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収集地域 燃やすごみ 燃やさないごみ 大型ごみ

※事前予約制
缶・ペット
ボトル

飲料用
ガラスびん 紙パック プラマーク

Ａ
地
域

岩山・禅定寺
立川・湯屋谷
荒木・奥山田

毎週
月・木曜日

毎週
火曜日

9日・23日
予約は

3日・17日まで
3日・17日 10日・24日 10日

毎週
金曜日

Ｂ
地
域

高尾・郷之口
贄田・銘城台
南・緑苑坂　

毎週
火・金曜日

毎週
月曜日

8日・22日
予約は

3日・17日まで
10日・24日 3日・17日 3日

毎週
木曜日

収　集　地　域 収 集 日
高　尾 全      域 8/18・9/8
郷之口 
贄　田 
荒　木

全      域（大字荒木小字立川・平山含む） 8/16・9/6

南
並木・薬師前・東道祖神・亥子 8/16・9/6
旧府道（南栗所以南の府道含む）以東（亥子を除く） 8/17・9/7
旧府道（南栗所以南の府道含む）以西（並木・薬師前・東道祖神を除く） 8/18・9/8

岩　山
長山・隠谷・山下・高岡・森本・岨田・墓尾・僧都谷・ 
口筒井谷・休場・畠田 8/8・9/1

上記以外 8/9・9/2
禅定寺 全域 8/5・8/31

立　川
奥田 8/8・9/1
大導寺川以北（右岸） 8/9・9/2
大導寺川以南（左岸） 8/10・9/5

湯屋谷 全域 8/4・8/30
奥山田 全域 8/3・8/29

工業団地 全域 8/8・9/1

くみもれのときは、収集口から確認して城南衛生管理組合
（☎075-631-5171）へ、臨時収集は城南環境事業協同
組合（☎23-5963）までご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土

行政相談
やすらぎ荘
午後1：30～4：30

成人健康相談
役場
午前9：30～10：00 /
午前10：30～11：00

授乳育児相談
はぐ♡くむセンター
午前9：30～11：30

栄養相談
はぐ♡くむセンター
午前10：30～11：30 /
午後1：30～2：30 /
午後3：00～4：00

子育て相談
はぐ♡くむセンター
午後1：00～3：00

消費生活相談
役場
午前10：00～正午 /
午後1：00～4：00

授乳育児相談
はぐ♡くむセンター
午前9：30～11：30

おはなし会
総合文化センター
午前11：00～11：30

ボードゲーム･デー
総合文化センター
午後2：00～4：00

幼児健康診査
はぐ♡くむセンター
午後0：50～1：30受付

ファミリーサポート交流会
はぐ♡くむセンター
午前10：00～11：30

トレーニング器具使用講習会
トレーニングセンター
午後7：00～8：30

献血
役場
午前9：45～正午

あそびの広場
はぐ♡くむセンター
午前10：30～11：00

BCG予防接種
はぐ♡くむセンター
午後1：15～2：00

栄養相談
はぐ♡くむセンター
午前10：30～11：30
午後1:30～2:30
午後3:00～4:00

権利擁護相談
やすらぎ荘
午後1：00～4：00

輝齢者しゃんしゃん教室
役場
午前10:00～正午

子どもの言葉を育てる絵本講座
総合文化センター
午後2:00～3:00

乳児後期健康相談
はぐ♡くむセンター
午前9:20～9:50受付

あそびの広場
はぐ♡くむセンター
午前10：00～11：30

普通救命講習会
宇治田原分署
午前9：00～正午

おはなし会
総合文化センター
午前11：00～11：30

ボードゲーム･デー
総合文化センター
午後2：00～4：00

２歳児歯科検診
はぐ♡くむセンター
午後0:50～1:30受付

●今月の納税・納付● 
○町・府民税 …………………………… ２期分
○後期高齢者医療保険料 ……………… ２期分
○介護保険料 …………………………… ３期分
○国民健康保険税 ……………………… ３期分
○国民年金保険料 ……………………… ７月分
○保育料 ………………………………… ８月分
○上・下水道料金 ……………………… ８月分

＝休館

＝休館

＝休館

＝休館

＝休館

＝休館

やすらぎ荘のお風呂
毎週水・金曜日（祝日除く）
㊚午前9:30～正午
㊛午後1:30～4:00
㊛午前9:30～正午
㊚午後1:30～4:00

水
曜

金
曜

問建設環境課☎88‐6639

水道メーター検針（1～15日） 
銘城台、郷之口、南、贄田、
荒木（大地・平山・立川を除く）、
岩山（法泉寺のみ）、高尾

町営バス運休（8/15・16）

小中学校第2学期始業式

宗円交遊庵　やんたん
休館日＝毎週水・木曜日
臨時休館日＝8/10～18

未来挑戦隊チャレンジャー写真撮影会
役場
各日午前9：00～正午 / 午後１：00～3：00

AUGUST
新型コロナウイルス感染症対策のため
事業が中止・変更になる場合があります。

Ujitawara Town's calendar

2022
令和4年月

8 まちのカレンダー

山の日　　　　　

総務課 88−6631　　企画財政課 88−6632　　税住民課 88−6633　　福祉課 88−6635　　地域包括支援センター 88ー3719
健康対策課 88−6610　子育て支援課 88−6636　地域子育て支援センター 88−6622 88−6646　建設環境課 88−6637

まちづくり推進課 88−6616　産業観光課 88ー6638　上下水道課 88−3337　会計課 88−6640　学校教育課 88−6612 88−3780
社会教育課 88−6613 88−3780　　議会事務局 88−6641 88−6617　　役場 代表 88−2250 88−3231

町立保育所 88−6611 88−3104　　　宇治田原消防分署 88−5500　　　総合文化センター 88−5851 88−5333
町立図書館 88−5852　　　※住民体育館 88−4567 88−4222　　　学校給食共同調理場 88−2255 88−3699

やすらぎ荘 88−2394 88−4094　　　※維孝館中学校 88−2106　　　※田原小学校 88−2149　　　※宇治田原小学校 88−2214
※奥山田ふれあい交流館 88−5055　　田原児童育成施設 99−7185　　宇治田原児童育成施設 99−7188　　ふれあい福祉センター 88−9160

役場

出先など

町長直通メール nishitani@town.ujitawara.lg.jp　町長直通 88−2011　 ※は指定避難所

防災用長距離スピーカーの放送が
聞き取れないときは、電話で内容
確認ができます。

0774-88-3100
※通話料がかかります。

ごみの分別で迷ったら
ごみの分け方チラシか
QR から HP で検索


