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いりません。

4つのRを実行しましょう!
～リサイクルを始める前に～

リサイクルさえすれば資源を有効活用できたということではありません。ごみの処理やリサイク
ルには膨大なエネルギーや費用がかかります。まずはごみを減らすことが大切です。
ごみを減らすためのRではじまる4つの取り組みを心がけましょう。

4 R で ご み 減 量 !

efuseefuse【リフューズ：発生抑制】

euseeuse【リユース：再使用】

educeeduce【リデュース：ごみを減らす】

ecycleecycle【リサイクル：再生利用】

生産者は、技術改良などの努力によって、ごみにならず、リサイクルしやすい商品を作る。
消費者はごみになるものを買ったりもらったりしない。

まずはごみになるものを作らない、もらわないようにしよう。

食料品はメニューの計画を立ててから買い、余らせないようにする。
買い物袋を持参し、余分なレジ袋や過剰な包装を断る。
詰め替え品を利用して容器ごみを減らす。
使い捨て商品はなるべく買わない。
一時期しか使わないものはレンタルを利用したり、友だちに借りたりする。

ごみになるものを増やさないようにしよう。

長くつきあえるものを買い、壊れたら修理する。
いらなくなったら別の使い方を考える。
欲しい人に譲る（フリーマーケットやリサイクルショップも利用）。
繰り返し使用可能な容器（リターナブル容器）の商品を選ぶ。

何度でも繰り返し使えるものを選び、使い捨てる前に他に使い道がないか考えよう。

正しく分別し、資源として出す。
店舗などに設置されている回収ボックスを積極的に利用する。
リサイクル活動の輪をつなげるため、リサイクル品を購入する。

最後まで使ったら、資源として再利用できるものはきちんとリサイクル!
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～地球温暖化防止・低炭素社会～
私たち一人ひとりが身近な環境だけでなく地球規模の環境にも貢献するといった認識を持ち、日常の市民生活
の中で、環境行動に取り組むことによって、より良好な将来の環境づくりを目指しましょう。
地球温暖化防止に向けた足元からの取り組みを手始めに、ひとの環・行動の環をひろげていきましょう。
ふだんの生活の中で、少し気をつければ減らせる二酸化炭素はたくさんあります。できることを選んでやってみ
ましょう。

メタンや二酸化炭素などは、一般に温室効果ガスと呼ばれ地球温暖化の原因となります。
家庭から排出される温室効果ガスのうち、自動車からの排出が全体の約３割を占めており、地球温暖化の
要因の一つとなっています。
環境への影響を減らすために、外出するときは自家用車の使用を控えて、電車などの公共交通機関や自転
車を利用しましょう。また、自動車を運転するときは環境に配慮した運転「エコドライブ」を実践するなど
の取り組みをお願いします。
なお、エコドライブを実施するときは、無理をせず、安全に運転できる範囲内で取り組んでください。

● ごみの分別を徹底しましょう。
● 買い物袋を持参しましょう。
● 調理の際には食べ残しのないように必要な分だけつくりましょう。
● 生ごみは堆肥化にこころがけましょう。
● 使い捨てのものではなく、長く使えるものを選びましょう。
● 環境に配慮した製品を優先的に購入しましょう。
● 過剰包装は断りましょう。
● ばら売りや量り売りなど、包装の少ないものを選んで購入しましょう。
● 集団回収など資源ごみのリサイクルに協力しましょう。
● 家具や家電はなるべく修理して使いましょう。
● フリーマーケットやリサイクルショップを活用しましょう。

ごみの減量、リサイクルを推進しましょう。

上手な自動車使用で、地球温暖化防止に取り組みましょう。

広げよう！ひとの環・行動の環
わ わ

● 急な加速、減速を少なくし、速度にムラのない運転をする
● 車を停めるときはエンジンを切る（アイドリングストップ）
● 不要な荷物は積まない
● エアコンの使用を控えめにする

エコドライブの一例

警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省で構成する「エコドライブ普及
連絡会」では、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる１１月を、
「エコドライブ推進月間」と位置付けています。

エコドライブ推進月間
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集積場でのごみ出しルール
　市が収集を行っているごみ集積場にごみを出す場合は、以下のルールを守りごみ
を出してください。
※一部の集合住宅等において、管理者（会社）によりごみの回収処分が行われている集積場は除きます。

◦ごみの分別ルールを守りごみを出してください。
　・�ごみの分別ガイドブックやごみ収集カレンダーにより、ごみの分別方法を確認し、分別ルールを守りごみを出
してください。

　・分別ルールが守られていないごみについては収集をしません。
　・�事業活動に伴い発生するごみについては出すことができません。（処分の方法については20～21ページを参照）
◦指定ごみ袋、指定ごみシールを使用してください。
　・�可燃ごみ、その他プラスチック、破砕ごみについては、市指定のごみ袋に入れて出してください。
　・粗大ごみについては、市指定のごみシールを貼って出してください。
　・�指定ごみ袋に入りきらない大きさのごみについては粗大ごみとして出してください。
　・�指定ごみ袋、指定ごみシールには排出者の氏名を記入して出してください。

◦決められた集積場にごみを出してください。
　・�各自治会（集合住宅の場合は管理者）によって決められている集積場にごみを出してください。
　・�利用できる集積場の場所が判らない場合については、地域の自治会や住宅管理者等へ問い合わせ確認をして
ください。

　・�集積場の利用にあたっては、自治会等により定められたルールを守り、他の利用者に迷惑をかけないようにし
てください。

◦決められた時間までに決められたごみを出してください。
　・�ごみ収集カレンダーにより収集対象となるごみの種類を確認し、集積場に収集対象のごみを出してください。
　・収集対象のごみについては、収集日当日、午前8時までに集積場に出してください。
　・�収集作業が終わった後に出されたごみについては収集をしません。
　・�収集対象以外のごみを事前に出す行為は、集積場内にごみが混在し、集積場の他の利用者の迷惑になるとと
もに、円滑な収集作業にも支障がでることからやめてください。

集積場での警告シール
　収集条件を満たしていないごみについては、左記
の警告シールを貼り集積場に残します。ごみを出さ
れた方は、警告シールの内容を確認し、ごみを持ち
帰り適切な処理をしてください。
◦ごみの収集をおこなわない理由
　・�収集日をまちがえてごみが出されている。
　・�収集後に出されたごみ（後出しごみ）である。
　・�市指定のごみ袋が使用されていない。
　・�市指定のごみシールが貼られていない。
　・�回収用コンテナに入れるごみの量が多すぎる
　　※収集時にコンテナからごみがこぼれ落ち周囲に散乱する
　・�ペットボトルのラベル・キャップがはがされていない。
　・�袋に入ったままのペットボトル、ビン類、金属が出されている。
　・�スプレー缶の中身が残っている。
　・事業活動により出されたごみは収集しません。
　・�市では収集することができないごみである。
　・�分別のルールが守られていない。
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栗東市指定ごみ袋等取扱店証票

登録番号 第 号 店舗名 登録日 令和 年 月 日 

             
 
 
 

 

店番 
 

000 
 １ お客様から見やすいところに掲示ください。 

２ 不要になった場合は返却下さい。 
３ 登録店舗外での使用はできません 

市指定のごみ袋・ごみシール
◦市指定のごみ袋

可燃ごみ用（赤色半透明）
種　類 手数料

大（45㍑） 10枚入り　500円
中（30㍑） 10枚入り　350円
小（15㍑） 10枚入り　200円

その他プラスチック用（無色透明）
種　類 手数料

大（45㍑） 10枚入り　450円
中（30㍑） 10枚入り　300円

破砕ごみ用（緑色半透明）
種　類 手数料

大（45㍑） ５枚入り　250円
中（30㍑） ５枚入り　175円
小（15㍑） ５枚入り　100円

◦市指定のごみシール
粗大ごみ用

種　類 手数料
大型家具等用

（青色） １枚　500円

その他粗大ごみ用
（オレンジ色） １枚　150円

※�大型家具等とは、1人では持ち運びできない大きさのものや、
概ね20kgを超えるものです。
※�その他粗大ごみとは、上記以外のもので、指定ごみ袋（45㍑）
に入らないものです。

市指定のごみ袋・ごみシールの取扱店
　市指定のごみ袋、ごみシールは、市内
のスーパーマーケット、コンビニエンス
ストアなどで、販売しています。右記の
栗東市指定ごみ袋等取扱店証票の表示の
ある店舗にて購入してください。
※栗東市役所では取扱いをしていません。

集
積
場
へ
の
ご
み
の
出
し
方・ご
み
出
し
の
ル
ー
ル

4



150円

ごみの分別方法・ごみの出し方
（可燃ごみの集積場に出す）

可
燃
ご
み

内　　　　容
台所ごみ（調理くず、生ごみ、貝殻等）
紙くず（リサイクルできないもの）、布くず
カセットテープ、ビデオテープ、フィルム、写真
ゴム製品（手袋、ホース、輪ゴム等）
皮革製品、木製品、紙製品（包装紙、紙袋等）
くつ、スリッパ、草履、下駄、ビーチサンダル
ぬいぐるみ、ボール（スポーツ用具等）
布団、マットレス、枕、クッション
カーテン、すだれ、カーペット、じゅうたん
くつした、ストッキング、帽子
生理用品、湿布薬、カイロ、保冷剤、乾燥剤
紙おむつ　※汚物は取り除く
廃食用油（てんぷら油）　※固形化等をしたもの
油粕（肥料）、犬猫のふん
ローソク、マッチ、花火、炭
草木類、竹類、木くず（建設廃材を除く）
点滴バック、チューブ（針は医療機関へ）

袋に入らない剪定した枝木、竹の処分方法について
剪定した枝木、竹類
　剪定した枝木、竹類については、50cm程度の長さに切り、20kg以内に束ねてまとめてください。
　市指定シール（その他粗大ごみ用：150円）を貼って粗大ごみの収集日に出してください。

出し方注意事項
〇 市指定の可燃用のごみ袋に入れ、氏名を記入して出してください。
〇  指定袋に入りきらないものについては粗大ごみとして粗大ごみの収集日に出してください。
〇 紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。
〇  生ごみは水分を十分切ってから出してください。
　  生ごみはほとんど水分です。水切りするだけで、生ごみの重量を減らすことができます。
　 ※生ごみ等を新聞等で包む場合は、最小限度でお願いします。
　　（ごみ袋全体を新聞紙等で包んだものについては収集をしません。）

● 上手に水切りする方法 ●
　❶ 野菜の皮などの乾いているごみは濡らさないで、直接ごみ袋に入れましょう。
　❷  台所のストレーナや三角コーナーの生ごみは、水分を切るため一晩置いてか

ら出しましょう。
　❸  台所のストレーナや三角コーナーの生ごみは、ペットボトルの底などで押し

て水分を十分に切りましょう。

くつ・スリッパ等

紙くず（リサイクル
できないもの）・

布くず

台所ごみ（残飯等）
（水分を十分切って出す）

ぬいぐるみ

ふとん・カーペット類

紙おむつ

点滴バック・チューブ
（針は医療機関へ）

カセットテープ・
ビデオテープ

可
燃
ご
み
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小袋

小袋
小袋

小袋

ごみの分別方法・ごみの出し方
（資源ごみの集積場に出す）

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

内　　　　容
● 容器包装プラスチック（下記のマークがついたもの）
　　カップラーメン等の袋、容器
　　スナック菓子等の袋
● 食品トレイ
● 発泡スチロール
● 日用品等のプラスチック製品
　　ネット袋、ビニール袋、レジ袋、ポリ袋、網袋
　　植木鉢、プランター、うちわ、おまる、石油ポンプ
　　衣装ケース、収納ケース、ハンガー、絵具チューブ
　　タッパ、まな板、ラップ、レトルトパック、プリン等の容器
　　サラダ油容器、食用油容器、卵パック、豆腐等の容器
　　カセットテープケース、ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤ・ビデオケース
　　シャンプー容器、洗剤容器、化粧品容器、錠剤ケース
　　テーブルクロス、ビニールシート、ビニール風呂敷
　　湯たんぽ、ほ乳瓶、ポリタンク、ポリ容器
　　チューブ容器（マヨネーズ、ケチャップ、歯磨き粉）
　　文房具、バケツ、チューブ容器

出し方注意事項
〇 市指定のその他プラスチック用のごみ袋に入れ、氏名を記入して出してください。
〇  指定袋に入りきらないものについては粗大ごみとして粗大ごみの収集日に出してください。
〇 容器類のふたは、必ずはずしてください。
〇  水ですすぐなどの方法で汚れを取り除いてください。（水は十分切ってください。）
〇  汚れが落ちないものは、可燃ごみとして出してください。
〇 食べ物などの中身が残ったままで出さないでください。
　 きれいに出された他のプラスチックにも汚れが広がりリサイクルできなくなります。

〇  その他プラスチックは、収集後、環境センターで手選別を行い、種類別に分けたり、異
物を取り除いています。レジ袋等にまとめて入れたものを、指定ごみ袋に入れる行為（「2
重袋」）は選別作業に支障が出ることからやめてください。

カップラーメン等の容器

発泡スチロール
ペットボトル等のふた

食品トレイ
（白色・色柄）

スナック菓子等の袋 卵パック・とうふ等の容器
マヨネーズ

文具類

ビニール袋

洗剤

ポリタンク

バケツ

シャンプー・リンス

洗面器等の
日用品雑貨

環境センターにおける手選別作業の様子

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
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内　　　　　容

内　　　　　容

内　　　　　容

ごみの分別方法・ごみの出し方
（破砕ごみの集積場に出す）

破
砕
ご
み

内　　　　容
●  金属、プラスチック、ガラスなど、複数の素材が使

用されているもの
　　小型家電類、ゲーム機、懐中電灯、ＣＤ、刃物類
　　囲碁・将棋盤、入れ歯、腕時計、カバン、ゴルフクラブ
　　ＬＥＤ電球、蛍光灯、白熱灯など
●  ガラス製品
　　化粧品容器、鏡、ガラスなど
●  陶器、陶磁器製品
　　植木鉢、茶碗、皿など

出し方注意事項
〇 市指定の破砕用のごみ袋に入れ、氏名を記入して出してください。
〇 指定袋に入りきらないものについては粗大ごみとして粗大ごみの収集日に出してください。
〇 割れたガラスや刃物類は、紙等で包み中身を表示して出してください。
〇 かさ・蛍光灯等長いものは一部が袋の外に出ていてもかまいません。
〇 プラスチックのみでできている製品は、その他プラスチックとして出してください。
〇 取り外しができる金属類については、金属ごみとして出すことも出来ます。
〇 ごみ収集車の火災事故防止の為、家電類に内蔵のバッテリー、電池は必ず抜いてください。
〇 使用済み小型家電は、集団回収や回収ＢＯＸを利用し出すことも出来ます。（12ページ参照）

破砕ごみとして出せないもの
スプレー缶、カセットコンロ用ガスボンベ → 中身を使い切りスプレー缶として出してください。
ガスライター　→ 中身を使い切りガスライターとして出してください。
乾電池、コイン電池 → 乾電池として出してください。
小型充電式電池（バッテリー）、ボタン電池 → 市内のリサイクル回収協力店へ（9ページ参照）
ノートパソコン → 使用済み小型家電のリサイクル（12ページ参照）

※主なもの

粗
大
ご
み

内　　　　容

大
型
家
具
等

● 20kgを超えるものや一人での持ち運びができないもの
　　ベッド、タンス、オルガン、電子ピアノ、
　　マッサージ器、机、食器棚等

そ
の
他
粗
大
ご
み

● 市指定のごみ袋に入らないもので、大型家具等以外のもの
　　自転車、ベビーカー、スーツケース、
　　衣装ケース、プランター、
　　カーペット、布団等

出し方注意事項
〇 粗大ごみの種類に応じて市指定のごみシールに氏名を記入して貼って出してください。

粗大ごみとして出せないもの
〇 特定家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機） → 特定家電リサイクル（14ページ参照）
〇 デスクトップパソコン → パソコンのリサイクル（13ページ参照）
〇 バイク、オートバイ、スクーター → 自動二輪車リサイクル（17ページ参照）
〇 業務用機器（複合コピー機等）、ソーラーシステム、自動車の部品、農機具類、ピアノ → 販売店等へ

※主なもの

茶碗・皿・ガラス食器等

化粧品容器
（陶器製・ガラス製）

電球

ベッド・
スプリング入り
マットレス

コンパクト
ディスク

自転車

ベビーカー

カラーボックス

スーツケース

タンス

ソファー 机

かさ・蛍光灯
刃物

ガラス

そうじ機等
小型家電製品鏡

食器乾燥機

破
砕
ご
み
／
粗
大
ご
み
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白 茶 黒 青

ごみの分別方法・ごみの出し方
（資源ごみの集積場に出す）

ビ
　
ン

内　　　　容
● 飲料、食用、調味料等のガラス製のビンに限る

出し方注意事項
〇 王冠やキャップ、中栓は必ずはずして、中を軽く水洗いしてください。
〇 プラスチック製のキャップはその他プラスチックとして出してください。
〇 無色透明、茶、青・緑、黒の4種類に色分けし、各色別のコンテナにビンのみを入れてください。
〇 色が判断しにくいものは、ビンの底の厚い部分で色を見分け、色の濃い方へ分別してください。
〇  プリントで色がついているものは、口の部分やビンの底の厚い部分で色を見分け、色の濃い方へ分別して

ください。
〇 ビール瓶や一升瓶は、販売店に引き取ってもらいましょう。
〇 色別に別車両で収集しています。一度収集をおこなった色については収集されません。

ビンとして出せないもの
〇 耐熱ガラス、板ガラス、コップ、化粧品および農薬等の空きビン → 破砕ごみとして出してください。
〇 陶器、陶磁器製のビン → 破砕ごみとして出してください。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

内　　　　容
● 飲料用、調味料用等で、ボトルのラベル等に下のマークがついているものに限る

出し方注意事項
〇 キャップとラベルを必ず外してください。※キャップ、ラベルはその他プラスチックとして出してください。
〇 中を軽く水洗いしてください。
〇 ペットボトルを押しつぶしてコンテナへ入れてください。

〇  収集時にコンテナからペットボトルがこぼれ落ち周囲に散乱する可能性がある場合は収集しません。
　 空いているコンテナを十分に活用してください。※コンテナが足りない場合は追加配布することができます。

ペットボトルとして出せないもの
〇 取り外したプラスチック製のキャップやラベル → その他プラスチックとして出してください。
〇 ＰＥＴマークの表示のないプラスチック製容器等 → その他プラスチックとして出してください。

色分け種類（4種）

無
色
透
明
ビ
ン

茶
色
ビ
ン

黒
色
ビ
ン

青
色
・
緑
色
ビ
ン

① ② ③

ビ
ン
／
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
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乾電池回収箱

ごみの分別方法・ごみの出し方
（資源ごみの集積場に出す）

古
紙
・
古
着
類

内　　　　容

出し方注意事項
〇 集積場に出す際には、種類別（新聞・雑誌・ダンボール類、紙パック）にまとめて置くようにしてください。
〇  新聞・雑誌・ダンボール類、紙パックは、袋に入れずに必ずヒモ等で十文字にくくって集積場に出してくだ

さい。
〇 古着類は、透明または半透明の袋に入れて出してください。
〇 種類別に別車両で収集しています。一度収集をおこなったものについては収集されません。
〇 ちいさなメモや箱の切れ端などの「雑がみ」も回収対象になります。
　 雑誌に挟み込んだり、紙袋に入れて、雑誌といっしょに出してください。

新聞類
（折込チラシ含む）

雑誌類（雑誌・書籍・包装
紙・紙類・紙封筒・コピー
用紙・ノート等を含む）

ダンボール類
（紙製の箱類も含む） 古着類 紙パック

〇 布団・枕・布くず・カーペット・ぬいぐるみ等 → 可燃ごみとして出してください。
〇 ビニールやアルミ等の合成紙（袋や箱）・カーボン紙・感熱紙・写真・におい、汚れ、油のついた紙等
 　→ 可燃ごみとして出してください。

古紙・古着類として出せないもの

乾
電
池

内　　　　容

出し方注意事項
〇  乾電池、コイン電池は、乾電池回収箱（黄色いコンテナ）に入れてください。
〇 コイン電池は、電極にテープを貼り絶縁してください。

〇 ボタン電池（アルカリボタン電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池）
　→ 市内のボタン電池回収協力店の回収缶へ
　　アヤハディオ栗東店、コメリパワー栗東店、サノデンカ、ハシモト電器、㈱ヤマダ電機テックランド草津栗東店、
　　フレンドマート栗東御園店、アル・プラザ栗東、フレンドマートＤ小柿店、フレンドマート栗東店
〇 小型充電式電池（ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛蓄電池）
　→ 市内の小型充電式電池回収協力店の回収ボックスへ
　　アヤハディオ栗東店、コメリパワー栗東店、サノデンカ、ハシモト電器、
　　㈱ヤマダ電機テックランド草津栗東店、フレンドマート栗東御園店、アル・プラザ栗東、
　　フレンドマートＤ小柿店、フレンドマート栗東店、リットー電化、ながら電器店

乾電池として出せないもの

アルカリ乾電池、マンガン乾電池 コイン電池（記号がCRやBRからはじまるもの）

古
紙・古
着・乾
電
池
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金属類ごみの日
スプレー缶専用箱

乾電池回収箱を併用

金属類ごみの日
スプレー缶専用箱

乾電池回収箱を併用

金属類ごみの日
スプレー缶専用箱

乾電池回収箱を併用

金属類ごみの日
スプレー缶専用箱

乾電池回収箱を併用

金属類ごみの日
スプレー缶専用箱

乾電池回収箱を併用

ごみの分別方法・ごみの出し方
（資源ごみの集積場に出す）

出し方注意事項
〇 缶は、水ですすぐなどし、汚れを取り除く。
〇 石油ファンヒーター、石油ストーブはタンクと本体の灯油や乾電池は必ず抜く。
 　※乾電池は乾電池の日に出す。
〇 大きいもの以外は、指定のコンテナに入れる。
〇 収集時にコンテナから空き缶等がこぼれ落ち周囲に散乱する可能性がある場合は収集しません。
 　空いているコンテナを十分に活用してください。※コンテナが足りない場合は追加配布することができます。
〇   スプレー缶・カセットボンベ缶は必ず使い切り、黄色いシールで「金属類ごみの日スプレー缶専用箱」と

明示してある指定のコンテナに入れる。

金
属
類

内　　　　容

ジュース等の空き缶、ガスコンロ
カセットガスコンロ、石油ファンヒーター
石油ストーブ、鍋、やかん、スプーン等
台所用アルミホイル
スプレー缶、カセットボンベ缶
その他の金属製品 ジュース等の空き缶

ナベ・ヤカン・
スプーン等

スプレー缶・
カセットボンベ缶

台所用
アルミホイル

ガスコンロ
カセットコンロ
石油ファンヒーター
石油ストーブ

ごみ収集車の
火災事故防止にご協力を!!
ごみの中に、中身の残っているカセッ
トボンベ缶、スプレー缶やガスライタ
ーが入っていることが原因で、ごみ収
集車が火事になっています。カセット
ボンベ缶、スプレー缶やガスライター
は使い切ってから、必ずガス抜きをし
て専用のコンテナに出しましょう。

左の写真は、破砕
ごみに出していた
ため、パッカー車
から出火した実例

スプレー缶、カセットボンベ缶の出し方

必ず使い切る

❶ 必ず中身を全部使い切ってください。
　�スプレー缶等に中身の出し方が書いてある場合は、その通りにしてください。
残ったガスを出し切るための「中身（残ガス）排出機構」がついている場合があり
ます。
　※�中身を出すときは、新聞紙やボロ布を巻きつけるなどして中身が飛び散っ
て周囲を汚したりしないような工夫をしましょう。

　★��中身が残ったまま出すと、発火事故の原因となり大変危険です。�
❷  穴をあけていただく場合は、風通しのよい屋外で作業をしてください。
　穴をあける道具はスーパーやホームセンターなどで買えます。
　★��中身が残ったままの状態で穴をあけたり、火の気があるところや、風
通しの悪い屋外で穴をあけることは、非常に危険です。�

❸ 他のごみと絶対に混ぜないでください。
　�カセットボンベ缶、スプレー缶だけを「金属類ごみの日スプレー缶専用
箱」と明示してあるコンテナに入れてください。

出し方注意事項
〇  必ず使い切り、ガスを抜き取り、赤いシールで「ガスライターの日ガスライター専用回収箱」と明示して

ある黄色いコンテナに入れる。　※乾電池回収箱を併用しています。
〇  分離ができれば、金属部分は金属類へ、プラスチック部分はその他プラスチックに出す。

ガ
ス
ラ
イ
タ
ー

内　　　　容
使い捨て等ガスライター

ガスの抜き方の例
❶ 周囲に火の気がないことを確認する。
❷ 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。 
❸ 輪ゴムや粘着力の強いテープで、操作レバーを押し下げたまま固定する。
❹ 「シュー」という音が聞こえれば、ガスが抜けている。
　 （聞こえない場合は炎調整レバーをプラス方向にいっぱいに動かす）
❺ この状態のまま、風通しがよく付近に火の気がない屋外に半日から1日放置する。
❻ 確認のために着火操作をする。火が着かなければ、ガス抜き完了。

注意●火の気がないことを確認し、風通しのよい屋外で行いましょう。

（参考：一般社団法人日本喫煙具協会ホームページ）

金
属
類
／
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
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消毒

在宅医療廃棄物の出し方について
　在宅療養による医療廃棄物のうち、注射器や注射針等感染性を有するおそれのあるものは、医療機関
や薬局で引き取りしています。ごみ集積場には出せませんので、以下により処理してください。

注射針 ・ 注射器

　在宅療養による医療廃棄物のうち、ご使用になった注射
針等は、主治医に相談し、かかりつけの医療機関・回収薬
局に引き取ってもらってください。

　使用済み注射針等回収薬局から処方せんにより受け取り、
使用済みとなった注射針等は、回収容器に入れて回収薬局
に返却してください。

家庭等による処理 （非感染性在宅医療廃棄物）

　家庭から感染性を有しない医療廃棄物を排出する場合は、品物により、可燃ごみ・そ
の他プラスチックごみ・破砕ごみに分別して出してください。

紙おむつ（汚物は取り除くこと）・人工肛
門バッグ・腹膜透析バッグ、点滴バッグ
類、ガーゼ・脱脂綿類、服用しなかった薬、
薬の外袋(紙)�使い捨て浣腸容器(プラスチ
ック)

可燃ごみ

薬の外袋(プラスチック)、薬の梱包材(プ
ラスチック)、薬品の容器(プラスチック)

その他プラスチックごみ

消毒薬等の空きびん

破砕ごみ

在
宅
医
療
廃
棄
物
に
つ
い
て
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使用済み小型家電のリサイクル
　平成25年4月から、使用済み小型家電の回収・リサイクルを促進する為、「小型家電リサイクル法」が
施行されました。栗東市では、平成27年度より下記の２つの方法で使用済み小型家電の分別回収を実施
しています。

無 料

ボックス回収 市内10箇所に回収ボックスを設置し使用済み小型家電を回収しています。

● 回収ボックス設置場所
設 置 場 所

1 栗東市役所正面玄関口（栗東市安養寺一丁目13番33号）
2 栗東西図書館（栗東市綣二丁目4番5号�2F）
3 栗東図書館本館（栗東市小野223番地）
4 栗東市環境センター（栗東市六地蔵31番地）
5 コミュニティセンター金勝（栗東市御園982番地）
6 コミュニティセンター葉山（栗東市高野622番地1）
7 コミュニティセンター治田（栗東市坊袋161番地1）
8 コミュニティセンター治田西（栗東市小柿五丁目1番8号）
9 コミュニティセンター大宝（栗東市綣七丁目9番21号）
10 コミュニティセンター大宝西（栗東市霊仙寺四丁目2番63号）

● 回収時間
各施設の開庁、開館時間内のみ

● 回収対象物に関する注意事項
ボックスの投入口に入る使用済み小型家電のみが回収対象となります。
ボックスの投入口の寸法　１～３の施設（28cm×17.5cm）�４～10の施設（25cm×10cm）

集団回収 年に２回、指定場所で使用済み小型家電を回収しています。

● 回収場所および実施時期
例年、なごやかセンター駐車場（栗東市総合福祉保健センター）にて回収を実施しています。
実施時期につきましては、詳細決定後、市ホームページ、広報等でお知らせします。

使用済み小型家電回収対象品目の一例
パソコン、携帯電話、電気音響機器、電子辞書、生活家電類（電気かみそり、電気ポット、ヘアドライヤー、
扇風機、掃除機、電気ストーブ、電気照明器具）、調理家電類（オーブンレンジ、コーヒーメーカー、炊飯器、
ホットプレート、電子レンジ、ジューサーミキサー、電磁調理器など）、電動工具類、ゲーム機類（電気で
作動するもの）、カー用品類（電気で作動するもの、カーナビ、カーテレビ、カーステレオなど）、家庭用
医療用器具（電気で作動するもの）など

回収できないもの
特定家電4品目（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機）
大型マッサージチェア、介護用ベッド、エレクトーン、ランニングマシーンなどの大きな
家電、電池、バッテリー、プリンタ用インクカートリッジ

注 意 ボックスに投入されたもの、集団回収で出されたものは返却できません。
ダンボール、袋、発泡スチロール等の梱包関連資材はお持ち帰りください。

使
用
済
み
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
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購入期間

平成15年9月30日以前

平成15年10月1日以降

なし

ある

リサイクル時の料金

回収・リサイクル料金が必要

（販売価格にリサイクル料金が含まれているので）無料

購入期間

平成15年9月30日以前

平成15年10月1日以降

なし

ある

リサイクル時の料金

回収・リサイクル料金が必要

（販売価格にリサイクル料金が含まれているので）無料

回収拠点へ

パソコンのリサイクル
　みなさんのご家庭から排出されるパソコンについては、平成14年に施行された改正資源有効利用促進
法に基づき、下記の方法にて廃棄処分をお願いします。

無 料（リサイクルマーク付のもの）

１．パソコンの製造メーカーがわかる場合
直接各メーカーのパソコンリサイクルの受付窓口へ申し込んで
ください。
連絡先は、各社のホームページなどで公表されています。

ディスクトップ
パソコン本体

ブラウン管式
ディスプレイ
一体型パソコン

● パソコンリサイクルの対象
ノートパソコン 液晶ディスプレイブラウン管式

ディスプレイ

液晶ディスプレイ
一体型パソコン２．回収するメーカーが存在しない場合

　　　（自作パソコン、メーカーが倒産した場合など）

リサイクル方法や料金など詳しくは、下記までお問い合わせください。
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】　https://www.pc3r.JP/

上記の方法以外に、使用済み小型家電として処分することもできます。（12ページ参照）

廃食用油のリサイクル
　皆さんのご家庭から可燃ごみとして排出されている廃食用油は、バイオディーゼル燃料等にリサイク
ルすることができます。
　栗東市では、平成31年度より市内に回収拠点（下記参照）を設け分別回収を実施しています。

無 料

● 回収ボックス設置場所
設 置 場 所

1 栗東市役所正面玄関口（栗東市安養寺一丁目13番33号）
2 栗東市環境センター（栗東市六地蔵31番地）
3 コミュニティセンター金勝（栗東市御園982番地）
4 コミュニティセンター葉山東（栗東市六地蔵714番地1）
5 コミュニティセンター治田（栗東市坊袋161番地1）
6 コミュニティセンター治田東（栗東市安養寺205番地）
7 コミュニティセンター治田西（栗東市小柿五丁目1番8号）
8 コミュニティセンター大宝（栗東市綣七丁目9番21号）
9 コミュニティセンター大宝東（栗東市綣二丁目4番5号）
10 コミュニティセンター大宝西（栗東市霊仙寺四丁目2番63号）
11 スター栗東安養寺店（栗東市安養寺三丁目２番18号）

● 回収時間
各施設の開庁、開館、営業時間内のみ

● 出し方
①�使い終わった食用油を軽くこし、カスを取り除く。
②�ペットボトル等の密封できる容器に入れ、キャップをしっかり閉める。
　※油が十分に冷めてから実施してください。
　※外面に油がついていたら、きれいにふき取ってください。
　※ペットボトルの大きさは２リットル以下でお願いします。
③�回収拠点にある回収ボックスに容器ごと入れる。
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有 料特定家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）のリサイクル
　みなさんのご家庭から排出されるエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機の家電製品については、「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」に基づ
き、下記の方法にて廃棄処分をお願いします。

（１）購入したお店がわかる場合

注 意
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄処分するためにはリサイク
ル料金が必要です。購入店、一般廃棄物収集運搬委託業者に廃棄処分を依頼した場合は、
リサイクル料金とは別に収集料金が必要になる場合があります。

１．新しい商品に買替える場合
新しい商品を購入するお店で引き取ってもらうことが出来ます。（引取義務品）
収集料金等については、お店に直接お問い合わせください。

２．廃棄のみ場合

購入したお店で引き取ってもらうことが出来ます。（引取義務品）
収集料金等については、お店に直接お問い合わせください。

（２） 購入したお店がわからない、営業していない、引越し等に
より遠方にある場合

① 指定引取場所に直接持ち込みする方法
　事前にリサイクル料金を郵便局で納付し、下記の指定引取場に持ち込みます。
　持ち込み方法、営業日等の詳細については指定引取場に直接お問い合わせください。

株式会社ケイロジ草津営業所
（リサイクル事業／家電リサイクル法指定引取り場）
住所：滋賀県草津市駒井沢町１９８－１
ＴＥＬ：０７７－５６８－３００３　ＦＡＸ：０７７－５６８－３００８
営業時間9：00～12:00、13:00～17:00受付終了は営業時間の30分前
月曜日～土曜日（祝日をのぞく）
※１部の土曜日、年末年始は、休業日の場合があります。

② 一般廃棄物収集運搬委託業者に廃棄を依頼する方法
　次の業者に収集を依頼することが出来ます。
　収集料金等については、業者に直接お問い合わせください。

業者名 住　所 電話番号 ＦＡＸ
栗東総合産業株式会社 栗東市十里244 077-552-1711 077-553-4710
日映興業株式会社 栗東市苅原136-1 077-552-8311 077-552-8312

※リサイクル料金等に関する詳細については下記へお問い合わせください。
　一般財団法人家電製品協会　家電リサイクル券センター
　ＴＥＬ：0120-319640　　【ホームページ】　https://www.rkc.aeha.or.jp/

品　目 リサイクル料金（税込）
エアコン ���990円　～　9,900円

テレビ

ブラウン管（15型以下） 1,320円　～　3,100円
ブラウン管（16型以上） 2,420円　～　3,700円
液晶・プラズマ（15型以下） 1,870円　～　3,100円
液晶・プラズマ（16型以上） 2,970円　～　3,700円

冷蔵庫・冷凍庫 170リットル以下 3,740円　～　5,200円
171リットル以上 4,730円　～　6,149円

洗濯機・衣類乾燥機 2,530円　～　3,300円

● リサイクル料金（参考）　 令和2年4月現在
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廃消火器の処分方法について
　平成22年１月１日より（一社）日本消火器工業会の廃消火器リサイクルシステムが始まり、廃消火器
については特定窓口、指定引取場所にて回収されるようになりました。
　つきましては、下記市内の特定窓口に持ち込んでいただくか、引き取りを依頼してください。
　また、特定窓口での回収以外に、ゆうパックによる引き取りを依頼する方法もあります。

有 料

注 意
外国製消火器、エアゾール式消火具は回収の対象外です。
消火器メーカーが製造したエアゾール式製品の処分方法は、各メーカーにお問い合せくだ
さい。製造元が不明の場合は、（一社）日本エアゾール協会にご相談ください。

栗東市内の特定窓口
※特定窓口は、主に「消火器の販売代理店」や「防災・防犯事業者」が担っております。
■ ㈱奥山ポンプ商会栗東営業所 栗東市目川１０７６ ＴＥＬ．077-552-1119
■ 日本防火産業㈱滋賀営業所 栗東市坊袋２１７－１ ＴＥＬ．077-553-0119
■ アシスト防災 栗東市北中小路３９２ ＴＥＬ．077-553-7655
※�平成２２年（２０１０年）以前に製造された消火器（リサイクルシールが貼られていないもの）は
リサイクルシール料金が必要となります。
※リサイクル料金以外に運搬料・保管料がかかる場合があります。

下記コールセンターに引取申し込みを行うと、代金引換で消火器発送用の箱や、ゆうパック伝票などが送られ
てきますので、送られてきた箱に消火器を入れて、ゆうパックで送ってください。

　★ ゆうパック専用コールセンター　ＴＥＬ．０１２０－８２２－３０６
　　　　（受付時間）　10:00～12:00　13:00～17:00　※土・日・祝日を除く

　　　問い合わせ先　（一社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）
　　　　　　　　　　ＴＥＬ．03-5829-6773　ホームページ　https://www.ferpc.jp/

ゆうパックによる引き取り依頼の方法
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バッテリー（自動車・二輪車用）の処理について
　バッテリーの購入店舗にご相談いただくか、下記協力店にお問い合せください。

廃タイヤの処理について
　廃タイヤの処理については「廃タイヤ取扱い協力指定店」の表示があるタイヤ販売店やガソリンスタ
ンドにご相談ください。なお、処理は有料となります。
　また、料金についてはタイヤサイズにより異なりますので、事前に協力指定店に電話でご確認をお願
いいたします。

有 料

無 料

栗東市内の使用済みバッテリーリサイクル協力店
■ ㈲旭電機 栗東市小柿9-4-34 ＴＥＬ．077-552-0848
　　　【受付日】毎週金曜日　　　　　　　　　　　　　【受付時間】　9:00～17:00

■ 山川電機㈱栗東営業所 栗東市林417-4 ＴＥＬ．077-552-3205
　　　【受付日】月～土曜日（第2土曜、祝日のぞく）　　【受付時間】　9:00～18:00

■ カワイデンキ㈱ 栗東市小野733-1 ＴＥＬ．077-552-1029
　　　【受付日】月～土曜日（第2土曜、祝日のぞく）　　【受付時間】　9:00～18:00
※�自動車等の標準的なバッテリーは無料ですが、特殊な形状のものは一部有料となる場合があります。
持ち込む前に電話で確認してください。

注 意 鉛蓄電池以外（ニッケル水素電池、リチウムイオン電池など） は回収対象外です。
小型密閉鉛蓄電池（二輪車用除く）や産業用鉛蓄電池は回収対象外です。

自動車用鉛蓄電池リサイクルシステムに関するお問い合わせ
■ 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会（SBRA） ＴＥＬ．03-5425-2080

 【ホームページ】　http://www.sbra.or.jp/

栗東市内の廃タイヤ取り扱い協力指定店
■ トーヨータイヤ京滋北日本販売㈱栗東営業所
 栗東市大橋7-6-35 ＴＥＬ．077-552-3551

■ ブリヂストンタイヤジャパン株式会社京滋カンパニー栗東営業所
 栗東市下鈎617 ＴＥＬ．077-552-4462

■ ヨコハマタイヤ滋賀販売㈱栗東営業所
 栗東市林296-1 ＴＥＬ．077-552-2391
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バイクの処理について
　右のステッカーの貼ってある「廃棄二輪車取扱店」に引き取りを依頼して
ください。
　取扱店が不明な場合などは、下記にお問い合わせください。

無 料（リサイクル料金）

● 二輪車リサイクルコールセンター
　　ＴＥＬ．０５０－３０００－０７２７
　　受付時間　９：３０～１７：００（土・日・祝日を除く）

廃二店コード 店　舗　名 住　　所 電話番号
2500092 御園ホンダオート 栗東市御園864-5 077-558-0792
2500093 竹内サイクルセンター本店 栗東市安養寺7丁目2-11 077-552-1036
2500095 井関商会 栗東市上鈎603 077-553-8572
2500097 レッドバロン栗東 栗東市坊袋字道川原256-1 077-554-5245
2500099 竹内サイクル笠川店 栗東市下鈎1271 077-554-0501

● 栗東市内の廃棄二輪車取扱店（令和2年9月現在）

● 回収対象車両
◦二輪車リサイクルシステムの参加事業者が国内販売した車両が対象
◦参加事業者の取扱車両ブランドでも、並行輸入等、参加事業者以外が販売した車両は対象外

● 持込時に必要な書類
◦バイクの所有者が確認できる書類
・原付　⇒　廃車申告受付書等
・軽二輪⇒軽自動車届出済証返納済確認書等
・小型二輪⇒自動車検査証返納証明書等
　（運輸支局・市区町村に登録・届出されているバイクをリサイクルすることはできません。）
　（廃棄二輪車取扱店に廃車手続きを依頼することが可能な場合もあります。）

◦排出者の本人確認書類
・免許証、健康保険証、パスポート等
　（�所有者と使用者が異なり、使用者が持込む場合、「所有者より廃棄及び処理再資源化等に関する一切
の権限を付与された者」として、所有者との間に問題が生じた場合の全責任を負う旨の誓約（署名）が
必要になります。）

● 必要な費用
◦二輪車リサイクルシステムのご利用に際し、リサイクル料金の負担はありません。
　参加事業者の責任において適正にリサイクルいたします。
◦�廃棄二輪車取扱店に引取を依頼される場合、ご自宅への収集、指定引取場所への運搬に係る費用が
必要となります。料金は廃棄二輪車取扱店毎に異なるため、受付先の廃棄二輪車取扱店へお問合せ
ください。

● 二輪車リサイクル管理票
◦�二輪車リサイクルシステムにて回収した廃棄二輪車を、当該参加事業者が処理再資源化するために
必要な管理伝票です。
　�車両持込みの際には「廃棄二輪車取扱店」または「指定引取場所」に備付けの「二輪車リサイクル
管理票」の起票が必要になります。

2020年4月1日以降、参加事業者が国内で販売した電動バイクについては、リチウムイオンバッテリ
ーを搭載したまま引き取りできるようになりました。
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ごみの不法投棄は犯罪です
廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条」により禁止され、罰則規定も設けられ
ています。土地の所有者および管理者は、こまめな見回りや清掃を心がけてください。

■不法投棄を防止するため、市では、次のような
　対策を実施しています
　○多発地への不法投棄防止警告看板の設置
　○市職員、不法投棄監視員等による定期的な
　　パトロール
　○警察との連携による投棄者の検挙

ごみの持ち去り禁止！！
古紙等の資源ごみは、栗東市のごみの処理経費をまかなう貴重
な収入源です。市が委託する業者または自治会の許可を得た者
以外が、無断で持ち去ることはできません。地域の集積場に置い
てある物は、自治会の管理下にあります。

不法投棄の現場(山地) 不法投棄の現場(平地)

その廃棄物、違法な不用品回収業者で処分していませんか？
　廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分のために「無許可」の回収業者を利用しない
でください！
　ご家庭のごみは、市の責任の下で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ご家庭のごみを回収業者が収集することは認められて
いません。
　ご家庭の廃棄物は、市が案内するルールで処分してください。

　トラックを使って・空き地を利用して・チラシを配布して、などの方法で「無許可」の廃棄物
回収業者が回収しています。これらの「無許可」の廃棄物回収業者を利用してはいけません。
　安い・無料と宣伝している者もありますが、利用するのはやめましょう。突然、高額請求さ
れることもあります。

野焼きの禁止について
廃棄物の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により禁
止され、罰則規定も設けられています。家庭や事業所から出るごみは、正しく分
別し、適正に処理をしてください。野焼きや簡易焼却炉を使用した焼却はやめま
しょう。

お知
らせ

不
法
投
棄
・
野
焼
き
・
持
ち
去
り

18



❶食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」
　買い物は事前に在庫をチェック
　残っている食材から使う
　献立や調理方法を変えて食べ切る
❷残った食材は別の料理に活用
　冷蔵庫の使い方もひと工夫
　食材に応じた場所で保存
❸「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解
　消費期限…食べても安全な期限
　賞味期限…おいしく食べることができる期限
　賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で
　食べられるかどうかを判断することも大切です。
❹外食時での食べ残しを防ぐために
　食べ切れる分だけ注文

50,000円

生ごみ処理機補助制度の紹介

　市では各家庭から出る生ごみの減量化のため
に、コンポスト・機械式生ごみ処理容器購入世帯
に対し補助金を交付しています。
詳しくは、環境政策課まで。（TEL.551-0341）

共同
住宅用

種別

家庭用

補助金額 補助限度額

購入価格の2分の1

購入価格の3分の1以下で、かつ、
共同住宅1棟の戸数×5,000円
（部分的な戸数を対象とした申請
は認めません）

5,000円

食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らしましょう

食品ロスとは？ なぜ食品ロスの削減が必要なの？
あなたも１日でお茶碗約１杯分の食べものを無駄にしているかも？！

～食品ロス削減のために、できることから始めよう～
　食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。
　日本では、年間2,550万トン（※）の食品廃棄物等が出されています。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食
品、いわゆる「食品ロス」は612万トン（※）（※農林水産省及び環境省「平成29年度推計」）。これは、世界中で飢餓
に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量（平成30年で年間約390万トン）の約1.6倍に相当します。612万トンの食
品ロスのうち、284万トンは、一般家庭からのものです。
　また、一人あたりの食品ロス量を試算すると、「お茶碗約１杯分（約132ｇ）の食べ物が毎日捨てられている計算と
なります。「もったいない」と思いませんか？

一人一人が「もったいない」を意識して、日頃の生活を見直すことが必要です。
大切なのは、一人一人が「もったいない」を意識して、行動すること。

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスを減らすことが必要です。

　食品関連事業者も、過剰在庫や返品等によって
発生する食品ロスの削減に向けて動き出していま
す。消費者の皆様も、食品ロスの削減に向けてご協
力をお願いします。

※3010運動とは…
　3010運動は、宴会時の食べ残しを減らすための
キャンペーンで、＜乾杯後30分間＞は席を立たず
に料理を楽しみましょう、＜お開き10分前＞になっ
たら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょ
う、と呼びかけて、食品ロスを削減するものです。
　職場や知人との宴会から始めていただき、一人ひ
とりが「もったいない」を心がけ、楽しく美味しく
宴会を楽しみましょう。

（引用元 ： 環境省ホームページ）

お知
らせ

食
品
ロ
ス
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◆事業活動に伴い事業所（者）から排出される廃棄物は、法律で自らの責任で適正に処理することと
定められており、市条例でも、自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の再生利用等
を行うことにより、その減量化を図らなければならない義務が定められています。

※事業活動とは、製造業や建設業、オフィス、商店等の商業活動などに限定されるものではなく、営利目的である
か否かを問いません。したがって、非営利活動を行うＮＰＯ（非営利団体）や、水道事業、学校等の公共事業も含
めた広義の概念となります。
※事業所（者）とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところ（者）を言います。
　また、商店や会社、事務所などの営利を目的とするところ（者）だけでなく、病院や学校、社会福祉施設などの
公共サービスなどを行っているところ（者）も含んでいます。

産業廃棄物とは、事業者の事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、
法令で定められている20種類です。

事業系一般廃棄物とは、事業者の事業活動に伴って生じる産業廃棄物
以外の廃棄物です。

事業活動に伴う廃棄物の種類について

事業所（者）から出る廃棄物の処理責任について

◆事業活動に伴う廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。

事業活動に伴う廃棄物の処理について ①

産業廃棄物

事業系一般廃棄物

【事業系一般廃棄物の例】

◆厨芥類
　食品の売れ残り、食べ残し、調理くずなど
※食料品製造業などの業種において原材料として使用した厨芥類は産業廃棄物です。
※食品関連業者は食品リサイクル法により減量・リサイクルが義務付けられています。

◆紙くず
　汚れて資源として扱うことができない紙など
※建設業、紙・紙加工品製造業、印刷出版業などの業種から発生する紙くずは産業廃棄物です。

◆木くず、刈草、せん定枝など
※建設業、木製品製造業などの業種から発生する木くず、物品賃貸業から
　発生した家具類は産業廃棄物です。

可燃ごみ

１

２

３

４

５

燃えがら

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

1１

1２

1３

1４

1５

がれき類

ばいじん

紙くず

木くず

繊維くず

６

７

８

９

10

廃プラスチック

ゴムくず

金属くず

鉱さい

ガラスくず、コンクリートくず、
陶磁器くず

1６

1７

1８

1９

20

動物系固形不要物

動植物性残さ

動物のふん尿

動物の死体
法施行令第2条第13号に
規定する産廃

◆新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、オフィス用紙など
※古紙類は種類ごとに分別する必要があります。

◆不要になった衣類など
※建設業や繊維工業などの業種から発生する古布（繊維くず）、化学繊維製品は産業廃棄物です。

古紙・古着類

事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
に
つ
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て
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事業活動に伴う廃棄物の処理について ②

●あわせ産業廃棄物とは
　一般廃棄物を処理する市町村等が必要性を認めた場合に、産業廃棄物を一般廃棄物とみなして処理することが許さ
れています。栗東市では、事業所等から排出される産業廃棄物のうち、オフィス内で従業員の個人消費により発生す
る容器類等の廃棄物については、家庭からでる一般廃棄物と同等のものであると判断して処理をおこなっています。

【あわせ産業廃棄物について】

◆事業所（者）から出る廃棄物の処理については、廃棄物の種類に応じて適正に分別処理をしてください。
◆事業所（者）から出るごみは、量や内容に関わらず各地域に設置されているごみ集積場に出すことはで

きません。
◆事業所（者）から出るごみを各地域のごみ集積場に出すことは不法投棄になります。
◆廃棄物の不法投棄には厳しい罰則があります。行為者に対しては、５年以下の懲役若しくは３億円以下

の罰金、またはその併科となる可能性がありますのでご注意ください！

　事業者自らの責任において自己処理できない場合は、産業廃棄物処理許可業者に委託してくださ
い。産業廃棄物の処理を許可業者に委託する際は、必ず法定の記載事項を記載し、書面で契約を行
わなければなりません。
　産業廃棄物を排出する場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければなりません。

産業廃棄物の処理について

　事業者自らの責任において自己処理できない場合は、事業者自らで栗東市環境センターに持ち込
み処理をしていただくか、栗東市が委託若しくは許可した事業系一般廃棄物収集運搬業者に収集運
搬を委託してください。

事業系一般廃棄物の処理について

　事業者自らで栗東市環境センターに持ち込まれる場合には、事前に搬入申請手続きが必要
となります。
　搬入できるものは、栗東市内で排出された一般廃棄物に限られます。
　また、搬入の際、搬入量に応じた処理手数料が必要となります。

【搬入できる日時】　月曜日、火曜日、金曜日（祝日と年末年始を除く） １３：００～１６：３０
【処理手数料】 【搬入申請先】

栗東市役所（３階）　環境政策課
栗東市安養寺一丁目１３番３３号
ＴＥＬ.０７７-５５１-０３４１

【搬　入　先】
栗東市環境センター
栗東市六地蔵３１番地
ＴＥＬ.０７７-５５３-１９０１

１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円

可燃ごみ
その他プラスチック
破砕ごみ・粗大ごみ
びん
金属類
ペットボトル
古紙・古着類

栗東市環境センターへの自己搬入について

【栗東市で受入を行っているもの】
○その他プラスチック・・・従業員が飲食した際の包装プラスチック、弁当容器など
○金属類・・・従業員が飲食した飲料缶、菓子缶など
○びん類・・・従業員が飲食した飲料用のびん ※色に応じて４種類に分類
○ペットボトル・・・従業員が飲食した飲食料用ペットボトル
※処理にあたっては栗東市の分別ルールに従ってください。
※受入量に制限を設ける場合があります。

事業活動に伴う廃棄物の処理方法について

市で受入が可能な産業廃棄物（あわせ産業廃棄物）について

事
業
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事業活動に伴う廃棄物の処理について ②

●あわせ産業廃棄物とは
　一般廃棄物を処理する市町村等が必要性を認めた場合に、産業廃棄物を一般廃棄物とみなして処理することが許さ
れています。栗東市では、事業所等から排出される産業廃棄物のうち、オフィス内で従業員の個人消費により発生す
る容器類等の廃棄物については、家庭からでる一般廃棄物と同等のものであると判断して処理をおこなっています。

【あわせ産業廃棄物について】

◆事業所（者）から出る廃棄物の処理については、廃棄物の種類に応じて適正に分別処理をしてください。
◆事業所（者）から出るごみは、量や内容に関わらず各地域に設置されているごみ集積場に出すことはで

きません。
◆事業所（者）から出るごみを各地域のごみ集積場に出すことは不法投棄になります。
◆廃棄物の不法投棄には厳しい罰則があります。行為者に対しては、５年以下の懲役若しくは３億円以下

の罰金、またはその併科となる可能性がありますのでご注意ください！

　事業者自らの責任において自己処理できない場合は、産業廃棄物処理許可業者に委託してくださ
い。産業廃棄物の処理を許可業者に委託する際は、必ず法定の記載事項を記載し、書面で契約を行
わなければなりません。
　産業廃棄物を排出する場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければなりません。

産業廃棄物の処理について

　事業者自らの責任において自己処理できない場合は、事業者自らで栗東市環境センターに持ち込
み処理をしていただくか、栗東市が委託若しくは許可した事業系一般廃棄物収集運搬業者に収集運
搬を委託してください。

事業系一般廃棄物の処理について

　事業者自らで栗東市環境センターに持ち込まれる場合には、事前に搬入申請手続きが必要
となります。
　搬入できるものは、栗東市内で排出された一般廃棄物に限られます。
　また、搬入の際、搬入量に応じた処理手数料が必要となります。

【搬入できる日時】　月曜日、火曜日、金曜日（祝日と年末年始を除く） １３：００～１６：３０
【処理手数料】 【搬入申請先】

栗東市役所（３階）　環境政策課
栗東市安養寺一丁目１３番３３号
ＴＥＬ.０７７-５５１-０３４１

【搬　入　先】
栗東市環境センター
栗東市六地蔵３１番地
ＴＥＬ.０７７-５５３-１９０１

１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり２１０円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円
１０ｋｇあたり１００円

可燃ごみ
その他プラスチック
破砕ごみ・粗大ごみ
びん
金属類
ペットボトル
古紙・古着類

栗東市環境センターへの自己搬入について

【栗東市で受入を行っているもの】
○その他プラスチック・・・従業員が飲食した際の包装プラスチック、弁当容器など
○金属類・・・従業員が飲食した飲料缶、菓子缶など
○びん類・・・従業員が飲食した飲料用のびん ※色に応じて４種類に分類
○ペットボトル・・・従業員が飲食した飲食料用ペットボトル
※処理にあたっては栗東市の分別ルールに従ってください。
※受入量に制限を設ける場合があります。

事業活動に伴う廃棄物の処理方法について

市で受入が可能な産業廃棄物（あわせ産業廃棄物）について

頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
あ アイス枕（冷却枕） 可燃ごみ

アイロン ○ 破砕ごみ
アイロン台 破砕ごみ
空き缶 金属類 汚れを取り除いて
空きびん（飲食用） ビン 軽く水洗いし色別にコンテナへ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ 一対のみ（1ｍ程度にする）その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
アタッシュケース 破砕ごみ
圧力鍋 破砕ごみ ※1
油粕（肥料） 可燃ごみ 土砂は除く
雨具（カッパ） 可燃ごみ
雨とい 収集不可 個人で取替処分する場合は自己搬入できます
雨戸 収集不可 個人で取替処分する場合は自己搬入できます
網戸 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
編み機 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
網袋（プラスチック製） その他プラスチック
アルバム（写真帳） 可燃ごみ
アルミ缶 金属類 汚れを取り除いて
アルミサッシ 収集不可 個人で取替処分する場合は自己搬入できます
アルミホイル（台所用品） 金属類 汚れを取り除いて（汚れがとれない場合は可燃ごみ）芯は除く
安全靴 破砕ごみ
安全ピン 金属類
アンテナ（ＣＳ・ＢＳアンテナを含む） ○ 破砕ごみ ※1

い 囲碁・将棋盤 破砕ごみ ※1
衣装ケース（金属製） 金属類 その他の粗大ごみでも可
衣装ケース（複合品） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
衣装ケース（プラスチック製） その他プラスチック ※１
いす 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
板ぎれ 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
一輪車（乗り物、手押し車） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
一升瓶 ビン できる限り販売店に返却してください
一斗缶（いっとかん） 金属類 汚れを取り除いて
犬猫のフン 可燃ごみ 自己処理できない場合に限る
鋳物鍋（取っ手付きも含む） 金属類
衣類 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
衣類乾燥機 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
入れ歯 破砕ごみ
インクリボンカートリッジ 破砕ごみ できるだけ回収協力店舗へ

う ウィンドタイプのエアコン 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
ウインドファン 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
植木鉢（陶器） 破砕ごみ

ビン類の収集日に出してください。
ペットボトルの収集日に出してください。
その他プラスチックの収集日に出してください ( 指定ごみ袋が必要 )。
金属類の収集日に出してください。
古紙・古着類・乾電池の収集日に出してください。
破砕ごみの収集日に出してください

（破砕ごみは指定ごみ袋、粗大ごみは指定ごみシールが必要）。
可燃ごみの収集日に出してください（指定ごみ袋が必要）。
収集しません。栗東市環境センターへの持ち込みはできません。

ビン類
ペットボトル
その他プラスチック
金属類・ガスライター
古紙・古着類・乾電池
破砕ごみ・粗大ごみ
可燃ごみ
収集・自己搬入不可

ごみの分別
早見表

一般家庭から排出されるものに限ります
※�収集日等は、ごみ収集カレンダーで確認
してください。地域により異なります。

下記は、主な品名ごとの分別の目安です。小型家電の欄に○印があるものは、小型家電リサイクル（無料）で出せます。（12ページ参照）　素材によっての分別の判断をお願
いします。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。

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。 ご

み
の
分
別
早
見
表
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黒田紙業株式会社

頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
う 植木鉢（プラスチック製） その他プラスチック 汚れを取り除いて、汚れのひどいものは破砕ごみ

ウォーターサーバー 収集・自己搬入不可 フロン回収済証明書類を添付すれば自己搬入できます。
うちわ（木・プラ・紙・竹等の複合品） 可燃ごみ
うちわ（プラスチック製） その他プラスチック プラスチック単一素材のものに限る
腕時計 破砕ごみ
乳母車 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
羽毛布団 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
上敷き 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
運動靴 可燃ごみ

え ＡＣアダプター 破砕ごみ
エアコン 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
液晶テレビ 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
絵の具（プラスチック製チューブ） その他プラスチック 中身をすべて使い切ってください。
絵の具（金属製チューブ） 破砕ごみ 中身をすべて使い切ってください。
ＭＤディスク 破砕ごみ
ＬＰガスボンベ 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
エレクトーン（電子オルガン） 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
エンジン 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
エンジンオイル 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ（ガソリンスタンド等）
延長コード（コードリール） ○ 破砕ごみ 束ねて
鉛筆削り 破砕ごみ 電動式は、小型家電の対象です

お オアシス（生け花用） 可燃ごみ 乾燥させて
オイル（エンジンオイル） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ（ガソリンスタンド等）
オイルヒーター ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
オーディオ機器 ○ 破砕ごみ ※1
オーディオラック 破砕ごみ ※1
オートバイ 収集・自己搬入不可 市内の廃棄二輪車取扱店へ（17ページ参照）
オーブントースター ○ 破砕ごみ ※1
おまる（プラスチック製） その他プラスチック
おむつ 可燃ごみ 汚物は取り除く
おむつカバー 可燃ごみ
折り込みチラシ 古紙 新聞類
オルガン 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
温度計（体温計含む） 破砕ごみ

か 貝殻 可燃ごみ
懐中電灯 ○ 破砕ごみ 電池は必ず抜く
カイロ（使い捨て） 可燃ごみ
鏡 破砕ごみ 割れているものは紙等で包んで中身を表示
家具 粗大ごみ 大型500円券、それ以外150円券
額縁 破砕ごみ ※1
掛け軸 可燃ごみ
かさ 破砕ごみ 袋の口の結び目の横からはみ出していてもかまいません。(大のごみ袋を使用)
加湿器 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ガスコンロ 金属類 電池は必ず抜く
ガスストーブ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ガスファンヒーター 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ガスライター ガスライター 必ず使いきり、ガスを抜いて黄色コンテナへ
カセット式コンロ 金属類 カセット式ガスボンベは取り除く
カセット式ガスボンベ 金属類 必ず使いきり、スプレー缶専用コンテナへ
カセットテープ 可燃ごみ
カセットテープケース（プラスチック製） その他プラスチック
ガソリン 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ（ガソリンスタンド等）

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。ご
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
か カッターの刃 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示

カッパ（雨具） 可燃ごみ
カップ麺容器（紙製　紙ふた含む） 古紙 雑誌類
カーテン 可燃ごみ ※1
カーテンレール 粗大ごみ 一対のみ（1ｍ程度にする）
カード（キャッシュ・テレホン等） 破砕ごみ
金づち 破砕ごみ
カーナビ ○ 破砕ごみ
かばん（小物タイプ） 破砕ごみ
カーペット 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして　※１
カーペット（大型） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2 丸めてヒモでくくる
カーポート 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ
カーボン紙（ノンカーボン紙含む） 可燃ごみ
鎌 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
紙おむつ 可燃ごみ 汚物を取り除く
紙製の箱（菓子等の商品箱） 古紙 ダンボール類
カミソリ 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
紙パック（内側がアルミ加工されたもの） 可燃ごみ
紙パック（牛乳・ジュース等で内側が白色） 古紙 ※店舗等の店頭自主回収にも出せます
紙袋 古紙 雑誌類
紙袋（ナイロンコーティング） 可燃ごみ
紙粘土 破砕ごみ
亀の子たわし 破砕ごみ
カメラ（デジタルカメラ） ○ 破砕ごみ バッテリー、電池類は必ず取り外してください。
蚊帳 破砕ごみ ※1
ガラス製品 破砕ごみ
ガラス破片 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
がれき類（瓦・ブロック・レンガ等） 収集不可 20kgまでの量で個人が処分する場合は自己搬入できます。
カレンダー 古紙 雑誌類（金属、プラスチック芯は除く）
革かばん 破砕ごみ
革製衣服 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
瓦 収集不可 20kgまでの量で個人が処分する場合は自己搬入できます。
換気扇 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
乾燥機（衣類用） 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
乾燥機（食器用） ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
乾燥剤（シリカゲル等） 可燃ごみ
かんづめ缶 金属類 汚れを取り除いて
乾電池 乾電池 黄色コンテナへ　(充電式・ボタン型電池は回収協力店へ)
感熱紙 可燃ごみ

き 木くず（建設廃材を除く） 可燃ごみ 建設廃材は産業廃棄物処理業者にて処理を
ギター 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
きづち 破砕ごみ
キーボード（楽器） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
キーボード（パソコン用） ○ 破砕ごみ 破砕ごみ袋へ ※1（パソコン本体等は13ページ参照）
キーホルダー 破砕ごみ
木の枝 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
着物 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
脚立 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
きゅうす 破砕ごみ
牛乳パック（紙パック：内側が白色） 古紙 スーパー等の店頭自主回収にも出せます
鏡台 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
銀紙 可燃ごみ
金庫（耐火） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
金庫（手さげ） 破砕ごみ

く 空気入れ 破砕ごみ
空気清浄機 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
釘 金属類
草刈り鎌 破砕ごみ 紙等で包み、中身を表示
草刈り機 収集・自己搬入不可 購入店舗や販売店舗へ
草刈り機（電動式） 収集不可 個人が処分する場合、自己搬入できます。
草刈り機の刃 破砕ごみ 紙等で包み、中身を表示
薬（ドリンク等の飲み薬）のびん ビン 軽く水洗いし色別にコンテナへ
口紅容器 破砕ごみ
くつ 可燃ごみ
くつ下 可燃ごみ
クッション 可燃ごみ
グラスウール（断熱材） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ
クーラーボックス 破砕ごみ ※1
グリース（潤滑油） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ（ガソリンスタンド等）
クリスタルガラス 破砕ごみ

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
く クレヨン・クレパス 可燃ごみ

グロー球（照明器具用） 破砕ごみ
グローブ 可燃ごみ
くん煙殺虫剤（使用済みのものに限る） 破砕ごみ
軍手 可燃ごみ

け 蛍光灯 破砕ごみ 袋の口の結び目の横からはみ出していてもかまいません（大の袋を使用してください)
携帯電話 ○ 破砕ごみ
毛糸 可燃ごみ
劇薬 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、製造メーカーへ
化粧品容器（びん） 破砕ごみ
化粧品容器（プラスチック製） その他プラスチック
下駄 可燃ごみ
下駄箱 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
血圧計 破砕ごみ
ゲーム機本体（家庭用） ○ 破砕ごみ
ゲーム機ソフト 破砕ごみ
玄関マット（金属等複合品） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
玄関マット（ゴム・布製） 可燃ごみ ※1
剣山 金属類

こ コードリール（延長コード） 破砕ごみ
コーヒーメーカー ○ 破砕ごみ
鯉のぼり（布地） 可燃ごみ
コイン型電池 乾電池 電極にテープを貼り、絶縁して黄色コンテナへ
耕うん機 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
ござ 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
こたつ（あんかタイプ） ○ 破砕ごみ
こたつ（家具調タイプ） ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ゴム製品（手袋・ホース等） 可燃ごみ
コピー用紙 古紙 雑誌類
米袋（紙製） 可燃ごみ
米の貯蔵缶 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、金属業者へ
ゴルフクラブ 破砕ごみ 袋の口の結び目の横からはみ出していてもかまいません（大のごみ袋を使用)
ゴルフバッグ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ゴルフボール 可燃ごみ
コンパクト（化粧品用） 破砕ごみ
コンポステレオ ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

さ サーキュレーター 破砕ごみ ※1
サーフボード 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
座椅子 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
サイドボード 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
サインペン 破砕ごみ
酒パック（内側アルミコーティング） 可燃ごみ
雑誌 古紙 雑誌類
殺虫剤 収集・自己搬入不可 購入店舗や販売店舗、製造メーカーへ
座布団 可燃ごみ 指定ごみ袋に入らない場合は紐で縛って150円券使用
サラダ油容器（プラスチック製） その他プラスチック 使いきり軽くすすいで
サンダル 可燃ごみ
三輪車 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

し 磁石 破砕ごみ
下着類（肌着類） 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
七輪 破砕ごみ
湿布薬 可燃ごみ
シーツ 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
自転車 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※２（バッテリーは外してください）
CD・MD・DVDケース その他プラスチック
CD・MD・DVD等のディスク 破砕ごみ
CD・MDラジカセ ○ 破砕ごみ
写真 可燃ごみ
シャープペンシル 破砕ごみ
シャンプー容器（プラスチック製） その他プラスチック
じゅうたん 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
じゅうたん（大型） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2 丸めてヒモでくくる
充電器 ○ 破砕ごみ
充電式電池 収集・自己搬入不可 市内の小型充電式電池回収協力店へ
収納ケース（金属製） 金属類
収納ケース（プラスチック製） その他プラスチック ※1
ジューサーミキサー ○ 破砕ごみ
瞬間湯沸かし器（家庭用） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2 電池は必ず抜く
ジョイントマット 可燃ごみ
消火器 収集・自己搬入不可 市内の特定窓口等へ(15ページ参照)

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
し 浄水器 破砕ごみ

浄水器カートリッジ 破砕ごみ
錠剤ケース（プラスチック製） その他プラスチック
障子 収集不可 個人で取替処分する場合は自己搬入できます
消毒液 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、製造メーカーへ
照明器具 ○ 破砕ごみ ※1
食品トレイ（発泡スチロール製品） その他プラスチック ※スーパー等の店頭自主回収にも出せます
食品トレイ（プラスチック製） その他プラスチック
食用油 可燃ごみ 固めるか、紙・布等に吸い取らせて
食用油缶 金属類 使いきり軽くすすいで
食用油ボトル（プラスチック製） その他プラスチック 使いきり軽くすすいで
除湿器 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
除湿器（フロン類使用製品） 収集不可 フロン回収済証明書類を添付すれば自己搬入できます。
除湿剤 可燃ごみ
食器 破砕ごみ
食器乾燥機 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
食器棚 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
シリコンスチーマー 可燃ごみ
人工芝 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
シンナー 収集・自己搬入不可 購入店舗や販売店舗、製造メーカーへ
新聞紙 古紙 新聞類

す 水筒（複合品） 破砕ごみ
炊飯器・炊飯ジャー ○ 破砕ごみ
スーツケース 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
スカーフ 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
スキー板・ストック 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
スキーウェア 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
スキー靴 破砕ごみ
スケート靴 破砕ごみ
スコップ 破砕ごみ 袋の口の結び目の横からはみ出していてもかまいません(大のごみ袋を使用)
硯 破砕ごみ
すだれ 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
スチール整理棚・机 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
ステレオ ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ストッキング 可燃ごみ
スニーカー 可燃ごみ
すのこ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
スパイク（シューズ） 破砕ごみ
スピーカー ○ 破砕ごみ ※1
スリッパ 可燃ごみ
スレート（石質薄板） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ

せ セーター 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
製氷機（フロン類使用製品） 収集不可 フロン回収済証明書類を添付すれば自己搬入できます。
生理用品 可燃ごみ
石油ストーブ 金属類 電池、本体・タンクの灯油は必ず抜き取る
石油ファンヒータ 金属類 本体・タンクの灯油は必ず抜き取る
石油ポンプ（プラスチック製） その他プラスチック 油は必ず抜く
石油ポンプ（電池式） ○ 破砕ごみ 電池、油は必ず抜く
石こうボード 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ
瀬戸物 破砕ごみ
セメント 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ
セロテープ台（複合品） 破砕ごみ
セロハン紙 可燃ごみ
洗濯機 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
洗濯はさみ（複合品） 破砕ごみ
扇風機 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

そ 造花（針金入り） 破砕ごみ
掃除機 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
草履（ぞうり） 可燃ごみ
ソファー 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ソーラーシステム 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、解体業者等へ

た 体温計 破砕ごみ
体重計 破砕ごみ
体重計・体脂肪計（電気式) ○ 破砕ごみ 電池は必ず抜く
耐熱ガラス製品 破砕ごみ
タイヤ 収集・自己搬入不可 廃タイヤ取り扱い協力指定店等へ（16ページ参照）
タイヤチェーン（金属製） 金属類
タイヤチェーン（複合品） 破砕ごみ
タイヤホイール 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
ダウンジャケット・ベスト 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
た タオル 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください

タオルケット 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
たたみ 収集不可 購入店舗や取扱店舗へ（ 自己搬入の場合は半分に切って ）
脱臭剤 可燃ごみ
タッパ（プラスチック製） その他プラスチック
たばこの紙箱 古紙 ボックスタイプはダンボール類、包装タイプは雑誌類
卵殻 可燃ごみ
タンス 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
ダンベル（金属製） 金属類
ダンベル（金属、プラスチック等の複合品） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ダンボール 古紙 ダンボール類

ち チャイルドシート（車用） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
チャッカマン（点火用ライター） ガスライター 必ず使いきり、ガスを抜いて黄色コンテナへ
注射器 収集・自己搬入不可 医療機関や薬局へ（使用済み・未使用の針を含む）
チューブ容器（プラスチック製） その他プラスチック
チューブ容器（金属製） 破砕ごみ
チラシ（新聞折り込み） 古紙 新聞類

つ ついたて 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
使い捨てカイロ 可燃ごみ
使い捨てガスライター ガスライター 必ず使いきり、ガスを抜いて黄色コンテナへ
机 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
釣り竿 破砕ごみ 袋の口の結び目の横からはみ出していてもかまいません

て DVD・CD・MD等のディスク 破砕ごみ
手押し車 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
デジタルカメラ ○ 破砕ごみ
デスクトップパソコン ○ 収集・自己搬入不可 パソコンリサイクル法の対象になります（13ページ参照）
デスクマット 可燃ごみ
手袋 可燃ごみ
テーブル 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
テーブルクロス（布製） 可燃ごみ
テーブルクロス（プラスチック製） その他プラスチック
テープレコーダー（デッキ除く） ○ 破砕ごみ
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
テレビ（有機ＥＬ） 粗大ごみ その他粗大ごみ150円券使用　※2

と ドア・ふすま 収集不可 個人が取替処分する場合は自己搬入できます
砥石 破砕ごみ
トイレ 収集不可 個人が取替処分する場合は自己搬入できます。
トイレットペーパーの芯 古紙 ダンボール類
陶器 破砕ごみ
灯油 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ（ガソリンスタンド等）
時計（電気・電池式） ○ 破砕ごみ 電池は必ず抜く
トースター ○ 破砕ごみ ※1
戸棚 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
トタン（金属製）・波板 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
土鍋 破砕ごみ
ドライバー（ねじまわし） 破砕ごみ
ドライヤー・ヘアドライヤー ○ 破砕ごみ
ドラム缶 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、金属業者へ
塗料 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ ※4
ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
トロフィー 破砕ごみ

な ナイフ（小刀・包丁） 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
苗箱 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
長靴 可燃ごみ
長持（ながもち） 破砕ごみ ※1
鍋（金属製） 金属類
鍋（陶磁器製） 破砕ごみ
生ごみ 可燃ごみ 水切りを十分にして
波板 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2（1mに切って)

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ
ぬか（米ぬか） 可燃ごみ
布くず 可燃ごみ

ね 根・木の根 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
ネクタイ 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
ネジ（金属製） 金属類
ネックレス（金属製品） 金属類
ネックレス（複合製品） 破砕ごみ
ネット袋（ビニール製品） その他プラスチック
粘土（紙粘土・土粘土） 破砕ごみ

の 農機具 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
※4 内容物については、固めるか、紙・布等に吸い取らせた場合に限り、可燃ごみとして出すことができます。

ご
み
の
分
別
早
見
表

27



頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
の 農業用資材（畦シート等） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ

農業用プラスチック製品 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
農薬 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
のこぎり 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
ノート 古紙 雑誌類
ノートパソコン ○ 収集・自己搬入不可 パソコンリサイクル法の対象になります（13ページ参照）
乗り物玩具 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

は バイク 収集・自己搬入不可 市内の廃棄二輪車取扱店へ（17ページ参照）
廃食油（天ぷら油） 可燃ごみ 固めるか、紙・布等に吸い取らせて
パイプ椅子 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
パイプベッド 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
白色食品トレイ（発泡スチロール製品） その他プラスチック 店舗等の店頭自主回収にも出せます
白熱球 破砕ごみ
はさみ 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
バスタオル 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
パソコン（本体・モニター） ○ 収集・自己搬入不可 パソコンリサイクル法の対象になります（13ページ参照）
肌着類 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
バッテリー（自動車・二輪車用） 収集・自己搬入不可 使用済みバッテリーリサイクル協力店等へ（16ページ参照）
バット（金属製） 破砕ごみ
バット（木製） 可燃ごみ
発泡スチロール その他プラスチック
花火 可燃ごみ 未使用品は水で湿らせてから出してください
歯ブラシ（プラスチック製） その他プラスチック
歯ブラシ（複合品） 可燃ごみ
歯磨きチューブ（金属製） 破砕ごみ
歯磨きチューブ（プラスチック製） その他プラスチック 汚れを取り除いて
バラン（プラスチック製） その他プラスチック
針（縫い針・まち針・ミシン針等） 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示（医療用針は医療機関・薬局へ返却する）
針金 金属類
針金（コーティング・飾りがついたもの) 破砕ごみ
バルサン等（くん煙殺虫剤） 破砕ごみ 使用済みのものに限る
ハロゲンヒーター 破砕ごみ ※1
ハンガー（針金製） 金属類
ハンガー（複合品） 破砕ごみ
ハンガー（プラスチック製） その他プラスチック
ハンカチ 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
はんてん（綿入り等） 可燃ごみ
バンド（ベルト） 破砕ごみ
ハンドバッグ 破砕ごみ

ひ ピアノ 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
BS・CSアンテナ ○ 破砕ごみ ※1
皮革製品 可燃ごみ 革製衣服は古着類に出してください
ひげ剃り 破砕ごみ 電気・電池式は小型家電リサイクルの対象になります
ひげ剃り替え刃 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
ビー玉 破砕ごみ
ビーチサンダル 可燃ごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ビデオカメラ ○ 破砕ごみ
ビデオテープ 可燃ごみ
ビデオテープケース（プラスチック製） その他プラスチック
ビデオデッキ ○ 破砕ごみ
ビニール傘 破砕ごみ
ビニールシート（単一素材） その他プラスチック
ビニール袋 その他プラスチック
火鉢 破砕ごみ
びょうぶ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
肥料袋（家庭菜園等で使用したもの） 可燃ごみ 農業等の事業で使用したものは不可
ビールビン ビン できる限り販売店に返却してください
ビン（食用・飲料用） ビン 軽く水洗いし色別にコンテナへ

ふ ブーツ 可燃ごみ
ファンヒーター（石油） 金属類 本体・タンクの灯油は必ず抜き取る
ファンヒーター（電気） ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
フィルム（ネガ） 可燃ごみ
封筒（紙） 古紙 雑誌類
フォーク（金属製） 金属類
服（衣類） 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
ふすま 収集不可 個人が取替処分する場合、自己搬入できます
ふとん 可燃ごみ 指定ごみ袋に入らないときは、粗大ごみ
布団カバー（布製のみ） 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
布団乾燥機 ○ 破砕ごみ

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
ふ フライパン（取手付き含む） 金属類

ブラインド 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
プラスチック製品 その他プラスチック ※1
プラズマテレビ 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
ブランコ（幼児用） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
プランター（プラスチック製） その他プラスチック 水洗いなどをして土や根は取り除く
フリース（衣類） 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
プリンター ○ 破砕ごみ ※1
プラスチック製容器 その他プラスチック
風呂釜 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、設置業者や解体業者へ
ふろしき（布製） 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
ふろしき（ビニール製） その他プラスチック
ブロック 収集不可 20kgまでの量で個人が処分する場合は自己搬入できます。
フロッピーディスク 破砕ごみ
風呂マット その他プラスチック ※1

へ ヘアドライヤー ○ 破砕ごみ
ベッド 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
ペットボトル（飲料・酒・しょうゆ） ペットボトル 軽く水洗いして
ペット用トイレ砂（木質製、シリカゲル製） 可燃ごみ
ベビーカー 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ヘルスメーター 破砕ごみ
ヘルスメーター(電池式) ○ 破砕ごみ 電池は必ず抜く
ベルト（バンド） 破砕ごみ
ヘルメット 破砕ごみ
ペンキ 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ ※4
ペンキの空き容器（金属製） 金属類 必ず使い切って
ペンキの空き容器（プラスチック製） その他プラスチック 必ず使い切って
便座・便器の蓋 破砕ごみ
ペンチ 金属類

ほ ボイラー 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、設置業者や解体業者へ
ホイール（車） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
ほうき（竹・木製） 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
ほうき（複合品） 破砕ごみ
帽子 可燃ごみ
包装紙 古紙 雑誌類
包装紙（プラスチック等合成品） 可燃ごみ
包丁 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
ホース 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
ホースリール 破砕ごみ
ボタン電池 収集・自己搬入不可 市内のボタン電池回収協力店の回収ボックスへ（9ページ参照）
ポータブル便座 破砕ごみ ※1
ホッチキス 破砕ごみ
ポット 破砕ごみ 電気式は小型家電リサイクルの対象になります
ホットカーペット ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2 丸めてヒモでくくる
ホットカーラー（金属等の複合品） ○ 破砕ごみ
ホットプレート ○ 破砕ごみ ※1
ほ乳瓶（ガラス製） 破砕ごみ
ほ乳瓶（プラスチック製） その他プラスチック
ホームこたつ ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ポリタンク（灯油等の容器） その他プラスチック タンクの灯油等は必ず抜き取る ※1
ポリ袋 その他プラスチック
ポリ容器 その他プラスチック ※1
ボール（スポーツ用具等） 可燃ごみ
ボール(ボウリングのボール) 収集不可 購入店舗、取扱店舗等へ。個人が処分する場合、自己搬入できます。
ボールペン 破砕ごみ
保冷剤 可燃ごみ
ホーロー鍋（取っ手付きも含む） 金属類
本 古紙 雑誌類
ポンプ（エンジン付き） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗、製造メーカーへ。個人が処分する場合自己搬入できます。
ポンプ（家庭用電気式） ○ 破砕ごみ ※１

ま マイク ○ 破砕ごみ
マウス（パソコン用） ○ 破砕ごみ
巻き尺 破砕ごみ
マグネット 破砕ごみ
枕 可燃ごみ
マジックペン 破砕ごみ
マージャンパイ 破砕ごみ
マッサージ機 ○ 粗大ごみ 大型500円券、それ以外150円券
マッサージ機（大型） 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
マッサージチェア（大型） 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。
※4 内容物については、固めるか、紙・布等に吸い取らせた場合に限り、可燃ごみとして出すことができます。
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頭文字 品　　　名 小型家電 分別区分 備　　　考
ま マッチ 可燃ごみ 未使用品は水で湿らせてから出してください

マットレス（折りたたみ式） 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1
マットレス 粗大ごみ 大型家具等用 500円券使用 ※3
窓ガラス 破砕ごみ 紙等で包み中身を表示
まな板（プラスチック製） その他プラスチック
まな板（木製） 可燃ごみ
魔法瓶 破砕ごみ
マルチシート（農業用） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
万年筆 破砕ごみ

み ミシン（家庭用） ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
む 蒸し器（木・竹製） 可燃ごみ

蒸し器（金属製） 金属類
虫めがね（複合品） 破砕ごみ
虫めがね（プラスチック製） その他プラスチック
むしろ 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る大きさにして ※1

め めがね 破砕ごみ
メジャー 破砕ごみ
綿棒 可燃ごみ

も 毛布 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
餅つき機 ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
餅箱（木製） 可燃ごみ ※1
モップ 破砕ごみ
物置 収集不可 個人で解体処分する場合は自己搬入できます（１ｍ以内）
物干し竿（金属製） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
物干し竿（竹製） 可燃ごみ 指定ごみ袋に入る長さに切って ※1
物干し台（金属製） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
物干し台（コンクリート付） 収集不可 一対のみ自己搬入可能

や やかん 金属類
薬品類（農薬・劇薬等） 収集・自己搬入不可 購入店舗や取扱店舗へ
野菜くず 可燃ごみ 水切りを十分にして

ゆ USBメモリ ○ 破砕ごみ
湯たんぽ（金属製） 金属類
湯たんぽ（プラスチック製） その他プラスチック
湯飲み茶碗 破砕ごみ
湯沸かし器（家庭用） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2 電池は必ず抜く

よ 浴槽 収集・自己搬入不可 販売店舗や取扱店舗、設置業者や解体業者へ
浴槽の蓋 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

ら ライサー（家庭用米びつ） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※２
ライター（ガス） ガスライター 必ず使いきり、ガスを抜いて黄色コンテナへ
ラケット 破砕ごみ
ラジオ ○ 破砕ごみ
ラジカセ ○ 破砕ごみ ※1
ラップ その他プラスチック 汚れをとって
ラップの芯 古紙 ダンボール類
ランチジャー 破砕ごみ
ランドセル 破砕ごみ
ランプ 破砕ごみ

り リモコン（家電用） 破砕ごみ 電池類は必ず抜いてください。
リヤカー 収集不可 個人が処分する場合、自己搬入できます
旅行用スーツケース 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

れ 冷蔵庫 収集・自己搬入不可 家電リサイクル法の対象になります（14ページ参照）
冷風機（フロン類使用製品） 収集不可 フロン回収済証明書類を添付すれば自己搬入できます。
冷水機（フロン類使用製品） 収集不可 フロン回収済証明書類を添付すれば自己搬入できます。
レインコート 可燃ごみ
レコード盤 破砕ごみ
レジ袋 その他プラスチック
レトルトパック その他プラスチック 汚れをとって
レンガ 収集不可 20kgまでの量で個人が処分する場合は自己搬入できます。
レンジ（電子・ガス） 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2

ろ ローソク 可燃ごみ
ロー引き紙 可燃ごみ
ロープ 可燃ごみ 長さ約50ｃｍに切って
ローラースケート 破砕ごみ

わ ワープロ（ワードプロセッサー） ○ 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
ワイシャツ 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
輪ゴム 可燃ごみ
ワゴン 粗大ごみ その他粗大ごみ 150円券使用 ※2
綿（わた） 可燃ごみ
和服 古着類 透明または半透明の袋に入れて出してください
割れた飲料用・食用・調味料用のビン ビン 汚れをとって色別にコンテナへ

※1 大（45リットル）のごみ袋に入らない（袋の口が結べない）ものは粗大ごみとして出してください。
※2 おおむね20kgを超えるものは、大型家具等用シール（500円券）で出してください。また、破砕ごみ袋に入るものは、袋に入れて出してください。
※3 おおむね20kg以下のものは、その他粗大ごみ用シールで出してください。

ご
み
の
分
別
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表
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名
神

高
速

道路

手原駅

小野 六地蔵

JR草津線

　　  
葉山東小学校

栗東市役所
安養寺

高野

伊勢落

林

環境センター

国道１号線国道８号

栗東高校

国際情報高校

栗東IC

大橋

　　  
歴史民俗博物館
図書館

　　  
自然観察の森

　　  
工業技術センター

　　  
葉山中学校

　　  
葉山小学校

ごみを直接環境センターへ持ち込むことができます
　引っ越し等で多量のごみが出るときは、栗東市環境センターに個人で直接搬入することができます。（分別
概要に準じて、分別後指定場所に搬入していただきます。）

ごみの収集運搬業者を通じて個別に契約をして引き取ってもらうことになります。（有料）
収集業者について、詳しくは環境政策課または環境センターまでお問い合わせください。

引っ越し等で出るごみを環境センターへ持ち込めない場合

●栗東市環境政策課 栗東市安養寺1－13－33 077-551－0341（直通）
●栗東市環境センター 栗東市六地蔵31 077-553－1901（直通）お問い合わせ

タイヤ等の自動車部品、バイク、バッテリー、焼却
灰、油（液状）、業務用備品、農機具、農業用資材、
建設廃材、発熱・着火・発火のおそれのあるもの
（ガスボンベ・消火器）、エアコン・テレビ・冷蔵庫・
冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機、パソコンなど

収集・自己搬入できないもの

※自己搬入時に指定ごみ袋（可燃ごみ・その他プラスチック・破
砕ごみ）や指定ごみシール（粗大ごみ）を使用したごみの搬
入については、処理料はかかりません。

処 理 料

可燃ごみ・その他プラスチック・
破砕ごみ・粗大ごみとも

【家庭系】

10ｋｇあたり 100円

可燃ごみ、資源ごみ（ペットボトル・その他プラ
スチック・ビン・金属類・古紙古着類）、乾電池、
破砕ごみ、粗大ごみ

搬入できる物

搬入できる日

月曜日・火曜日・金曜日
(祝日と年末年始12/29～1/3を除く)
午後1時～午後4時30分

事前に環境政策課にて自己搬入申請が必要です。
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