
ご み の 形 態 例えば 種　　　別 注　　意　　事　　項

紙類 牛乳パック・新聞・雑誌・ダンボール・紙片など ＰＴＡなどが行う資源集団回収へ

繊維類 古着・毛布・シーツ 「古着等」資源回収へ（吸音材などに加工されます。）


ペットボトル・食品トレイ・発泡スチロール 「ペットボトル・食品トレイ」資源リサイクル回収へ

　　　プラマークのある容器包装 「その他プラ」資源リサイクル回収へ（不燃ごみ集積所へ）

不燃・資源・粗大ごみ収集地区の区分

八　百　津（B地区の八百津地区以外）

錦　　織　・　伊　岐　津　志

和　　知

杣　沢　・　口　杣　沢　・　丸　山

赤　薙 ・ 北　山 ・ 白　橋 ・ 五　宝　平

久　田　見　・　福　地　・　潮　南

種　別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

27日 29日 28日 29日 25日 22日
(月) (月) (金) (木) (金) (月)

25日 30日 29日 27日 28日 30日

(月) (木) (火) (金) (木) (火)

28日 30日 31日 30日 28日 23日

(火) (火) (月) (金) (月) (火)

26日 31日 30日 30日 29日 31日

(火) (金) (水) (月) (金) (水)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

7日 2日 4日 6日 7日

(日) (日) (日) (日) (日)

7日 4日 6日 7日

(日) (日) (日) (日)

12日 10日 14日 12日 9日 13日 11日 8日 13日 10日 14日 14日

26日 24日 28日 26日 23日 27日 25日 22日 27日 24日 28日 28日

7日

(日)

第2日曜日 12日 10日 14日 12日 9日 13日 11日 8日 13日 10日 14日 14日

第4日曜日 26日 24日 28日 26日 23日 27日 25日 22日 27日 24日 28日 28日

第1日曜日 5日 3日 7日 5日 2日 6日 4日 1日 6日 - 7日 7日

第3日曜日 19日 17日 21日 19日 16日 20日 18日 15日 20日 17日 21日 21日

ペットボトル・食品トレイ
発泡スチロール

古着・毛布・シーツ(福
地・潮南出張所は除く）

B&G体
育館・
各出張

所

☆　個人情報が含まれるごみは！　名前・住所等の個人が特定されるごみの場合は出さないか、出される場合はシュレッダー等で破砕して袋に入れ出してください。　

ごみは収集日当日の午前５時から午前８時までに集積所へ
（年末年始以外は火・金曜日が祝祭日でも回収しています。）金曜日火曜日

収　　集　　日
（全　　域）

その他プラの袋に入れるものは
このマークのある容器包装のみ
です。ざっと洗って乾かして入れ
ましょう。（製品の容器の表示を
ご覧ください。）

各自治会の不燃ごみ集積所へ出し
てください。

陶器類

錦　織

久田見

その他プラ

受付時間：　８：３０～１６：００　（年中無休）　　　お問い合わせ：２６－２６２２（可茂聖苑）

八百津町役場水道環境課環境衛生係   　　　　　　　　 電話 ４３－２１１１（内線：２１２１・２１２６）
一般廃棄物収集運搬許可業者：㈱橋本　　　　　　　　　電話 ６３－１１１１
ごみ処理施設：(株)橋　本 ひまわりクリーンセンター 　電話 ４３－８２１１
汲み取り・浄化槽の清掃・保守点検：(有)八百津衛生  電話 ２６－１０２７  　　　　　 火葬場：可茂聖苑　電話　２６－２６２２

問い合わせ
ペットの火葬（可茂聖苑）

第2日曜日

第４日曜日

がれき類

利用時間 錦織処分場：　9:00 ～ 12:00 , 13:00 ～ 16:00　　　　　久田見処分場：13:00 ～ 16:00

メーカーに回収を依頼し、郵便局へ持ち込むか、戸別
回収を依頼してください。リサイクル商品でないノート
パソコンは使用済小型家電回収ボックスでも回収でき
ます。

ガレキ類（右記のもの）

陶器類・瓦・タイル・ブロック・コンクリート・
壁土
（小石や土砂は処分できません。）

ごみ処理手数料
300kg以上３００円
100kg増すごとに
３００円を加算した
額

３００ｋｇ以上は事前に申請が必要です。
処分場への運搬・投入は利用者自らが行ってくだ
さい。
業者に請け負わせた解体廃材は搬入できません。

使用済小型家電
携帯電話・デジタルカメラ・電子辞書・USBメ
モリーなどの電池や電気で動く家庭用小型電気
製品

回収ボックス

家庭系パソコン
（ＰＣリサイクル法）

デスクトップ本体・ディスプレイ
ノートパソコン 　　　マークの無

いものは不燃ごみ

役場・出張所の回収ﾎﾞｯｸｽ入れてください。（回収
ﾎﾞｯｸｽ投入口ｻｲｽﾞ：横３１ｃｍ×縦１５ｃｍに入るものに
限ります。）

中を水ですすいでください。
（一升ビン・ビールビンは、PTAなどが行う資源
回収へ出すことができます。）

資源ごみ袋
（資源缶類）

中を水ですすいでください。
（アルミ缶は、PTAなどが行う資源回収へ出すこと
ができます。）

不燃ごみ袋
（金物類）

スプレー缶・カセットコンロ用ガスボンベなどは、
必ず穴を開けてガス抜きをしてください。

陶器類は入れないでください。

自転車・運搬用一輪車・ゴルフクラブ・スキー
板・ベビーカー・ファンヒーター・ホットカー
ペット・スプリングベッド（自動車部品は販売店
等へ引き取りを依頼してください。）

粗大ごみシール
(粗大ごみ)

１8０×８０×６０ｃｍを超える大きさのものは、㈱橋本
へ戸別収集を依頼してください。もしくはご自身で
ひまわりクリーンセンターへ直接搬入してください。
この場合、粗大ごみシールは使えません。
収集運搬処理料金などが必要です。木製家具・カーペット・塩ビ波板

布団・マットレス・ソファー（木製）
粗大ごみシール
(粗大ごみ)

ガラス類
コップ・灰皿・ガラス花瓶・窓ガラス・電球
（蛍光管は有害ごみです。）

記　　　号 地　　　　　　　　　区

資源ごみ袋
（資源ビン類）

ジュース・ビールの缶
菓子・海苔の缶
魚・肉類などの缶詰の缶
野菜・果物などの缶詰の缶

酒・ビール・ワインのビン
ドリンク・清涼飲料水のビン
酢・醤油など調味料のビン

ガラスビン

アルミ缶・スチール缶

金物・プラスチック・
ガラスなどの材質が
混在しているもの

鍋・やかんなどの家庭用品、塗料・スプレーなどの
缶、電気ポット・ストーブ・掃除機・プリンター・扇
風機などの電化製品（自動車部品は販売店等へ引き
取りを依頼してください。）

Ｂ

Ａ

地　　　区

不燃・資源・粗大ごみ・資源ごみ収集日　(収集日当日午前８時までに不燃ごみ集積所へ) 不燃ごみ袋
（ガラス類）

令和２年度 一般廃棄物地区別収集日一覧表 ごみの分別と出し方

生ごみはよく水切りをするか、ぼかしなどで堆肥化
してください。

可燃ごみ袋

可燃ごみ収集日

資源回収

毎　　　週

右記のプラスチック製
容器包装

生ごみ・紙おむつ・プラスチック製のおもちゃ
など資源としてリサイクルできない燃えるごみ

上記以外の燃えるご
み

乾電池（アルカリ・マンガン)・小型充電式電
池・蛍光管・LED電球・水銀を使用した体温計
（デジタル式体温計は不燃ごみ又は使用済小
型家電回収ボックスへ）

有害ごみ
ケース・箱・袋などから出して役場または出張所
の回収ボックスへ入れてください。
ボタン電池は回収しません。

家庭用廃家電４品目
（家電リサイクル法）

冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式）
衣類乾燥機　（※不法投棄の原因となる無料
回収に出さないで下さい。）

廃家電４品目

次のどれかの方法で出してください。
　○販売店に引き取ってもらう。
　○㈱橋本に戸別収集を依頼する。
    ○ご自身でひまわりクリーンセンターに直接搬入する。
　○指定引取場所へ搬入する。

乾電池・蛍光管など
水銀が含まれるもの
等

金物・プラスチック・
ガラスなどの材質が
混在している不燃ごみ
袋に入らないもの

毎週木曜日　次の木曜日は収集しません。　4月2日・7月23日・8月13日・12月31
収集場所：ファミリーセンター南
収集時間：午前９時より午後３時まで（収集日が祝祭日の場合はその翌日）

不燃ガラス類
資源ビン類

粗大

不燃金物類
資源缶類

粗大

Ａ

Ｂ

不燃ガラス類
資源ビン類

粗大

不燃金物類
資源缶類

粗大

木・プラスチック・繊維
類等の可燃性で可燃ご
み袋に入らないもの

ペットボトル・食品トレイ
・発泡スチロール・アルミ
缶  ・スチール缶・古着

エコス
テーショ

ン

プラマーク

袋に、自治会・氏名を記載して午前８時までに不燃ごみ集積所へ出してください。

収集時間は8:00～11:00 です。

年末年始の収集日は、広報やおつ11月号でお知らせします。


