
◆ごみを出すときに必ず守っていただきたいこと◆
●分別ルールを守って出してください。違反があると収集されません。

●ごみ収集カレンダーで収集日を確認し、収集日に指定されたごみ以外は出さないでください。

●ごみは、収集日当日の朝７時30分まで出してください。再回収はしません。

●ごみ袋は、口を縛ってから出してください。縛っていない
ものや粘着テープで止めたものは回収されません。

●ごみ袋に入らないものは、50㎝以下の長さか、50
㎝角以下の大きさに切って出すか、粗大ごみに出してください。

●ごみ袋に入るものでも、５㎏を超えるものは粗大ごみに出してください。	 	
また、ごみ袋の重さは片手で持てる５㎏以下を目安にしてください。

●事業系ごみ（会社、事務所、店舗、飲食店、病院、農業などから出たもの）は、ごみ収
集所には出せません。事業系ごみの処理は、７ページをご覧ください。

●ごみ収集カレンダーは、毎年３月に各町内会の衛生組合やアパートの管理者を通じて
配布しています。お手元にない方は、市環境生活課でお渡ししています。	 	
また、市のホームページやモバ支所（6ページ）でも確認できますので、ご活用ください。

家庭のごみと資源物の分け方・出し方
次回改訂版が出るまで大切にお使いください

目　　　次
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ごみの分別区分表（五十音順）【分別基準】ごみ袋に入らない長さ（50㎝超）、大きさ（50㎝角）	
	 重さ（5㎏超）のものは、粗大ゴミです。

50音 品名 分別の区分 分別するとき、出すときの注意点
あ アイロン 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
アノラック 可燃性ごみ 大きいものは、50㎝角以下の大きさに切ります。
網戸の網 可燃性ごみ 大きいものは、50㎝角以下の大きさに切ります。
アルバム 可燃性ごみ
アルミ箔（アルミホイル） 可燃性ごみ 鍋焼きうどん容器などのアルミトレーも、可燃性ごみです。

い 石 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
衣装ケース（プラスチック製） 粗大ごみ
一斗缶（食用油用） 不燃性ごみ 事業活動で出たものは産業廃棄物（７ページ参照）です。
一斗缶（食料品、調味料用） 資源物（缶） 事業活動で出たものは産業廃棄物（７ページ参照）です。
衣類 資源物（古繊維類） ボタン、チャックなどは取る必要ありません。
衣類乾燥機 家電リサイクル対象品 処理方法は、17ページをご覧ください。
入れ歯 可燃性ごみ
インクカートリッジ（プリンタ用） 可燃性ごみ 電器店等のリサイクルにご協力ください。
インクリボン（ワープロ用など） 可燃性ごみ 電器店等のリサイクルにご協力ください。

う 植木鉢（せともの、プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
植木ポット プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
浮き輪 可燃性ごみ
うちわ 可燃性ごみ

え エアコン 家電リサイクル対象品 処理方法は、17ページをご覧ください。
栄養ドリンクのびん 資源物（びん） キャップは、不燃性ごみです。
MD 不燃性ごみ ケースと共に、不燃性ごみです。
延長コード 不燃性ごみ コードは、50㎝以下の長さに切ります。

お オーブンレンジ・トースター 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
桶（プラスチック製・金属製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
おまる 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
おむつ 可燃性ごみ 汚物は、必ず取り除きます。
おもちゃ（プラスチック製・金属製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
温度計 不燃性ごみ 水銀タイプは、有害ごみです。

か カーテン 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。切れない場合は、粗大ごみです。
カーペット 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。切れない場合は、粗大ごみです。
貝殻（あさり・しじみなど） 可燃性ごみ
カイロ（使い捨てタイプ） 可燃性ごみ
懐中電灯 不燃性ごみ 乾・ボタン電池（有害ごみ）は取り外してください。
鏡 不燃性ごみ 紙に包んで「鏡」または「割れ鏡」と書いて出します。
額縁（木製） 可燃性ごみ ガラス（不燃性ごみ）は、取り外してください。
額縁（プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
掛け布団 粗大ごみ
傘 不燃性ごみ 折り曲げて、指定不燃ごみ袋に入る大きさにします。
菓子缶 資源物（缶） 食品の付着があれば、軽く水ですすぎます。
ガスコンロ 粗大ごみ
ガスボンベ（プロパンガスなど） 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
カセットコンロ（卓上コンロ） 不燃性ごみ
カセットボンベ（卓上コンロ用） 資源物（カセットボンベ）必ず使いきり、火気のない風通しのよい場所で穴を開けます。
カッパ（雨具） 可燃性ごみ 大きいものは、50㎝角以下の大きさに切ります。
家庭菜園用の土、肥料袋（ビニール製）プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
家庭菜園用マルチシート 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。農業用は収集できません。
蚊とり器 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
蚊とりマット 可燃性ごみ
かばん（ランドセル含む） 可燃性ごみ
花瓶・つぼ（陶器製・金属製） 不燃性ごみ
紙製の箱 資源物（古紙類） 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
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【分別基準】ごみ袋に入らない長さ（50㎝超）、大きさ（50㎝角）	
	 重さ（5㎏超）のものは、粗大ゴミです。

50音 品名 分別の区分 分別するとき、出すときの注意点
か かみそり 不燃性ごみ 刃がむき出しのものは、紙に包んで「刃物」と書いて出します。
紙パック（内側アルミ加工） 可燃性ごみ
紙パック（牛乳・ジュース用） 資源物（古紙類） 開いて水洗いし、乾燥させます。
ガムテープ 可燃性ごみ
ガラス、ガラス製品 不燃性ごみ 紙に包んで「ガラス」または「割れガラス」と書いて出します。
カレンダー 資源物（古紙類）
革靴 可燃性ごみ
かわら 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
缶（缶詰、食料品、飲料品限定） 資源物（缶） 油などで汚れたものは、不燃性ごみです。
乾燥剤（石灰・シリカゲル） 可燃性ごみ

き 木くず、木の枝 可燃性ごみ 50㎝以下の長さに切って、指定可燃ごみ袋で包んで出します。
キャップ（金属製） 不燃性ごみ
キャップ（プラスチック製） プラスチック製容器包装
キャリーバッグ 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
牛乳パック 資源物（古紙類） 開いて水洗いし、乾燥させます。

く クーラーボックス 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
釘 不燃性ごみ
薬（飲み薬）のびん 資源物（びん）
薬（飲み薬）の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装
靴（革靴、スニーカー、長靴） 可燃性ごみ
クッション 可燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
クリーニングの袋 可燃性ごみ
グローブ（スポーツ用） 可燃性ごみ
グローランプ 不燃性ごみ

け 蛍光灯（直間・丸・電球型） 有害ごみ 購入時の外箱に入れるなどして、割れないようにして出します。
携帯電話 不燃性ごみ バッテリー（有害ごみ）は外してください。
ゲーム機・ソフト 不燃性ごみ
劇薬・劇物 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
化粧品・毛染め剤のびん 不燃性ごみ 匂いが強いものは資源物の対象外です。
毛染め剤の容器（プラスチック製） 可燃性ごみ
玄関マット（布製・ゴム製） 可燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
玄関マット（金属製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
原付バイク 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。

こ 香水のびん 不燃性ごみ 匂いが強いものは資源物の対象外です。
コーヒーのびん 資源物（びん） 軽く水ですすぎます。
ござ（い草・ビニール製） 可燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
こたつ・こたつ布団 粗大ごみ
コップ（ガラス製・プラスチック製） 不燃性ごみ 紙コップは、可燃性ごみです。
米袋（紙製） 資源物（古紙類）
米袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装
ゴルフボール 可燃性ごみ
コロナ抗原検査キット・試薬 可燃性ごみ ビニール袋に入れてから、指定可燃ごみ袋に入れてください。
コンクリートくず 収集できません 直接、千代田クリーンセンターに自己搬入してください。

さ 座椅子・座布団 粗大ごみ
雑誌 資源物（古紙類）
産業廃棄物 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
サンダル 可燃性ごみ

し シーツ 資源物（古繊維類） 綿入りは、可燃性ごみです。50㎝角以下に切って出してください。
シート（敷物）類 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。切れない場合は、粗大ごみです。
CDドライブ（DVD・BD含む） 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
CDラジカセ 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
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ごみの分別区分表（五十音順）【分別基準】ごみ袋に入らない長さ（50㎝超）、大きさ（50㎝角）	
	 重さ（5㎏超）のものは、粗大ゴミです。

50音 品名 分別の区分 分別するとき、出すときの注意点
し 下着類 可燃性ごみ
自転車 粗大ごみ
シャンプーの容器 プラスチック製容器包装 軽く水ですすぎます。
ジューサー（ミキサー） 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
充電式電池 有害ごみ 電器店等の回収箱に入れて、リサイクルにご協力ください。
収納ケース（プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
消火器 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
浄水器 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
じょうろ 不燃性ごみ
食品トレイ、食品パック プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
食用油 可燃性ごみ 紙や布にしみ込ませるか、凝固剤で固めて出します。
食用油の容器（缶・びん） 不燃性ごみ プラスチック製は、可燃性ごみです。
除湿器 粗大ごみ
除湿剤（プラスチック製容器入り） プラスチック製容器包装 たまった水は捨てます。
食器（プラスチック・金属・陶器製） 不燃性ごみ
人工透析パック・チューブ 可燃性ごみ チューブは、50㎝以下の長さに切ります。注射針は出せません。
新聞紙 資源物（古紙類）

す 水銀体温計 有害ごみ 割らないで出します。
水筒 不燃性ごみ
炊飯器 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
スーツ 資源物（古繊維類）
スキー板、ストック、スノーボード 粗大ごみ
スキーウェア 可燃性ごみ 大きいものは、50㎝角以下の大きさに切ります。
スキー靴 不燃性ごみ インナーは、可燃性ごみです。
スコップ、雪ハネ 粗大ごみ
ステレオ（コンポなど） 粗大ごみ
ストーブ（ガス・電気） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
ストーブ（石油） 粗大ごみ 大きさにかかわらず、粗大ごみです。
スノーボードの靴（ハードブーツ） 不燃性ごみ ソフトブーツは、可燃性ごみです。
スプレー缶 資源物（スプレー缶） 必ず使いきり、火気のない風通しのよい場所で穴を開けます。
スプーン（プラスチック製・金属製） 不燃性ごみ コンビニ弁当やカップアイスに付くものも、不燃性ごみです。
スポンジ 可燃性ごみ
スマートフォン 有害ごみ 市役所・専売店・電器店等のリサイクルにご協力ください。
スリッパ 可燃性ごみ

せ せともの 不燃性ごみ
洗剤の容器（ボトルタイプ） プラスチック製容器包装 軽く水ですすぎます。
洗濯機 家電リサイクル対象品 処理方法は、18ページをご覧ください。
洗濯ばさみ（プラスチック製・金属製） 不燃性ごみ
剪定くず、剪定枝 可燃性ごみ 50㎝以下の長さに切って、指定可燃ごみ袋で包んで出します。
扇風機 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
洗面器 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ）を超える時は、粗大ごみです。

そ 掃除機 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
た 体温計 不燃性ごみ 水銀体温計は、有害ごみです。
タイヤ 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
タッパー（台所用品） 不燃性ごみ
樽（木製） 可燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
樽（プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
たわし 可燃性ごみ
段ボール 資源物（古紙類） ひもで縛って出してください。

ち 注射器・針 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
チューブ（塗り薬・歯磨き粉など） 不燃性ごみ



ごみの分別区分表（五十音順）

4

【分別基準】ごみ袋に入らない長さ（50㎝超）、大きさ（50㎝角）	
	 重さ（5㎏超）のものは、粗大ゴミです。

50音 品名 分別の区分 分別するとき、出すときの注意点
ち チラシ 資源物（古紙類）
つ 机 粗大ごみ
漬物石（プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
釣り竿（カーボン製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。

て ディスク（CD・DVD・FD・BR） 不燃性ごみ ケースと共に、不燃性ごみです。
ディスプレイ（パソコン用） PCリサイクル対象品 処理方法は、20ページをご覧ください。
ティッシュペーパーの箱 資源物（古紙類） 取り出し口のビニールは、プラスチック製容器包装です。
テープ（カセット・ビデオ） 可燃性ごみ ケースと共に、可燃性ごみです。
デジタルカメラ 不燃性ごみ
手袋（綿・ナイロン・ゴム） 可燃性ごみ
テレビ 家電リサイクル対象品 処理方法は、18ページをご覧ください。
電気歯ブラシ 不燃性ごみ 乾・ボタン電池（有害ごみ）は取り外してください。
電気歯ブラシ（充電式） 有害ごみ

電気毛布・カーペッド 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切れなければ、粗大ごみです。
電源コードは、50㎝以下の長さに切って、不燃性ごみです。

電球（白熱電球、LED電球） 不燃性ごみ
電気コード 不燃性ごみ 50㎝以下の長さに切って出してください。
電子レンジ 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
電卓 不燃性ごみ
電池（乾・ボタン・充電式） 有害ごみ 乾・ボタン電池と充電式電池は袋を分けてください。
電話機（固定） 不燃性ごみ 市役所・専売店・電器店等のリサイクルにご協力ください。

と トイレットペーパーの芯 資源物（古紙類）
陶磁器 不燃性ごみ
灯油用ポンプ・ポリタンク 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
トースター 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
時計（腕時計含む） 不燃性ごみ 電池は、取り外してください。
ドライヤー 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
塗料 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
ドレッシングの容器（プラスチック製）プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
ドレッシングの容器（びん） 資源物（びん） 汚れが落ちないものは、不燃性ごみです。

な 苗木用ポット プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
鍋 不燃性ごみ
波板、木板、なまこ板 粗大ごみ

ぬ ぬいぐるみ 可燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
ね ネクタイ 可燃性ごみ
ねんど 可燃性ごみ

は ハードディスクドライブ 不燃性ごみ 電源コードは、50㎝以下の長さに切ります。
灰 可燃性ごみ 少量ずつ小分けにして出します。
はかり 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
バケツ 不燃性ごみ
パジャマ 資源物（古繊維類）
バスタオル 資源物（古繊維類） 汚れているものは、可燃性ごみです。
バスマット 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。
パソコン（ノート・デスクトップ・モバイル）PCリサイクル対象品 処理方法は、20ページをご覧ください。
バッグ類 可燃性ごみ
バッテリー 収集できません 処理方法は、７ページをご覧ください。
発泡スチロール（容器、緩衝材） プラスチック製容器包装 汚れが落ちないものは、可燃性ごみです。
刃物類（包丁・はさみ・カッター） 不燃性ごみ 紙に包んで、「刃物」と書いて出します。

ひ ビデオカメラ 不燃性ごみ
びん（食料品、飲料品限定） 資源物（びん） 臭いや汚れが取れないものや割れたものは、不燃性ごみです。

ふ ファイル（プラスチック製） 可燃性ごみ
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ごみの分別区分表（五十音順）【分別基準】ごみ袋に入らない長さ（50㎝超）、大きさ（50㎝角）	
	 重さ（5㎏超）のものは、粗大ゴミです。

50音 品名 分別の区分 分別するとき、出すときの注意点
ふ フィルム（写真用） 可燃性ごみ
フィルムケース プラスチック製容器包装
布団（掛け、敷き） 粗大ごみ
布団乾燥機・クリーナー 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
フライパン 不燃性ごみ
プランター 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
プリンター 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
風呂ふた 粗大ごみ

へ ベッド（マット除く） 粗大ごみ
ベッドマット 収集できません スプリングを取り外せば、粗大ごみで回収できます。
ペットの砂 可燃性ごみ 少量ずつ小分けして出します。
ペットボトル プラスチック製容器包装 油などの汚れがあるものは、可燃性ごみです。
ベビープール 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。切れない場合は、粗大ごみです。
ヘルスメーター（体重計） 不燃性ごみ
ペン類 不燃性ごみ

ほ 帽子 可燃性ごみ
包丁 不燃性ごみ 紙に包んで、「刃物」と書いて出します。
ボウル（台所用品） 不燃性ごみ
ホース（ビニール製、ゴム製） 可燃性ごみ 50㎝以下の長さに切ります。
ホースリール 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
ポット 不燃性ごみ 電源コードが付いているものは、50㎝以下の長さに切ります。
ほ乳びん（ガラス製・プラスチック製） 不燃性ごみ
ポリタンク 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
保冷剤 可燃性ごみ
本（雑誌、辞書、図鑑など） 資源物（古紙類） ひもで縛って出してください。

ま まくら 可燃性ごみ
マッチ 可燃性ごみ 未使用品は、水で濡らしてから出します。
マット（敷物） 可燃性ごみ 50㎝角以下の大きさに切ります。
まな板（プラスチック製） 不燃性ごみ 木製の場合は、可燃性ごみです。

め めがね 不燃性ごみ
も 毛布 資源物（古繊維類）
や やかん 不燃性ごみ
ゆ 湯たんぽ 不燃性ごみ
よ 洋服 資源物（古繊維類） 汚れているものは、可燃性ごみです。
洋服ケース（紙製） 資源物（古紙類）
洋服ケース（プラスチック製） 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。

ら ライター 有害ごみ 使い切り、ライター上部をペンチではずしてガス抜きをします。
ラジカセ 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
ラップの箱・芯 資源物（古紙類） 金属製の刃は、不燃性ごみです。

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル対象品 処理方法は、18ページをご覧ください。
レコード盤 不燃性ごみ
レジ袋 プラスチック製容器包装 汚れているものは、可燃性ごみです。
レトルト食品の袋 可燃性ごみ

ろ ローソク 可燃性ごみ
わ ワープロ 不燃性ごみ 分別基準（長さ・大きさ・重さ）を超える時は、粗大ごみです。
ワインのびん 資源物（びん） 軽く水ですすぎます。
輪ゴム 可燃性ごみ

この表に掲載がなく分別区分が分からないものは、モバ支所の分別辞典で検索をするか、 
市環境生活課までお問合せください。
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★必ず決められたごみ収集所を利用してください。利用するごみ収集所が分からない場
合は、近所の方やお住まいの町内会、アパート管理者などに確認してください。
★収集箱がないごみ収集所は、カラスや猫、風によってごみが散らからないようにネッ
トで覆うなどの対策をお願いします。
★冬期間、雪でごみ収集所の扉が開閉できなくなる場合がありますので、町内会または
アパートの管理者で除雪をお願いします。

ごみ収集所の利用に当たって

指定ごみ袋の氏名欄への記名のお願い

ごみ分別のルール違反ステッカー

指定ごみ袋、粗大ごみ用証紙の取扱店

行政情報発信アプリ「モバ支所」に関して

取扱店の表示

指定
ごみ袋

地域名 ○○ 氏名 ○○
　指定ごみ袋の氏名欄は、ごみを出す方に分別の自覚と責任を持っ
ていただくために設けております。
　適正な分別意識、ごみ排出の責任意識の向上を図るため、指定ご
み袋の氏名欄への記名をお願いします。
　なお、記名については「名字だけ記入する」「世帯毎に番号を決め、
その番号を記入する」などの方法もありますので、事前に近所の方
やお住まいの町内会、アパート管理者などに確認してください。

　ごみの分け方、出し方でルール違反があった場
合、袋にルール違反のステッカー（２種類）を貼っ
ております。収集できない理由の欄にしるしをつ
けていますので、ステッカーをはがしてから、分
別し直して次回の収集日に出してください。

←このステッカーの貼ってある商店、スーパー、ホームセンター、コンビ
ニなどで取り扱っています。	 	 	 	 	 	 	
指定のごみ袋を購入して、ごみ収集所にお出しください。		 	 	
粗大ごみをお出しになる場合も、証紙（ステッカー）を購入して、粗大ご
み回収センターの指示に従ってください。

ごみ通知設定に地区や通知時間を登録することにより、ごみカレンダーが確認できたり、プッシュ通知で「明
日は燃えるごみの日」と教えてくれる機能などがあります。またごみの分別を検索することも可能です。
ごみの次回の収集日 ごみカレンダー ごみ分別詳細ごみ分別辞典

ごみの日 ごみの日 ←　ごみ分別辞典 ←　ごみ分別辞典



市で収集しないもの、千代田クリーンセンターで処理できないもの

不法投棄の防止、野焼き（野外焼却）の禁止

　市で収集しないもの、千代田クリーンセンターで処理できないものがあります。以下の方法に沿っ
て、適正に処理してください。

　ごみをみだりに捨てることは、法律で禁止されています。また
ごみの野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
違反した場合は、懲役・罰金の対象となります。不法投棄や野焼
きを見つけたら、ご一報ください。

◆不法投棄110番	 電話26-6034（山形県置賜総合支庁環境課）	 	
◆不法投棄相談窓口	 電話22-5111（環境生活課廃棄物対策担当）	 	
◆野焼き相談窓口	 警察署、消防署、環境生活課廃棄物対策担当

ごみの種類 処理方法

事業ごみ（事業系一般廃棄物） 千代田クリーンセンターに自己搬入するか、一般廃棄物
収集運搬業許可業者にご相談ください。

事業ごみ（産業廃棄物） 産業廃棄物収集運搬業許可業者にご相談ください。

自動車、バイク、タイヤ、ホイール、
バッテリー

購入した販売店、自動車用品販売店、一般廃棄物または
産業廃棄物収集運搬業許可業者にご相談ください。

農機具、農業用ビニール、農業用資
材、農業用肥料袋 産業廃棄物収集運搬業許可業者にご相談ください。

建築資材、土砂、石材、かわら 専門業者、一般廃棄物または産業廃棄物収集運搬業許可
業者にご相談ください。

廃油、農薬・劇薬などの薬品類、塗料、
毒物

購入した販売店、専門業者、一般廃棄物または産業廃棄
物収集運搬業許可業者にご相談ください。

注射器、注射針 かかりつけの医師または医療機関にご相談ください。	
●在宅医療用の人工透析パック、チューブ類は除きます。	

プロパンガスのボンベ 米沢プロパンガス保安センターにご相談ください。	
●住所：中田町1828-1　電話番号：37-6057	

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機、エアコン 18・19ページをご覧ください。	

家庭用パソコン 17ページまたは20ページをご覧ください。

消火器

消火器取扱店、消防署、市環境生活課にご相談ください。	
●古くなった消火器、サビによる腐食、傷・変形のある

消火器は、破裂するおそれがあります。事故防止のた
め、消火器は使用せず、購入した販売店や専門業者に
処理を依頼してください。

自動車 バイク類 タイヤ バッテリー 廃油・塗料 農薬・劇薬 注射器・針 消火器など

7
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家庭のごみと資源物の分け方・出し方一覧
分別区分 種類 使用する袋 分け方・出し方 ごみ収集カレ

ンダーの表示

可燃性ごみ

●生ごみ類、紙くず類、おむつ	
●布きれ、下着類、靴下	
●ぬいぐるみ、クッション、雨具	
●革製品（かばん、ランドセルなど）	
●靴類（革靴、長靴、サンダルなど）	
●カセットテープ、ビデオテープ	
●カイロ、ゴム製品、ペット用の砂
詳細は、9ページをご覧ください。

指定可燃ごみ袋 指定可燃ごみ袋に入れて、口
を縛り、可燃の日に出します。

袋の
種類 文字色 値段

大袋 赤 550 円
（10 枚入）

小袋 赤 370 円
（10 枚入）

可燃

不燃性ごみ

●金属類（針金など）	
●小型の電気製品（アイロンなど）	
●ガラス類（コップ、ガラスなど）	
●かたいプラスチック製品	
　（ハンガー、バケツ、植木鉢など）	
●CD、DVDなどの磁気ディスク	
●陶磁器、傘、ペン類
詳細は、10ページをご覧ください。

指定不燃ごみ袋 指定不燃ごみ袋に入れて、口
を縛り、不燃の日に出します。

袋の
種類 文字色 値段

大袋 緑 550 円
（10 枚入）

小袋 緑 370 円
（10 枚入）

不燃

プラスチック製
容 器 包 装

●緩衝材、発泡スチロール	
●ペットボトルのキャップ、ラベル	
●ボトル類（洗剤、シャンプーなど）	
●ポリ袋（菓子類など）	
●トレイ・パック類（卵パックなど）
詳細は、11ページをご覧ください。

指定資源袋

指定資源袋に入れて、口を縛り、
プラの日に出します。

袋の
種類 文字色 値段

大袋 オレンジ 400 円
（10 枚入）

小袋 オレンジ 250 円
（10 枚入）

プラ

ペットボトル
●ペットボトル
詳細は、12ページをご覧ください。

指定資源袋に入れて、口を縛り、
ペットの日に出します。袋の
種類はプラと同じ。

ペット

有 害 ご み

●蛍光灯
詳細は、13ページをご覧ください。 購入時の外箱

購入時の外箱に入れるかダン
ボールで保護して、有害の日に
出します。

有害●乾電池、水銀体温計、ライター、充
電式電池など
詳細は、13ページをご覧ください。

中身の見える
ビニール 袋

中身の見えるビニール袋に入
れて、口を縛り、有害の日に出
します。

資 源 物

●古紙類（新聞、段ボールなど）
詳細は、14ページをご覧ください。 なし

４種類に分別して、ひもで十
字に縛り、資源の日に出しま
す。

資源

●古繊維類（古着、毛布など）
詳細は、15ページをご覧ください。

中身の見える
ビニール 袋

中身の見えるビニール袋に入
れて、口を縛り、資源の日に出
します。

●缶（食料品・飲料品）
詳細は、15ページをご覧ください。

中身の見える
ビニール 袋

●びん（食料品・飲料品）
詳細は、16ページをご覧ください。

中身の見える
ビニール 袋

●スプレー缶、カセットボンベ
詳細は、16ページをご覧ください。

中身の見える
ビニール 袋

粗 大 ご み

指定袋に入らないもの
（長さ50㎝、大きさ50㎝角、重さ５kgを
超えるもの）
詳細は、17ページをご覧ください。

なし
粗大ごみ用証紙を貼り、粗大ご
み回収センターに依頼します。	
●電話番号：22-5235	

なし
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可燃性ごみの出し方【使用する袋：指定可燃ごみ袋】
【対象品目】
　生ごみ類、紙くず類、おむつ、布きれ、下着類、靴下、ぬいぐるみ、クッション、雨具（カッパ）、アノラック、スキーウェアなど

【出し方】
　★指定可燃ごみ袋に入れて出します。
　★ごみ収集カレンダーの可燃の日に出します。

●紙製の菓子箱、包装紙、カレンダー、チラシなどの古紙類、トイレットペーパーやラッ
プの芯などの雑紙は、リサイクルできますので、資源物の古紙類（14ページ）に出し
てください。

　カセットテープ、ビデオテープ（ケース含む）
　　●FD、MD、CD、DVD、 B

ブルーレイディスク

D など（ケース含む）の磁気ディスク類は、不燃性ごみです。

　食用油やソースの容器（プラスチック製）、マヨネーズ・ケチャップ・歯みがき粉などのチューブ状の容器

　　●花火やマッチは、水で濡らしてから出してください。

　木くず・剪定くず
　　●木くず・剪定くずは、長さ50㎝以下に切り、ひもで束ねてから指定可燃ごみ袋で包んで出します。

　カイロ（使い捨てタイプ）、ペット用の砂、在宅医療の人工透析パック及びチューブ類、花火、マッチ

　革製品（バッグ、ランドセルなど）、靴類（革靴、長靴、サンダルなど）、ゴム製品、グローブ、ボール

不燃性ごみ

分けるとき
の注意点

※袋１枚で包める量は、袋の中に入れられる

量までとなりますので、量が多い場合は分

けて包んでください。１袋に入る量を超え

ているものは収集されません。
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●袋に入らない大きさの電気製品（扇風機、電子レンジなど）は、粗大ごみに
出してください。出し方は、17 ページをご覧ください。
●テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン（家電リサイクル
対象品）は、不燃性ごみでは出せません。出し方は、18・19 ページをご覧
ください。

●家庭用パソコンは、不燃性ごみでは出せません。出し方は、20 ページをご
覧ください。

不燃性ごみの出し方【使用する袋：指定不燃ごみ袋】

●刃物類は、紙に包み、表に「刃物」と書いて危険がないようにして出します。
●針金などの長いものは、50㎝以下の長さに切って出します。

小型の電気製品（アイロン、ドライヤー、ポット、炊飯器など）

●カメラ、映像用機器、音響機器なども不燃性ごみとして出せますが、資源リサイクルを目的とした	 	
回収を市役所で行っています。詳細は17ページをご覧ください。

かたいプラスチック製品（ハンガー、バケツ、植木鉢・園芸用プランター、ペン類、おもちゃなど）、
FD、MD、CD、DVD、BD

ガラス製品、陶磁器、電球（白熱電球、LED電球）、傘、化粧品のびん、食用油の缶・びん

●ガラスなどは、紙に包み、表に「ガラス」「割れガラス」と書いて危険がないようにして出します。
●傘は、折り曲げて指定不燃ごみ袋に入る大きさにして出します。

●電源コードは、付け根から
切り離し、50㎝以下の長さ
に切って出します。

【対象品目】
金属類、キャップ類（金属製）、調理器具（鍋、フライパンなど）、食器、刃物類、針金類

【出し方】
　★指定不燃ごみ袋に入れて出します。
　★ごみ収集カレンダーの不燃の日に出します。

出すときの
注意点
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プラスチック製容器包装の出し方【使用する袋：指定資源袋】

●次のようなものは、プラスチック製容器包装ではありません。ご注意ください。

★プラスチック製のハンガー、バケツ、コップ、皿
⇒	不燃性ごみ です。

★プラスチック製のスプーン、フォーク

例えば・・・

　●発泡スチロール、電気製品の箱などに付いてきた緩衝材など
　●ペットボトルのキャップ・ラベル
　●洗剤、シャンプーなどのボトル類
　●お菓子の袋、レジ袋
　●食品トレイ、パック類、カップめんの容器など

この識別マーク表示がある
プラ容器に限ります。

●容器に食品などの異物が付着しているとリサイクルできません。容器は、
水洗いしてから出してください。
●次のような「水洗いしにくいもの」「きれいにするのに手間がかかるもの」は、

可燃性ごみに出してください。	 	 	 	 	 	 	
　★マヨネーズ、ケチャップ、歯みがき粉などのチューブ状の容器	 	
　★レトルト食品の袋、食品が付着したラップや小袋など	 	
　★食用油の容器
●ペットボトル（12 ページのもの）と、混ぜないでください。別々に指定資
源袋に入れてください。	 ※分けないと回収されません。

出すときの
注意点

【対象品目】
●商品が入っていた容器、商品を包んでいた袋などが対象となります。プラスチック製のものが、
すべて対象ではありません。ご注意ください

発泡スチロール
（緩衝材など）

キャップ・ラベル ボトル類 ポリ袋類 トレイ・パック類

①中を軽く水洗いし、汚れ
を落とし、水を切ります。

②プラスチック製容器包装だけを
指定資源袋に入れます。

【出し方】
★指定資源袋に入れて出します。
★ごみ収集カレンダーのプラの日に出します。
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ペットボトルの出し方【使用する袋：指定資源袋】

●ペットボトルの中を、必ず水ですすいでから出してください。中をすすが
ないとカビが発生してリサイクルできません。

●キャップ（ふた）は、必ず取り外して、分別して出してください。

キャップの材質 分別方法

金属製 不燃性ごみに出してください。

プラスチック製 プラスチック製容器包装に出してください。

●ラベルは必ず取り外して、プラスチック製容器包装に出してください。	
みりんや醤油などの紙製ラベルも必ず取り外し、可燃性ごみに出してくだ
さい。
●ペットボトルを切ったり、溶かしたりしないでください。
●取っ手を取る必要ありません。
●プラスチック製容器包装（11 ページのもの）と、混ぜないでください。別々
に指定資源袋に入れてください。	 ※分けないと回収されません。

この識別マーク表示がある
ペットボトルに限ります。

【対象品目】
　飲料用、酒類用（みりんを含む）、しょう油用などのペットボトル

【出し方】
　★指定資源袋に入れて出します。
　★ごみ収集カレンダーのペットの日に出します。

①キャップとラベルを
はずします。

②中を軽くすすぎ
ます。

③つぶします。 ④ペットボトルだけを指定
資源袋に入れます。

出すときの 
注意点
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有害ごみの出し方【使用する袋：中身の見えるビニール袋】

【対象品目】

蛍光灯
乾　電　池
ボタン電池
コイン電池

ライター 充電式電池 加熱式タバコ 充電式電動
歯ブラシ

蛍光灯には、
棒状タイプ、
円形タイプ、
電球型タイプ
があります。

必ず使い切っ
てから、ペン
チ等でライ
ター上部を外
しましょう。

充電式電池の
金属端子部分
に、ビニール
テープ等を
貼って絶縁処
理します。

水銀体温計 スマートフォン
モバイルバッテリー

充電式電気
シェーバー

【出し方】
　★蛍光灯は、購入時の外箱に入れて出します。
　★乾電池、水銀体温計、充電式電池、その他は、中身の見えるビニール袋に入れて出します。
　★以下の品目ごとに袋を分けて、ごみ収集カレンダーの	有害の日	に出します。

蛍光灯

  外箱

水銀体温計
ライター

乾電池、ボタン電池
コイン電池

充電式電池、他

購入時の外箱に入れ
て割れないようにし
て出します。
●外箱がない場合は、	
段ボールで保護し、	
表に「蛍光灯」と書い
て出します。
●割れてしまった場合
は、不燃性ごみに出し
てください。

中身の見えるビニー
ル袋に入れて出しま
す。
水銀体温計とライター
は一緒に出せません。
袋を分けて出してくだ
さい。

中身の見えるビニー
ル袋に入れて出しま
す。
乾電池と充電式電池は
一緒に出せません。
袋を分けて出してくだ
さい。

中身の見えるビニール
袋に入れて出します。
以下の5品目は、充電式
電池とまとめて出すこと
ができます。
・モバイルバッテリー	
・充電式電動歯ブラシ	
・充電式電気シェーバー
・加熱式たばこ	
・スマートフォン

ボタン電池、小型充電式電池のリサイクルにご協力ください
　ボタン電池や小型充電式電池には、貴重な鉱物資源が含まれています。時計店、カメラ販売店、
電気店などに設置している回収箱に入れて、リサイクルにご協力下さい。
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資源物の出し方
1．古紙類　　【出し方】	★ 4種類に分別して、ひもで十字に縛って出します。
	 ★ごみ収集カレンダーの	資源の日	に出します。

①新聞紙・チラシ ②段ボール

●開いて、たたんでから束ねます。

③牛乳パック、紙パック（ジュース類）

●開いて水洗いをし、乾燥してから束ねます。

④雑紙（雑誌、本、紙製の箱など）

●雑紙には、包装紙、カレンダー、ノート類、封筒、ボー
ル紙などがあります。

●次のようなものは、資源物の古紙類ではありません。ご注意ください。

★防水加工紙（紙コップ、紙皿、油紙など）

⇒可燃性ごみです。

★汚れている紙、内側がアルミ加工（銀色）してある紙パック

★感熱紙（FAX用紙、レシートなど）

★においのついた紙（石鹸の包装紙、洗剤容器、線香の箱など）

★裏カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票など）

★写真、インクジェット写真プリント用紙

★ティッシュペーパー

●紙以外のものを混ぜないでください。
●ガムテープなどの粘着テープで束ねないでください。

分けるとき
の注意点
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2．古繊維類　　【出し方】	 ★中身の見えるビニール袋に入れて、口を縛って出します。
	 ★ごみ収集カレンダーの資源の日に出します。

●次のようなものは、資源物の古繊維類ではありません。ご注意ください。

★下着類、靴下、布きれ、ぬいぐるみ、綿入りのもの
⇒可燃性ごみです。

★雨具（カッパ）、アノラック、汚れているもの

3．缶　　【出し方】	 ★中身の見えるビニール袋に入れて、口を縛って出します。
	 ★ごみ収集カレンダーの資源の日に出します。

資源物の出し方

●中身は必ず取り除いて、中を軽く水ですすいでから出してください。
●食料品・飲料品が入っていたスチール缶、アルミ缶だけを入れてください。
●食用油の缶は、不燃性ごみです。
●スチール缶とアルミ缶の分別は不要です。
●スプレー缶、カセットボンベは別の袋で出してください。
※分けないと回収されません。

出すときの
注意点

●洗濯して乾燥しているものに限ります。汚れているものは、可燃性ごみです。
●ボタンやファスナーなどを取り外す必要はありません。

出すときの
注意点

古繊維類
古着、バスタオル、タオルケット、毛布、シーツ

識別マーク

①中を軽くすすぎます。 ②中身の見えるビニール袋
に入れて出します。



ごみ収集所の利用に当たって
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資源物の出し方
4. びん　　【出し方】	 ★中身の見えるビニール袋に入れて、口を縛って出します。
	 ★ごみ収集カレンダーの資源の日に出します。

●次のようなものは、資源物のびんではありません。ご注意ください。

★食用油、化粧品のびん
⇒不燃性ごみです。

★コップ、花瓶などのガラス製品、湯飲みや皿などの陶磁器

5. スプレー缶、カセットボンベ
	 【出し方】	 ★中身の見えるビニール袋に入れて、口を縛って出します。
	 	 ★ごみ収集カレンダーの資源の日に出します。

①中を軽くすすぎます。

①ごみに出す前に、中身が空
になったことを確認しましょう。
必ず使い切ってください。

②穴をあけ、ガスを抜き、キャッ
プを外します。	 	 	
キャップは不燃性ごみです。

③中身の見えるビニール袋
に入れて出します。

②中身の見えるビニール袋
に入れて出します。

●中身は必ず取り除いて、中を軽く水ですすいでから、割らずに出してください。
●片手で持てる重さにして出してください。
●食料品・飲料品が入っていたびんだけを入れてください。
●色ごとの分別は不要です。また、ラベルをはがす必要はありません。
●ビールびん・一升びんは、リユースできるため、できるだけ販売店にお持ちください。

出すときの 
注意点

●カセットボンベやスプレー缶とその他の缶（飲料、缶詰など）は袋を分けて
出してください。	 ※分けないと回収されません。

出すときの
注意点



ごみ収集所の利用に当たって
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粗大ごみの出し方

【処理料金】
●処理料金は、品目によって300円、600円、900円、1,200円、1,500円の５種類です。
●処理料金は、粗大ごみ回収センターで確認してください。

【出し方】
１ 粗大ごみ回収センターに電話で申し込みます。処理料金と収集日が決まります。

電話番号（0238）22-5235　受付時間：午前９時〜午後４時（土・日、祝日・年末年始を除く）
２ 処理料金分の粗大ごみ用証紙（ステッカー）を購入します。

●粗大ごみ用証紙は、市内の、スーパー、ホームセンター、コ
ンビニなどで取り扱っています。
●粗大ごみ証紙は、300円の１種類です。粗大ごみ回収セン	
ターで処理料金を確認いただき、必要な枚数を購入して	
ください。

３ 粗大ごみに粗大ごみ用証紙（ステッカー）を貼り、指定された日に自宅前に出します。
●粗大ごみ用証紙は、見やすいところに貼ってください。
●アパートなどの集合住宅は、１階の出入り口付近または駐車場に出してください。
●収集車が自宅前まで入れない場合は、大通りまで出していただく場合があります。
●ごみ収集所には出さないでください。

【粗大ごみに出せないもの】
●以下のものは、千代田クリーンセンターで処理できないため、回収していません。

分類 家電リサイクル対象品 家庭用パソコン 消火器

主な
もの

　　テレビ　　冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・衣類乾燥機　　エアコン

デスクトップパソコン　	ノートパソコン

デスクトップ本体　		パソコンディスプレイ
消火器

出し方 18、19 ページをご覧ください。 20 ページをご覧ください。 ７ページを
ご覧ください。

大型の家電製品
（家電リサイクル対象品以外）

FFストーブ、石油ストーブ、
石油ファンヒーター、除湿器

家具類（椅子、テーブル、タンスなど）、
布団など

自転車

【種類】
●長さが50㎝を超えるもの、大きさが50㎝角を超えるもの、重さが５㎏を超えるもの
●指定袋に入らない大きさのものは粗大ごみになりますが、FFストーブ、石油ストーブ、石油ファ
ンヒーター、除湿器は、指定袋に入る大きさでも粗大ごみです。

見本



ごみ収集所の利用に当たって
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テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの出し方

 

購入した小売店や
量販店が分かる。 

購入した小売店や量
販店が分からない。

購入した小売店や量
販店が近くにない。 

小売店や量販店に処理を
依頼する。

 

小売店や量販店にリサイク
ル券料金と収集運搬料金を
支払う。

郵便局で、廃棄する製品のリサイクル料金を支払い、
リサイクル券を受け取る。 

買い替える。
 

指定引取場所に、リサ
イクル券を添えて、廃
棄する製品を自己搬入
する。 

古くなったものを廃棄する。
 

指定引取場所に
自己搬入ができる。

 指定引取場所に
自己搬入ができない。

 
 

 
 
《指定引取場所》
㈱原幸商店
住　所：大字花沢3448-1
電話番号：21-3751  

一般廃棄物収集運搬業許
可業者に運搬を依頼する
（収集運搬業者は、23ペー
ジを ご覧ください。）

　平成13年４月に「家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）」が施行され、テレビ、冷蔵庫・
冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機の家電４品目については、消費者がリサイクル料金を負担し、
小売業者が引き取り、製造業者がリサイクルを行うことが定められています。
　以下の方法で処理してください。

【対象品】

【出し方】

・市では収集していません。
・ごみ収集所に出されても回収されません。
・千代田クリーンセンターでは処理できません。

出すときの
注意点

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 エアコン洗濯機・衣類乾燥機



ごみ収集所の利用に当たって
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テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの出し方

最 上 川

●自動車学校

国道13号

鷹山の湯●

至市内

至南陽

至福島

至高畠

●米沢浄水管理
　センター

●ガソリン
　スタンド

●米沢市青果物
　地方卸売市場

㈱原幸商店
大字花沢3448-1
☎21-3751 

国
道
13
号

国
道
13
号

【リサイクル料金】
１．処分される品目について、次の項目を確認してください。

◎テレビ…メーカー、画面サイズ	 　◎冷蔵庫・冷凍庫…メーカー、容量（ℓ）
◎洗濯機・衣類乾燥機…メーカー	 　◎エアコン…メーカー

２．一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターに電話でお問い合わせいただくかホー	
ムページをご覧いただくとリサイクル料金が確認できます。
◎電話番号：0120-31-9640　　受付時間：午前９時〜午後５時（日・祝休）
◎ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp/

【家電リサイクル券】
家電４品目を処理する際に必要になります。
小売店に処理を依頼する場合、小売店にリサイクル料金を支払います。
古くなったものを廃棄する場合で、購入した小売店が判らない、または購入した小売店が近くにな
い場合、指定引取場所への搬入前に、郵便局にて家電リサイクル券を購入する必要があります。

【指定引取場所】
自己搬入ができる場合は、下記の指定引取場所で全メーカーの品目を引き取ります。
自己搬入できない場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
収集運搬料金は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に確認してください。



❶申し込みます

「エコゆうパック伝票」が
送られてきます

エコゆうパック
伝票

資源として
再利用

再資源化センターに
配送します❸郵便局に引き取りを依頼

するか持ち込みます❷

メーカーの再資源化センター

郵便局

消費者 ●お客様にエコゆうパック
　を郵送します

パソコンメーカー
リサイクル受付

回収・再資源化のしくみ

デスクトップ
パソコン本体

ノートブック
パソコン

CRTディスプレイ
CRTディスプレイ一体型パソコン

液晶ディスプレイ
液晶ディスプレイ一体型パソコン

●ご購入時の標準添付品（マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど）
　も一緒に回収します。
●プリンタ、スキャナー、ワープロ、PDA、ワークステーション／サーバ、
　ゲーム機、取扱説明書／マニュアル、CD-ROMなどは対象外です。

対象となる機器

20

家庭用パソコンの出し方
　家庭用パソコンは、平成15年10月から資源有効利用促進法に基づ
いて、パソコンメーカーによる回収・リサイクルが始まりました。
使わなくなった家庭用パソコンを廃棄する際は、廃棄するパソコン
のメーカーに回収の申込みを行ってください。

【回収の申込先】 
廃棄するパソコンのメーカーのリサイクル受付窓口	
（メーカーのホームページからも申し込みできます。）

●廃棄するパソコンの回収窓口が分からない場合は、パソコン3R推進協
会のホームページ（http://www.pc3r.jp/）をご覧ください。

・ごみ収集所に出されても回収されません。
・千代田クリーンセンターでは処理できません。

出すときの
注意点

　ＰＣリサイクルマークの付
いたパソコンは、新たな料金
負担なしでメーカーが回収・
再資源化します。
　マークの付いていないパソ
コンは、回収再資源化料金が
必要になります。

回収再資源化料金表（税抜価格）
対象品 料金

デスクトップパソコン本体

3,000円〜
ノートパソコン

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ一体型パソコン

ブラウン管ディスプレイ
4,000円〜

ブラウン管ディスプレイ一体型パソコン
※メーカーによって、料金が異なる場合があります。

詳細は、協会のホームページをご覧ください。
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千代田クリーンセンターへの自己搬入の仕方
【自己搬入できるもの】 
 ●家庭から出た可燃性ごみ、不燃性ごみ、粗大ごみ	
	 ●犬、猫などの動物の死体	
	 ●事業系一般廃棄物（事業活動で生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物）	
　※産業廃棄物は搬入できません。詳しくは市環境生活課にお問い合わせください。

【受付時間】 
 ●月曜日から金曜日まで（土・日、祝日及び年末年始を除く） 
　※土曜日や年末に一部搬入可能な日があります。ごみ収集カレンダーで確認してください。	
	 ●午前：午前９時から午前12時まで　　午後：午後１時から午後４時まで

【処理料金】 
 ●ごみ：10kgにつき180円　　●犬、猫などの動物の死体：１体につき2,000円

【搬入方法】 
 搬入する際は、係員の指示に従って降ろしてください。

品目 搬入する際の注意点

可燃性ごみ、不燃性ごみ それぞれに分別して搬入します。指定袋に入れる必要はありません。

ペットボトル 可燃性ごみの扱いになります。指定袋に入れる必要はありません。

プラスチック製容器包装 可燃性ごみの扱いになります。指定袋に入れる必要はありません。

粗大ごみ 粗大ごみ用証紙を貼る必要はありません。

布団、じゅうたん類 ひもで縛り、長さ２ｍ以下にして、搬入してください。

木材（廃材、剪定枝） 長さ２ｍ以下、太さ（直径）20㎝以下にして、搬入してください。

犬、猫などの動物の死体 段ボール箱に入れるか、毛布などに包んで搬入してください。
副葬品は入れないでください。



投入口

22

小型電子機器（小型家電）の回収
　使用済小型電子機器の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）に基づき、米沢市
では使用済小型電子機器（通称「小型家電」）を回収しています。	
　ご家庭で使用しなくなった小型家電には、金・銀などの貴金属や希少金属（レアメタル）などの
貴重な資源が含まれています。	
　ごみの減量と資源リサイクルのために、小型家電の回収にご協力をお願いします。

【回収方法】 
市役所正面玄関の風除室内に小型家電回収ボックスを	
設置していますので、その中に直接投入願います。	
	

【回収品目】	
●回収ボックスの投入口（30㎝× 15㎝）に入る大きさのものに限ります。	
●回収対象となる通信機器やパソコン類などの電子機器については、下表のとおりです。

通信機器 電話機（ダイヤル式は除く）、ファクシミリ、携帯電話端末、PHS端末、
タブレット型情報通信端末

カメラ デジタルカメラ、ビデオカメラ、一眼レフカメラ、フィルムカメラ

ゲーム機 据置／携帯型ゲーム機、ミニ電子ゲーム機、コントローラー、カセット型ソフト

映像用機器 ビデオテープレコーダー、DVDプレーヤー／レコーダー、HDDレコーダー、
BDプレーヤー／レコーダー、CS／地上デジタルチューナー、プロジェクター

音響機器 デジタルオーデオプレーヤー（フラッシュメモリ型、HDD型）、ICレコーダー、
MD／CDプレーヤー、ラジオカセットレコーダー

パソコン類 ノート型パソコン、USBメモリー、メモリーカード、HDD、基盤、
ハブ・ルーター等の周辺機器、プリンター（レーザープリンターは除く）

他電子機器 ワープロ、電子辞書、プラグ、ケーブル類、ACアダプター、充電器

●次のようなものは、小型家電の対象ではありません。ご注意ください。	
★キーボード、テンキー、マウス

⇒　不燃性ごみ		です。
★スピーカー
★乾電池、コイン電池、ボタン電池

⇒　有害ごみ		です。
★充電式電気シェーバー

●インクリボンは回収できませんので、必ず取り外してください。
●携帯電話やパソコンなどに含まれる情報は、必ず消去してください。
●一度回収した小型家電は返却できません。
●家庭から排出されたものに限ります。事業所から排出されたものは回収できません。
●袋や箱などを回収ボックスに入れないでください。

出すときの
注意点
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◆一般廃棄物収集運搬業の許可業者（五十音順）

No. 事業所名 所在地 電話番号
収集運搬物の種類

ごみ し尿 浄化槽	
汚泥

家庭	
雑排水

1 （有）カトウ衛生企業 大字竹井437-1 28-1253 ●
2 金沢清掃（有） 花沢町一丁目9-87 23-0965 ● ● ●
3 （有）厚生社 大字舘山262-2 23-8105 ● ● ● ●
4 （有）後藤クリーン商会 大字赤崩18727-2 38-2160 ●
5 塩谷物流（有） 大町五丁目4-21 23-1415 ●
6 （株）シグマ 中田町1404-26 37-6133 ●
7 中央清掃（有） 大字花沢3119-18 22-6100 ● ● ● ●
8 （株）原幸商店 大字花沢3448-1 21-3751 ●
9 文化清掃（有） 大字川井2851 28-1399 ● ● ●
10 米沢環境事業協同組合 花沢町一丁目9-81 26-4551 ● ●
11 米沢清掃（有） 中央二丁目5-54 22-6440 ● ● ●
12 （有）渡辺商店 城北一丁目3-28 23-0670 ●

◆浄化槽清掃業の許可業者（五十音順）
No. 事業所名 所在地 電話番号
1 金沢清掃（有） 花沢町一丁目9-87 23-0965
2 （有）厚生社 大字舘山262-2 23-8105
3 中央清掃（有） 大字花沢3119-18 22-6100
4 文化清掃（有） 大字川井2851 28-1399
5 米沢清掃（有） 中央二丁目5-54 22-6440

◆一般廃棄物処分業の許可業者
No. 事業所名 所在地 電話番号 備考
1 （株）県南チップ 大字三沢26100-26 26-1225 処分できるのは、木材のみです。

ごみに関する問い合わせ先
内容 問い合わせ先 電話番号

ごみ全般に関すること 米沢市環境生活課廃棄物対策担当 22-5111
ごみ処理に関すること 千代田クリーンセンター 0238-57-4004
粗大ごみの収集申込み 粗大ごみ回収センター 22-5235
産業廃棄物に関すること 山形県置賜総合支庁環境課廃棄物対策担当 26-6034

冊子内のイラストの一部出典：経済産業省・ごみイラスト素材集（URL・http://www.meti.go.jp/policy/recycle）

R4.2 製作　第１版

一般廃棄物を取り扱う市内の許可業者一覧（令和４年２月末現在）


