
生活・環境・相談
ごみの分け方・出し方

住民生活課生活環境係
●ごみの分け方・出し方
　町が配布している「ごみ収集カレンダー」を確認し、分別して、決められた収集日に出してください。
●ごみの収集日
　ゴミの収集日は、次のとおりです。

ごみ� 　

地　　区 燃えるごみ 燃えないごみ ペットボトル ビン・カン・
アルミ製品

牛乳パック
蛍光管・乾電池

新聞紙・ダン
ボール・雑誌等

プラスチック
製容器包装

福田地区・津森地区・
広安地区（安永を除
く）

火曜日
金曜日 第2月曜日 第1、3

水曜日
第2、4
水曜日 第4月曜日 第1、3

月曜日 木曜日

安永・飯野地区
木山地区

月曜日
木曜日 第2火曜日 第2、4

水曜日
第1、3
水曜日 第4火曜日 第1、3

火曜日 金曜日

●生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成金
　・生ごみ処理容器…購入費の2分の1を助成します。助成限度額は、4,000円です。
　・生ごみ処理機……購入費の2分の1を助成します。助成限度額は、30,000円です。
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粗大ごみの出し方、クリーンセンターへの直接搬入ごみについて
住民生活課生活環境係

　粗大ごみを出そうとするときは、事前に各地区の指
定業者にお問い合わせください。（粗大ごみ収集申込
受付は平日午前9時から午後4時まで。祝日は除く。）
　家電5品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣
類乾燥機）については、家電リサイクル法が適用さ
れますので、町の取扱いおよびクリーンセンターへ
の搬入は受け付けられません。
●粗大ごみ各地区指定業者
◇福田・津森・広安（安永を除く）地区
　（有）出崎商会
　　☎096-286-2408　ＦＡＸ��096-286-2462
◇安永・飯野・木山地区
　（有）益城清掃
　　☎096-286-5666　ＦＡＸ��096-286-5666
●粗大ごみの収集運搬手数料・品目
　・粗大ごみ1品目につき500円です。
　・�縦＋横＋高さの三辺の長さの合計が400cm未

満まで収集可能です。
　・�粗大ごみとして出せない品目等については、「ご
み収集カレンダー」でご確認ください。

●クリーンセンターへの直接搬入
　・搬入できる日…月曜日から金曜日まで
　・受付時間………午前9時～午後4時まで
　・休場日…………�土曜日・日曜日・祝日（月曜日・火

曜日の祝日は除く）
※�ただし、年末年始は変更になる場合があります。
1．�直接搬入される場合は、1kgにつき10円の手数料
がかかります。

2．�ごみは、品目ごとに分類し、降ろしやすい状態で
搬入してください。

3．�ごみの大きさや種類によっては、搬入できないも
のがあります。「ごみ収集カレンダー」でよく確認
されて危険防止など配慮のうえ、適正な処理をお
願いします。

ましきまち生活便利帳 61

生
活
・
環
境
・
相
談

＜ ＞

処理項目 販売項目木くず､がれき類(コンクリートガラ､アス
ファルトガラ､ブロック､瓦等)石膏ボード､
繊維くず(タタミ)

クラッシャーラン､石灰(地盤改良･土壌改
良)家畜用オガ粉､チップ(ガーデニング
用)

今までの処理施設では､解体廃木材や伐採材などは焼却処理されていましたが､当社リサイクル施設では､燃やさず破砕処理によって
リサイクルし大気汚染と地球温暖化防止に貢献したプラントです。
まず､搬入された廃棄物は一次破砕機で､金属やその他不純物と分類し､二次破砕機にてチップ材として､各種燃料やマルチング材･パ
ルプ原料にリサイクルされ､三次破砕では､さらに細かく分別破砕されオガ粉･家畜の敷材や堆肥の原料にリサイクルされています｡

認証・登録番号0008593

エコアクション21認証 取得しました。



環境にやさしい補助制度
住民生活課生活環境係

　益城町では、環境にやさしい補助金の制度がたく
さんあります。補助金を利用して環境にやさしいエ
コライフをしましょう。
※�補助金の申請をされる場合は、必ず工事着工前に
行ってください。
※�補助金の交付は予算の範囲内で行い、補助金の額
は年度により変更になる場合があります。
※�補助金の対象者は、町税等を滞納していない方と
なります。
※�各種補助金の申請について、詳しくは住民生活課
にお問い合わせいただくか、町ホームページをご
覧ください。
◇住宅用太陽光発電システム
　・補助額…1件当たり50,000円

◇太陽熱温水器
　・補助額…�設置費の4分の1（1,000円未満切り捨

て）　上限は30,000円
　※町内業者が設置することが補助対象の条件です。
◇雨水タンク
　・補助額…�1基当たりの設置費の3分の2または、

35,000円のいずれか少ない額（1,000
円未満は切り捨て）

◇ペレットストーブ
　・補助額…�設置費の4分の1（1,000円未満切り捨

て）　上限は100,000円
◇雨水浸透ます
　・補助額…�1基当たりの設置費の2分の1または、

16,000円のいずれか少ない額（100円
未満は切り捨て）

ペット
住民生活課生活環境係

●犬を飼っている方へ
　動物を飼う方は、他人への迷惑や危害を及ぼすこ
とのないように十分な心配りが必要です。
　犬の放し飼いは禁止されています。常につないで
飼育してください。
　犬のフンの後始末は飼い主の責任です。特に散歩
時には、フンを持ち帰ることができるものを用意し
ていきましょう。
　また、自宅敷地内での飼育もフンなどの悪臭で近
所迷惑にならないようにしましょう。
　愛犬は大切な家族です。最期まで責任を持って飼
育しましょう。
●犬の登録について
　犬を飼い始めた日（生後90日以内の犬は90日を経過
した日）から30日以内に登録申請をしてください。登
録は、生涯1度だけです。登録手数料は、3,000円です。

環境� 　

◇登録事項の変更について
　飼い主が変わったり、飼い犬が死亡した場合など
は、住民生活課に届け出をお願いします。
●狂犬病予防注射について
　生まれてから91日以上の飼い犬については、毎年
1回、狂犬病予防注射が義務づけられています。
1．集合注射で受ける場合
　益城町では、毎年5月と10月頃、町内を巡回して
予防注射を行う集合注射を実施しています。
　・予防注射料金………………��2,500円
　・予防注射済票交付手数料……500円
2．動物病院で注射を受ける場合
　動物病院で注射をすると「注射済証明書」が発行
されますので、「注射済証明書」を持って、住民生活
課にて予防注射済票の交付申請をしてください。
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益城町木山 1548-1 380-6666



町営住宅案内
都市計画課建築係

　現在、町営住宅には空き部屋がありませんので各
団地1年に1回補充入居者募集を受け付けておりま
す。入居資格を有する方で公開抽選会を行い、現在
入居されている方が退去された場合に抽選時1番の
方から順次入居案内いたします（有効期限あり）。お
申し込みは1団地限りです。違う団地に申し込みさ
れる方は、前回の申し込みは辞退していただくこと
となります。

●入居資格（全て満たしている方）
　・�公営住宅法に定める月額所得が収入基準額以下
であること

　・益城町に住民登録若しくは勤務先がある方
　・�夫婦、親子を主体とする家族であること（単身の
方は、満60歳以上）

　・税金の滞納がない方
　・暴力団員でないこと
　・持家がない方�
●町営住宅棟戸数
　辻団地（9棟・144戸）、市ノ後団地（8棟・144戸）、
惣領団地（2棟・48戸）、広崎団地（1棟・23戸）

定住促進補助金制度
都市計画課建築係

　町が指定する区域に一戸建て住宅を新築又は購
入して、その住宅に居住した方（中学生以下のお子
さんと同居が必要）に100万円を助成しています。
　また、上記に加え、次のとおり加算金も助成して
います。

　◆小学生1人当たり　　20万円
　◆中学生1人当たり　　5万円
　◆未就学児1人当たり　10万円
　・対象期間：�平成23年4月1日から平成28年3月

31日

賃貸住宅家賃助成金制度
都市計画課建築係

　町が指定する区域内の賃貸住宅に入居している
方で、小学生・中学生と同居している扶養親族に対
して、次のとおり助成金を支給しています。
◆小学生1人当たり
　月額2万円（2人目以降：月額1万円）
◆中学生1人当たり
　月額1万円（2人目以降：月額5千円）

　・上限額：�実質家賃の2分の1（実質家賃＝家賃―住
宅手当等）

　・対象期間：�平成23年4月1日から平成28年3月
31日
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TEL 096-368-3396

創業５２年創業５２年

大切な貴方の財産、多角的に考えます

宅地建物取引業　熊本県知事免許　2134

熊本市東区東野１丁目１５－１８

096-369-5211熊本市東区新外1丁目5-49

新外交番すぐ隣

休診日 / 日曜・祝日　※  火曜午後も休診
※急患の場合は休診日になっていても一度お電話ください。

滝川ペットクリニック 検 索

獣医師　滝川　晋史



→宅内側
　自己負担です。

水道本管側←
水道課で対応
します。

回転コマ

水道
水道センター�☎286-6880

●水道に関するお問い合わせ
　家庭の水道工事をする場合は、益城町指定給水装
置工事事業者にお申し込みください。
　指定給水装置工事事業者については益城町水道
センターで確認してください。
※�給水装置とは、公道に埋設された配水管の取り出
し口から各家庭まで引かれた給水管と、これに取
り付けてある水道メーター蛇口などの総称です。
●水道の各種届け出
◇5日前までにお届けください
　①水道を使用開始するとき
　②引っ越しをするとき
　③水道を一時使わないとき（改築や長期旅行など）
　④使用者の名義が変わるとき
　⑤�建物の解体などによりメーターの撤去を希望
するとき

◇すぐにお届けください
　①給水装置の所有者の名義が変わるとき
●検針と水量のお知らせ
　毎月1回月初めに、検針員が水道メーターを確認
し、使用水量に応じて、水道料金および下水道使用
料を計算し、「使用水量等のお知らせ」によりお知ら
せします。
　お支払は便利な口座振替をご利用ください。
　料金体系については検針票裏面に記載がありま
す。

水道� 　

●�新たに水道を引きたい時又は改造及び修繕
を行いたい時

　益城町水道事業指定給水装置工事事業者（指定工
事店）を通して水道センターへの申請が必要になり
ます。
　申請に要する費用は、引き込み口径により加入
金・検査手数料が異なります。
　詳しくは、水道センターでご確認お願いします。
　工事費につきましては、立地条件等により異なり
ますので工事店との相談になります。改造及び修繕
等も同様に申請が必要です。
問い合わせ先
　�水道課（益城町水道センター内）� �
☎096-286-6880
●�宅内漏水の調べ方
①すべての蛇口をしっかり閉めてください。
②�メーターボックス内のメーターを確認して回転
コマが回っていたら宅内側での漏水です。

③�その場合、修理の必要がありますので、指定工事
店に依頼してください。（修理代金は、自己負担で
す。）

◇メーター拡大図
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営業種目
上・下水道､給湯､浄化槽､ポンプ
住宅設備機器､土木､舗装､その他

熊本県知事許可　第6476号

㈲西村管工
代表取締役　西村 和幸

益城町平田580-1

TEL 096-286-2741
FAX 096-286-7833

上・下 水 道 工 事
給排水衛生設備工事



下水道
浄化センター�☎286-1131

●下水道への切替工事
　下水道が整備された区域のお宅は、3年以内に下
水道への切替が義務付けられています。
　益城町下水道排水設備指定工事店（指定工事店）
を通して、下水道課へ申請してください。
※�工事の際は、「指定工事店」へ直接工事の依頼をし
てください。
　工事契約後の申請その他の手続きについては、全
て「指定工事店」が行います。
●井戸水使用世帯の家族人数の変更
　下水道料金は、家族人数により算定されます。
人数に変更（出生・死亡・転出入等）があった場合は、
下水道課までご連絡ください。
●下水道料金
　使用水量に対し、下記の金額となります。
　「基本料金1,000円（8㎥まで）以降1㎥超過毎に
150円」
※現在の消費税率5％での金額です。

下水道� 　

◇使用水量とは
①�水道水使用の世帯：水道使用水量
②�井戸水使用の世帯：家族1人1月に7㎥使用した
ものとする認定水量

③�水道・井戸水併用の世帯：水道使用水量と家族1
人1月3.5㎥の合計水量

※�水道使用の世帯は、水道料金との合計での請求
となります。

火葬場
住民生活課生活環境係

●益城斎場
　益城町大字福原5740番地　☎286-0877
　益城町、嘉島町、西原村共同の施設で火葬を行うことができます。
　・受付時間　午前9時～午後3時
　・休��業��日　1月1日

斎場� 　

暮らしの相談
住民生活課住民係・福祉課人権対策係

相談� 　

●料金支払方法
　水道センターからお送りします水道・下水道料金
納付書により、役場会計室か指定の金融機関でお支
払いください。
　また、口座振替ご希望の方は、益城町水道・下水道
使用料預金口座振替依頼書にご記入のうえ、
　お取引先金融機関へ提出してください。
　下水道課（益城町浄化センター内）
　☎286-1131

相談内容 詳　細 日　時 機関名 問い合わせ先

消費者相談 悪質商法や多重債務問題の消費生活相談
に応じます。

月～金曜
午前8時30分～
午後5時15分

消費者生活相談窓口 住民生活課住民係

人権相談 学校や職場におけるいじめ、差別などの
相談に応じます。秘密厳守は厳守します。

特設人権相談日
（6月・12月）
午前10時～午後3時

特設人権相談所 福祉課人権対策係
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