切ってくだ
さい）

●布団（縛って一家庭あたり一度に2枚程度まで）

※家電リサイクル対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍
庫、洗濯機・衣類乾燥機）およびパソコンは集積所には出せ
ません。家電リサイクル法、PCリサイクル法により処理し
てください。

 資源ごみ（月 2 回）
●スプレー缶、カセットボンベ（中身を使い切り、穴をあけず

にスプレー缶、カセットボンベ専用ネット袋（黄色）に入れ
てください）

●カン（水洗いしてから、カン専用ネット袋（青色）に入れてく
ださい）

●ビン（キャップを外し、水洗いをしてから「透明ビン、茶色
ビン、そのほかの色のビン」ごとに専用コンテナ（水色）に入
れてください）

●ペットボトル（ラベル・キャップを外し、中を水洗いしてか
らペットボトル専用ネット袋（緑色）に入れてください。な
お、ペットマークがついている飲料用に限ります。ラベル
やキャップは燃えるごみになります）

●紙類（新聞、雑誌類、段ボール、紙パック、そのほかの紙製
容器包装）にそれぞれをひもで縛って出してください

●衣類（ひもで縛って出してください）、冬物衣料(セーター・
コートなど)は出せません。
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B

166
070

大成商事 御中

スクラップ全般 エリアマップ9図 A‐1
買取・処分・スクラップ全般

大成商事株式会社
☆☆不用品回収・便利作業☆☆
■茂原市渋谷601-1
■TEL:0475-47-4895
■千葉県公安委員会許可 第441340001392号
■2018年11月 高師2161-1から移転

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年9月7日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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088

長生郡市再生資源協同組合 御中

廃棄物収集 エリアマップ11図 E‐2
クリーンな街づくりに貢献します

当協同組合は長生郡市を中心に環境保全・資源リサイクル活動に取り組んでおります。
■茂原市六ツ野2948－5
■TEL:0475-25-8701 ■FAX:0475-25-8707
代表理事：石川 修

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

TEL 0475ｰ22ｰ5135TEL 0475ｰ22ｰ5135
お気軽にお問い合わせください

茂原中央商事 検 索

浄化槽に関する事ならおまかせ下さ
い！

なんでもご相談下さい！
浄化槽に関する事ならおまかせ下さ

い！
なんでもご相談下さい！

有限会社　 茂原中央商事有限会社　 茂原中央商事
〒297-0035 　千葉県茂原市下永吉2076-1〈エリアマップ 13図Bｰ1〉

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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有限会社茂原中央商事 御中 二校原稿
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2018年9月28日
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◆ ◆業務内容
＊浄化槽清掃・保守点検 ＊一般廃棄物収集運搬

＊産業廃棄物収集運搬 ＊管工事業
＊飲料水貯水槽維持管理・清掃



分類 名称 電話番号 住所 地図座標

市
役
所

茂原市役所 23-2111 道表1 3図C-1
本納支所（ほのおか館内）34-2111 本納1741-1 6図A-4
下水道課川中島下水処理場 23-3128 早野3750 4図D-5

文
化
・
教
育
施
設

東部台文化会館 23-8711 東部台1-7-15 11図C-4
中央学校給食共同調理場 24-6920 小林1978-49 10図E-1
子どもセンター 20-1665 千代田町2-8-20 4図A-3
社会教育センター・
青少年指導センター 22-4466 千代田町

2-8-20 4図A-3

市立美術館・郷土資料館 26-2131 高師1345-1 10図D-2
茂原市市民体育館 23-2811 高師2165 1図E-1
中央公民館・市民会館 22-5072 茂原101 3図B・C-2
本納公民館（ほのおか館内） 34-2349 本納1741-1 6図A-4
鶴枝公民館 25-1834 上永吉1012 13図A-3
市立図書館 23-6151 千代田町1-6-1 4図B-2
富士見公園（市） 22-4646 東郷2078 2図D-4
長生の森公園（県） 26-2474 押日816-1 8図C-3

保
健
・
福
祉
施
設

保健センター 25-1725 高師3001 1図E-2
豊岡福祉センター 34-8321 粟生野2675-4 7図A-5
五郷福祉センター 25-7880 綱島656 10図D-5
東郷福祉センター 25-5882 谷本1887-1 9図C-5
豊田福祉センター 26-1105 長尾148 8図E-3
二宮福祉センター 26-3740 国府関1683-1 8図B-4
総合市民センター 24-9511 町保13-20 2図B-5
社会福祉協議会 23-1969 町保13-20 2図B-5
シルバー人材センター 25-4140 茂原168 3図D-2
福祉作業所あゆみの家 24-9135 本小轡319-1 9図B-4
獅子吼園（民間） 22-2397 小林546 8図D-4
長生厚生園（民間） 24-2003 立木477 13図A-3
特別養護老人ホーム
長生共楽園（民間） 22-1888 下永吉2812 13図A-2

特別養護老人ホーム
実恵園（民間） 34-5808 法目2672-1 6図C-2

特別養護老人ホーム
光風荘（民間） 34-9100 御蔵芝39-1 7図B-5

特別養護老人ホーム
長生苑（民間） 30-9777 南吉田4061-1 9図D-1

特別養護老人ホーム
真名実恵園（民間） 27-3356 真名675-2 8図A-3

特別養護老人ホーム
あんしん（民間） 27-5700 三ケ谷1368-1 13図B-3

特別養護老人ホーム
第二長生共楽園ひめはる 20-2288 下永吉2667-5 13図A-2

特別養護老人ホーム
あんしん東郷（民間） 47-3022 千町2231-2 9図E-4

介護老人保健施設
つくも苑（民間） 25-5335 六ツ野1841 11図C-1

介護老人保健施設
ケアセンターかずさ（民間） 27-4111 高師台3-3-3 1図C-1

分類 名称 電話番号 住所 地図座標
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本納保育所 34-3155 本納3302-1 5図E-4
東郷保育所 22-2832 谷本1795 9図C-5
豊田保育所 22-5056 長尾2103-1 8図E-3
鶴枝保育所 22-4709 上永吉1013-1 13図A-2
二宮保育所 22-4894 国府関1536-1 8図B-4
五郷保育所 22-5539 綱島102 10図D-5
中の島保育所 24-1894 下永吉787 11図B-5
町保保育所 22-2544 高師555-28 4図C-1
朝日の森保育所 22-3126 茂原1016 3図C-2
高師保育園（民間） 22-2419 高師864-1 3図E-1
東茂原保育園（民間） 23-6513 東茂原13-21 11図C-5
豊岡幼稚園 34-8050 粟生野2653-1 7図A-5
五郷幼稚園 23-5185 早野17-1 10図D-4
新茂原幼稚園 24-8710 上林56-2 9図A-5
中の島幼稚園 24-8720 下永吉1056-2 13図A-1
エンゼル幼稚園（民間） 22-3210 八千代1-11-1 3図E-3
ふたば幼稚園（民間） 22-3964 茂原646 4図B-3
茂原聖マリア幼稚園（民間） 22-4386 高師980 3図D-1
もばら幼稚園（民間） 24-1095 東郷842-2 9図B-5
認定こども園
アップル幼稚園（民間） 24-6685 押日595 8図C-4

小
学
校

東郷小学校 22-2834 谷本142 9図C-5
豊田小学校 22-3779 長尾156 8図E-3
二宮小学校 22-3221 国府関1415-1 8図B-4
茂原小学校 23-5155 茂原614 4図A-2
西小学校 22-3719 茂原1229-1 3図A-2
五郷小学校 24-1161 綱島1185 10図D-4
鶴枝小学校 22-2829 上永吉955 13図A-3
萩原小学校 24-2161 萩原町1-17 2図A-1
中の島小学校 22-3910 中の島町451 11図B-5
本納小学校 34-2031 本納1987 6図A-4
新治小学校 34-3154 下太田150 5図D-4
豊岡小学校 34-7757 弓渡255 6図E-5
東部小学校 23-5184 東部台1-9-1 11図C-3
緑ケ丘小学校 22-0789 緑ケ丘4-38 10図B-1

中
学
校

東中学校 24-2141 東郷301 11図C-1
冨士見中学校 23-7145 押日1468 8図D-5
茂原中学校 22-2320 高師427 2図B-1
南中学校 23-8825 上永吉1185-2 12図E-1
本納中学校 34-2074 本納1623 6図B-3
早野中学校 25-0951 早野206-1 10図D-4
西陵中学校 22-8011 緑ケ丘1-53 10図B-1
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空き地の草刈り依頼
問  環境保全課  ☎20-1504

　空き地に雑草等が繁茂し、良好な生活環境を阻害している
場合は、「茂原市空き地にかかる雑草等の除去に関する条例」
に基づき、土地所有者に雑草を除去するよう指導しています。

不法投棄について
問  環境保全課  ☎20-1504

 私有地や私道上に投棄された場合
　私有地や私道上にごみを不法投棄された場合、ごみは土地
の所有者または管理者が自己の責任において処理することに
なります。 日ごろから不法投棄されないような土地などの管
理が大切です。

合併処理浄化槽の設置補助
問  環境保全課  ☎20-1504

　公共下水道や農業集落排水整備事業計画区域以外の地域を
対象とし、専用住宅（貸家・販売目的の住宅などを除く）の単
独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併浄化槽に転換設置す
る方（新築・建替を除く）に対し補助金を交付します。
　申請は工事着手前に行ってください。
　詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。

飲用井戸についてのご相談
問  健康管理課  ☎20-1574

　飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任とな
りますので、自ら適正な管理に努めてください。水質検査機
関を案内していますので、ご相談ください。

悪臭や騒音、野焼き等に対する苦情
問  環境保全課  ☎20-1504

　受忍限度を超えるような臭気・騒音や、野焼きによる煙な
どで困っている場合はご相談ください。

スズメバチの巣の駆除
問  環境保全課  ☎20-1504

　スズメバチの巣の駆除は下記業者などへご依頼ください。
・イカリ消毒㈱ ☎24-5126
・㈲サンヨー消毒 ☎25-3434
・千葉県害虫防除協同組合 ☎043-221-0064 
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