
カン類
　缶詰の空き缶・のり缶・菓子缶・スプレー
　缶、卓上ガスコンロのボンベ等

鉄　類
　鍋・やかん類・ポット類・ストーブ・ガス
テーブル・オーブントースター・傘・自転車・
乳母車など

セトモノ等の食器

令和3年度

種 　 　 　 類 出 し 方 と マ ナ ー

生ごみ ※水分をよくきる
　料理くず・残飯・茶かす・果物皮等

紙くず類
　袋・食品や菓子等の紙くず・包装紙・油紙・
　紙コップ・チリ紙等

◎てんぷら油は、ぼろ布や紙などに吸わせる。

◎竹串など手を突きやすいものは厚紙に包むなど
　安全に工夫してください。

◎ポリ袋の口は必ず結んでください。

◎使いすてライターは必ず中身を使い切ってから出
　してください。

◎棒きれ・庭木（剪定枝）・ござ・ジュウタン等は
　長さ50cm以内、幅20cm以内に切って、小さく束
　ねて出してください。

◎スプレー缶、卓上コンロのボンベ等は必ず中身を
使い切って穴をあけずに出してください。

◎缶詰等は中身を「カラ」にして出してください。

◎石油ストーブは完全に灯油を抜き、乾電池点火方
　式のものは電池を取り除いてから出してください。

◎電池類は透明なビニール袋などに入れて、カン類
　・他の鉄類とは別に場所を離して分けて出してく
　ださい。

◎空きビンは、キャップをはずし中身を「カラ」に
　して出してください。

◎酒、ビールの「ビン」はリサイクルしましょう。

◎蛍光管類は他のガラス・セトモノ類とは別に場所
　を離して分けて出してください。

◎カン・ペットボトルは「金物類」の日に、透明か
　半透明の袋に入れ区別して出してください。

◎ペットボトルは
・キャップ・ラベルをはずす。
　・軽くすすいでつぶして袋に入れる。

◎種類ごとに分けて、ひもで十文字にしばる。
◎金具、発泡スチロールなどの異物を除く。
◎古紙は「燃えるごみ」の日に出さず、「ガラス類」
　と同じ日に区分して出してください。
◎ビンは「ガラス類」の日に、透明か半透明の袋ま
　たは段ボールに入れ、区分して出してください。

◎できるだけ種類ごとに分け、多いときはカゴの脇に置いて下さい。
◎収集車が交互に回収し、時間が前後します。それぞれ別の
　回収ですから、種類の違うものを追加しないでください。

◎左記の粗大ごみは直接、加茂市・田上町消防衛生
保育組合清掃センターへ搬入してください。
　くわしくは事前に御相談ください。

その他 
　布製、革製のカバン・革靴・ズック靴・プ
　ラスチック製品（タッパー、トレー、玩具、
　カセットテープ、ビデオテープ等）
　紙おむつ（汚物を取り除いてください。）
　棒きれ・庭木（剪定枝）・ござ・使いすて
　ライター・クッション・マット・ぼろきれ
　等

電池類
　筒型乾電池・ボタン電池など

ガラス類
ビン・ガラス・耐熱ガラス製品 など

セトモノ類
　セトモノなどの食器・植木鉢・陶器類

蛍光管類
　蛍光管・電球・体温計など

カン類
　スチール缶・アルミ缶（飲用缶のみ）

ペットボトル
　左のマークが表示されているもののみ

古紙類
　新聞紙・雑誌、書籍・段ボール・チラシ類

ビン類
　一升ビン・ビールビンのみ（油・薬剤をい
　れたものを除く）

家具類、建具類（木製品）
　椅子・机・タンス・応接セットなど

寝具類
　マットレス・多量の布団類など

その他
　引っ越し、大掃除、庭木（剪定枝）などの
一時的多量のごみ、チャイルドシート、ス
ーツケース

※『事業系ごみ』とは、食料品店・飲食店・商店・その他事業所等の事業活動に伴って生ずるごみをいいます。
　事業系の燃えるごみで、自ら処理できない場合は直接、加茂市・田上町消防衛生保育組合清掃センターへ搬
　入してください。ただし有料です。また、事業系の燃えないごみは、処理業者が有償で引き取りますのでご
　相談ください。　　　　　　　　　　　　　『処理業者　㈱令和環境』（加茂市八幡1丁目4-4 ☎57-7030）

◎野焼きができませんので、出来る
　だけ、ごみとして出してください。

清掃センター

搬入受入日⇒月曜日～土曜日（日曜を除く）
搬入受付時間⇒午前９時～午後４時30分まで

清掃センター使用料
・50kgから100kgまで…300円

家電リサイクル品は、過去にその製品を買った店や新たに
買換えをする店に処理を依頼してください。（有料）
上記が難しい場合は、取扱業者にご相談ください。
●取扱業者
　・販売店等・町の許可業者
　　㈱令和環境（加茂市八幡1-4-4 ☎57-7030）
　　㈱ニシトク（加茂市新栄町9-36 ☎52-4811）

◎リサイクル料金以外に収集運搬料金が必要となり
　ますので、上記取扱業者におたずねください。

注）パソコンは、リサイクルの関係で直接販売店
　　またはメーカーにお問い合わせください。

〔共通事項〕

☎57-2415

☎57-2415

リサイクル料金について

◎処理困難物
　処理業者が有償で引き取り
　ますのでご相談ください。
　㈱令和環境 ☎57-7030
　㈱ニシトク ☎52-4811

◎購入店等に引き取ってもら
　ってください。

清掃センター
☎57-6115田上町町民課 清掃センター受付日時

台所ごみ

貝がら

ぬいぐるみ 落ち葉
芝生

生花

小さな木製品
木箱

プラスチック製品

紙おむつ革製品

庭木の枝・棒きれ
長さ50cm以内・幅20cm以内 クッション

玄関マット

※スプレー缶は必ず
　中身を使い切る

ポット

ガステーブル

ストーブ

びんの王冠（金属製）

板ガラス
耐熱ガラス
破損したガラスびん

アルミ缶

新聞紙

家具類

エアコン

タイヤ

バッテリー

LPGガスボンベ 農機具・農業用廃材

ピアノ・オルガン 多量のビニール

バイク類

消火器

テレビ

液晶・プラズマテレビ
冷蔵庫

冷凍庫 洗濯機 乾燥機

スキー 机 多量のごみ

ふとん
マットレス

段ボール

チラシ類 雑誌・書籍 ビールビン 一升ビン

スチール缶 ペットボトル

白熱電球
蛍光管

体温計陶器の
植木鉢

鍋・やかん類

傘

乾電池

ボタン電池

自転車

鉄骨・パイプ・鉄線

一輪車

出典：経済産業省ウェブサイト http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/deta/illust/index.html

家庭ごみの収集日程と正しい分別の仕方・出し方

収　集　区　域 4月

5日

19日17日21日19日16日22日18日15日20日17日21日23日

7日 7日 5日 2日 6日 4日 1日 6日 5日 7日 7日

5月 6月 7月 1月 2月 3月8月 9月 10月11月12月
廃　家　電
金　物　類
電　池　類
（第１月曜日）
セトモノ類
ガ ラ ス 類
蛍 光 管 類
（第３月曜日）

カ　ン　類
ペットボトル
（第１月曜日）

ビ　ン　類
古　紙　類
（第３月曜日）

湯川・中店
中店嶋・山田
上野・後藤
曽根・横場
川前

収集品目
収集月日

「燃えるごみ」、「燃えないごみ」とも、日曜日及び8月15日、 12月31日 ～翌年1月3日までの4日間は収集を休みます。
「燃えないごみ」は、祝日の収集を休みます。

燃えるごみは祝日も収集をおこないます。
（清掃センターへの搬入も可）火 木 土

★『ゴミ』を出す時間は収集日当日の、午前8時までに出しましょう。収集場所・収集日以外は『ゴミ』を出さないでください。★

・100kgを超えるものは100kgまでごとに…300円加算

「ごみ」に関しての
お問い合わせは

直接搬入
する場合

※『燃えるごみ』の収集日は　　　　 曜日です。

田 

上 

Ａ 

地 

区

※（金） ※（水）

※（水） ※（水）

19日17日21日19日16日22日18日15日20日17日21日23日
※（水） ※（水）

5日 7日 7日 5日 2日 6日 4日 1日 6日 5日 7日 7日
※（金） ※（水）

◎使用済小型家電は、やすらぎ工房でも引き取って

◎ファンヒーターは完全に灯油を抜いてから出して
　ください。

　います。詳しくはやすらぎ工房へお問い合わせく
　ださい。　　　　　やすらぎ工房（☎47-1162）

◎新品に見えるものは、念のため「不要品」と貼り
　紙をして下さい。（家電品、自転車など）

電子レンジ・掃除機・扇風機・ラジオ・ＤＶ
Ｄプレーヤー（レコーダー）・ラジカセ・炊飯
器・炊飯ジャー・ビデオデッキ・ドライヤー
・プリンター・電気カーペット・ファンヒー
ター・ミシン（卓上式）等扇風機

掃除機

ミシン（卓上式）

炊飯器

電子レンジ

ラジオ類

ファンヒーター

～町では、ゴミの減量化のため生ごみ処理機等の補助制度を行なっていますので、ぜひご利用ください～


