
保存版　

ごみ処理基本計画 1
収集しないもの 2
家庭ごみ&資源の分け方と出し方一覧表 3・4
プラスチック製容器包装 5
容器包装の分け方一般例 6
空きびん・空き缶 7
ペットボトル・古紙・古着 8
有害ごみ 9
可燃ごみ 10
不燃ごみ 10

粗大ごみ 11・12
自己搬入ごみ・小型家電製品リサイクル 13
その他ごみ・使用済みスプレー缶・リサイクルステーション 14
家電リサイクル法 15
家庭用パソコンリサイクル 16
津島市清掃事務所からのお願い 17
粗大ごみ証紙取扱店一覧表 18
指定ごみ袋取扱店 19
分別早見表 20～33
町内別収集日一覧表 34～38

※ごみは午前8時30分までに出して下さい

清掃事務所　TEL 0567-26-4228　FAX 0567-26-9575
〒496-8686　津島市立込町2丁目21番地

お問い
合わせ

令和4年3月



目標
（2022年度の目標値）

1人1日当たりのごみ排出量
H23年度比

（894ｇ→744ｇ）

16.8％の
削減

目標
（2022年度の目標値）

21％

ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画 平成25年度～令和4年度

排出量削減に向けて

資源化促進に向けて

　ごみ処理基本計画は、10年間のごみの処理についての基本的な事項を定めるものです。
　ごみの発生を抑制し、再利用・再生利用等を進めるために、これまでの成果と今後の課題を整理
し、具体的な目標を掲げました。
　なお、おおむね5年で見直しを行うこととしており、平成29年度に本計画の目標の達成状況等に
ついて点検・評価を行い、その結果を反映させ、新たな目標を掲げました。

ごみの発生抑制は、市民のみなさんの行動からはじまります！

役 割
市　民

事業者

行　政

ごみを出さない暮らし 実施主体

過剰包装商品の販売自粛等

啓発活動、市民が行動するためのサポート

役 割

市　民

事業者

行　政

分別排出の実施、資源排出方法への理解

適正処理困難物の対応、
リサイクル関連法への対応

啓発活動、資源を
受け入れやすい環境の整備等

● 水分ひと絞り運動を実施しましょう！
● マイバック持参運動を実施しましょう！
● 過剰包装商品の購入を自粛しましょう！

資源化率
（　　　　　　）ごみの総排出量に対する

資源化量の割合

（　　　）平成23年度
13.7%

水分をしぼると1割減
乾燥させると大きな
削減になります。

可燃ごみの中には資源として回収できるものも多く混入しています。
分別を徹底して、資源化・リサイクルを進めましょう。

● ごみの分別排出を徹底しましょう！
● 集団回収に参加しましょう！
● プラスチック製容器包装の分別方法を知りましょう！

津島市では、市民委員会による分別説明会等を行っています。
積極的に情報収集をしましょう。

燃やせばごみ
分ければ資源となります。

実施主体

実施主体

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方1
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TEL 0567-26-4228以下のごみは清掃事務所までご確認ください。
①大掃除、引越し、刈草、剪定枝などの一時多量ごみ
②陶器、ガラス、焼却灰、コンクリート、ブロック、レンガの排出
※剪定枝などを収集日に出せるのは一世帯5袋までとします。

収集しないもの収集しないもの
処理困難ごみ

自動車の部品、タイヤ、モーター類、
農薬、農機具、ビニールハウスの
ビニール、プロパンガスボンベ、
消火器、廃油、薬品、塗料など
処理については、各販売店・専門業者にご相談ください。

事業系ごみ

家電リサイクル法に基づく製品

家庭用パソコンリサイクル

飲食店・商店・事務所・工場などから出るごみは、
事業者自ら処理施設に搬入するか、一般廃棄物処理業者や
産業廃棄物処理業者などへ依頼してください。

家庭用のエアコン、テレビ（ブラウン管式）、
薄型テレビ（液晶・プラズマ式）、
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

デスクトップパソコン、ノートパソコン、ブラウン管ディスプレイ、液晶ディスプレイ

詳しくはP15、P16にてご確認ください。

お確かめください。PCリサイクルマーク。
PCリサイクルマークがついた製品（平成15年10月1日以降に販売されたパソコン）は、新たな料金負担なしで、
メーカーが回収・再資源化します。マークがついていない製品（平成15年9月30日までに販売されたパソコン）は、
回収再資源化料金（メーカー指定の方法でお支払いください）を、お客様にご負担いただきます。
※プリンターは袋に入るものは不燃ごみ扱いとなります

清掃事務所にご確認ください
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家庭ごみ＆資源の　分け方と出し方一覧表家庭ごみ＆資源の　分け方と出し方一覧表
区　分 収集回数具　体　例 使用する指定袋

資　

源

プラスチック製
容器包装 週1回

（詳しくは、5ページ）

プラスチック製
容器包装
専用袋

袋の色／透明ブルー

ペットボトル
専用袋

袋の色／透明

乾電池、体温計、蛍光管、ライター類、
スプレー缶・カセット式ガスボンベ(中身入)

品目ごとにまとめて十文字に梱包する、古着類は指定袋以外の袋に入れる。

専用コンテナ

専用コンテナ

専用コンテナ

指定袋はありません

（詳しくは、7ページ）

（詳しくは、7ページ）

（詳しくは、8ページ）

（詳しくは、8ページ）

（詳しくは、9ページ）

空きびん

空き缶

ペットボトル

古紙・古着

有害ごみ

月1回

月1回

月2回

月1回

年2回
（6・11月）

発泡スチロール、プラスチック製ボトル、袋・カップ、ネットなど

飲料用びん、雑びん、梅酒用びん
化粧品びんなど

アルミ缶、スチール缶 スプレー缶、カセット式
ガスボンベ、缶づめの缶

飲料、しょうゆ、みりん、食酢、酒類用のペットボトル

新聞、チラシ、雑誌、ダンボール、雑がみ、古着類など

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方3



ICE

家庭ごみ＆資源の　分け方と出し方一覧表家庭ごみ＆資源の　分け方と出し方一覧表
区　分 収集回数具　体　例 使用する指定袋

可燃物
ごみ専用袋

袋の色／半透明

不燃物
ごみ専用袋

袋の色／透明ピンク

ご　

み

可燃ごみ

容器包装以外のプラスチック製品、残飯、紙おむつ、
生理用品、ふとん、毛布、じゅうたんなど

袋に入る大きさに切ってから出してください。袋に入らない場合は
「粗大ごみ」の扱いになります。

ゴム製品、ポリ缶、プランター、金属製品など

※傘のみ袋から出ていても収集します

机、椅子、タンス自転車など　※粗大ごみ証紙を購入

●粗大ごみ受付センターへ電話でお申し込みください。

指定袋はありません

自
己
搬
入
ご
み

大掃除・引越しなどの一時多量ごみ、コンクリート、ブロック、毛布、じゅうたんなど

●事前に清掃事務所にご相談ください。

（詳しくは、10ページ）

（詳しくは、10ページ）

（詳しくは、13ページ）

（詳しくは、11・12ページ）

週2回

月1回

週1回

月曜日～金曜日（祝日・振替休日・年末年始を除く）TEL 0567-31-3284
受付は、1世帯1回5点までです。

受付
時間 午前9時～正午・午後1時～5時

月曜日～金曜日（祝日・振替休日・年末年始を除く）受付
時間 午前9時～午後3時・200円/10㎏

不燃ごみ

粗大ごみ

個別有料収集

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 4
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1 2 3

プラスチック製容器包装
(ペットボトル以外）
プラスチック製容器包装
(ペットボトル以外）

容器包装とは、商品をいれたもの（容器）や、包んだもの（包装）で商品が消費されたり分離された場合に不要になるものを
言います。　 プラマークの入っているものが対象です。

収集したプラスチック製容器包装は、プラスチック製品の原料、鉄鉱石から鉄を造るときの還元剤、油化・ガス化されて燃料
などにリサイクルされます。

対
象
に
な
ら
な
い
も
の

ボトル類 フタ類

緩衝材類

商品そのもの

CD、CDケース、洗面器など

・　  プラマークが入っているものが対象です。
・「プラスチック製容器包装」以外は入れないでください。
・食品など残っているとリサイクルできません。洗いにくいものは「可燃ごみ」へ。
・キャップ類は、ボトルからはずし、プラスチック製であれば「プラスチック製容器包装」、金属製であれば「不燃ごみ」へ。
・専用袋に入れるとき、レジ袋などにまとめたものをそのまま入れないでください。袋が二重になるとリサイクルするのに手間がかかります。

中身を残さないようにして、
水でさっと洗って

プラスチック製容器包
装専用袋に入れる 指定の集積場へ出す

中に中身が付着して
洗えないもの

商品でないものの
容器や包装

納豆の容器、歯磨き粉・わさび・
練がらし・白髪染のチューブなど

クリーニングポリ袋、宅配便の袋など

「可燃ごみ」に
出してください。

週1回

●洗剤・シャンプー・リンス・ハンドクリームなどの容器
●たれ・つゆ・ドレッシング・乳酸菌飲料などの容器
●うがい薬・目薬などの容器

●ペットボトル・空きびん・
　プラスチック容器などの
　プラスチック製のフタ

●卵パック・ゼリーなどのパック
●カップ麺・プリン・インスタント食品・コンビニ弁当などの容器
●薬・化粧品・日用品などのケース
●歯ブラシなどのパック

●生鮮食品などのトレイ
●果物などのトレイ
●惣菜・生菓子などのトレイ

●インスタント食品・冷凍食品などの袋、あめ・菓子などの包み
●野菜・そば・パンなどの袋、生鮮食品などのラップ、カップ麺などの薄い外フィルム
●衣料品・トイレットペーパー・薬品・化粧品などの袋、レジ袋

●みかん・タマネギなどのネット
●リンゴ・桃などを包んだ
　発泡スチロール製ネット

●家電製品などを保護した発泡スチロール

カップ・パック類

トレイ類

ポリ袋・ラップ類

網・ネット類

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方5
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容器包装の分け方一般例容器包装の分け方一般例
同じ種類のものでも、素材により分別区分が異なる場合がありますので、ご注意ください。

・包装面積が1/2以下のものは、
 容器包装の対象外です。

靴下の帯巻き
「可燃ごみ」

野菜の結束テープ
「可燃ごみ」

カップ麺
フタ

容器
「可燃ごみ」

「プラスチック製
容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製
容器包装」

袋

「プラスチック製
容器包装」

3個組プリン フタ

カップ

「プラスチック製容器包装」

「プラスチック製
容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」
台紙
「資源ごみ」

中仕切り
（プラスチック製）

乾燥剤

「プラスチック製
容器包装」

「不燃ごみ」紙箱

「資源ごみ」 包装紙

「資源ごみ」

ティーパック
個包装紙

「可燃ごみ」
「可燃ごみ」
台紙
「可燃ごみ」

外パック

「プラスチック製
容器包装」

ティッシュ 取出口のフィルム

「可燃ごみ」 「プラスチック製
容器包装」

紙箱

「資源ごみ」

フタ

缶

「プラスチック製
容器包装」

「空き缶」
外包装フィルム
「プラスチック製
容器包装」

ストッキング

台紙

「可燃ごみ」

「資源ごみ」

外袋

「プラスチック製
容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

フタ 内ブタ

「プラスチック製
容器包装」

「可燃ごみ」

びん

「空きびん」

コーヒーびん

菓子箱 ストッキング

ヘアスプレー

5個入ティッシュボックス

紅茶のティーパック

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 6



酒 酒酒

ビール

酢
梅酒

みりん ジャム醤 油

ドリンク ウィスキー

ビールビール

津島市
ガラスビン

のりサラダ油

津島市
カン類

空きびん空きびん

空き缶空き缶

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

キャップを取りはずし、
さっと水洗い びんを横にして 直接ガラスビンの専用容器へ

・キャップはプラスチック製であれば「プラスチック製容器包装」、金属製であれば「不燃ごみ」へ

飲料缶・食品缶は
さっと水洗い

スプレー缶は完全に使い切った後、
火の気のない風通しの良い所で穴をあけて 直接カン類の専用容器へ

・キャップ・ノズルはプラスチック製であれば「プラスチック製容器包装」、金属製であれば「不燃ごみ」へ
・中身の残ったスプレー缶・カセット式ガスボンベが原因で、収集車や八穂クリーンセンターで爆発事故が起こります。
・穴をあけるのが不安な場合は、6月、11月の資源の日の赤い専用容器へ

月1回

月1回

飲料用のアルミ缶・
スチール缶

食品缶、菓子缶、
サラダ油缶、缶づめの缶など

スプレー缶、
カセット式ガスボンベ

1 2

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

1 1 2

3

酒びん、ドリンクびん、ソースびん、海苔びん、
雑びん、化粧品びんなど

ビールビンや１升ビン
などのリターナブルびんは、
販売店へ返却もできます。

（使いきり、穴を開けてください）
※中身が残っている場合はP9にてご確認ください。

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方7
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ソース

週刊
誌

週刊
誌

週刊
誌

週刊
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お茶

飲料・酒類・しょうゆ・みりん・食酢用の
ペットボトル

キャップ・ラベルを取りはずして ペットボトル専用袋に入れる 指定の集積場へ出す

・キャップ・ラベルはプラスチック製であれば「プラスチック製容器包装」、金属製であれば「不燃ごみ」へ

子ども会・老人会などの、資源回収にご協力ください。

新聞、チラシ、雑誌、ダンボール、雑がみ、
古着類など 雑がみとは

■雑がみの種類
（一般的な具体例です。）

品　目
絵本
折り紙（金・銀紙は除く）
菓子箱
型紙
紙箱
紙袋
画用紙

■資源にならない紙

粘着物の付いた封筒・油紙・
写真・合成紙・防水加工紙・
感熱発泡紙・カーボン紙や
汚れのついたものなど。
→「可燃ごみ」へ

新聞、雑誌、ダンボール、紙パック以外の紙製品で、
紙に再生できるものです。

古紙は品目ごとに、
ひもで十文字に縛って出す 指定の集積場に出す

指定袋以外の袋に入れて出す

※古布類は入れないで下さい。

※ペットボトル以外は
　入れないで下さい。

※汚れているものは
　可燃ごみへ

指定の集積場に出す指定袋以外の袋で出す

月2回

月1回

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

1 2 3

1 2

1 2 3

ペットボトル

古紙・古着

ペットボトル

古紙・古着

ソース・油類・洗剤などのボトルは、
きれいに洗って「プラスチック製容器包装」へ

（古着はよごれのない物）
家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 8
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※割れたものは袋に入れて不燃ごみへ

乾電池・体温計・ライター類

蛍光管類

乾電池・体温計・ライター類

蛍光管類
蛍光管

乾電池、
水銀を利用した
体温計や温度計、
ライター類など

割らずに ライターは
袋に入れて
まとめて出して
下さい。

割らずに

直接乾電池
回収箱の
専用容器へ

※グロー管は不燃ごみへ

直接蛍光管回収箱の専用容器へ

・ボタン電池・小型充電式
 電池は、リサイクルボックスの
 設置してある販売店へ
・資源ごみの収集日前日に
 専用容器を配布します。

6・11
月

6・11
月

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

6・11
月

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

スプレー缶・
カセット式ガスボンベ
（中身が残っているもの）

中身が残っているものが対象です。
なお、オイル缶等は対象外です。

・市役所、神守支所、神島田連絡所等に、
専用容器が常設してあります。ご利用ください。
・資源ごみの収集日前日に専用容器を配布します。
・蛍光管は、できるだけ買い替えする
販売店に引取りをお願いしてください。

1 2

1 2

直接スプレー缶
回収箱の専用容器へ

スプレー缶・カセット式ガスボンベ (中身が残っているもの)

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方9



可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

詳細：11ページ

料理くず ： 生ごみなど料理くず
紙くず ： ちり紙、油紙、紙コップ、など
布類 ： ふとん、毛布、じゅうたん、
  ぬいぐるみ、カーテンなど
木くず ： 落ち葉、剪定草木、板切れなど
革製品 ： くつ、かばん、手袋など
プラスチック製容器包装以外の
プラスチック・ビニール製品：
  プラモデル、CD、
  DVD（ケースを含む）など
その他 ： マッチ、花火、保冷剤など

料理くずは、水を十分切る 可燃物指定袋に入れる

・袋に入る大きさに切ってから出してください。袋に入らない場合は「粗大ごみ」の扱いになります。
・紙おむつは、汚物をトイレに流してから出してください。マッチや花火は、十分水に浸してから出してください。

金属製品 ： 時計、かさ、一斗缶、刃物、なべ、
  やかん、フライパンなど
電化製品 ： トースター、アイロン、ラジカセ、
  電気ポット、小型扇風機など
そ  の 他 ： 乾燥剤、使い捨てカイロ、ゴム製品、
　　　　　ポリタンク、プランターなど

多量の陶器・ガラス類は、
清掃事務所にご相談ください。

不燃物指定袋に入れる

刃物等鋭利な物は新聞紙などにくるんでから出してください。
電池式のものは電池を抜いて出してください。
スプレー缶・カセット式ガスボンベは、穴を開けて資源ごみで出してください。

※傘のみ袋から飛び出ていても収集します。

指定の集積場に出す

指定の集積場に出す

・ボタン電池・小型充電式電池は、リサイクルボックスの設置してある販売店へ

週2回

月1回

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

1 2

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

1 2

3

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 10



粗大ごみ粗大ごみ
1点につき500円、1，000円、1，500円戸別有料収集

おおむね大きさが3m以下で、かつ、重さが50kg以下のごみです。
焼却灰、コンクリート、ブロック、レンガ、陶器、ガラスくずなど（建設廃材は不可）を出す場合は、
土のう袋で出してください。１袋につき1,000円の手数料が必要です。

500円

1,000円

1,500円

・市の指定袋に入るものは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」の日に出すことができます。
・テレビ・エアコン・洗濯機・乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫・パソコンは、大小に関わらず市では回収しません。

週1回

出
し
方

詳細：15・16ページ

●ふとん
　（1セット2枚まで）
●自転車
●座布団（5枚まで）
●ガスこんろ
●カラオケセット
●こたつ
　（こたつ板を除く）
●照明器具
●食器乾燥機
●炊飯器
●ストーブ

●オーブンレンジ
●給湯器
●食器洗浄器
●電子レンジ
●アルミサッシ
●いす・ソファー
　（応接セット2人掛以上のもの）
●ガラス戸
●鏡台

●オルガン
●電子オルガン
●ダブルベッド
　（ベッドマットを除く）
●スプリングマット
　（シングル以外のもの）
●たんす
　（一辺が1m以上のもの）
●机（両袖机のもの）
●2段ベッド　など

●人形ガラスケース
●アコーディオンカーテン
●網戸・雨戸
　（2枚まで）
●いす・ソファー
　（一人掛のもの）
●プランター
●噴霧機
●車椅子　など

●げた箱
●サイドボード
●食卓テーブル
●スプリングマット
　（シングルのもの）
●机（両袖以外のもの）
●本棚・ロッカー（一辺が1ｍ未満のもの）
●うす　など

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方11



※電話はおかけ間違いの
　ないようにお願いします。

粗大ごみ受付センターへ電話予約粗大ごみ受付センターへ電話予約
月曜日～金曜日（祝日・振替休日・年末年始を除く）TEL 0567-31-3284

受付は、1世帯1回5点までです。

プラスチック製容器包装の収集日に収集します。
収集を希望される日の1ヶ月前から1週間前までに
予約（予約の変更・取り消し）してください。

津島市粗大ごみ証紙（シール）を購入し、氏名又は受付番号を記入し、
粗大ごみの目立つところに貼ってください。

証紙は、市内の主なスーパー、
コンビニエンスストアー、食料品店、
たばこ販売店などで販売しています。

収集日の当日（午前8時30分まで）に指定した場所へ出してください。立会いは不要です。

・粗大ごみを出す場所は、ご自宅の玄関又は門先の道路に接する場所です。集合住宅や路地の奥の場合は、
 収集車の入れる所になります。
・石油ストーブや石油ファンヒーターは、灯油を完全に抜き、乾電池を外して出してください。

出
し
方

受付
時間 午前9時～正午・午後1時～5時

あなたからオペレーターへ

★住所・氏名・電話番号・粗大ごみの
品名・大きさ・個数をお伝えください

★収集日、粗大ごみを出す場所、受付番号、
手数料及び納付の方法をご案内します

オペレーターからあなたへ

津
島

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 12



N
鹿伏兎最終処分場

神尾町百町

名古屋西
流通センター

日
光
川

御贄橋

新おにえ橋

県
道
美
和
白
浜
線

金柳町
西
尾
張
中
央
道

・個人情報は、必ず消去して投入してください。

●携帯電話　●スマートフォン　●電話機　●携帯ラジオ　●デジタルカメラ　●ビデオカメラ
●ポータブルDVDプレーヤー　●携帯音楽プレーヤー　●ICレコーダー　●携帯扇風機
●小型テープレコーダー　●USBメモリー　●電子辞書　●ゲーム機　●電子タバコ
●ポータブルカーナビ　●理美容機器　●各種機器の付属品（リモコン、アダプターなど）

自己搬入ごみ自己搬入ごみ 事前に清掃事務所にご相談ください。

大掃除・引越しなどの一時多量ごみ、大量の庭木の枝など

●自己搬入受付事務所（鹿伏兎処分場内）で
確認・受付後弥富市の八穂センターへ搬入してください。

●回収ボックス設置場所
　津島市役所1階、神守支所、神島田連絡所

対
象
に
な
る
も
の

出
し
方

出
し
方

対
象
に
な
る
も
の

受付
時間

月曜日～金曜日
（祝日・振替休日・年末年始を除く）
午前9時～午後3時迄
手数料200円/10ｋｇ

小型家電製品リサイクル
小型家電については、不燃ごみでの排出となっておりますが、レアメタル等の貴
重な資源回収のため、使用済小型家電の回収ボックスを設置しています。回収
ボックス投入口未満（30cm×30cm未満）の下記の小型家電が対象となります。

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方13



殺
虫
剤
殺
虫
剤

ヘ
ア
ス
プ
レ
ー

ガ
ラ
ス

ク
リ
ー
ナ
ー

GAS
GAS

新聞紙 小型家電

※中身が残っている場合はP9にてご確認ください。

※土のう袋のサイズは縦約60㎝、横約47㎝でお願いします。

・家電リサイクル法に定められているテレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンの搬入はできません。

● 開設場所：鹿伏兎最終処分場（鹿伏兎町字袴腰32番地）
● 開設時間：

コンクリートブロック、鏡、ガラス類、陶器、植木等の土などは
災害用の土のう袋にまとめて入れていただき、津島市粗大ごみ
証紙（シール）を一袋につき一枚購入して鹿伏兎処分場まで搬入してください。

危険物は正しく
出しましょう!

使用済みスプレー缶・カセット式ガスボンベ
必ず「使い切って」
「穴を開けて」を合い言葉に!

収集車・清掃工場で爆発・火災の
恐れがあるので、非常に危険です。

その他ごみ

使用済みスプレー缶

その他ごみ

使用済みスプレー缶

完全に使いきり
穴を開けて!

月曜日～金曜日（祝日・振替休日・年末年始を除く）
午前9時～午後3時30分迄

リサイクルステーション

● 搬入可能物
①新聞紙、段ボール、雑誌、古着、空き缶（スプレー缶等含む）、
　空き瓶、ペットボトル、使用済食用油
②小型家電製品（P13小型家電製品リサイクル参照）

スプレー缶 カセット式ボンベ

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 14



○×デンキ

家電リサイクル法家電リサイクル法
家庭用のエアコン、テレビ（ブラウン管式）、薄型テレビ（液晶・プラズマ式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

消費者が負担する費用

排出方法について

対象機器 リサイクル料金
（主要メーカーが公表した料金です） 収集・運搬料金

料金は小売店に
お問い合わせください。
（小売店に持ち込んでも、
小売店から家電メーカー
等に運搬する料金はかか
ります。）

消費者から電化製品を
引き取り、家電メーカーに
運搬する。

注）上記料金は消費税込です。(令和4年3月現在)

990～円（室外機含む）

2,530～円区分なし

（内容積が170Ｌ以下）

（内容積が171Ｌ以上）

3,740円小
大 4,730円

（画面サイズが15Ｖ型以下）

（画面サイズが16Ｖ型以上）

1,870円小
大 2,970円

（画面サイズが15型以下）

（画面サイズが16型以上）

1,320円小
大 2,420円

エアコン

テレビ
（ブラウン管式）

薄型テレビ
（液晶・プラズマ式）

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

～

～

～

～

～

～

販売店に依頼

指定引取所に
持ち込み

①販売店(購入した店・買い替えた店)に引き取りを依頼
(リサイクル料金+収集運搬手数料が必要です)
家電を買い替える店かその家電を買った店に引き取りを依頼してください。
これらの店には引き取り義務があります。上記以外の場合も家電販売店が
引き取りをしていることがあります。
お近くの家電販売店にお問い合わせください。

①事前に最寄りの郵便局にて家電リサイクル券を購入
料金等詳細は家電リサイクル券センター(電話 0120-319-640・http://
www.rkc.aeha.or.jp)で確認してください。

②製品に家電リサイクル券を貼り、指定引取所へ持ち込む
【指定引取場所】
東海西濃運輸(株)名古屋営業所　(電話 052-353-2261)　
名古屋市中川区上高畑一丁目178番地
昭栄金属(株)　(電話 0586-76-3211)　
一宮市丹陽町五日市字天上126番地

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方15



家庭用パソコンリサイクル

消費者が負担する費用

排出方法について

平成15年9月以前に販売されたパソコン（リサイクルマーク無し）の費用

お確かめください。PCリサイクルマーク。

家庭用使用済みパソコンリサイクル対象機器と回収再資源化料金一覧

PCリサイクルマークがついた製品（平成15年10月1日以降に販売されたパソコン）は、新たな料金負担なしで、
メーカーが回収・再資源化します。マークがついていない製品（平成15年9月30日までに販売されたパソコン）は、
回収再資源化料金（メーカー指定の方法でお支払いください）を、お客様にご負担いただきます。

直接各メーカーへ
　　申し込んでください。
連絡先は「一般社団法人パソコン
3R推進協会」や、各メーカーの
ホームページから確認できます。

一般社団法人パソコン3R推進協会

TEL 03-5282-7685
ホームページ http://www.pc3r.jp

●排出するパソコンを梱包してください。お手数ですが、パソコンの梱包はご自身で行っていただきます。
その際、段ボールへの箱詰めなど、郵送途中で破れない程度の簡易梱包をお願いします。

回収方法は
2種類あります。

マークのついていない製品の場合
マークのついている
製品の場合

メーカーより振込用紙を送付

メーカーより「エコゆうパック伝票」を送付

パソコンを簡易包装し、「エコゆうパック伝票」を貼付

リサイクル費用の支払いメーカーによって異なります。
詳しくはメーカーへお問い合わせください。●氏名●住所

●電話番号
●製品カテゴリー
（デスクトップパソコン
本体、ノートパソコン、
CRTディスプレイなど）

回収方法として、お宅に
取りに伺う『戸口回収』と、
郵便局にお持ちいただく
『持ち込み』の2種類が
あります。

自宅まで取りにきてもらう方法
（戸口回収）

「エコゆうパック伝票」に記載されている
連絡先を郵便局に電話して引取日を決めた後、
郵便局員が自宅に回収に伺います。

郵便局がメーカーへ配送し、
メーカーがリサイクルを行います。

リサイクル料金・入金方法等の
問い合わせについて

郵便局に持ち込む方法
お近くの郵便局の小包窓口にお持ちください。

※メーカーによっては異なることがあります。必ずご確認ください。
●キーボード、マウス、ケーブル、コネクタなどの付属品は、パソコンと一緒に排出すれば、メーカーで引き取ります。
●プリンター、スキャナーなどの周辺機器は対象外です。（清掃事務所にご相談ください。）
●上記料金は消費税込です。(令和4年3月現在)　●別途、振込手数料が必要です。

デスクトップ
パソコン本体

4,400円

ノートブック
パソコン

4,400円

ブラウン管式
ディスプレイ

5,500円

液晶
ディスプレイ

4,400円

液晶ディスプレイ
一体型パソコン

4,400円

ブラウン管式ディスプレイ
一体型パソコン

5,500円

家庭用パソコンリサイクル

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方 16



家庭のごみは、市の責任下で、ルールに基づき適正に処理する
必要があります。市の許可や委託を受けずに、家庭のごみを

回収することは認められていません。

廃家電製品や粗大ごみ等の処分に

無許可の不用品回収業者を
利用しないでください!!

※古物商の許可を受けた事業者が、有料で物を買いとる場合は、違法回収にはあたりません。

❶ 市内で家庭のごみを収集運搬するには、市の許可や委託を受けていなければなりません。

❷ 無許可業者によって回収された廃家電製品が、不法投棄されたり、不適切な処理を

　 された事例があります。

❸ 家電リサイクル法で定められているエアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫等はメーカーによる

　 リサイクルが義務づけられており、無料回収等はできません。

❹ 無料回収業者から、高額な処理料を請求される場合が

　 あります。

❺ 家庭のごみは、産業廃棄物処理業者では収集運搬する

　 ことはできません。

津島市清掃事務所からのお願い

無料不用品回収業者や持ち去り業者を目撃したら

なぜ無許可の不用品回収業者を利用してはだめなのか

清掃事務所 TEL 0567-26-4228

市では、無料回収業者や持ち去り業者の取り締まりや、指導を行って
います。ポストに無料不用品回収業者のチラシが投函されたり、持ち
去り業者を見かけたときは清掃事務所までご連絡ください。

〈チラシの例〉

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方17



津島市粗大ごみ証紙取扱店
住所の50音順

角広商店
プロス
ファミリーマート津島愛宕７丁目店
大黒屋
高木堂
ファミリーマート津島牛田町店
水谷米店
ローソン津島永楽町店
香取屋
ファミリーマート津島宮川店
ファミリーマート津島江西店
ヨシヅヤ津島本店
八百柳
吉田商店
ヨシヅヤ津島北テラス店
オリヅル
理容ヨコイ
ミニストップ津島鹿伏兎町店
セブンイレブン津島鹿伏兎町店
三輪商店
Ｙストア唐臼店
ファミリーマート津島唐臼店
ファミリーマート津島越津町店
ファミリーマート津島越津柳之内店
ヤマセン酒店
横井商店
ローソン津島白浜町店
セブンイレブン津島橘町１丁目店
ヨコイ
ファミリーマート津島市民病院前店
三木屋
立花屋
大倉酒店
大野商店中地店

青塚町２丁目
愛宕町６丁目
愛宕町７丁目
今市場町１丁目
今市場町３丁目
牛田町字角田
永楽町１丁目
永楽町４丁目
江東町２丁目
江東町３丁目
江西町２丁目
大字津島字北新開
大字日光字上山
大字古川字汁江
片岡町
金町
金柳町字北脇
鹿伏兎町上子守
鹿伏兎町下子守
鹿伏兎町東
唐臼町郷裏
唐臼町柳原
越津町字梅之木
越津町字柳之内
米之座町１丁目
白浜町字宮組
白浜町字林造
橘町１丁目
橘町３丁目
橘町３丁目
天王通り２丁目
天王通り５丁目
中一色町弥六山
中地町３丁目

ドド美容室
ファミリーマート津島警察署前店
ファミリーマート津島神守店
ファミリーマート津島橋詰町店
角政
清芳屋
セブンイレブン津島蛭間町店
ヤマナカ神守店
立花屋
河村屋菓子舗
フィール津島店
山内電化センター
桶房商店
蟻田酒店
ポニー堀川
ファミリーマート津島東公園前店
南谷商店
福島屋
田中清七商店
あぎ屋
Yストア津島駅東店
ロイヤルホームセンター津島店

西愛宕町２丁目
西柳原町２丁目
莪原町字宮東
橋詰町３丁目
馬場町
東柳原町３丁目
蛭間町字弁日
蛭間町字新田
蛭間町字西屋敷
藤川町
藤浪町２丁目
本町１丁目
本町３丁目
本町４丁目
瑞穂町１丁目
南新開町２丁目
南本町１丁目
南本町２丁目
南本町５丁目
百島町字中割
柳原町2丁目
柳原町３丁目

取扱店名 所在地 取扱店名 所在地
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ドラッグストアーB＆D
プロス
ゲンキー愛宕店
ドラッグコスモス津島愛宕町店
ファミリーマート津島愛宕７丁目店
ゲンキー一本木店
高木堂
ファミリーマート津島牛田町店
ローソン津島永楽町店
香取屋
佐藤商店
ファミリーマート津島宮川店
ファミリーマート津島江西店
マックスバリュ津島江西店
ヨシヅヤ津島本店
八百柳
吉田商店
ヨシヅヤ津島北テラス店
サンショク・フードマーケット
セブンイレブン津島金柳町店
理容ヨコイ
ミニストップ津島鹿伏兎町店
セブンイレブン津島鹿伏兎町店
三輪商店
V・drug津島神守町店
ミニストップ津島神尾町店
Ｙストア唐臼店
ファミリーマート津島唐臼店
ファミリーマート津島越津町店
ファミリーマート津島越津柳之内店
ヤマセン酒店
杉田商店
ミニストップ津島昭和町店
セブンイレブン津島昭和町店
横井商店
ローソン津島白浜町店
セブンイレブン津島橘町１丁目店

愛宕町３丁目
愛宕町６丁目
愛宕町7丁目
愛宕町7丁目
愛宕町７丁目
一本木町
今市場町３丁目
牛田町字角田
永楽町４丁目
江東町２丁目
江東町３丁目
江東町３丁目
江西町２丁目
江西町４丁目
大字津島字北新開
大字日光字上山
大字古川字汁江
片岡町
金柳町字神様田
金柳町字観音堂
金柳町字北脇
鹿伏兎町上子守
鹿伏兎町下子守
鹿伏兎町東
神守町字森本
神尾町字東之割
唐臼町郷裏
唐臼町柳原
越津町字梅之木
越津町字柳之内
米之座町1丁目
米町
昭和町１丁目
昭和町２丁目
白浜町字宮組
白浜町字林造
橘町１丁目

ファミリーマート津島市民病院前店
ヨコイ
ファミリーマート津島橘町店
立花屋
大倉酒店
大野商店中地店
Ｖ・ｄｒｕｇ津島南店
ドド美容室
プロス
ファミリーマート津島警察署前店
Ｖ・ｄｒｕｇ津島北店
ファミリーマート津島神守店
ファミリーマート津島橋詰町店
角政
清芳屋
ヤマナカ神守店
立花屋
セブンイレブン津島蛭間町店
ローソンストア100津島駅前店
フィール津島店
蟻田酒店
ドラッグコスモス津島本町店
ドラッグスギヤマ津島北店
ファミリーマート津島東公園前店
南谷商店
あぎ屋
Yストア津島駅東店
ロイヤルホームセンター津島店

ピアゴ佐屋店
MEGAドン・キホーテUNY勝幡店
オークワ 愛西プラザ店
DCM愛西店
ホームセンターバロー勝幡店
セブンイレブン愛西持中町店
ザ・ビッグエクストラ弥富店

橘町3丁目
橘町３丁目
橘町４丁目
天王通り５丁目
中一色町弥六山
中地町３丁目
中地町３丁目
西愛宕町２丁目
西柳原町１丁目
西柳原町２丁目
西柳原町４丁目
莪原町字宮東
橋詰町３丁目
馬場町
東柳原町３丁目
蛭間町字新田
蛭間町字西屋敷
蛭間町字弁日
藤里町1丁目
藤浪町２丁目
本町４丁目
本町5丁目
松原町
南新開町２丁目
南本町１丁目
百島町字中割
柳原町2丁目
柳原町３丁目

愛西市北一色
愛西市勝幡町
愛西市柚木町
愛西市柚木町
愛西市勝幡町
愛西市持中町
弥富市五明

取扱店名 所在地 取扱店名 所在地

津島市指定ごみ袋取扱店津島市指定ごみ袋取扱店
住所の50音順

市　外
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品目の50音順（一般的な具体例です。） プラ容器包装=プラスチック製容器包装

同じ種類のものでも、大きさや素材により分別区分がことなる場合が
あります。粗大ごみは、粗大ごみ受付センターへ電話で予約してください。

TEL 0567-31-3284
分別早見表分別早見表

あ

い

IHクッキングヒーター 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
アイスクリームのカップ（プラスチック製） プラ容器包装   
アイスクリームのカップ（紙製） 可燃ごみ   
アイスクリームのカップのふた(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
アイスクリームのカップのふた(紙製） 可燃ごみ   
アイスノン 可燃ごみ   
アイロン 不燃ごみ   
アコーディオンカーテン 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
アタッシュケース 不燃ごみ   
網戸アルミサッシ（1セット2枚まで） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
アメの外袋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
アメの個包装(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
アメの個包装（紙製） 可燃ごみ   
アルバム（セロハン、化学繊維製） 可燃ごみ   
アルバム（紙、布製） 可燃ごみ   
アルミコーティング袋（ﾚﾄﾙﾄ食品用） 不燃ごみ   
アルミサッシ（ガラス埋め込み含む） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
アルミホイール(自動車部品） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
アルミホイル（食品用） 不燃ごみ   
アルミホイルの芯 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
アルミ缶(飲料、食品用） 資源ごみ 中身を空にして、水でさっと洗う
アルミ鍋（鍋焼うどん等の容器） 不燃ごみ   
厚紙（菓子箱、ボール紙） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
編み棒（プラスチック製） 可燃ごみ   
編み棒（竹製） 可燃ごみ   
編機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
網袋（みかん等） プラ容器包装   
油吸収剤、固化剤 可燃ごみ   
油紙 可燃ごみ   
アンテナ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
安全ピン 不燃ごみ
石 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
衣装ケース 不燃ごみ 割れていたら可燃ごみ
いす・ソファー（１人掛けのもの） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
いす・ソファー（応接セット２人掛けのもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
いちごのパック プラ容器包装   
いちごのパックの上のラップフイルム プラ容器包装   
一升ビン 資源ごみ 販売店に返却（フタを取り中を洗う）しましょう
一升ビンのフタ 不燃ごみ
一斗缶 不燃ごみ
糸 可燃ごみ
衣服（再利用可能） 資源ごみ 指定袋以外の袋で出す
衣服（再利用不可） 可燃ごみ 汚れ・破れなどあるもの
イヤホン 不燃ごみ   
医療系廃棄物 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
衣類乾燥機 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
衣類箱 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  

品　目 種　類 備　考
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い

う

え

お

か

品　目 種　類 備　考
印鑑（プラスチック製） 可燃ごみ   
印鑑（木製） 可燃ごみ   
印鑑（その他） 不燃ごみ
インクカートリッジ（プリンター用） 可燃ごみ 販売店に返却しましょう
インスタントコーヒーのびん 資源ごみ 中身を空にして、水でさっと洗う
インスタントコーヒーのびんのふた プラ容器包装         
ウィッグ 可燃ごみ   
植木の枝葉 可燃ごみ   
植木鉢（プラスチック製） 可燃ごみ   
植木鉢（陶器） 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
植木鉢（木製） 可燃ごみ
ウォーターサーバー(フロン製品を除く) 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制(受付センターへお電話を)
ウォーターサーバー(フロン製品） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
浮き輪 可燃ごみ   
うす(木) 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
うす(石) 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制(受付センターへお電話を)
うちわ（プラスチック製） 可燃ごみ   
うちわ（木竹製） 可燃ごみ   
腕時計 不燃ごみ
運動靴 可燃ごみ         
エアクッション 可燃ごみ   
エアコン 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
絵の具（アルミ製のチューブ入） 不燃ごみ 使い切る
絵の具（プラスチック製のチューブ入） 可燃ごみ 使い切る
エレクトーン 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制(受付センターへお電話を)  
延長コード 不燃ごみ   
鉛筆 可燃ごみ   
鉛筆削り 不燃ごみ   
LED照明 不燃ごみ   
オイル 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
オイルヒーター 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
オーディオ機器（単体のもの） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
オートバイ（部品含む） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
オーブントースター 不燃ごみ   
オーブンレンジ 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
桶（プラスチック製） 可燃ごみ   
桶（金属製） 不燃ごみ   
桶（木製） 可燃ごみ 
お手ふき（弁当の付属品） 可燃ごみ   
お手ふき（弁当の付属品）の外袋（ビニール製） プラ容器包装
おぼん（木製） 可燃ごみ   
おぼん（プラスチック製） 可燃ごみ   
おぼん（その他） 不燃ごみ   
おもちゃ類（紙・木・布製） 可燃ごみ   
おもちゃ類（金属製含む） 不燃ごみ   
おもちゃ類（プラスチック製） 可燃ごみ ただし、30㎝以上は不燃ごみ   
オルガン 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
温水器 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
温度計 有害ごみ        
カーテン 可燃ごみ   
カーテンレール 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
カーペット 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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か
品　目 種　類 備　考

貝殻 可燃ごみ   
懐中電灯 不燃ごみ 電池は抜く
買い物袋（ビニール製） プラ容器包装
カイロ（使い切型） 不燃ごみ   
カイロ（使い切型）の外袋（ビニール製） プラ容器包装   
鏡（手鏡等） 不燃ごみ
鍵 不燃ごみ
学習机(蛍光灯は外す) 粗大ごみ 有料・申込制（受付センターへお電話を）
額縁（木製） 可燃ごみ
傘 不燃ごみ 傘のみ袋から出ていても収集します   
飾り棚 粗大ごみ 有料・申込制（受付センターへお電話を）
加湿器 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
菓子、そうめん等の空箱（木製） 可燃ごみ   
菓子の缶（金属製） 資源ごみ 中身を残さない
菓子の個別包装（プラスチック製） プラ容器包装   
菓子袋（プラスチック製） プラ容器包装
ガスこんろ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ガス台 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ガスボンベ（プロパン） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ガスマット（アルミ製） 不燃ごみ   
カセットコンロ 不燃ごみ ガスボンベは必ず抜く
カセットテープ（ケースも含む） 可燃ごみ   
カセットデッキ 不燃ごみ   
カセット式ガスボンベ 資源ごみ 使いきり必ず穴を開ける
ガソリン 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
カタログ 資源ごみ ひもで十文字にしばる
カッターナイフ 不燃ごみ   
カット綿（コットン） 可燃ごみ   
カット綿の包装紙（ビニール製） プラ容器包装   
カッパ（雨具） 可燃ごみ   
カップ麺の外包装フィルム プラ容器包装   
カップ麺の容器 プラ容器包装   
カップ麺の容器のふた（プラスチック製） プラ容器包装   
カップ麺の容器のふた（紙製） 可燃ごみ   
家庭で付した包装紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
かなづち（家庭用） 不燃ごみ 小さいものに限る   
かばん類(皮革、化学繊維製) 可燃ごみ   
がびょう 不燃ごみ   
花びん 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
紙おむつ 可燃ごみ 汚物はトイレに流す
カミソリ及び刃 不燃ごみ 紙等に包んで
紙パック（内側が銀色） 可燃ごみ   
紙パック（内側が白色） 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
紙粘土 可燃ごみ
ガム 可燃ごみ   
ガムの包み紙 可燃ごみ   
カメラ 不燃ごみ 電池は取る
カラーボックス・傘たて 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
カラオケセット 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ガラス ※有料扱い 清掃事務所にご相談ください
ガラステーブル（1辺が1m未満） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ガラステーブル（1辺が1m以上） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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ガラスびん（食品・食料用） 資源ごみ      
ガラス戸（1セット2枚まで） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
革製品 可燃ごみ      
瓦 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
乾燥剤 不燃ごみ   
乾電池 有害ごみ （ボタン電池・小型充電式電池は、リサイクルボックスの設置してある販売店へ）
乾物の缶 資源ごみ   
換気扇 不燃ごみ   
換気扇・換気フード 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
換気扇カバー（アルミ製） 不燃ごみ   
換気扇カバー（紙製） 可燃ごみ   
缶づめの缶 資源ごみ                  
キーボード（楽器） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
キーホルダー 不燃ごみ   
木くず 可燃ごみ
ギター 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
木の枝（４０ｃｍ以下） 可燃ごみ
着物 資源ごみ 指定袋以外の袋で出す
キャスターハンガー 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
脚立（1辺が2m未満） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
脚立（1辺が2m以上） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
キャップ（プラスチック製） プラ容器包装
キャラメルの外包装フィルム プラ容器包装   
キャラメルの空き箱 可燃ごみ   
キャラメルの包み紙（個包装） 可燃ごみ
急須 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
給湯器 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
牛乳パック（裏が銀色） 可燃ごみ   
牛乳パック（裏が白色） 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
牛乳びん 資源ごみ 販売店に返しましょう
牛乳びんのふた（プラスチック製） プラ容器包装   
牛乳びんのふた（紙製） 可燃ごみ   
教科書 資源ごみ   
鏡台 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
金庫（耐火金庫除く） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
空気清浄器 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
クーラー（エアコン） 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
クーラーボックス 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
くぎ 不燃ごみ   
草、花 可燃ごみ とげがあるものは紙に包む
草刈機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  
くし（木製） 可燃ごみ   
くし（プラスチック製） 可燃ごみ   
串（焼き鳥、だんごの竹串等） 可燃ごみ
薬（錠剤、カプセル）の包装シート プラ容器包装   
薬（錠剤、カプセル等） 可燃ごみ   
薬のびん 資源ごみ   
薬のプラスチック容器 プラ容器包装 中身を空にして、水でさっと洗う
薬袋（紙製） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは紙袋に入れる 
口紅 可燃ごみ   
口紅の容器（プラスチック製） プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う 
口紅の容器（金属製） 不燃ごみ 

か

き

く

品　目 種　類 備　考

家庭ごみ＆資源の分け方と出し方23



靴（布・革製） 可燃ごみ
靴（スパイクシューズ・ゴム長靴） 不燃ごみ   
クッキー缶 資源ごみ   
靴下 可燃ごみ   
靴下の外袋（ビニール製） プラ容器包装
クッション 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
くつべら（金属製） 不燃ごみ   
くつべら（木竹製） 可燃ごみ   
グラス 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
クリーニングポリ袋・ビニール袋 可燃ごみ (商品でないものを入れた袋は、容器包装の対象外です）
車椅子 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
クレヨン 可燃ごみ   
クレヨンケース（プラスチック製） プラ容器包装        
グローブ 可燃ごみ   
くわ・杵 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  
ゲームソフト 不燃ごみ      
蛍光管（灯） 有害ごみ 割らずに出す（なるべく買い換え時に電気店に引き取ってもらう）
蛍光管（灯）の外箱 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは紙袋に入れる  
蛍光管（灯）の外箱の上のフイルム プラ容器包装
蛍光灯の器具 不燃ごみ
携帯扇風機 不燃ごみ 火災の原因となる充電池は取り除く。小型家電製品リサイクル（P13参照）
携帯電話 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください
劇薬 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
消しゴム 可燃ごみ
化粧品のびん 資源ごみ 中をさっと洗う。乳白色のびんは、不可（不燃ごみ）
化粧品携帯ポーチ 可燃ごみ   
げた箱 粗大ごみ 有料・申込制（受付センターへお電話を）
ケチャップのチューブ プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
ケチャップのチューブのふた プラ容器包装 使い切りよく洗う
ケチャップの外袋（ビニール袋） プラ容器包装      
玄関マット（ゴム製） 不燃ごみ   
玄関マット（布製） 可燃ごみ
健康器具 粗大ごみ 有料・申込制（受付センターへお電話を）
剣山 不燃ごみ   
建築廃材 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼      
コード 不燃ごみ   
コーヒー（豆）の缶 資源ごみ   
コーヒーのびん 資源ごみ   
コーヒーのびんのふた（プラスチック製） プラ容器包装   
コーヒーメーカー 不燃ごみ   
紅茶（ティーバッグ）の外パック プラ容器包装   
紅茶（ティーバッグ）の個包装紙 可燃ごみ   
紅茶のティーバッグ 可燃ごみ  
紅茶の缶 資源ごみ 
小型ステレオ 不燃ごみ
ござ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
こたつ（こたつ板を除く） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
こたつ板（天板） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
コップ（ガラス製） 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
コップ（プラスチック製） 可燃ごみ   
子供用乗り物 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
粉ミルクの缶 資源ごみ 中を洗う
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粉ミルクの缶のふた（プラスチック製） プラ容器包装
コピー機 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
小麦粉の紙製袋 可燃ごみ
ゴムホース 不燃ごみ   
ゴム手袋、ゴム長靴 不燃ごみ   
ゴム製品 不燃ごみ   
米の袋（ビニール製） プラ容器包装   
米の袋（紙製） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは紙袋に入れる   
米びつ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
小物入れ（木製） 可燃ごみ   
小物入れ（木製以外） 不燃ごみ
コルク栓 可燃ごみ   
ゴルフボール 不燃ごみ   
ゴルフ用品（セット） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
コンクリート・ブロック等(土のう袋１袋） ※有料扱い 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
コンクリート・ブロック等(建設廃材） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
梱包ひも（ＰＰバンド含む） 可燃ごみ
コンビニ等の買物袋 プラ容器包装 ※汚れているものは可燃ごみへ   
コンロ 不燃ごみ                     
サーフボード 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
座いす 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
サイドボード（１辺が１ｍ未満） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
サイドボード（１辺が１ｍ以上） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
材木類 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
サインペン（プラスチック製） 可燃ごみ   
サインペン（金属製） 不燃ごみ   
酒パック（内側が銀色） 可燃ごみ   
酒パック（内側が白色） 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
酒パックのキャップ（ビニール製） プラ容器包装
座卓 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
雑誌 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
座布団（１セット5枚まで） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
皿（ガラス製・陶器類） 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
サラダ油 可燃ごみ 固めるか、紙に吸収させる。リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください
サラダ油のボトル プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
三角コーナー（プラスチック製） 可燃ごみ   
三角コーナー（金属製） 不燃ごみ
サンダル 可燃ごみ         
三輪車・一輪車 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
シーツ 可燃ごみ
ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤ等 可燃ごみ   
ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤ等のケース（プラスチック製） 可燃ごみ   
ＣＤラジカセ 不燃ごみ
下敷き（プラスチック製・紙製） 可燃ごみ 
シャワートイレ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
シップ剤 可燃ごみ   
シップ剤の外袋（紙製） 可燃ごみ   
シップ剤の外袋（紙製以外） 不燃ごみ   
シップ薬の表面にはられた薄いフィルム プラ容器包装
自転車 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
自動車部品 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
シャープペンシル（プラスチック製） 可燃ごみ   
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シャープペンシル(金属製) 不燃ごみ
シャープペンシルの芯 可燃ごみ 
ジャーポット 不燃ごみ   
写真のネガフィルム 可燃ごみ 
ジャムのびん 資源ごみ   
ジャムのびんのふた（金属製） 不燃ごみ   
シャンプーボトル プラ容器包装 中身を空にして、水でさっと洗う
ジュースのペットボトル（リサイクルマーク入） ペットボトル   
ジュースの缶（アルミ製・スチール製） 資源ごみ   
ジュースの紙パック（内側が銀色） 可燃ごみ   
ジュースの紙パック（内側が白色） 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
週刊誌 資源ごみ 
じゅうたん 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ジョイントマット 可燃ごみ
消火器 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
焼却灰（土のう袋1袋） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
定規（プラスチック製・木製） 可燃ごみ
障子（１セット2枚まで） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
照明器具 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
しょう油のペットボトル（リサイクルマーク入） ペットボトル   
食卓テーブル 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
食品用トレイ プラ容器包装 
食用油 可燃ごみ 固めるか、紙に吸収させる。リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください
食用油のかん（金属製） 資源ごみ   
食用油のびん 資源ごみ   
食用油のふた（プラスチック製） プラ容器包装   
食用油のふた（金属製） 不燃ごみ 
除湿機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
食器乾燥機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
食器洗浄器 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
食器棚（１辺が１ｍ未満） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
食器棚（１辺が１ｍ以上） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
新聞 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
水槽（プラスチック製） 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください。
水槽（ガラス製）60cm未満 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
水槽（ガラス製）60cm～90cm未満 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
水槽（ガラス製）90cm以上 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
炊飯器 不燃ごみ 　
スーツケース 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
姿見 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スキーキャリア 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スキーセット 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スケートボード 不燃ごみ   
スケート靴・スキー靴 不燃ごみ   
スコップ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
すずり 不燃ごみ 　
すだれ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スチール缶（飲料・食品用） 資源ごみ   
スティック砂糖包装紙 可燃ごみ   
スティックのり 可燃ごみ   
ステレオセット（ミニコンポ以外のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ストーブ 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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ストッキング 可燃ごみ   
ストッキングの外袋（ビニール袋） プラ容器包装   
ストッキングの中の台紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ストロー 可燃ごみ   
ストローの袋（ビニール製） プラ容器包装   
ストローの袋（紙製） 可燃ごみ   
スノーボード 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スピーカー 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スプリングマットレス（シングルのもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スプリングマットレス（シングル以外のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スプレー缶 資源ごみ 使い切り、必ず穴を開ける
スプレー缶のキャップ（プラスチック製） プラ容器包装   
スポンジ 可燃ごみ   
スポンジの外袋（ビニール製） プラ容器包装   
ズボンドレッサー 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
スリッパ 可燃ごみ   
整髪料・育毛剤の容器（ガラス製） 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
整髪料・育毛剤の容器（スプレー式） 資源ごみ 使いきり、必ず穴を開ける
整髪料・育毛剤の容器（プラスチック製） プラ容器包装 中身を使い切る
生理用品 可燃ごみ   
生理用品の包装（外袋・個装） プラ容器包装
せっけん 可燃ごみ   
せっけんの個袋（ビニール製） プラ容器包装   
接着剤 不燃ごみ 
せともの 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
セロハンカッター 不燃ごみ   
セロハンテープ 可燃ごみ   
セロハンテープの個袋（ビニール製） プラ容器包装   
セロハンテープの芯 可燃ごみ   
セロハン紙（透明セロハン） 可燃ごみ       
洗剤の計量カップ（プラスチック製） 可燃ごみ   
洗剤の紙箱 可燃ごみ   
洗剤の紙箱のふた・取っ手（プラスチック製） プラ容器包装   
洗剤容器（液体ボトル） プラ容器包装   
洗濯のりの容器 プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
洗濯のりの容器のキャップ プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
洗濯機 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
洗濯用ネット 可燃ごみ   
扇風機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
せんべいの袋 プラ容器包装  
洗面器（プラスチック製） 可燃ごみ   
洗面器（金属製） 不燃ごみ   
洗面化粧台 粗大ごみ 有料・申込制（受付センターへお電話を）
掃除機 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ソースの容器（ガラス製） 不燃ごみ   
ソースの容器（プラスチック製） プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
ソースの容器のふた（プラスチック製） プラ容器包装   
ソファー 粗大ごみ 1人掛500円 2人掛以上1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
体温計 有害ごみ   
体重計・体脂肪計 不燃ごみ 電池は取り除く
台所用マット 可燃ごみ   
台所用洗剤等のボトル プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
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耐熱ガラス 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
タイヤ（自動車部品） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
タイヤチェーン（金属製） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
タイヤチェーン（ゴム製） 不燃ごみ 
タイヤホイール 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ダイレクトメール（チラシ類） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ダイレクトメールの封筒（紙製） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ダイレクトメールを入れた外袋（ビニール製） 可燃ごみ   
宅配便の袋 可燃ごみ (商品でないものを入れた袋は、容器包装の対象外です）
タオル 可燃ごみ 新品は資源ごみ・使用済のものは可燃ごみにお出しください
畳 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
たばこの外包装フィルム プラ容器包装   
たばこの空き箱・中の銀紙 可燃ごみ   
卵のパック（プラスチック製） プラ容器包装   
卵の殻 可燃ごみ   
たわし 不燃ごみ   
タンス（一辺が１ｍ未満のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
タンス（一辺が１ｍ以上のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  
ダンボール 資源ごみ まとめて縛って
チャイルドシート 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
茶の缶 資源ごみ 中を洗う
茶碗 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
調理台 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
チラシ（新聞の折り込み） 資源ごみ 新聞紙といっしょにして縛って
ついたて 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
つえ（鉄製） 不燃ごみ   
つえ（木製） 可燃ごみ   
使い捨てカイロ 不燃ごみ   
机(両袖以外のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
机(両袖のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
積み木 可燃ごみ   
釣竿 粗大ごみ 10本まで500円　有料・申込制（受付センターへお電話を） 
ティッシュペーパーの外箱（紙製） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ティッシュペーパーの外箱の取出し口フィルム プラ容器包装   
ティッシュペーパーの外包装フィルム プラ容器包装   
テーブル(食卓テーブル以外） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  
手紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
手袋（天然繊維・化学繊維・ビニール製） 可燃ごみ 
デジタルカメラ 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください
鉄アレイ 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
鉄くず 不燃ごみ 建築廃材を除く
テレビ 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
テレビ台 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
電化製品の緩衝材（発泡スチロール） プラ容器包装   
電化製品の空き箱（ダンボール） 資源ごみ ひもで十文字にしばる。地域の集団回収に出しましょう
電気コード 不燃ごみ   
電気コードの包装パック（ビニール製） プラ容器包装   
電気コードの包装パックの中の台紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる  
電気スタンド 不燃ごみ   
電気ポット 不燃ごみ   
電気鉛筆削り 不燃ごみ   
電気蚊とり器 不燃ごみ   
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電気蚊とり器のボトル プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う   
電気釜 不燃ごみ   
電気毛布 可燃ごみ   
電球 有害ごみ   
電子オルガン 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
電子タバコ 不燃ごみ 火災の原因となる充電池は取り除く。小型家電製品リサイクル（P13参照）
電子ピアノ 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
電子レンジ 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
電卓（計算機） 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください  
電卓（計算機）の包装パック プラ容器包装   
電池（水銀０使用） 有害ごみ   
電池（水銀使用、ボタン電池） 有害ごみ   
テント・パラソル 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）  
電動車椅子 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
天ぷら油（食用油） 可燃ごみ 固めるか、紙に吸収させる。リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください
電話機 不燃ごみ 電池は取り除く
電話台 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ドア 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
トイレットペーパーの外袋（ビニール製） プラ容器包装   
トイレットペーパーの芯 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
トースター 不燃ごみ   
陶器類 ※有料扱い 清掃事務所にご相談ください
豆腐のパック・ふた プラ容器包装 中身を空にして、水でさっと洗う
灯油ポンプ（手動式） 可燃ごみ   
灯油ポンプ（電動式） 不燃ごみ 電池は取る
時計 不燃ごみ   
トタン（１セット５枚まで） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
トタン板(建設廃材） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ドライバー（ねじ回し） 不燃ごみ   
ドライヤー 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください  
トレイ（発泡スチロール製） プラ容器包装 中を洗って（なるべく店頭回収を利用しましょう）
ドリンク剤のびん 資源ごみ ふたを取り、中を洗う
ドリンク剤のびんのふた 不燃ごみ   
ナイフ 不燃ごみ 危険なので紙等に包んで
長靴 不燃ごみ   
流し台 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
鍋 不燃ごみ   
２段ベッド 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
人形(紙・布以外） 不燃ごみ
人形ケース（ガラス製） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
人形ケース（プラスチック製） 不燃ごみ    
ぬいぐるみ 可燃ごみ   
縫い針 不燃ごみ 危険なので紙等に包んで
猫のトイレ用の砂（土のう袋1袋） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
猫のトイレ用の砂（可燃性） 可燃ごみ 
練りからし・わさびのチューブ 可燃ごみ （中身が付着して洗うことが困難）
粘土（工作用） 可燃ごみ   
ノート 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
農業用ビニール 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
農業用機械 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
農薬 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
のりの佃煮のびん 資源ごみ ふたを取り、中を洗う
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のりの佃煮のびんのふた(金属製） 不燃ごみ   
海苔の缶 資源ごみ
バイク（部品含む） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
灰皿 不燃ごみ 
廃食用油吸収剤 可燃ごみ   
はがき 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる  
バケツ（プラスチック製） 可燃ごみ 取手が金属のものは不燃ごみ   
バケツ(金属製） 不燃ごみ   
はさみ 不燃ごみ   
はし（プラスチック・木製） 可燃ごみ   
はしご 粗大ごみ 500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
バスマット（足拭き） 可燃ごみ   
パソコン 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
バッテリー 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
発泡スチロール（食品トレイ） プラ容器包装 中を洗って（なるべく店頭回収を利用しましょう）
発泡スチロール（電化製品の緩衝材） プラ容器包装 汚れていたら可燃ごみ   
花、草 可燃ごみ とげがあるものは紙に包む
花火（発煙筒含む） 可燃ごみ 水に十分ぬらす
花火の外袋(ビニール製） プラ容器包装   
花火の外袋の中の台紙 可燃ごみ 
パネル類 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
歯ブラシ 可燃ごみ   
歯ブラシの包装パック（ビニール製） プラ容器包装   
歯ブラシの包装パックの台紙 可燃ごみ 
歯磨き粉のチューブ 可燃ごみ （中身が付着して洗うことが困難）
刃物 不燃ごみ 紙に包んで
針 不燃ごみ 紙に包んで
ハンガー(プラスチック製） 可燃ごみ クリーニングのハンガーは、お店に返しましょう
ハンガー(針金入りビニール被膜） 不燃ごみ クリーニングのハンガーは、お店に返しましょう         
ピアノ 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ビールびんのふた（栓） 不燃ごみ   
ひげそり 不燃ごみ   
ビデオカメラ 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください  
ビデオテープ 可燃ごみ   
ビデオデッキ 不燃ごみ
ビニールシート 可燃ごみ 　
ビニールプール 可燃ごみ
ビニールホース 可燃ごみ   
ビニール袋 可燃ごみ   
避妊具 可燃ごみ   
ビニール製車庫 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
びん（飲料・食品用） 資源ごみ   
ファクシミリ 不燃ごみ 　
ファンヒーター・オイルヒーター 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
フィルム 可燃ごみ   
フィルムの筒型ケース プラ容器包装   
風船（ゴム製） 不燃ごみ 
封筒 資源ごみ 雑がみ・セロハンなどは取り除いて  
ふすま（１セット2枚まで） 粗大ごみ 　500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ブックカバー（ビニール製） 可燃ごみ   
ブックカバー（紙製） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ふとん（１セット2枚まで） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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ふとん乾燥機 不燃ごみ    
ブラインド 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
プラモデル 可燃ごみ   
プラモデルのパーツの個袋（ビニール製） プラ容器包装   
プラモデルのモーター 不燃ごみ   
プラモデルの金属パーツ 不燃ごみ   
プランター 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
フリスビー 可燃ごみ   
プリン（３個入り）の外包装フィルム プラ容器包装   
プリン（３個入り）の台紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
プリンのカップ プラ容器包装   
プリンのふた（アルミ製） 不燃ごみ   
プリンのふた（表が紙製で裏が銀色のもの） プラ容器包装 水でさっと洗う
プリンター 不燃ごみ    大型のものは有料（受付センターへお電話を）
ブルーシート 可燃ごみ
風呂のイス 不燃ごみ
風呂のふた 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を） 
ブロック(建設廃材） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼      
噴霧器 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ヘアースプレーのキャップ プラ容器包装   
ヘアースプレーの外包装フィルム プラ容器包装   
ヘアースプレーの缶 資源ごみ 使い切り、必ず穴を開ける
ヘアピン 不燃ごみ   
ペット小屋 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ペット（動物）の小便の吸着剤 可燃ごみ   
ペットボトル ペットボトル   
ペットボトルのふた（プラスチック製） プラ容器包装   
ベビーバス 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ベッド 粗大ごみ シングル1,000円 セミダブル以上1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）

ベッド折りたたみ式 粗大ごみ    1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ベルト 不燃ごみ   
ヘルメット 不燃ごみ   
ペンキ 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ペンキのスプレー式のプラスチック製キャップ プラ容器包装   
ペンキのスプレー式の空缶 資源ごみ 使い切り、必ず穴を開ける
ペンキの空缶 不燃ごみ 使い切る
弁当の紙製外箱 可燃ごみ   
弁当箱（アルミ製） 不燃ごみ   
弁当箱（プラスチック製） 可燃ごみ 弁当箱自体が商品の場合容器包装外です
弁当容器（コンビニ等） プラ容器包装 水でさっと洗う
弁当容器（コンビニ等）の外包装フィルム プラ容器包装   
ほうき 可燃ごみ   
棒切れ（４０ｃｍ未満） 可燃ごみ   
芳香剤の容器（プラスチック製） プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
帽子 可燃ごみ   
包装ビニール プラ容器包装   
防虫剤 不燃ごみ   
防虫剤の外包装（ビニール製） プラ容器包装   
包丁 不燃ごみ 刃の部分を紙に包んで
ボウリングの球 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ホースリール（ホースも含む） 不燃ごみ 
ポータブルトイレ 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）

ボール（球） 可燃ごみ 空気を抜く
ボール（台所用でプラスチック製） 可燃ごみ   
ボール（台所用で金属製） 不燃ごみ   
ボールペン（プラスチック製） 可燃ごみ   
ボールペン（金属製） 不燃ごみ   
ボールペンの包装パック（ビニール製） プラ容器包装   
保管庫 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ポケットティッシュの外袋 プラ容器包装   
ホッチキス・ホッチキスの針 不燃ごみ   
ポット 不燃ごみ   
ホットカーペット 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ホットプレート 不燃ごみ   
ポテトチップスの筒型容器（紙製） 可燃ごみ   
ポテトチップスの筒型容器のふた（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
ポテトチップスの筒型容器の底（金属製） 不燃ごみ   
ポテトチップス等の袋（外側ﾋﾞﾆｰﾙ裏側ｱﾙﾐ） プラ容器包装 中身を空にして、水でさっと洗う
ほ乳びん（プラスチック製） 可燃ごみ   
ほ乳びん（耐熱ガラス） 不燃ごみ 
ポリざる 可燃ごみ   
ポリタンク 不燃ごみ 割れていれば可燃ごみ
ポリバケツ 不燃ごみ   
保冷剤 可燃ごみ   
本（書籍） 資源ごみ まとめて十文字にしばる
本棚・ロッカー（一辺が1ｍ未満のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
本棚・ロッカー（一辺が1ｍ以上のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
マーカーペン・油性ペン（プラスチック製） 可燃ごみ   
マーカーペン・油性ペン（プラスチック製以外） 不燃ごみ   
まくら・まくらカバー 可燃ごみ   
マスク 可燃ごみ   
窓あき封筒 可燃ごみ   
マッサージ機（いす型のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
マッチ 可燃ごみ 十分に水にぬらす
マッチの紙製外箱 可燃ごみ   
マットレス（スポンジのもの） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
まな板（木・プラスチック製） 可燃ごみ   
魔法びん 不燃ごみ   
マヨネーズのキャップ プラ容器包装 水でさっと洗う
マヨネーズのチューブ プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
マヨネーズの外袋（ビニール製） プラ容器包装   
万年筆 不燃ごみ   
ミキサー 不燃ごみ   
ミシン（卓上のもの） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ミシン（卓上意外のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
水切りネット（台所用） 可燃ごみ   
ミニコンポ 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ミルクの缶 資源ごみ   
虫ピン 不燃ごみ   
虫ピンのケース（プラスチック製） 可燃ごみ   
虫めがね 不燃ごみ   
めがね（ケース含む） 不燃ごみ   
綿棒の容器（プラスチック製） プラ容器包装   
毛布（１セット２枚まで） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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ふとん乾燥機 不燃ごみ    
ブラインド 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
プラモデル 可燃ごみ   
プラモデルのパーツの個袋（ビニール製） プラ容器包装   
プラモデルのモーター 不燃ごみ   
プラモデルの金属パーツ 不燃ごみ   
プランター 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
フリスビー 可燃ごみ   
プリン（３個入り）の外包装フィルム プラ容器包装   
プリン（３個入り）の台紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
プリンのカップ プラ容器包装   
プリンのふた（アルミ製） 不燃ごみ   
プリンのふた（表が紙製で裏が銀色のもの） プラ容器包装 水でさっと洗う
プリンター 不燃ごみ    大型のものは有料（受付センターへお電話を）
ブルーシート 可燃ごみ
風呂のイス 不燃ごみ
風呂のふた 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を） 
ブロック(建設廃材） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼      
噴霧器 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ヘアースプレーのキャップ プラ容器包装   
ヘアースプレーの外包装フィルム プラ容器包装   
ヘアースプレーの缶 資源ごみ 使い切り、必ず穴を開ける
ヘアピン 不燃ごみ   
ペット小屋 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ペット（動物）の小便の吸着剤 可燃ごみ   
ペットボトル ペットボトル   
ペットボトルのふた（プラスチック製） プラ容器包装   
ベビーバス 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ベッド 粗大ごみ シングル1,000円 セミダブル以上1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）

ベッド折りたたみ式 粗大ごみ    1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ベルト 不燃ごみ   
ヘルメット 不燃ごみ   
ペンキ 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ペンキのスプレー式のプラスチック製キャップ プラ容器包装   
ペンキのスプレー式の空缶 資源ごみ 使い切り、必ず穴を開ける
ペンキの空缶 不燃ごみ 使い切る
弁当の紙製外箱 可燃ごみ   
弁当箱（アルミ製） 不燃ごみ   
弁当箱（プラスチック製） 可燃ごみ 弁当箱自体が商品の場合容器包装外です
弁当容器（コンビニ等） プラ容器包装 水でさっと洗う
弁当容器（コンビニ等）の外包装フィルム プラ容器包装   
ほうき 可燃ごみ   
棒切れ（４０ｃｍ未満） 可燃ごみ   
芳香剤の容器（プラスチック製） プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
帽子 可燃ごみ   
包装ビニール プラ容器包装   
防虫剤 不燃ごみ   
防虫剤の外包装（ビニール製） プラ容器包装   
包丁 不燃ごみ 刃の部分を紙に包んで
ボウリングの球 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
ホースリール（ホースも含む） 不燃ごみ 
ポータブルトイレ 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）

ボール（球） 可燃ごみ 空気を抜く
ボール（台所用でプラスチック製） 可燃ごみ   
ボール（台所用で金属製） 不燃ごみ   
ボールペン（プラスチック製） 可燃ごみ   
ボールペン（金属製） 不燃ごみ   
ボールペンの包装パック（ビニール製） プラ容器包装   
保管庫 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ポケットティッシュの外袋 プラ容器包装   
ホッチキス・ホッチキスの針 不燃ごみ   
ポット 不燃ごみ   
ホットカーペット 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ホットプレート 不燃ごみ   
ポテトチップスの筒型容器（紙製） 可燃ごみ   
ポテトチップスの筒型容器のふた（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
ポテトチップスの筒型容器の底（金属製） 不燃ごみ   
ポテトチップス等の袋（外側ﾋﾞﾆｰﾙ裏側ｱﾙﾐ） プラ容器包装 中身を空にして、水でさっと洗う
ほ乳びん（プラスチック製） 可燃ごみ   
ほ乳びん（耐熱ガラス） 不燃ごみ 
ポリざる 可燃ごみ   
ポリタンク 不燃ごみ 割れていれば可燃ごみ
ポリバケツ 不燃ごみ   
保冷剤 可燃ごみ   
本（書籍） 資源ごみ まとめて十文字にしばる
本棚・ロッカー（一辺が1ｍ未満のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
本棚・ロッカー（一辺が1ｍ以上のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
マーカーペン・油性ペン（プラスチック製） 可燃ごみ   
マーカーペン・油性ペン（プラスチック製以外） 不燃ごみ   
まくら・まくらカバー 可燃ごみ   
マスク 可燃ごみ   
窓あき封筒 可燃ごみ   
マッサージ機（いす型のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
マッチ 可燃ごみ 十分に水にぬらす
マッチの紙製外箱 可燃ごみ   
マットレス（スポンジのもの） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
まな板（木・プラスチック製） 可燃ごみ   
魔法びん 不燃ごみ   
マヨネーズのキャップ プラ容器包装 水でさっと洗う
マヨネーズのチューブ プラ容器包装 使い切り、中をよく洗う
マヨネーズの外袋（ビニール製） プラ容器包装   
万年筆 不燃ごみ   
ミキサー 不燃ごみ   
ミシン（卓上のもの） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ミシン（卓上意外のもの） 粗大ごみ 1,000円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
水切りネット（台所用） 可燃ごみ   
ミニコンポ 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ミルクの缶 資源ごみ   
虫ピン 不燃ごみ   
虫ピンのケース（プラスチック製） 可燃ごみ   
虫めがね 不燃ごみ   
めがね（ケース含む） 不燃ごみ   
綿棒の容器（プラスチック製） プラ容器包装   
毛布（１セット２枚まで） 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
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もちつき機 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
モップ（布、木製部分） 可燃ごみ   
モップ（金属部分） 不燃ごみ 袋に入るように切る
物置（組立式で解体済のもの） 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
物干竿 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
物干し台 粗大ごみ 一基1,000円、一対1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
やかん 不燃ごみ   
野菜・果実を入れるネット・ビニール プラ容器包装   
湯たんぽ（プラスチック製） 可燃ごみ   
湯たんぽ（金属製） 不燃ごみ   
湯呑み 不燃ごみ 清掃事務所にご相談ください
湯沸し機 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ヨーグルト（３個入り）の台紙 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる  
ヨーグルト（３個入り）の薄い外フィルム プラ容器包装   
ヨーグルトのカップ（プラスチック製） プラ容器包装 カップを洗う   
ヨーグルトのカップ（紙製） 可燃ごみ   
ヨーグルトのふた（アルミ製） 不燃ごみ   
ヨーグルトのふた（プラスチック製） プラ容器包装 水でさっと洗う
浴槽 粗大ごみ 1,500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
よしず 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ラーメン等の袋 プラ容器包装   
ライター（使い切り型含む） 有害ごみ 使い切る
ラジオ 不燃ごみ 小型家電製品リサイクル（P13参照）リサイクルステーション（P14参照）もご利用ください  
ラジカセ 不燃ごみ    
ラップ（家庭で使用したもの） 可燃ごみ   
ラップケース（刃を除く） 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる  
ラップケースの刃（金属製） 不燃ごみ   
ラップの芯 資源ごみ 雑がみ・しばってだす。縛れないものは、紙袋に入れる
ランドセル 可燃ごみ   
リボン 可燃ごみ   
料理くず 可燃ごみ   
りんごを包んだ発泡スチロール製ネット プラ容器包装   
冷蔵庫 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
冷凍庫 市では収集できません 家電リサイクル法により処理してください
レコード 可燃ごみ   
レコードの外袋（ビニール製） プラ容器包装   
レジ袋（ビニール製） プラ容器包装   
レトルトパック（カレー等） プラ容器包装 中を洗う
レンガ(建設廃材） 市では収集できません 販売店、専門業者に依頼
レンジフード 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
ローソク 可燃ごみ   
ロープ（ナイロン製・布製） 可燃ごみ   
ワープロ 不燃ごみ    
ワープロのインクリボン 可燃ごみ   
ワープロのインクリボンの個袋（ビニール製） プラ容器包装   
輪ゴム 不燃ごみ   
ワゴン 粗大ごみ    500円　有料・申込制（受付センターへお電話を）
綿 可燃ごみ   
和服 資源ごみ 指定袋以外の袋で出す
わら製品（民芸品等） 可燃ごみ   
割り箸の外袋（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） プラ容器包装   
割れたガラス・びん ※有料扱い 清掃事務所にご相談ください
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町内別収集日一覧表町内別収集日一覧表

青塚町 月・木 第１・３水 第２水 木 第３火 木 第３火
青塚団地 月・木 第１・３水 第２水 木 第３火 木 第３火
青塚住宅 月・木 第１・３水 第２水 木 第３火 木 第３火
愛宕町１・３丁目 火・金 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第1木
愛宕町２丁目 火・金 第２・４水 第３水 月 第３木 月 第３木
愛宕町４丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕町５丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕町６丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕町７丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕町８丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕町９丁目 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
愛宕雇用促進住宅（９丁目） 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
筏場町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
池須町 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
池麩町 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
一本木町 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
今市場町１丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
今市場町２丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
今市場町３丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
今市場町４丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
杁前町１～５丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第２水 金 第２水
牛田町 火・金 第２・４水 第３水 金 第２水 金 第２水
宇治町 火・金 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
宇治町小切 火・金 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
宇治団地 火・金 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
埋田町１～５丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第２水 金 第２水
浦方町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
永宝団地（中一色町） 火・金 第１・３水 第２水 金 第１水 金 第１水
永楽町１丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
永楽町２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
永楽町３丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
永楽町４丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
江川町１・２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
江東町1丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
江東町2丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
江東町3丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
江西町１・２丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第３月 水 第３月
江西町３・４丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第３月 水 第３月
江南住宅（牛田町） 火・金 第２・４水 第３水 金 第２水 金 第２水
老松町 月・木 第２・４水 第１水 水 第４月 水 第４月
大坪町 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
大縄町１・２丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
大縄町３～７丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
大縄町８・９丁目 月・木 第２・４水 第１水 水 第１月 水 第１月

週2回

可燃ごみ
町　内　名

不燃ごみペット
ボトル

びん・カン
古紙・古着

有害ごみ
6月・11月

粗大ごみ
（個別有料収集）

プラスチック製
容器包装
週1回 週1回月2回 年2回月1回 月1回
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片岡町 火・金 第２・４水 第１水 火 第１金 火 第１金
片町１丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
片町２丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
金町 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
金柳町 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
兼平町１丁目 火・金 第１・３水 第２水 火 第１金 火 第１金
兼平町２丁目 火・金 第１・３水 第２水 火 第１金 火 第１金
かぶと台住宅 月・木 第２・４水 第３水 金 第１水 金 第１水
鹿伏兎町 月・木 第２・４水 第３水 金 第１水 金 第１水
上春日台（鹿伏兎町） 月・木 第２・４水 第３水 金 第１水 金 第１水
上神守 火・金 第１・３水 第４水 木 第２火 木 第２火
上河原町 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
上新田町１～３丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
上之町１丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
上之町２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
神守住宅 火・金 第１・３水 第４水 木 第２火 木 第２火
唐臼町 火・金 第２・４水 第１水 金 第３水 金 第３水
河田町１・２丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
河原町 月・木 第２・４水 第３水 水 第３月 水 第３月
神尾町 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
観音町 月・木 第２・４水 第３水 水 第３月 水 第３月
北新開 月・木 第１・３水 第４水 金 第２水 金 第２水
北町 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
喜多神団地 月・木 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
喜楽町 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
グランステイツ津島 (藤里町１丁目)  月・木 第２・４水 第１水 火 第４金 火 第４金
グリーンコーポ津島（橘町４丁目） 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
県営愛宕南住宅（７丁目） 火・金 第２・４水 第１水 月 第３木 月 第３木
県営唐臼住宅 火・金 第１・３水 第２水 金 第３水 金 第３水
光正寺町 火・金 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
高台寺町 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
こがね団地 火・金 第１・３水 第４水 木 第４火 木 第４火
越津町 火・金 第１・３水 第４水 木 第２火 木 第２火
寿町 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
米之座町１丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
米之座町２丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
米町 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
さかえ団地（唐臼町） 火・金 第２・４水 第１水 金 第３水 金 第３水
サンパーク津島（天王通り６丁目） 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
サンシティ津島（西愛宕町２丁目） 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
サンハウス津島（池須町） 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
申塚町１・２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
下切町 火・金 第２・４水 第３水 金 第２水 金 第２水
下切住宅 火・金 第２・４水 第３水 金 第２水 金 第２水
下春日台（鹿伏兎町） 月・木 第２・４水 第３水 金 第１水 金 第１水
白浜町 月・木 第１・３水 第２水 金 第４水 金 第４水
新開町１～５丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第３水 金 第３水
下神守 火・金 第１・３水 第４水 木 第２火 木 第２火
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城之越町 火・金 第２・４水 第３水 火 第３金 火 第３金
昭和町１・２丁目 火・金 第１・３水 第２水 火 第１金 火 第１金
昭和町３・４丁目 火・金 第１・３水 第２水 火 第１金 火 第１金
城山町１・２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
城山町３丁目西ブロック 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
城山町３丁目東ブロック 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
シャトレ愛松（城山町２丁目） 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
下新田町１～５丁目 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
神明町 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
ステイツ津島（藤里町１丁目） 月・木 第２・４水 第１水 火 第４金 火 第４金
ソフィア津島 月・木 第２・４水 第１水 火 第４金 火 第４金
大木町 火・金 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
大慶寺町 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
大政町１丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
大政町２丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
高畑町 火・金 第２・４水 第３水 火 第４金 火 第４金
高屋敷町 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
宝町 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
橘町１～３丁目 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
橘町４丁目 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
橘町５丁目 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
橘町６丁目 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
たちばなコーポラス（橘町４丁目） 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
立込町１丁目 火・金 第１・３水 第４水 月 第２木 月 第２木
立込町２丁目 火・金 第１・３水 第４水 月 第２木 月 第２木
立込町３丁目 火・金 第１・３水 第４水 月 第２木 月 第２木
立込町４丁目 火・金 第１・３水 第４水 月 第２木 月 第２木
第２東洋町住宅（東洋町２丁目） 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
津島公団住宅（藤浪町１・２丁目） 月・木 第１・３水 第４水 火 第３金 火 第３金
津島ハイツ（橘町１丁目） 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
椿市町 火・金 第１・３水 第４水 木 第１火 木 第１火
寺野町 月・木 第１・３水 第２水 木 第１火 木 第１火
寺野事業団住宅 月・木 第１・３水 第２水 木 第１火 木 第１火
寺前町１～３丁目 火・金 第２・４水 第３水 火 第４金 火 第４金
天王通り１丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り２丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り３丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り４丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り４丁目別口 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り５丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通り６丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
天王通パークホームズ（２丁目） 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
東洋町１丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
東洋町２丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
常盤町１～４丁目 月・木 第１・３水 第４水 月 第１木 月 第１木
中一色町 火・金 第１・３水 第２水 金 第１水 金 第１水
中神守 火・金 第１・３水 第４水 木 第２火 木 第２火
ナビシティ津島（宇治町） 火・金 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
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中野町 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
中野住宅（ニューコーポ津島） 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
中地町１丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
中地町２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
中地町３・４丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
中之町 火・金 第２・４水 第３水 水 第３月 水 第３月
西愛宕町１丁目 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
西愛宕町２丁目 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
西愛宕住宅（西愛宕町２丁目） 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
西愛宕第１コーポ（西愛宕町２丁目） 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
西唐臼住宅 火・金 第１・３水 第２水 金 第３水 金 第３水
錦町 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
日光町 月・木 第１・３水 第４水 金 第２水 金 第２水
西御堂町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
西柳原町１～４丁目 月・木 第２・４水 第１水 火 第４木 火 第４木
ニューコーポ愛宕（愛宕町１丁目） 火・金 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
ニューコーポ金柳１番館 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
ニューコーポ金柳２番館 月・木 第２・４水 第１水 金 第４水 金 第４水
祢宜町 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
葉苅町 月・木 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
葉苅団地 月・木 第２・４水 第１水 木 第３火 木 第３火
橋詰町１丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
橋詰町２丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
橋詰町３丁目 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
莪原町 火・金 第１・３水 第４水 木 第４火 木 第４火
馬場町 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
パレス津島（莪原町） 火・金 第１・３水 第４水 木 第４火 木 第４火
半頭町 月・木 第２・４水 第３水 金 第１水 金 第１水
東愛宕町１～３丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第１木 金 第１木
東中地町１～３丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第２月 水 第２月
東柳原町１～５丁目 月・木 第２・４水 第３水 月 第２木 月 第２木
百町 火・金 第２・４水 第３水 金 第４水 金 第４水
百町市営住宅 火・金 第２・４水 第３水 金 第４水 金 第４水
蛭間町 月・木 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
蛭間住宅 月・木 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
深坪町１・２丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第２水 金 第２水
藤川町 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
藤里町１～３丁目 月・木 第２・４水 第１水 火 第４金 火 第４金
藤浪町１丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
藤浪町２丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
藤浪町３丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
藤浪町４・５丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
舟戸町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
古川町１～４丁目 火・金 第１・３水 第４水 月 第２木 月 第２木
本町１丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
本町２丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
本町３丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
本町４丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
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本町５丁目 月・木 第２・４水 第３水 火 第２金 火 第２金
牧野町 月・木 第１・３水 第２水 木 第１火 木 第１火
又吉町１～４丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
松ヶ下町 月・木 第２・４水 第３水 水 第１月 水 第１月
松原町 火・金 第２・４水 第１水 火 第１金 火 第１金
丸美ロイヤル津島Ⅲ(兼平町２丁目) 火・金 第１・３水 第２水 火 第１金 火 第１金
マンション・パル (西愛宕町１) 月・木 第２・４水 第３水 月 第１木 月 第１木
みずほ団地（莪原町） 火・金 第１・３水 第４水 木 第４火 木 第４火
瑞穂町１・２丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
瑞穂町３丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
瑞穂町住宅（３丁目） 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
皆戸町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
みどり台 火・金 第２・４水 第３水 金 第４水 金 第４水
南新開町１・２丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第３水 金 第３水
南本町１丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町２丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町３丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町４丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町５丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町６丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南本町７丁目 月・木 第１・３水 第２水 水 第２月 水 第２月
南門前町１丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
南門前町２丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
南門前町３丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
宮川町１丁目 月・木 第２・４水 第１水 水 第１月 水 第１月
宮川町２丁目 月・木 第２・４水 第１水 水 第１月 水 第１月
宮川町３丁目 月・木 第２・４水 第１水 水 第１月 水 第１月
メイツ青塚（青塚町） 月・木 第１・３水 第２水 木 第３火 木 第３火
明天町１丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
明天町２丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
明天町住宅（２丁目） 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
明天町３丁目 月・木 第１・３水 第４水 火 第４金 火 第４金
モアグレース天王通り（３丁目） 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
百島町（字こがねを除く） 月・木 第１・３水 第２水 木 第４火 木 第４火
百島住宅 月・木 第１・３水 第２水 木 第４火 木 第４火
元寺町１～３丁目 月・木 第１・３水 第４水 金 第１木 金 第１木
薬師町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
柳原町１～５丁目 月・木 第２・４水 第３水 月 第４木 月 第４木
大和町１・２丁目 火・金 第１・３水 第４水 水 第３月 水 第３月
弥生町 月・木 第１・３水 第２水 火 第３金 火 第３金
ユーハウス津島（又吉町４丁目） 火・金 第２・４水 第１水 火 第３金 火 第３金
横町 月・木 第１・３水 第２水 火 第２金 火 第２金
ライオンズ津島（天王通り5丁目） 月・木 第２・４水 第３水 火 第１金 火 第１金
ラドーニ青塚（蛭間町） 月・木 第２・４水 第３水 木 第１火 木 第１火
良王町１・２丁目 火・金 第２・４水 第１水 火 第２金 火 第２金
瑠璃小路町１丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
瑠璃小路町２丁目 火・金 第１・３水 第２水 水 第４月 水 第４月
ロイヤル橘津島Ⅴ（橘町４丁目） 月・木 第１・３水 第２水 月 第４木 月 第４木
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週2回

可燃ごみ
町　内　名

不燃ごみペット
ボトル

びん・カン
古紙・古着

有害ごみ
6月・11月

粗大ごみ
（個別有料収集）

プラスチック製
容器包装
週1回 週1回月2回 年2回月1回 月1回
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お宅の収集日記入欄 収集日の変更は、町内回覧板・
市政のひろばでご連絡します。

収集当日の午前8時30分までに決められた集積場所へ出してください。
お宅の収集日を□の中へ書き入れてご利用ください。

粗大ごみは粗大ごみ受付センターへ電話予約して下さい。
TEL 0567-31-3284

「可燃物ごみ専用袋」や「不燃物ごみ専用袋」の中には、まだまだ資源が入っています。
資源回収にご協力ください。

可燃ごみ 毎週

毎週

6・11月の
第

毎月第

毎月第

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

ご　

み

区　分 収　集　日

資　

源

不燃ごみ

ペットボトル

プラスチック製
容器包装

空きびん・あき缶
古紙・古着

有害ごみ

● 曜
日

●
毎
月
第


