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リサイクルするだけでは、ごみは減りません。ごみを減らすためにＲで始まる３つの
取り組み３Ｒをお願いします。 

３Ｒ（スリーアール）とは

　●ごみを出さないようにする「Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）」

　●物を無駄にせず繰り返し使う「Ｒｅｕｓｅ（リユース）」

　●使い終わったらもう一度資源にする「Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）」

のそれぞれの頭文字をとった総称です。

一人ひとりが３Ｒを実践することによって

　●ごみの減少による埋立量の減少

　●資源の有効的な利用による地球の限りある資源の保全

　●ごみの焼却時に発生する二酸化炭素の減少による地球温暖化の防止

などの効果があり、資源循環型社会の構築につながりますので、ご協力を

お願いします。  

ごみを減らすためにできること 
ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
で
き
る
こ
と

Reduce
リデュース 

（ごみを出さないようにする）

買いすぎに
注意しましょう

詰め替え商品を
利用しましょう

マイバックを
持参しましょう

過剰包装を
断りましょう
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Reuse
リユース 

（物を無駄にせず繰り返し使う）

Recycle
リサイクル

（使い終わったらもう一度資源にする）

正しく分別
しましょう

グリーンマーク等の
ある商品（再生商品）を
積極的に利用しましょうリターナブル

（繰り返し使用
できる）容器の
商品を
使いましょう

リサイクルショップや
フリーマーケットなどを
利用しましょう壊れた物は

すぐ捨てずに
修理して
また使いましょう

生ごみの
たい肥づくりを
しましょう

商品についている識別マークを見ましょう

あきびん等は
店頭回収を利用しましょう
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ごみ出しについてのお願い！

●容器包装プラスチックの汚れが取れないものは、燃やせるごみに
　出してください。 
●ペットボトルは月２回収集します。 
●危険ごみという分別区分が新たにできました。 
　→詳しくは１２ページ参照。

平成２８年４月からごみの分別が変わります！

●燃やせるごみの約半分は水分です。 
　→ ごみを出す時は、必ず水切りをしてください。 
　※水切りネットを使用するだけでも効果があります。 
●家庭用生ごみ処理機を利用しましょう。 
　→ 詳しくは２５ページ参照。

生ごみの出し方でごみは減らせます！

●ごみを正しく分別してください。 
●ごみは透明または半透明の袋に入れてください。 
●ごみは「収集日当日の決められた時間までに」 
　「決められたものを」「決められた場所に」出してください。

ごみ出しのルール

●新聞、雑誌、布類、小型家電などの分別を徹底して
　資源化しましょう。 
　→ 詳しくは２４ページを参照。

エコ・ステーションを利用しましょう！
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ごみの分別区分一覧 
ごみの分別区分

燃やせるごみ（可燃）
透明または半透明の袋に入れて出してください。

品目別に束ねて、ひもで十文字に縛って出して

ください。

透明または半透明の袋に入れて出してください。

袋に入らない場合は、周囲に飛散しないように

そのまま出してください。

（スプレー缶、卓上カセットボンベ等）
透明または半透明の袋に入れて出してください。 

（使い捨てライター） 
透明または半透明の袋に入れて出してください。 

（蛍光管） 
新しい蛍光管が入っていた箱や袋に入れて、

割れないようにして出してください。 

（乾電池） 
透明または半透明の袋に入れて出してください。 

（水銀式体温計） 
割れないように専用の容器に入れ、透明または

半透明の袋に入れて出してください。

週２回

週１回容器包装プラスチック（容プラ）

燃やせないごみ（不燃） 月１回

新聞 月１回
雑誌・雑紙 月１回

パックの中をきれいに洗ってから、切り開き、乾

燥させ、ひもで十文字に縛って出してください。

透明または半透明の袋に入れて出してください。

※香良洲地域にお住まいの方は、「燃やせるごみ」「容器包装プラスチック」以外のものは、
　香良洲エコ・ステーションへ搬入してください。

飲料用紙パック 月１回

衣類・布類 月１回

ペットボトル（ペット） 月２回

びん 月１回

ダンボール 月１回

月２回金属 

３か月に１回危険ごみ

月１回その他プラスチック（他プラ）

収集回数 ごみの出し方
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燃やせるごみ（可燃） 

対象になる主なもの
※生ごみ等の水分を含んでいるものは、十分水分を切って出してください。

●汚れが取れない容器包装プラスチック ●生ごみ、貝殻

●木製家具類 ●枝・木 ●使い捨てカイロ

●保冷剤・乾燥剤 ●ゴム製品・革製品 ●リサイクルできない
　布類・紙類・内側が
　アルミ加工のパック

●紙おむつ
（在宅医療廃棄物以外のもの）

汚物はトイレに流してから出して
ください。

１ｍ程度に壊して、ガラス・金属部分
は外してください。ガラス戸など取り
外しできないものは、燃やせないごみ
（不燃）の日に出してください。 

長さ１ｍ、太さ５㎝程度にして束ねて
ください。

羽毛入りの商品、カーボン紙・感熱
紙等 
羽毛入りの商品、カーボン紙・感熱
紙等 
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長さ１ｍ、太さ５㎝を超える枝、木の処理方法

布団の処理方法

１ｍ程度にできない大きな木製家具類の処理方法

津市の一般廃棄物収集運搬許可業者の調べ方

※画像はイメージになります。ホームページが変更される場合がありますのでご了承ください。
　インターネットをご利用できない環境にある方は、裏表紙を参考にお問い合わせください。

ごみの回収を個別に依頼したい場合は、津市の一般廃棄物収集運搬許可業者に有償で
依頼してください。

1

2 ・ごみ分別ガイドブック（PDF/22.6MB）
・事業系一般廃棄物の処理
・一般廃棄物処理施設への搬入について
・し尿のくみ取り・浄化槽の清掃

3 収集運搬許可業者に委託する方法
　　市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して処理を行う。
　　一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表（PDF/121KB）

●長さ１ｍ、太さ５ｃｍを超える枝、木

●わた布団、羽毛布団等

●１ｍ程度にできない
　大きな木製家具類

人が一人で持てる状態にして、燃やせないごみ（不燃）の日に出してください。

津市リサイクルセンターに自己搬入になります。搬
入に関するお問い合わせは、３４ページを参照して
ください。

布団を縛って袋に入れ、
燃やせるごみ（可燃）の
日に出してください

クリック 

クリック 

クリック後、こちらからお調べください 

津市役所のホームページを開いてください。 
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容器包装プラスチック（容プラ） 

対象になる主なもの

●ボトル類 ●カップ・パック類

「プラスチック製容器包装マーク」が付いているものが対象です。 

容器や容器のふたや包装の一部になっているものです。 

商品の保護または固定のために使われているものです。

シャンプー・洗剤・ソース・乳酸
　　　　　飲料などのボトル

●トレイ類  生鮮食料品・惣菜などのトレイ

●チューブ類   
マヨネーズ・歯磨き粉・わさびなどのチューブ

●ポリ袋・ラップ類    
レジ袋・お菓子などの袋、食品・惣菜などを包む
ラップ

●緩衝材類   
家電製品などに
入っている
発砲スチロール製の
緩衝材

●ネット類   
野菜・果物が入っているネット

●ふた・キャップ類
インスタントコーヒー・ペットボトルなどの
プラスチック製のふた

プリン・卵パック・カップ麺・コンビニ弁当などの
カップ・パック

容器包装プラスチックとは、お店で買った商品
で中身を出したり、使ったあとでいらなくなったプ
ラスチック製の容器（入れ物）や包装（包み・袋）
のことを言うんだよ。
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容器包装プラスチックの出し方

容器包装の分け方参考例

●必ず中身を使い切ってから出してください。 
●固形物など中身をキレイに取り除いてから出してください。
●汚れが取れない容器包装プラスチックは燃やせるごみ（可燃）の日に出してください。

●カップ麺 ●コンビニ弁当

●３個組プリン

●５個組ティッシュボックス

●菓子箱

分別をよろしく
お願いします！

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック 容器包装プラスチック
容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

雑誌 雑誌 

雑誌 

雑誌 

その他プラスチック

容器包装プラスチック

フタ（紙製） フォーク・スプーン
ラップ・フタ・容器・しょうゆ入れ
ポリ袋

包紙（紙製）

容器（プラスチック製）

容器（紙製）

袋

外包装フィルム

外包装フィルム

台紙

ティッシュ

外包装フィルム

紙箱

取り出し口のフィルム

カップ

乾燥剤

紙箱 包装紙

中仕切（プラスチック製）
フタ（プラスチック製）

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック
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燃やせないごみ（不燃） 

対象になる主なもの

※土砂等の重い物に関しては、人が一人で持てる状態にして出してください。大量の場
　合は、何回か収集日を分けていただくか、施設に自己搬入をお願いします。自己搬入
　の場合も袋に小分けにして持ち込んでください。燃やせないごみ（不燃）の搬入施設
　は津市リサイクルセンターになります。搬入に関するお問い合わせは３４ページを参
　照してください。

●陶磁器類 ●ガラス類・鏡類 ●電球 

●電気毛布・電気カーペット ●ゴルフボール ●化粧品・消毒用のびん 

●ビニール波板 ●ゴルフバック ●キャリーケース 

●マジックペン ●延長コード ●磁石類  

●土砂 ●太い木、切株 ●スキー板、スキー靴 

厚手の破れにくい透明または、半透
明の袋に入れて出してください。
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金　属

対象になる主なもの

金属の出し方 

●缶類 ●家電製品 ●オーディオ 

●ストーブ、ファンヒーター ●自転車 ●刃物類

●ゲーム機・ゲームソフト ●スプーン・フォーク
　（金属類）

●ゴルフクラブ 

●フライパン・鍋

●ねじ・釘などの細かなものは、空き缶などの容器に入れてください。

●ベビーカー・チャイルドシート ●鍋焼きうどんの容器  

●スプリング入りソファー・
　 マットレス

●中身を使い切ったスプレー缶、卓上カセットボンベ 

油類、電池は取り出してください。
刃物類は、紙で包んで「キケン」と
表示して出してください。

中身を使い切り、穴を開けて
出してください。穴の開けられない
ものは、危険ごみの日に出して
ください。

貼紙で「ゴミ」と表示して出してください。

※家電リサイクル対象品目および
　パソコンを除く

ゴミ
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その他プラスチック（他プラ） 

対象になる主なもの

その他プラスチックの出し方 

●ポリバケツ・洗面器
　（プラ製）

●食品保存容器（プラ製） ●灯油ポリタンク

●ＤＶＤ・ＤＶＤケース・
　ＣＤ・ＣＤケース

●カセットテープ・ 
　ビデオテープ 

●クーラーボックス  

●ビニールホース ●ビニールシート ●歯ブラシ 

●ヘルメット ●プランター（プラ製） ●衣装ケース（プラ製） 

中身は取り出してください。

●小さいものは透明または半透明の袋に入れて出してください。
●袋に入らない場合は、そのまま出してください。

プラスチック製容器包装マーク　　がないものです。
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危険ごみ
対象になる主なものと出し方

スプレー缶・卓上カセットボンベの出し方

使い捨てライターの出し方

蛍光管の出し方

乾電池の出し方

水銀式体温計の出し方

蛍光管は蛍光管、乾電池は乾電池のように他のごみと混ぜずに出してください。

透明または半透明の袋に入れて出して
ください。 中身は使い切ってください。

透明または半透明の袋に入れて出して
ください。中身は使い切ってください。

なるべく新しい蛍光管が入っていた箱、
筒や袋に入れて、割れないように出して
ください。

透明または半透明の袋に入れて出して
ください。

水銀式体温計が割れないよう、なるべく
専用の容器に入れ、透明または半透明
の袋に入れて出してください。

スプレー缶・卓上カセットボンベは、穴を開ける必要はありません。 
※ただし、中身を使い切り、穴を開ければ金属ごみにも出せます。



新
聞
、雑
紙
、ダ
ン
ボ
ー
ル

13

新　聞

対象になるもの

雑誌・雑紙 

対象になる主なもの

ダンボール 

対象になるもの

新聞・雑誌・雑紙・ダンボールの出し方

○△◇◎

●新聞紙 
●新聞チラシ 

●週刊誌・月刊誌
●書籍・百科事典 
●教科書・カタログ 
●紙箱・包装紙 
●ティッシュの箱（8ページ参照） 
●コピー用紙など

●断面が波状になって
　いるもの  

「新聞」「雑誌」「ダンボール」に分ける。
平らに伸ばして、ひもで十文字に束ねる。

※おおむね20㎝以上のもの
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飲料用紙パック

リサイクルが困難なものは「燃やせるごみ」の日に出してください

対象になるもの

飲料用紙パックの出し方

中をきれいにする。

内側がアルミ加工の飲料用紙パック 

切り開いて、十分に乾燥させる。
ひもで十文字に束ねる。

カーボン紙

写真 食品等が付着した包装紙

※内側がアルミ加工のものは「燃やせるごみ」の日に出してください。

リサイクルが困難なものは、古紙の中に混ぜないでください。 
製紙原料にならないものが混ざっていると、良質な紙に再生できません。混ぜないことで、古紙の
価値は高まり、良質な紙に再生されます。

※以下のものはリサイクルが困難なものです。

●牛乳・ジュース類で内側が白いもの
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衣類・布類

対象になる主なもの

布類の出し方

ペットボトル

対象になるもの

対象になるもの　　マークのついたペットボトル

び　ん

対象になる主なもの

びんの出し方

●セーター・Ｔシャツ・カッターシャツ・ 
　トレーナー・ジーパン・スーツ・ズボン・
　スカート・着物 
●シーツ・毛布など

●洗って乾かし、透明または半透明の袋に入れて出してください。

●必ず中身を使い切り、汚れを取り除いてから出してください。

ふたは必ず取り除き、金属製のものは金属に、プラスチック製のものは容器包装プラス
チックの日に出してください。

ふた、ラベルは容器包装
プラスチックの日に出してください。 

酒・ジュース・ドリンク剤・調味料など
人が口にする飲食料品のびん

●必ず中身を使い切り、汚れを取り除いてから出してください。
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ごみからリサイクルされた製品 

ペットボトル 衣類など使用したびん 新しいびん

び  ん ペットボトル

ダンボール ダンボール 飲料用紙パック トイレットペーパーなど

菓子箱など
新聞 新聞 雑誌

古紙類

軍手・工業用雑巾などプラスチック製品など容器包装プラスチック

布  類容器包装プラスチック

リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
製
品

▼

▼
▼

▼
▼ ▼

▼
▼
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市では収集しないもの
�津市リサイクルセンターに自己搬入できま
す。搬入に関するお問い合わせは 34ページ
を参照してください。

 
詳しくは 18 ページを参照してください。

詳しくは 20ページを参照してください。

詳しくは 21ページを参照してください。

詳しくは 21ページを参照してください。

詳しくは 21ページを参照してください。

詳しくは 23ページを参照してください。

※販売店または専門の処理業者に処理を依頼してください。

　塗料は残塗料処理剤を使用し固めた場合、燃やせるごみの日に出してください。

バッテリー

ペンキ・シンナー 石膏ボード・断熱材劇薬・農薬プロパンガスボンベ

オイルヒーター農機具オイル類ピアノ自動車・
オートバイのタイヤ

処理困難物（市で処理できないもの）

・事業系一般廃棄物・・・事業者が自ら処理施設に搬入するか、市の許可を受けた一般廃
　棄物収集運搬業者に収集を依頼してください。詳しくは６ページの津市収集運搬許可業
　者の調べ方を参照してください。
・産業廃棄物・・県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼してください。

事業活動から出るごみ

医療廃棄物

消火器

携帯電話

オートバイ 
（原動機付自転車を含む）

家庭系パソコン

家電リサイクル法対象品目
（テレビ、洗濯機等） 

畳・ユニット畳
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家電リサイクル法対象品目
�

☎２３４－８６６６ 
津市高茶屋小森上野町１１４３番地 

営業日、時間等は直接お問い合わせください。

㈱タヤマ

津市内の指定引取場所

家電リサイクル券センター ☎ ０１２０－３１９６４０ 

郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所に持込む。

＋ 運搬料金リサイクル料金 

リサイクル料金 

料金

料金

市の許可する収集運搬業者に、依頼する。詳しくは19ページを参照してください。 

リサイクルする家電製品を購入した店か、買い替えをしようとする店に依頼する。 方法① 

方法② 

方法③

家電リサイクル法対象品の処分方法

エアコン 洗濯機・衣類乾燥機冷蔵庫・冷凍庫テレビ

リサイクルの対象となる家電製品

「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）により、次の家電製品はメーカー
等が回収しリサイクルします。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
目 

お問い合わせ先

＋ 運搬料金リサイクル料金 料金
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家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
目 

※画像はイメージになります。ホームページが変更される場合がありますので ご了承ください。 
※インターネットをご利用できない環境にある方は、１８ページのお問い合わせ先または、裏表紙を
　参考にお問い合わせください。 

 

「家電リサイクル」をクリックして、収集運搬業者、リサイクル料金等をお調べください。

ホームページ上の「ごみ」をクリックして、次のページへ

①　インターネットにて津市役所のホームページを開いてください。 
　　ホームページ上の左上の「ごみ」をクリックし、「ごみ・リサイクル」のページを開いてください。 
②　「ごみ・リサイクル」のページの「家電リサイクル」をクリックすると「家電リサイクル」のページを
　　開きますので、そちらから調べたい項目をクリックしてもらい、お調べください。 

家電リサイクル法対象品の収集業者等の調べ方

1

2
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家庭系パソコンのリサイクル

一般社団法人 パソコン３Ｒ推進協会

☎０３－５２８２－７６８５　受付時間 午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日を除く）
ホームページ　http://www.pc3r. jp
ホームページには各メーカーの問い合わせ窓口やリサイクル料金が掲載されています。

※処分については直接メーカーにお問い合わせください。
※メーカーが不明の場合は（一社）パソコン３Ｒ推進協会へお問い合わせください。

マークのついてない製品の場合

パソコンを簡易梱包し、伝票を貼付

廃棄へ

メーカーから「エコゆうパック伝票」送付 

回収再資源化料金の支払い

メーカーから振込用紙を送付

電話等でメーカー等に回収の申し込みを行う

マークのついている製品の場合

平成15年10月１日以降に販売されたＰＣリサイクルマーク　　がついているものは、リサイクル
料金が購入時に支払われているため、新たな料金負担はありません。

メーカー等への引渡し方法

※津市では、平成26年４月1日より市内エコ・ステーションにおいて、無料回収を実施しています。
　詳しくは24ページを参照してください。

デスクトップ
パソコン（本体）

ノートパソコン 液晶ディスプレイＣＲＴディスプレイ

リサイクルの対象となる機器

「資源有効利用促進法」により、メーカー等が回収しリサイクルします。 

家
庭
系
パ
ソ
コ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル
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オートバイのリサイクル 

携帯電話のリサイクル 

消火器のリサイクル

オ
ー
ト
バ
イ・携
帯
電
話・消
火
器
の
リ
サ
イ
ク
ル

一般社団法人　日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター） 

☎ ０３－５８２９－６７７３ ホームページ http://www.ferpc. jp/

　消火器のリサイクル・処分は適正に処理するため（一社）日本消火器工業会が地域の
販売代理店等と協力して行っています。引取り・持ち込み等窓口については（一社）日
本消火器工業会までお問い合わせください。 

　携帯電話・ＰＨＳの本体、充電式電池、充電器をブランド名に関係な
く、無償で「モバイル・リサイクル・ネットワーク」の専用ロゴマーク
のある販売店で回収しています。携帯電話等を廃棄される方は、右記の
専用ロゴマークのあるお近くの販売店に処理を依頼してください。
　または、市内エコ・ステーションに持ち込んでください。詳しくは
24ページを参照してください。

受付時間：午前９時３０分～午後５時（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く） 

 

二輪車リサイクルコールセンター 　☎０５０－３０００－０７２７ 

リサイクルの方法

リサイクル参加事業者（順不同）

お問い合わせ先

お問い合わせ先

モバイル・リサイクル・ネットワーク

 　廃棄オートバイ（原動機付自転車を含む）の処理に当たり、資源の有効活用を目的にオー
トバイの国内メーカー４社と輸入事業者１２社によるリサイクルが行われています。 
　オートバイを廃棄される方は、「二輪車リサイクルコールセンター」までお問い合わせ
ください。 

本田技研工業、ヤマハ発動機、スズキ、川崎重工業、成川商会、MY AGUSTA JAPAN、
Piaggio Group Japan㈱、 福田モーター商会、㈱イーケィエー、プレストコーポレーション、
ブライト、ドゥカティジャパン、ビー・エム・ダブリュー、トライアンフモーターサイク
ルズジャパン㈱、エムズ商会、伊藤忠オートモービル

廃棄二輪車取扱店

廃
棄
希
望
二
輪
車

指
定
引
取
窓
口

処理・
リサイクル
施設

廃
棄
二
輪
車

取
扱
店

車両の所有者確認
持込者の本人確認
管理票の記入

車両の所有者確認
持込者の本人確認
管理票の記入

事前解体
バッテリー・オイル
などの除去

破砕・選別

持込

持込
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インターネットでの調べ方

用途に応じてクリック

消
火
器
の
リ
サ
イ
ク
ル

リサイクル窓口検索をクリック 

①　（一社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）のホームページを開く。
　　（ http://www.ferpc.jp/ ） 
　　ホームページ上のリサイクル窓口検索をクリックし、リサイクル窓口検索のページを開く。 
②　用途に応じて特定窓口または指定引取場所をクリックし検索する。 
　　※料金等に関しましては、事前にお問い合わせください。 
　　※インターネットをご利用できない環境にある方は、２１ページのお問い合わせ先
　　または、裏表紙を参考にお問い合わせください。 

1

2
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対象になるもの

在宅医療廃棄物の出し方

受診している医療機関に返して処分するもの

●注射針・ペン型自己注射針

燃やせるごみの収集
日に出してください。 

袋に イ または 医 と表
示してください。 

透明または半透明の
袋の口をきつく結んで、
密封してください。 

●栄養剤注入器
※汚物はトイレに流して
　から出してください。

※針は付属させない
　でください。 

●使い捨てペン型
　インスリン注射器 

●チューブ・
　カテーテル類●紙おむつ●ガーゼ・脱脂綿類

●服用しなかった薬●ストーマ（人工肛門）●腹膜透析バッグ等
　ビニールバッグ類

在
宅
医
療
廃
棄
物

在宅医療廃棄物

○○自治会
ごみ集積所

○○自治会ごみ集積所
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エコ・ステーションへの自己搬入 
エ
コ・ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
自
己
搬
入

＜注意＞ ・個人情報等のデータは必ず消去してください。
　　　　・搬入したものは、返却できませんのでご了承ください。

【× 搬入できないもの】
家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）、大型ステレオ、パソコン用プリンター、パソコン用
スキャナー、大型コピー機 など

補助記憶装置 ハードディスク、ＵＳＢメモリなど パソコン（モニター含む）、時計 などその他

音響機器 ラジオ、ＭＤ／ＣＤプレーヤーなど ナビゲーション、チューナー などカー用品

映像用機器 ＤＶＤ／ＢＤプレーヤー、チューナーなど ゲーム機 据え置き型、携帯型 など

電話機器 電話機、携帯電話、ＰＨＳなど 理容用機器 ヘアドライヤー、電気カミソリなど

区 分 区 分品　　目 品　　目

【○ 搬入できる使用済み小型電子機器】

新聞 
雑誌 
ダンボール 
飲料用紙パック 
衣類・布類 
ペットボトル 
小型電子機器

①

毎週月・火・木～日曜日 ・12月29日・30日
7：30～12：00、13：30～16：45
（12月30日は12：00まで）
※12月31日～1月3日を除く 

毎週土・日曜日・12月29日
9：00～16：30
（12月30日は12：00まで）
※12月31日～1月3日を除く 

毎週火・木・土・日曜日 ・12月29日・30日 
8：30～16：30
（12月30日は12：00まで）
※12月31日～１月3日を除く 

毎週月～金、日曜日
 9：00～12：00 
13：00～16：00 
※祝・休日、12月31日～１月3日を除く 

一志とことめエコ・ステーション 
※平成 28 年 6月開設予定 

これは平成28年4月1日現在のものです。エコ・ステーションに関しては変更される場合がありますので、ご了承ください。 

香良洲エコ・ステーション 
（香良洲町３９５８番地９） 

河芸エコ・ステーション 
（河芸町久知野３９２番地） 

西部クリーンセンター 
（片田田中町１３０４番地） 

芸濃エコ・ステーション 
（芸濃町北神山 1450 番地）

容器包装プラスチック・ 
びん・その他プラスチック

毎週水・土・日曜日 8：30～16：30 
※12月29日～１月３日を除く 

毎週水・日曜日・12月29日・30日 
９：00～16：30
（12月30日は12：00まで）
※12月31日～１月3日を除く 

明神リサイクルストックヤード 
（久居明神町２１０８番地１） 

エコ・ステーション 搬入できる日時 搬入品目

市では、「エコ・ステーション」を設け、古紙類や 使用済小型
電子機器などの資源ごみを回収しています。

＋①の品目 

金属（50㎝角以内のも
の）、自転車、危険ごみ

＋①の品目 
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家庭用生ごみ処理機等の購入補助制度 

リサイクル資源回収活動の報奨金制度

毎年度、団体の届出は、回収活動を実施する前日までに環境政策課または各総合支所
地域振興課の窓口で行ってください。

集団回収したリサイクル資源量１㎏につき、６円の報奨金を交付します。 
ただし、びん類は１升びんは１本につき０．９㎏、その他のびんは１本につき０.６㎏
に重量換算します。 

古紙類 布類 びん類金属類（アルミ缶・スチール缶）

●領収書（購入者氏名、購入年月日、購入金額、メーカー名、商品名、販売店名
　が記載されているもの。簡易なレシートは不可） 
●印鑑（スタンプ印は不可） 
●購入者名義の預金通帳

【申請時に必要なもの】 

購入金額の１／２（上限 3，000 円）
１世帯当たり１基

コンポスト容器 

購入金額の１／２（上限 25,000 円）
１世帯当たり 1基

 

補 助 金 額 補 助 金 額

生ごみ処理機

生
ゴ
ミ
処
理
機
等
の
補
助
制
度・リ
サ
イ
ク
ル
資
源
回
収
活
動
の
報
奨
金
制
度

補助の対象になるもの

申請の方法

回収活動の対象になるもの

回収活動団体の届出

報奨金額

生ごみ処理機・コンポスト容器を購入後６０日以内に、次のものを持って環境政策課
または各総合支所地域振興課の窓口で手続きをしてください。ただし、以前にこの補
助制度を利用され、前回の補助金交付から６年が経過していない人は除きます。
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燃やせるごみ 燃やせないごみ

アコーディオンカーテン　　　　　　　　 不　燃

油・オイル（食用油）　　　　　　　　　　 可　燃　　凝固剤で固形にするか、紙に染みこませる

油・オイル（エンジンオイル） 　　　　　 処理不可　※17ページ参照 

油・オイルの容器（プラスチック製） 　　　容プラ　　汚れがとれないものは可燃 

雨合羽 　　　　　　　　　　　　　　　　他プラ

アルバム（紙製） 　　　　　　　　　　　　可　燃

アルミ鍋（鍋焼きうどん等） 　　　　　　 金　属

アルミ箔 　　　　　　　　　　　　　　　可　燃

アルミ箔の箱・芯（紙製） 　　　　　　　 可　燃　　カッター部分は金属に出す 

衣装ケース（プラスチック製） 　　　　　　他プラ

椅子（木製） 　　　　　　　　　　　　　 可　燃

椅子（金属入りのもの） 　　　　　　　　 金　属

椅子（プラスチック製） 　　　　　　　　　他プラ

一升びん 　　　　　　　　　　　　　　　び　ん　　なるべく販売店に戻す 

一斗缶・飲料用缶類 　　　　　　　　　　金　属

衣服 　　　　　　　　　　　　　　　　　布　類　　革製品やわた・羽毛が入っているのものは「可燃」に出す

鋳物類（フライパン・鍋など） 　　　　　 金　属

衣類乾燥機 　　　　　　　　　　　　　　家　電　　※18ページ参照 

飲料用紙パック 　　　　　　　　　　　　紙　パ　　※４ページ参照

植木（剪定枝） 　　　　　　　　　　　　 可　燃　　１ｍ程度に切って束ねる 

植木（幹・根） 　　　　　　　　　　　　 可　燃　　直径５cm以下にし、できないものは不燃

品　　　　目
分別
区分

出し方のポイント 

※すべての品目を載せているわけではありませんので、不明な点がございましたらお問い合わせください。

可　燃 不　燃

新聞 雑誌・雑紙新　聞 雑　誌　

ダンボール 紙パックダンボ 紙　パ　

衣類・布類 ペットボトル布　類 ペット　

金属 びん金　属 び　ん　

容器包装プラスチック その他プラスチック容プラ

危険ごみ危険ごみ

処理困難物処理不可

市では収集しません収　集
しない

他プラ　

家電リサイクル法対象品目家　電　

市内エコ・ステーションに持ち込むエ　コ　

ご
み
分
別
一
覧
表

ごみ分別一覧表（５０音順） 

あ

い

う
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品　　　　目
分別
区分

出し方のポイント 
ご
み
分
別
一
覧
表

え

お

か

植木鉢（陶磁器製） 　　　　　　　　　　　不　燃

植木鉢（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

うちわ（竹製） 　　　　　　　　　　　　　可　燃

うちわ（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

乳母車 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

エアコン（クーラー） 　　　　　　　　　　家　電　　※18ページ参照 

絵の具のチューブ（金属製） 　　　　　　　金　属　　中身を使い切る 

絵の具のチューブ（プラスチック製） 　　　容プラ　　汚れがとれないものは可燃 

絵の具の箱（紙製） 　　　　　　　　　　　可　燃

エレクトーン 　　　　　　　　　　　　　 金　属

延長コード 　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

鉛筆・色鉛筆 　　　　　　　　　　　　　 可　燃

オーブントースター・レンジ　　　　　　　金　属

オートバイ（原動機付き自転車含む）　　　処理不可　　※21ページ参照 

オイルヒーター 　　　　　　　　　　　　処理不可　　※17ページ参照 

おまる（ポータブルトイレ） 　　　　　　　他プラ　　汚物を取り除く 

おもちゃ（金属製・金属入りのもの） 　　　金　属

おもちゃ（プラスチック製） 　　　　　　　他プラ

オルガン・電子ピアノ 　　　　　　　　　　金　属

温度計（水銀式） 　　　　　　　　　　　　危険ごみ 

温度計（デジタル式） 　　　　　　　 エ　コ　　金　属 　※24ページ参照 

カーテン・レース 　　　　　　　　　　　 可　燃

懐中電灯 　　　　　　　　　　　　　エ　コ　　金　属 　電池は取り除く ※24ページ参照 

鏡類 　　　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

家具（金属製） 　　　　　　　　　　　　　金　属

家具（木製） 　　　　　　　　　　　　　　可　燃　　１ｍ程度の大きさにして出す 

傘（金属入りのもの） 　　　　　　　　　　金　属

ガスコンロ 　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　電池は取り除く 

ガスストーブ 　　　　　　　　　　　　　 金　属　　ゴムホースは「可燃」に出す 

ガスボンベ（ＬＰＧ） 　　　　　　　　　　処理不可　　※17ページ参照 

カタログ 　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌　　ひもで十文字に束ねる 

かばん（皮革・布製・エナメル製） 　　　　可　燃

かばん（ビニール製） 　　　　　　　　　　他プラ

紙おむつ 　　　　　　　　　　　　　　　　可　燃　　汚物はトイレに流して出す・在宅医療廃棄物は P23 参照

かみそり・替刃 　　　　　　　　　　　　 金　属　　空き缶等の小さな金属容器に入れて出す 

紙箱 　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌　　１辺が20cm以上のものは、ひもで十文字に束ねる 

紙袋 　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌　　ビニール紐等は取り除き、雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる

カメラ 　　　　　　　　　　　　　　　エ　コ　　金　属 　※24ページ参照 
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換気扇 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

乾燥剤 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　発熱しないように注意 

乾電池 　　　　　　　　　　　　　　　　危険ごみ　 まとめて透明・半透明の袋に入れる 

キーボード 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

着物・帯 　　　　　　　　　　　　　　　　布　類

キャリーケース 　　　　　　　　　　　　 不　燃

牛乳びん 　　　　　　　　　　　　　　　 び　ん　　なるべく販売店に戻す 

教科書 　　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌　　ひもで十文字に束ねる 

金庫（耐火性） 　　　　　　　　　　　　　不　燃

金庫（手さげ用） 　　　　　　　　　　　　金　属

クーラー（エアコン） 　　　　　　　　　　家　電　　※18ページ参照 

クーラーボックス（プラスチック製） 　　　他プラ

釘 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　空き缶等の小さな金属容器に入れて出す 

草刈機 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　燃料は取り除く 

靴（布製・皮革製・金属入り安全靴） 　　　可　燃

クッション（わた製） 　　　　　　　　　　可　燃

クッションのカバー（布製） 　　　　　　　布　類

クリーニング袋 　　　　　　　　　　　　　他プラ

車椅子 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

車の日よけ（ビニール製） 　　　　　　　　他プラ

クレヨン 　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

グローブ 　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

ゲーム機・ゲームソフト 　　　　　　　　 金　属　　ゲームソフトでDVDのような物は、他プラに出す

蛍光管 　　　　　　　　　　　　　　　　危険ごみ　 新しい蛍光管が入っていた箱・筒や袋に入れる 

携帯電話 　　　　　　　　　　　　　　　 エ　コ　　※21ページ参照・24ページ参照 

携帯電話の充電器 　　　　　　　　　エ　コ　　金　属　 ※24ページ参照 

毛糸 　　　　　　　　　　　　　　　　　 布　類

消しゴム 　　　　　　　　　　　　　　　　可　燃

コーヒーメーカー 　　　　　　　　　　　 金　属　　ガラス容器は不燃 

広告類（チラシ） 　　　　　　　　　　　　新　聞　　新聞紙と一緒にひもで十文字に束ねる 

ござ（イ草製） 　　　　　　　　　　　　　可　燃

ござ（ビニール製） 　　　　　　　　　　　他プラ

こたつ 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

こたつの天板（木製） 　　　　　　　　　　可　燃

こたつ布団 　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　透明・半透明袋に入れて出す 

ゴム製品（手袋・輪ゴム等） 　　　　　　　可　燃

米袋（紙製） 　　　　　　　　　　　　　　雑　誌　　雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる 

米袋（ビニール製） 　　　　　　　　　　　容プラ

ゴルフ用品（クラブ） 　　　　　　　　　　金　属
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ゴルフ用品（キャディバッグ） 　　　　　　不　燃

ゴルフ用品（ボール） 　　　　　　　　　　不　燃

コンタクトレンズ 　　　　　　　　　　　 可　燃　　衛生上の理由で焼却処理 

サーフボード 　　　　　　　　　　　　　 不　燃

サイドボード 　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　ガラス部分は「不燃」に出す 

座布団 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　布製カバーは「資源」に出す 

サンダル（ビニール製） 　　　　　　　　　他プラ

シーツ 　　　　　　　　　　　　　　　　 布　類

磁石類 　　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

湿布薬 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

自転車 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　貼紙で「ゴミ」と表示して出す 

自転車空気入れ 　　　　　　　　　　　　 金　属

シャープペンシル（金属製） 　　　　　　　金　属

シャープペンシル（プラスチック製） 　　　他プラ

写真 　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

じゅうたん 　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　１ｍをこえる場合は不燃 

消火器　　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　　※21ページ参照 

シャンプーの詰め替え用容器 　　　　　　　容プラ　　中身を使い切る 

照明器具 　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

食器洗い機 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

食器棚 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　　ガラス部分は「不燃」に出す 

人工芝 　　　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

シンナー 　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　 ※１７ページ参照 

新聞 　　　　　　　　　　　　　　　　　 新　聞　　ひもで十文字に束ねる 

スーツ（背広） 　　　　　　　　　　　 　 布　類

スーツケース 　　　　　　　　　　　　　 不　燃

炊飯器 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

水筒（プラスチック製） 　　　　　　　　　他プラ

水筒（魔法瓶等の保温性のもの） 　　　　　金　属

スキー・スノーボード用品（板・靴） 　　　不　燃

スキー用品（ストック） 　　　　　　　　　不　燃

スキー用品（ウェア） 　　　　　　　　　　可　燃

スケート靴 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

スケートボード 　　　　　　　　　　　　 不　燃

すだれ（竹製） 　　　　　　　　　　　　　可　燃　　１ｍ以内に切って丸める 

すだれ（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

ストーブ 　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　燃料・電池は取り除く 

ストッキング 　　　　　　　　　　　　　 可　燃
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すのこ（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

スピーカー 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

スプレー缶 　　　　　　　　　　　　　　危険ごみ

スポンジ 　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

せっけん（固体、粉） 　　　　　　　　　　可　燃

石膏ボード 　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

セロハンテープ 　　　　　　　　　　　　 可　燃

洗濯機 　　　　　　　　　　　　　　　　 家　電 　※18ページ参照 

洗濯ばさみ 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

扇風機 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

造花（ワイヤー入り） 　　　　　　　　　　金　属

造花（プラスチック製） 　　　　　　　　　他プラ

雑巾 　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

ソファー（金属スプリング無し） 　　　　　可　燃

ソファーベッド 　　　　　　　　　　　　 金　属

体温計（水銀式） 　　　　　　　　　　　　危険ごみ

体温計（デジタル式） 　　　　　　　　エ　コ　金　属  電池は取り除く ※24ページ参照 

体重計（ヘルスメーター） 　　　　　　　　金　属　　電池は取り除く 

タイヤ（自動車、オートバイ） 　　　　　 処理不可　※17ページ参照 

タイヤ（自転車、一輪車） 　　　　　　　　金　属

タイヤ（自転車、一輪車）のチューブ 　　 可　燃

タイヤチェーン（金属製） 　　　　　　　　金　属

タイヤチェーン（プラスチック製） 　　　　他プラ

タイヤホイール（アルミ製・スチール製）　金　属　　タイヤ付きは収集しません 

タオル 　　　　　　　　　　　　　　　　 布　類

卓上カセットガスボンベ 　　　　　　　　危険ごみ

畳・ユニット畳　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※17ページ参照 

卵パック（紙製） 　　　　　　　　　　　　雑　誌　 つぶして雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる 

卵パック（プラスチック製） 　　　　　　　容プラ

断熱材 　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

ダンボール 　　　　　　　　　　　　　　 ダンボ　　ひもで十文字に束ねる 

チャイルドシート 　　　　　　　　　　　 金　属

注射針・注射器（在宅医療用） 　　　　　 処理不可　　※23ページ参照 

調味料の容器（ガラス製） 　　　　　　　　び　ん　　中身を使い切る 

調味料の容器（ペットボトル） 　　　　　　ペット　　中身を使い切る 

調味料の容器（プラスチック製） 　　　　　容プラ　 汚れがとれないものは可燃 

使い捨てカイロ 　　　　　　　　　　　　 可　燃

使い捨てライター 　　　　　　　　　　　危険ごみ　まとめて別の透明・半透明袋に入れる 

机・テーブル（木製） 　　　　　　　　　　可　燃
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机・テーブル（金属製） 　　　　　　　　　金　属

釣り糸 　　　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

釣り竿（竹製） 　　　　　　　　　　　　　可　燃

釣り竿（カーボン製） 　　　　　　　　　　不　燃

釣り竿（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

テーブルクロス（布製） 　　　　　　　　　布　類

テーブルクロス（ビニール製） 　　　　　　他プラ

ティシュペーパーの箱（紙製） 　　　　　　雑　誌　　取り口のビニールは取り除き、雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる

テレビ 　　　　　　　　　　　　　　　　 家　電 　　※18ページ参照 

電気カーペット 　　　　　　　　　　　　 不　燃

電気かみそり 　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属　 ※24ページ参照 

電気便座（温水洗浄式を含む） 　　　　　　金　属

電気毛布 　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

電球（白熱電球・LED電球） 　　　　　　　不　燃

電子レンジ 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

電卓 　　　　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属 　電池は取り除く ※24ページ参照 

点滴パック・チューブ類（在宅医療用）　　可　燃　　衛生上の理由で焼却処理 

電話機 　　　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属　 ※24ページ参照 

透析パック・チューブ類（在宅医療用）　　可　燃　　衛生上の理由で焼却処理 

時計 　　　　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属 　電池は取り除く ※24ページ参照 

トタン（金属製） 　　　　　　　　　　　　金　属

トタン（プラスチック製） 　　　　　　　　不　燃

ドライヤー 　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属　 ※24ページ参照 

ナイフ 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　　刃部分を紙等で包む 

生ごみ 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　 水分を切って出す 

荷造り紐（布製） 　　　　　　　　　　　　可　燃

荷造り紐（ビニール製） 　　　　　　　　　他プラ

ぬいぐるみ 　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

ネクタイ 　　　　　　　　　　　　　　　 布　類

ネジ類 　　　　　　　　　　　　　　　　　金　属　 空き缶等の小さな金属容器に入れて出す 

粘土 　　　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

ノート 　　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌

農機具 　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

農薬 　　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

ハーモニカ 　　　　　　　　　　　　　　 金　属 

不織布 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

パソコン・パソコンのディスプレイ 　　　 エ　コ　 ※20ページ、24ページ参照 

鉢（陶磁器製） 　　　　　　　　　　　　　不　燃

鉢（プラスチック製） 　　　　　　　　　　他プラ
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バッテリー 　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

花火 　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　 水で湿らせる 

歯ブラシ 　　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

刃物類 包丁・鎌等（金属製） 　　　　　　 金　属　 刃部分を紙等で包む 

刃物類 包丁等（セラミック製） 　　　　　 不　燃　 刃部分を紙等で包む 

ハンガー（金属製） 　　　　　　　　　　　金　属

ハンガー（プラスチック製） 　　　　　　　他プラ

ビール瓶 　　　　　　　　　　　　　　　 び　ん　 なるべく販売店に戻す 

ピアノ 　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照 

ピアニカ（鍵盤ハーモニカ） 　　　　　　　金　属　 ケース、チューブは他プラ 

ひげそり 　　　　　　　　　　　　　　　　金　属

ビデオカメラ（DVD）・ビデオデッキ（DVD）エ　コ　金　属　 ※24ページ参照 

ビデオテープ（DVD） 　　　　　　　　　　他プラ

ビニールシート 　　　　　　　　　　　　 他プラ

ビニール波板　　　　　　　　　　　　　　不　燃

ビニール風呂敷 　　　　　　　　　　　　 他プラ

びん（飲食用） 　　　　　　　　　　　　　び　ん　 中身を使い切る 

びん（消毒・農薬・化粧品用） 　　　　　　不　燃　 中身を使い切る 

便箋 　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑　誌　 雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる 

ファックス 　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属 　※24ページ参照 

ファンヒーター 　　　　　　　　　　　　 金　属

封筒 　　　　　　　　　　　　　　　　　　可　燃

布団（羽毛） 　　　　　　　　　　　　　　可　燃　 布団を縛って袋に入れる 

布団乾燥機 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

ブラインド（金属製） 　　　　　　　　　　金　属

ブラインド（プラスチック製） 　　　　　　他プラ

プリンター 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

フロッピーディスク 　　　　　　　　　　 金　属

風呂の桶・いす・ふた（木製） 　　　　　　可　燃

風呂の桶・いす・ふた（プラスチック製）　他プラ

風呂マット 　　　　　　　　　　　　　　　他プラ

ヘアーブラシ 　　　　　　　　　　　　　 他プラ

ペットボトルのふた 　　　　　　　　　　　容プラ

ペット用の砂・糞 　　　　　　　　　　　 可　燃

ベビーカー 　　　　　　　　　　　　　　 金　属

ベルト（布製・皮革製） 　　　　　　　　　可　燃　 バックル部分は「金属」に出す 

ベルト（ビニール製） 　　　　　　　　　　他プラ　 バックル部分は「金属」に出す

ヘルメット 　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

ペンキ 　　　　　　　　　　　　　　　　処理不可　※17ページ参照  
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ホース（ビニール製） 　　　　　　　　　　他プラ

ボール（軟球、サッカー等） 　　　　　　　可　燃　 中身が空洞なもの 

ボール（硬球、ゴルフ、ボーリング等）　　不　燃　 中身が詰まっているもの 

ボールペン 　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

ほうき（竹製） 　　　　　　　　　　　　　可　燃

ほうき（プラスチック製） 　　　　　　　　他プラ

ホットカーペット 　　　　　　　　　　　 不　燃

ホットプレート 　　　　　　　　　　　　 金　属

ポリタンク 　　　　　　　　　　　　　　 他プラ

保冷剤 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

マウス（パソコン用） 　　　　　　　　エ　コ　金　属　 電池は取り除く ※２４ページ参照 

枕（中身がそば殻・スポンジ製） 　　　　　可　燃

マジックペン 　　　　　　　　　　　　　 不　燃

マッサージチェア 　　　　　　　　　　　 金　属

マッチ 　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃　 水で湿らせる 

マットレス（金属スプリング入り）　　　　 金　属

マットレス（金属スプリング無し） 　　　　可　燃　 １ｍ以内に切る 

ミニディスク（ＭＤ） 　　　　　　　　　　他プラ

虫めがね 　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

めがね・サングラス（金属製） 　　　　　　金　属

めがね・サングラス（セルロイド製） 　　　不　燃

物干し竿（竹製） 　　　　　　　　　　　　可　燃　 １ｍ以内に切る 

物干し竿（金属製） 　　　　　　　　　　　金　属

物干し台の支柱（金属製） 　　　　　　　　金　属

物干し台の台座 　　　　　　　　　　　　 不　燃

やかん 　　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

薬品（飲み薬）のびん 　　　　　　　　　 び　ん　 中身を使い切る 

薬品（飲み薬以外）のびん 　　　　　　　 不　燃　 中身を使い切る 

湯飲み茶碗 　　　　　　　　　　　　　　　不　燃

湯沸し器 　　　　　　　　　　　　　　　 金　属　 電池は取り除く 

浴槽 　　　　　　　　　　　　　　　　　 不　燃

ラケット（カーボン製） 　　　　　　　　　不　燃

ラケット（木製） 　　　　　　　　　　　　可　燃

ラジオ・ラジカセ 　　　　　　　　　 エ　コ　金　属　 電池は取り除く ※24ページ参照 

ラップ（食品用） 　　　　　　　　　　　　容プラ　 汚れがとれないものは可燃 

ラップ（食品用）の芯（紙製） 　　　　　　可　燃

ラップ（食品用）の外箱（紙製） 　　　　　雑　誌　 カッター部分は「金属」に出し、雑誌と一緒にひもで十文字に束ねる

ランドセル（皮革・合成皮革製） 　　　　　可　燃

リコーダー・たて笛（プラスチック製）　　他プラり
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リモコン 　　　　　　　　　　　　　 エ　コ　金　属　 電池は取り除く ※24ページ参照 

リンスの容器（プラスチック製） 　　　　　容プラ　 中身を使い切る 

リンスの詰め替え用容器 　　　　　　　　 容プラ　 中身を使い切る 

冷蔵庫・冷凍庫 　　　　　　　　　　　　 家　電　 ※18ページ参照 

レジ袋 　　　　　　　　　　　　　　　　 容プラ　 プラマークのあるもの 

レジャーシート 　　　　　　　　　　　　 他プラ

レトルトパック 　　　　　　　　　　　　 容プラ　 汚れがとれないものは可燃 

ろうそく 　　　　　　　　　　　　　　 　可　燃

ワープロ 　　　　　　　　　　　　　　　 金　属

ワイシャツ 　　　　　　　　　　　　　　 布　類

わた 　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　燃

月曜日～金曜日 ８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０
※年末・年始の受入については、別途広報紙等でお知らせします。

自己搬入に関するお問い合わせ（３施設共通）・・・☎237-0671（環境施設課）

　引越しや大掃除等で、通常の家庭ごみの収集日に、ごみを一時集積所に出すことが出来ない場合は、
直接ごみ処理施設に持ち込むことが出来ます。持ち込む際は、家庭ごみの分別方法に従って分別してく
ださい。

ごみの自己搬入施設 

搬入できる日時

西部クリーンセンター
（エコ・ステーション）津市片田田中町1304 

　燃やせるごみ　資源ごみ など

クリーンセンターおおたか
津市森町2438-1

燃やせるごみ

津市リサイクルセンター
津市片田田中町1342-1

燃やせるごみ以外のごみ



●津地域にお住まいの方

　　　　　　　　　　☎２３７－５３７２（津市リサイクルセンター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２２９－３２５８（環境政策課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２３７－５３１１（環境事業課） 

●久居地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２５５－８８４３（久居総合支所地域振興課） 

●河芸地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２４４－１７０６（河芸総合支所地域振興課） 

●芸濃地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２６６－２５１６（芸濃総合支所地域振興課） 

●美里地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２７９－８１１９（美里総合支所地域振興課） 

●安濃地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２６８－５５１７（安濃総合支所地域振興課） 

●香良洲地域にお住まいの方　　　　　　　☎２９２－４３０８（香良洲総合支所地域振興課）

●一志地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２９３－３００８（一志総合支所地域振興課） 

●白山地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２６２－７０１７（白山総合支所地域振興課） 

●美杉地域にお住まいの方　　　　　　　　☎２７２－８０８５（美杉総合支所地域振興課） 

●西部クリーンセンター

●クリーンセンターおおたか　　　　　　 ☎２３７－０６７１（環境施設課） 

●津市リサイクルセンター

　　　　　平成２８年３月

発行　津　市

編集　津市環境部環境政策課 

〒514－8611 津市西丸之内23番1号 

　　　電話 ２２９－３２５８

　　　FAX ２２９－３３５４

 

施設・自己搬入に関すること

ごみの分別・リサイクル・ごみ収集・集積所に関すること

お問い合わせ先 
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