
●年度●●税納入済通知書

区分 毎週の
収集地区

年内最終日
（12月）

年始開始日
（1月）

もやすごみ 月・木曜 28日 4日
火・金曜 29日 5日

もやさないごみ

月曜 28日 4日
火曜 29日 5日
水曜 23日 6日
木曜 24日 7日
金曜 25日 8日

その他プラ

月曜 28日 4日
火曜 29日 5日
水曜 23日 6日
木曜 24日 7日
金曜 25日 8日

区分 毎月の
収集地区

年内最終日
（12月）

年始開始日
（1月）

資源Ａ
・新聞紙
・ダンボール
・古着
・紙パック

第1

水曜

終了 6日
第2 9日 13日
第3 16日 20日
第4 23日 27日
第1

木曜

終了 7日
第2 10日 14日
第3 17日 21日
第4 24日 28日
第1

金曜

終了 8日
第2 11日 15日
第3 18日 22日
第4 25日 29日

区分 毎月の
収集地区

年内最終日
（12月）

年始開始日
（1月）

資源B
雑誌、古本等

第1・3 水曜 16日 6・20日
第2・4 9・23日 13・27日

ペットボトル

第1・3 月曜 21日 4・18日
第2・4 14・28日 11・25日
第1・3 火曜 15日 5・19日
第2・4 22日 12・26日
第1・3 水曜 16日 6・20日
第2・4 9・23日 13・27日
第1・3 木曜 17日 7・21日
第2・4 10・24日 14・28日
第1・3 金曜 18日 8・22日
第2・4 11・25日 15・29日

水路清掃
園芸土の収集

美化第3課
（0798・35・0017） 月曜～金曜 8：20～16：50

年内収集は12月23日までに申込を
※12月24日～28日の申込分は1月6日以降に収集

し尿収集
浄化槽の維持

（要手数料）

美化第3課
（0798・33・0779）

月曜～金曜 8：20～16：50

祝・休日 8：20～16：05
臨時（工事現場）し尿については、12月25日午後4時までの申込
分は12月28日までに収集
※12月25日午後4時以降の申込分は1月4日以降に収集

亡くなった
動物等の引取り

（要手数料）

電話受付センター
（0798・26・5041）

月曜～金曜
（祝・休日含む） 9：00～19：00

土・日曜 9：00～17：00
12/29・30 9：00～16：35
12/31 9：00～15：00

①市公式LINEアカウン
　トを登録（友だち追加）
　※登録は右コードから

②メニューから「ごみ」を選択し、
　案内に従って申込

アプリのホーム
画面の「スキャン」
をタップ

　年末年始はごみの量が増えるため、通常の収集時間が大きく前後する場合
があります。ごみは、収集日当日の「午前 8 時」までに出してください。
≪表の見方≫（例）資源A「第１水曜」…毎月第１回目水曜に収集する地区

搬入は西部総合処理センターへ。粗大ごみと事業系ごみは要手数料

※12/29～1/3は休み

※12/30～1/3は休み

　年内のごみ収集が12月29日に終了し、年始の収集開始日が1月4日のため、
収集日が変更となる地域があります。下表の 地区は特にご注意ください。

※1/1～3は休み
持ち込みは完全予約制（予約１回につき車両１台）です。
予約がない場合は持ち込みできません

問合せ

月曜～金曜 8：20～16：50

祝・休日 8：20～16：05

12/29 8：20～16：35
リサイクルプラザは12月28日～1月4日休館

予約
問合せ

ごみ電話受付センター（0798・22・6600）
※受付は9：00～19：00（土・日曜、12/29～31は17：00まで）。
　1/1～3は休み

搬入
時間

8：00～16：30（もやさないごみ・粗大ごみは15：30まで）
いずれも月曜～土曜。1/1～3は持ち込みできません

ごみ電話受付センター
（0798・33・6776）

※12/31～1/3は休み
月曜～金曜（祝・休日含む）9：00～19：00

土・日曜 9：00～17：00
12/29・30 9：00～16：35

美化企画課
美化第1課
美化第2課
※12/30～1/3は休み

（0798・35・8653）
（0798・33・4758）
（0798・41・6265）

※年内は12/31まで引取り

問 税務管理課（0798・35・3218）

　来年1月4日から、市税を「PayPay（ペイペイ）」、「LINE Pay（ライ
ンペイ)」で支払うことができます。スマートフォンにダウンロードし
たアプリから、納付書のバーコードを読み取るだけで、いつでも、どこ

請求書支払い
LINE Payメインメ
ニューの「請求書支
払い」をタップ

でもキャッシュレスで支払えます。非接触で安心・便利なPay払いをご
利用ください。詳しくは、市のホームページ(ページ番号：85500923)
をご覧ください。

固定資産税（償却資産含む）・都市計画税（※）

※領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニで現金納付してください

決済可能金額は30万円まで

市県民税（普通徴収）

Pay払いと納付書払いの二重納付にご注意を

領収証書は発行されません

※二重払いに伴う返金手続きには時間を要します

内容を確認して
支払完了！

納付書左下の
バーコードを
読み取る

≪納付書≫ 

（※）12月25日が納期限の第3期には、Pay払いは利用できません
　　納期限までに納付をお願いします

口座振替からPay払いへの切り替えは手続きが必要

軽自動車税(種別割)

決済前にチャージ残高の確認を

12/30～1/3はごみ・資源の収集はありません生活系ごみ収集日

LINE で申込 24時間受付 電話で申込

粗大ごみの収集申込 その他の相談窓口

年末年始のごみ収集のご案内

ごみの持ち込み 前日までに電話予約を

※要手数料。申込多数の場合は年始以降の収集となります

PayPay、 LINE Payで市税を納付

対象税目

非接触で安心・便利な
来年１月４日

スタート

①

②

①

③

利用方法

注意事項

スキャン

（８）� 令和2年（2020年）12月10日

健康・医療相談は「ハローにしのみや（0120・86・2438）」へ。24時間年中無休。通話・相談無料！　※非通知設定は解除してください

【年末年始のごみ収集情報（保存版）】


