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川崎市3R情報
川崎市のごみの分別についての案内、豆知識、環境
イベントの情報、事業所や施設の情報など。災害や
事故での収集の遅れなどもツイートしていきます。
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川崎生活環境事業所
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●電話：0570-044-530（一般加入電話などから）
    044-930-5300（携帯電話・IP電話などから）
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