２０２２年４月改訂

資 源とごみ の 分別と出し方

保存版

■色が付いている部分は資源になるものです。(日曜日・月曜日の資源持込の日に持ち込むことができます)
※通常の収集で出せるもの：解体等せずに４５リットルサイズのごみ袋に収まり、袋の口が縛れるサイズのものが対象です。

透明または半透明ごみ袋に入れて下さい。

可燃ごみの日に出すもの

（※家具や建材類は、解体しても出せません。）

○生ごみ

○資源にならない紙くず

（しっかり水を切る）

（使用済みティッシュペーパー、洗剤の箱など）

○ひも、ビニールホースなど
（５０cm以内に切断）
※太いロープ類は金物の埋立てごみへ出す。

金属を取り除き、ひも
は切って出す。
金属が取れない場合
は金物の日の埋立て
ごみへ。

〔取れない油脂汚れがある、
ボロボロな状態 等〕
（５０cm以内に切り、金具を取り除く。）

○資源にならないプラスチック類

（汚物を取り除く）

○ふとん等の綿入り製品

○くつ・かばん

○資源にならない
衣類・布類

○紙おむつ

晴天の可燃ごみの日に、丸めるか
たたんで、ひもでしばって出す。
※羽毛布団、ダウンジャケット等羽毛製品は、御浜町社会
福祉協議会へお持ちいただくと、適正にリサイクルされる
とともに、寄附というかたちで社会貢献できます。

洗浄できない・匂いのとれないプラスチック（ジッパー袋、
マヨネーズ等調味料容器、即席めんの液体たれの袋、食用油ボトル、洗剤、シャンプー
容器等）製品、ラップ、アルミはく付きの押し出し式錠剤等の容器、花苗ポット等(育苗箱は出さないでください。)

注意事項

◇資源にできる紙・布類は、可燃ごみに混ぜずに「紙の日」へ。
（小さな紙きれ・紙箱も資源になります。）
◇資源にならない衣類・布類をまとめて出す時は、布類資源と区別するため、袋に「可燃ごみ」と書いてください。
◇ふとん類がたくさんある場合は、数回に分けて出すか、他の住民が支障のないよう、近くのステーションに分け
て出して下さい。
◇金物の日の埋立てごみへ出すもの→使い捨てカイロ、 ロープ・網（５０cm以内に切る）
◇ビンの日の埋立てごみへ出すもの→猫砂(汚物は取り除く)、磁石、粘土

資 源 プ ラスチ ッ ク （ 資 源 プ ラ） の日 に 出 す も の
◎「資源プラスチック」
（ハサミで簡単に切れる、
きれいな状態のやわらかいプラスチック製品、
ビニール類、
ポリ袋。※汚れやニオイ、生ごみや水気が残ると、資源としてリサイクルできません。）
【下記の品物のうちきれいなものだけを、透明または半透明のごみ袋にまとめて出して下さい。】
・かんたんに洗えるものは、汚れやニオイ等を落として乾燥させてから出して下さい。洗いにくいものや、
汚れ等が残りやすいものは、無理せず「可燃ごみ」に出して下さい。
ラベルシール等は付いたままで可。
◎出し方のコツ：レジ袋などは、小さくたたむと、
“かさ”を減らして、
ごみ袋の節約にもなります。

《対象となる品目の例》
スーパー、コンビニ等のレジ袋、パン・菓子・ラーメン等の外袋等ビニール袋、卵のパック、洗って乾かした弁当・惣菜容器等、
生ものや油ものに触れていないポリ袋・ジッパー袋等、乳飲料などのドリンク容器(アルミふたなどは外して出して下さい。）
金物の日へ
（埋立て）

【資源プラスチックにならないもの】
※ ペットボトル、白色または色つきの マークの付いたトレイ・・・ビンの日に資源として収集します。裏面を参照ください。
※ キャラクター人形、おもちゃ、レコード盤、ポンプ式・ピストル式の洗剤容器などのノズル、やわらかくてもハサミで切れ
ないもの（中身が洗いきれない食用油ボトル・洗剤・シャンプー容器等）、その他硬いプラスチック類…材質に応じて、
可燃ごみ（金属の付いていないもの）、又は金物の日の埋立てごみで出してください。
※ アルミ付きの押し出し式錠剤等の容器、アルミ入りの湿布薬等の袋、花苗ポット等・・・可燃ごみで出して下さい。

庭の草・小枝の日に出すもの
（木材や木製家具等は含まれません。）
◎「庭の草・小枝」・・・家庭で出た庭木の小枝や、庭の草のことです。
・小枝は、太さ３cm以内、長さ５０㎝以内のサイズに切り揃えて乾燥させ、ひもなどでしばって出して下さい。
（既定サイズ
以上のものは収集できません。）また、落ち葉や刈り草等は、雨にぬれないよう乾いた状態にし、ごみ袋に入れて出して
下さい。
（水を含むと、袋の中で腐って汚水が発生し、収集・処理のさまたげとなります。）
・草は、根についた土をじゅうぶん払い落とし乾燥させ、ごみ袋に入れて出して下さい。
※「庭の草・小枝」は粗大ごみ（持込）の日にも出すことができます。
（あらかじめ申請が必要です。）

【
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】

※ 畑等をお持ちで自家処理が可能な方は、そちらでの処理を優先して行ってください。
※ 田畑づくりや森林伐採、造園・園芸業による剪定屑など、仕事で出た草木類は収集できません。
※ 草・小枝を出すときには、次のようなものを混入させないようご注意ください。
（収集・処理作業のさまたげになります。）
→すだれ、野菜・果物くず、軍手等手袋、たばこの吸い殻、ビニール類、花苗ポット等。
（野菜・果物くずは自家処理を）
※ 既定サイズ以上の枝や木の処理に関しては、下記までお問い合わせください。

【お問合 せ】御浜町役場 生活環境 課 ☎０５９７９－３－０５１３（ホームページ

http://www.town.mihama.mie.jp）

※資 源とごみを正しく分別して、ごみの減 量化にご協力をお願いします。
■色がついている部分は資源になるものです。(日曜日・月曜日の資源持込の日に持ち込むことができます）

紙 の日に 出 す も の
①新聞紙

種類ごとに、ひもでしばるか透明袋に入れて下さい。
★雨の日は穴の開いていない袋に入れて下さい。
③ダンボール等（ティッシュ箱・菓子箱・ラップ箱） ⑥布類資源（衣類、カーテン・シーツ・毛布）

②チラシ

紙類・布類資源…

・・・大きな汚れがなく洗濯済みのもの

★必ず紙の種類別
に分けて出してくだ
さい。

④牛乳パック等

⑤雑誌・その他の紙（上記以外）

★レシートなど小さな紙は
封筒などに入れて下さい。 ★衣類は水にぬれるとリサイクルできません。
★カーペットは、大きさに応じて、金物の日の
埋立てごみか、粗大ごみへ出して下さい。

【紙類・布類資源にならないもの】
★次のものは、資源プラへ・・・郵送で送られてくるカタログ・雑誌類のビニール包装、窓あき封筒のビニールフィルム等
★次のものは、可燃ごみへ・・・ニオイが付いてとれないもの（洗濯洗剤・お線香の箱等）、感熱紙、カーボン紙、ノンカーボン紙、
ゴムの入った下着・くつ下・手袋・軍手、枕、
マット、ひどい油汚れ等が取れない布類・衣類、繊維が
もろくなったボロ布類・衣類、綿入り製品（布団、座布団、ぬいぐるみ等→晴天の日に出す。）、
雑誌等付録のCD・DVDとプラスチック製収納ケース(紙の部分は取り除く。）
★次のものは、金物の日の埋め立てごみへ・・・大きなホチキスの針、クリップ、など

金物の日に出すもの

４５リットルサイズのごみ袋に入らないものは粗大ごみです。
★上記の袋に入る大きさでも、石油ストーブ・ガスコンロ
（卓上型を除く）は粗大ごみです。(発火の危険あり)
≪※鋭利なものや刃物類は、先端を保護する等して「刃物」と書いて出して下さい。≫

金属資源 ・・・缶類や鍋等は中を洗って、種類ごとに袋を分けて下さい。
②スチール缶

①アルミ缶

③鉄類

④アルミ製品

⑤銅線等銅類

埋立てごみ・・・資源以外の金物・プラスチック
（資源以外の金物、金属付きの硬いプラスチック類、ロープ、網など）

・傘、ビデオテープ、金属キャップ、使い捨てカイロ、
アルミホイル、ブルーシート、カーペット、ロープ（トラ
ロープ等）、網（ゴルフネット等）、シャンプー・洗剤等
の金属部品付きのポンプ型ノズルキャップ部分
⑥ステンレス類
⑦真ちゅう
⑧スプレー缶
⑨小型家電製品
※いずれの品目も家庭から出る物のみ収集可能。
（水道部品など） カセットボンベ （パソコンを除く）
事業で出たものは産業廃棄物となります。

・ライター
★パソコン機器（本体・モニター）は高品位小型家電収集か、メーカーでのリサイクルをご利用ください。
★⑧は、引火・爆発の危険があるため、中身を使い切って穴を開け、他の金物資源と分けて出して下さい。

ビンの日に出すもの
②ワンウェイビン

電池だけ別に分ける。
ボタン電池は下記「出し
てはダメなごみ」をご覧ください。

オイル・ガスを使い切
って別に分けて出す。

★割れたり欠けたものは、鋭利な部分を保護するなどして「ワレモノ」と書いて下さい。

４５リットルサイズのごみ袋に入らないものは粗大ごみです。

ビン類等資源 ・・・フタを取り、中を洗って、種類ごとに袋を分けて下さい。
①生きビン

・乾電池

③ペットボトル

ビールビン

埋立てごみ（資源以外のビン・ガラス、せともの類）
※資源と別の透明・半透明袋に入れて出してください。
・グラス、コップ

・皿、茶碗

・植木鉢

・ガラス

一升ビン等
マーク付き
★割れたり欠けたものは②へ
★「無色」「茶色」「その他の色」 ★フタを取って、別の小袋に
に分けて下さい。
入れて一緒に出して下さい。
★酒屋での回収もご活用下さい。

・蛍光灯

④トレー（発泡スチロール製のもの） 洗って乾かしてから出して下さい。
（自主回収店で購入したものは、回収店へ）
★梱包材等の大きな発泡スチロールはこぶし大に割って
ください。
（汚れやガムテープ等の取れないものは、
割ってから可燃ごみへ。仕事で出たものは不可。）

※白色・色柄付で
マークがあるもの

粗 大 ごみ

・電球

・磁石

・粘土

・猫砂（汚物は取り除いてください。
材料の種類に関わらず埋立てごみ
となります。）
※割れたガラス等は、鋭利な部分を必ず保護して出してください。

４５リットルごみ袋に入らない、家庭で出た大型ごみ（仕事で出たものや、自動車・バイクの部品等は収集不可。）
※収集方法・・・①個人持込み ②個別訪問（有料） 【いずれも事前申込が必要です。】

★金属のついていないプラ製の衣装ケース等は「硬いプラスチック資源」としてリサイクルされます。
…「ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(PE)」製の品物を、解体等せずにそのまま出してください。
（「資源持込」での収集も可能。）

リサイクル家電

家電リサイクル法により、平成１３年度からメーカー等でのリサイクルが義務づけられた家電製品です。
【処分にはリサイクル券が必要です。】購入店等にご相談頂くか、生活環境課へお問合せ下さい。
（対象品目）①エアコン ②衣類乾燥機 ③洗濯機 ④テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ） ⑤冷蔵庫・冷凍庫 ⑥保冷庫・冷温庫

家庭で不要となった小型家電（パソコン機器、携帯電話、デジタルカメラ等）の回収を、
高品位小型家電 ★希少金属を含む、
年度内に１回実施します。
（回収日程と品目は、広報・防災無線でお知らせします。）

出してはダメなごみ
事業系廃材
プラスチック

※以下のものは、町では収集できません。
購入されたお店や廃棄物処理事業者などにご相談下さい。

●ビニールハウス（ビニール、骨組とも）●コンテナ
●マルチシート ●肥料袋 ●塩ビパイプ類
●消毒タンク ●消毒ホース ●農薬容器 など
●ガスボンベ

●油類

●バッテリー

●消火器

●土砂 ●焼却灰
残農薬
劇 物
毒 薬

危険物
●木炭等の消し炭（発火の危険があるため収集不可）

その他

●瓦類

建築廃材

●産業廃棄物全般

ボタン電池

★容器も
収集でき
ません。

●コンクリート
●木材
●壁材

農機具

●自動車・バイク、及び部品類
医療系 注射針・薬品容器等
廃棄物
購入した病院等へ相談して下さい。

水銀が使われている可能性があります。
セロテープ等で巻いて絶縁し、家電量販店等の回収へ。

