
4月から「燃やさないごみ」で出せるものの大きさを拡大します。
「燃やさないごみ」で出せるものの大きさを、一辺の長さが30cm未満から、50cm
未満に拡大します。一辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」となります。
詳しくは12ページをご覧ください。



타는 쓰레기
Basura incinerable
Basurang Nasusunog
Rác cháy được

Non-burnable Garbage

타지 않는 쓰레기
Basura no incinerable
Basurang Hindi Nasusunog
Rác không cháy được

Packaging
塑料包装容器类垃圾
용기포장 플라스틱 쓰레기
Envases y empaques plásticos

Rác bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa 

유해 쓰레기
Basura dañina

Rác có hại

Plastic Bottles PET
PET塑料瓶
PET병
Botellas PET
Plastik na Bote
Chai nhựa

罐类
캔

Lata
Lon

유리

Thủy tinh

병
Botellas de vidrio
Bote
Chai Thủy tinh

Ceramics

도자기

Keramika
Gốm

Newspapers・Leaflets
报纸和广告传单
신문·전단지
Periódicos y panfletos
Dyaryo at Polyeto
Báo·Tờ rơi quảng cáo

Magazine・Miscellaneous Papers

잡지·종이류

Tạp chí và giấy vụn

Revistas y papel mixto

Cardboard・Beverage Paper Pack
硬纸板箱/饮料包装盒
종이박스·음료용 종이팩
Cajas de cartón y cartones de bebidas 

Thùng giấy·Bao bì đồ uống

纤维类旧衣旧布
섬유류

Các loại sợi

ダンボール・紙パック

ダン
ボール・
紙パック

杂志和废纸类资源

Burnable Garbage Garbage

Garbage

陶瓷制品
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日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

27 28 29 30 31 1 2

3 4

燃やす

5 6 7

燃やす

8 9

10 11

燃やす

12 13 14

燃やす

15 16

17 18

燃やす

19 20 21

燃やす

22 23

24 25

燃やす

26 27 28

燃やす

29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

1 2

燃やす

3 4 5

燃やす

6 7

8 9

燃やす

10 11 12

燃やす

13 14

15 16

燃やす

17 18 19

燃やす

20 21

22 23

燃やす

24 25 26

燃やす

27 28

29 30

燃やす

31 1 2 3 4

フードドライブを実施しています！
　ご家庭で使い切れない食品を捨ててしまってはいませんか？
　青梅市では、食料資源を有効活用し食品ロスを減らす取組としてフードドライブ事業を通年で
実施しています。
　フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体や施
設、フードバンク等に寄付する活動のことです。ご家庭で使い切れない食品がありましたら、清掃
リサイクルまでお持ちください。

＜受付場所＞
市役所５階清掃リサイクル課窓口

＜対象となる主な食品＞
• 缶詰　• インスタント食品　• レトルト食品　• フリーズドライ食品　
　• 嗜好品（お菓子、インスタントコーヒー、お茶パックなど）　• 乾物　• 乳幼児食品　• 調味料　
　• 飲料（アルコール類は除く）　• お米（国産米で精米から１年以内のもの）など
※集める食品には条件あります。詳細は市ホームページ（記事ＩＤ１７４０）をご覧ください。 3



下記は広告です。ごみ収集に関するお問い合わせは、清掃リサイクル課（0428-22-1111）へお願いします。
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下記は広告です。ごみ収集に関するお問い合わせは、清掃リサイクル課（0428-22-1111）へお願いします。
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収集車両の火災が発生しています！
　燃やさないごみ等のごみ袋に混ざっていたライターやスプレー缶等が原因で、収集車両の火災が
発生しています。
車両火災が発生すると、作業員や周囲にいらした方、周辺の住宅等に被害を及ぼす恐れが

あるほか、人の命にかかわる災害に発展する可能性があります。
　車両火災を未然に防ぐためにも、ごみの正しい分別に御協力ください。

火災の原因となっている主なもの
・ライター、カセットコンロ用ガスボンベ、スプレー缶
有害ごみとして排出してください。

・モバイルバッテリー
市では収集・処理することができません。

　 詳細は、有害ごみの出し方 Ｐ１４ をご覧ください。 8
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ホームページ
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燃やすごみの出し方燃やすごみの出し方

燃やすごみ袋の中に
紙類の資源が含まれて
います。
適正な分別が、ごみの減量
につながります。

※紙類でも雑紙として出せ
ないものがあります。詳し
くはP16をご覧ください｡

廃食用油

詳しくはＰ19をご覧ください。

リサイクルセンターでの無料
回収も行っています。

●

燃やすごみとして出せる主なもの

生ごみ料理くず ストロー ビデオテープ 乾燥剤
使い捨てカイロ

葉・草

CD・DVD貝殻・卵のから カセットテープ

タバコの吸い殻 サンダル
スリッパ

絆創膏・包帯 ゴム手袋
ゴム長靴

食用油 紙や布に
染み込ませたもの

汚れや傷みがひどい
靴類・ぬいぐるみ

燃やすごみの指定収集袋（みどり色の袋）
に入れ､午前８時までに出してください｡

おむつ樹木の枝･葉など

粗大ごみとして自宅回収を
希望の方やリサイクルセン
ターに持ち込みを希望の方
は、 をご覧ください。

粗大ごみとして自宅回収を
希望の方やリサイクルセン
ターに持ち込みを希望の方
は、P17をご覧ください。

※

●太さ10cm､長さ50ｃｍ未満
に切り､ 燃やすごみの指定
収集袋に入れて出してくだ
さい｡

汚物を取り除き､指定収集袋
または透明・半透明の袋に
入れて､燃やすごみの収集日
に出してください。

●

子供､成人用どちら
も対象です。
子供､成人用どちら
も対象です。

※

ペットのおむつは対象外です｡燃や
すごみの指定収集袋に入れて出し
てください。

ペットのおむつは対象外です｡燃や
すごみの指定収集袋に入れて出し
てください。

※

ごみの減量にご協力ください

•封筒

•雑誌

出すときの注意点

（指定収集袋を購入してください）（指定収集袋を購入してください）

❶ 指定収集袋の口はきちんと縛ってください。
❷ 生ごみはよく水を切ってから出してください。
❸ 土がついているものは､土を落としてから出してください。
❹ タバコの吸い殻､花火は水で濡らしてから出してください。
一辺の長さが５０cm以上のものは｢粗大ごみ｣となります｡
（袋に入るかどうかではありません。）
灰や燃えがらなどは､飛ばないように内袋に入れてから指定収集
ください。

袋に入れて出し

❺

❻

❼
て
使用したマスクやティッシュ等の呼吸器系分泌物が付着したごみは、ビニール袋に
入れ、口をしっかり結ぶ等密閉したうえで、指定収集袋に入れて出してください。
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● 電気ポット 

❼

石油ストーブ・石油ファンヒーターは、火災の恐れがありますので、
大きさに関わらず粗大ごみとして出してください。

12
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有害ごみの出し方有害ごみの出し方

出すときの注意点

透明または半透明の袋に入れ､午前８時までに出してください｡
※リサイクルセンターに持ち込むこともできます｡詳しくはP19をご覧ください。

ペットボトルとして出せる主なもの

出すときの注意点

飲料の容器 料理酒の容器
ドレッシング・
食酢の容器

ペットボトルの出し方ペットボトルの出し方
キャップやラベルを外して中を洗い､バケツや箱などの容器に入れ、
午前８時までに出してください｡

醤油の容器 左記以外の調味料容器（た
れ､ソースなど）､食用油容
器､非食品容器（洗剤､化
粧品､医薬品など）は容器
包装プラスチックごみとし
て出してください｡

❶ ペットボトルだけを回収しますので､袋には入れないでください。
❷ペットボトルの出し方

ペットボトルのマークを確認

軽くすすぐ

蛍光管や電球は､袋ではなく品物の入っていた箱や筒に入れて出す
こともできます。
液晶式体温計は燃やさないごみで出してください。
電池類は､セロハンテープなどで絶縁してから出してください。
可燃性ガスの入ったライター・カセットコンロ用ガスボンベ・スプ
レー缶は火災や爆発事故の恐れがあります｡なるべく使い切って
から穴をあけないで､透明または半透明の袋に入れて出してくだ
さい｡やむを得ず､中身が残っている場合は｢残有り｣等の貼り紙を
してください。
消火器は市で収集できません｡防災用品を扱ってい
るお店または専門業者にご相談ください。
小型充電式電池（ニカド・ニッケル水素電池・リチ
ウムイオン電池）､ ボタン電
パック､ モバイルバッテリーは家電小売店等
置してある回収ボックスへ出してください｡回収協力店は市ホー
ムページなどをご覧ください。ただし、海外メーカー製のもの
は回収できない場合があるため、販売店に
さい。

お問い合わせくだ

ラベル・キャップは
容器包装プラスチックごみへ

バケツか箱などの容器に入れて出す
（ビニール袋では回収できません。）

なるべくつぶして出す
（つぶすことでコンパクトにな
り､容器にたくさん入れること
もできます）

有害ごみとして出せる主なもの

ライター

電子タバコ乾電池・コイン電池

電球

スプレー缶
（消火器は除く）

煙式殺虫剤の
容器（金属製）

カセットコンロ用
ガスボンベ

水銀体温計 蛍光管

❶

❷
❸
❹

❺

❻

※

池､ 携帯電話の電池
の回収協力店に設
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中を洗い､バケツや箱などの容器に入れ､
午前８時までに出してください｡

中を洗い､バケツや箱などの容器に入れ､
午前８時までに出してください｡

出すときの注意点

バケツや箱などの容器に入れ､午前８時までに出してください｡
※リサイクルセンターに持ち込むこともできます｡詳しくは P19をご覧ください。

バケツや箱などの容器に入れ､午前８時までに出してください｡
※リサイクルセンターに持ち込むこともできます｡詳しくはP19をご覧ください。

レンガ 瓦 タイル 便器
⇒販売店または専門業者にご相談ください

次のものは市では収集できません次のものは市では収集できません次のものは市では収集できません

ガラスの出し方ガラスの出し方 陶磁器の出し方陶磁器の出し方

カンの出し方カンの出し方 ビンの出し方ビンの出し方

ガラスとして出せる主なもの
（※割れたガラスも回収します）

コップ・グラス ガラス食器類
◆板ガラス ◆耐熱ガラス

◆ガラスの灰皿 ◆強化ガラス

金属などの異素材と合体したガラス
網入りガラス 合わせガラス
重金属類を含むガラス

次のものは燃やさないごみに出してください

など

陶磁器として出せる主なもの
（※割れた陶磁器も回収します）

茶碗・皿 花瓶・植木鉢

◆土鍋 ◆土瓶 ◆急須

出すときの注意点
ビンだけを回収しますので､袋には入れ
ないでください｡（割れたビンも袋には入
れないでください。）
金属製キャップ（ジャムなどのふた）は
カン､プラスチック製キャップ（一升びん
のふたを含む）は容器包装プラスチック
ごみとして出してください。
一升ビンやビールビンなどのリターナブ
ルビンはなるべく販売店に返しましょう。
中身が固まって取り出せないビンは燃や
さないごみで出してください。
陶磁器､ペットボトルと同じ回収日です
が､別々の容器に入れて出してください｡

❶

❷

❸

❹

❺

（※割れたビンも回収します）

飲料のビン 薬のビン

調味料のビン 化粧品のビン

ビンとして出せる主なものカンとして出せる主なもの

飲み物のカン・
キャップ

缶詰のカン・ふた

食品のカン 食用油のカン

カンだけを回収しますので､
袋には入れないでください。

❶

飲食用以外（塗料･蚊取り線
香など）の空きカンは燃やさないごみ
として出してください。

❷

出すときの注意点
ガラスだけを回収しますので､袋には
入れないでください｡（ただし､

､容器に入れて
出してください。）
一辺の長さが３０ｃｍ以上のものは
粗大ごみとなります。
中身が入っていたビン（飲料のビン､調
味料のビンなど）はビンとして出して
ください。
カン､ペットボトルと同じ回収日ですが､
別々の容器に入れて出してください｡

❶

❷

❸

❹

出すときの注意点

陶磁器だけを回収しますので､袋には
入れないでください｡（割れた陶磁器
も袋には入れないでください。）

❶

一辺の長さが30cm以上のものは
粗大ごみとなります。

❷

土がついた植木鉢などは､土を落とし
てから出してください。

❸

ビン､ペットボトルと同じ回収日ですが､
別々の容器に入れて出してください｡

❹

スプレー缶やカセットコンロ用ガスボン
ベは有害ごみとして出してください。

❹

ガラス､ペットボトルと同じ回収日です
が､別々の容器に入れて出してください。

❺

❸18リットル以上の空きカンは粗大ごみと
して出してください｡

次のものは燃やさないごみに出してください

割れた
ガラスを出す場合は 透明または半透
明の袋に入れてから

､
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●古紙持ち去り防止パトロール
を実施しています

新聞・折込チラシ
の出し方
新聞・折込チラシ
の出し方

ダンボール･飲料用
紙パックの出し方
ダンボール･飲料用
紙パックの出し方ひもで束ねて､午前８時

までに出してください｡

出すときの注意点

出すときの注意点
名刺大より小さい紙､シュレッ
ダーごみは紙袋に入れ､口が開か
ないようひもで縛って出してくだ
さい｡
雨の日でも出せます｡ビニール袋
には入れないでください｡

ダンボールはひもで束ねて､
飲料用紙パックは洗って乾
かし切り開いてから､ひもで
束ねて､午前８時までに出し
てください｡

繊維類の出し方繊維類の出し方
（繊維・かばん・靴・ベルト・ぬいぐるみ）（繊維・かばん・靴・ベルト・ぬいぐるみ）

●ダンボールは横から見ると
このように波状になっています

雑誌・雑紙の出し方雑誌・雑紙の出し方

市では違法な古紙回収を防止す
るために､収集日に職員によるパト
ロールを行っています。
市の回収車ではないと思われる

車が回収しているところを目撃さ
れた方は､清掃リサイクル課までご
連絡ください。

圧着はがき（親展はがき）､粘着物・
粘着剤の付着した紙（宅配伝票な
ど）､石鹸・洗剤・線香などの匂いの
ついた紙､感熱紙（ファックス用紙
など）､カーボン紙､ノーカーボン紙､
コーティング紙､ワックスなどで防
水加工された紙（紙製のヨーグルト
容器など）､写 真､使い終わった
ティッシュペーパーやペーパータオ
ル､レシート､汚れた紙､金・銀箔の
ついた紙､宅配・持帰り用ピザの箱
（紙製）､和紙など

●これらは｢燃やすごみ｣になるので
混ぜないでください!

出すときの注意点

透明または半透明の袋
に入れ､午前８時まで
に出してください｡

雑誌・雑紙として出せる主なもの

◆紙製の箱(ダンボール除く)
◆封筒 ◆紙袋 ◆雑紙
◆シュレッダーごみ

雑誌・書籍
◆タオル ◆カーテン
◆シーツ ◆毛布

◆靴 ◆ベルト ◆ぬいぐるみ

繊維類として出せる主なもの

古着・革製の衣類 かばん

袋は種類ごとに分けて出してください｡混ざっている
場合は収集できませんのでご注意ください｡
ファスナーやボタンはそのままで出してください｡
汚れや傷みがひどいもの､濡れているもの､片足のみの靴
は回収できないため､燃やすごみとして出してください｡
（靴ひもが取れている靴については回収できます｡）
繊維類は雨にぬれると資源化できません｡雨の日も回収は
行いますが､なるべく出さないよう､ご協力をお願いします｡

❶

❷
❸

❹

中にアルミが貼ってある紙パック
は燃やすごみで出してください。
ガムテープは使わず､品目別にひ
もで束ねてください。

雨の日でも出せます｡ビニール袋
には入れないでください｡

❶

❷

❸

新聞と折込チラシは一緒にひもで
束ねて出してください。

新聞紙の整理袋やガムテープは使
わないでください。

雨の日でも出せます｡ビニール袋
には入れないでください｡

❶

❷

❶

❷

❸

出すときの注意点

間違えないように注意しましょう!間違えないように注意しましょう!
種 類

繊 維

かばん

ベルト

靴

回収できるもの 回収できないもの

古着､革 製の衣 類､タオル､
カーテン､シーツ､毛布

◆布団､じゅうたん→粗大ごみとして排出
綿が入っているもの､下着､靴下､汚れている
もの､ペット用に使った毛布やタオルなど
→燃やすごみとして排出

革､布､エナメル製品､ウエスト
バッグ､ハンドバッグ､ベルトポーチ､
リュックサック等
革､布､エナメル製品､ゴム製品、
ショートブーツまでの短さの靴、
靴ひものとれた靴

革・布・エナメル製品

ぬいぐるみ ５０cm未満のもの ５０cm以上のもの→粗大ごみとして排出

おもちゃのベルト（プラスチック製）
→燃やさないごみとして排出

ハードケース､スーツケース､車輪の付いた
バッグ､ゴルフバッグ､ランドセル､保冷バッグ
→粗大ごみなどとして排出
長靴､スリッパ､スパイク､登山靴､ハーフブー
ツ以上の長さの靴､安全靴､片足のみの靴
→燃やすごみとして排出

◆

右記のとおり、
一部無料回収
対象外のものも
ございますので
ご注意ください。
かばん・靴・ベルト・
ぬいぐるみは､外国
に送り｢リユース｣し
ております｡
そのため､回収は
皆様が普段､使用
しているようなも
のが 対象となり
ます｡

※

直接ひもで束ねるか、紙袋に
入れて口が開かないようにひ
もで縛り、午前8時までに出
してください。
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［注意］パソコンは回収ボックスでは出せません。
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以上（ガラス・陶磁器は30cm以上）
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引っ越しのごみ引っ越しのごみ引っ越しのごみ引っ越しのごみ
リサイクルセンターでは､下記❶～❺の品目を無料で持ち込むことができます。
粗大ごみ受付で住所確認（運転免許証など）後､指定の専用箱や専用容器に
入れてください。
（使用済小型家電を持ち込む場合は､粗大ごみ受付での住所確認の必要はあ
りません。）

「蛍光管」や「電球」は割れると大変危険な
ため、商品が入っていた箱や袋に入れたまま
指定の専用箱に入れてください。

陶磁器､ガラスで｢持ち込めるもの｣でも一辺
の長さが３０ｃｍ以上のものは粗大ごみ（有
料）として排出してください。

❶.リサイクルセンターにごみを持ち込める方
市内から市外へ転出する場合（引っ越し日までに収集がない場合）
一人暮らしの市内在住者が亡くなられた場合

※市内で転居する方は対象外です。

◆持ち込み先
青梅市リサイクルセンター
住所：青梅市新町６ １
電話：0428 31 0540

引っ越しの予定がある方は､計画的なごみの排出をお願いします｡
やむを得ずごみ収集カレンダーどおりの排出が困難な場合は､リサ
イクルセンターへの持ち込みが可能ですが､持ち込めるのは以下の
方に限りますのでご注意ください。

◆その他
受付の際､受付表に新旧住所､引っ越し日などをご記入いただ
きます｡また､身分証（運転免許証など）の提示が必要になります
のでご了承ください。

No.

❶

❷

❸

❹

❺

種 類
有害ごみ

陶磁器

ガラス

廃食用油

（３０cm未満のもの）

（３０cm未満のもの）

使用済小型家電

持ち込めるもの 持ち込めないもの
乾電池､コイン電池､
水銀体温計､蛍光管､
電球､スプレー缶 消火器
は除く カセットコンロ用
ガスボンベ、煙式殺虫剤

金属製）､ライター､
電子タバコなど

茶碗､皿､花瓶､植木鉢､
土鍋、土瓶、急須など

コップ、グラス､板ガラス､
ガラス食器類､耐熱ガラス､
ガラスの灰皿､強化ガラス
など

サラダ油､オリーブ油
菜種油､大豆油､ごま油､
紅花油､綿実油､米油
ひまわり油､コーン油など
※未使用の賞味期限
切れの油も可

P17｢使用済小型家電の
出し方｣のとおり

レンガ、瓦、タイル、便器
販売店または専門業者へ

液晶式体温計
燃やさないごみとして排出
消火器
防災用品を扱っているお店また
は専門業者へ
小型充電式電池(ニカド､ニッケル
水素電池､リチウムイオン電池
ボタン電池
小型充電式電池回収協力店に設
置してある回収ボックスへ

♦

♦

♦

→

→

→

♦
→

テレビ、パソコン
出し方はP20をご覧ください

♦
→

金属などの異素材と合体した
ガラス、網入りガラス、合わせガ
ラス、重金属類を含むガラス、鏡
燃やさないごみとして排出

♦

→

ラードなどの動物性油、ヤシ油、
パーム油、ドレッシング
紙や布に染み込ませて燃やすご
みとして排出
灯油、機械油
販売店または専門業者へ

♦

♦

→

→

※ ※

❷.リサイクルセンターへごみを直接持ち込むときは

燃やすごみ､燃やさないごみ､容器包装プラスチックごみは､種類
ごとに指定収集袋に入れてください。

分別基準どおりに分別してお持ちください。

新聞・折込チラシ､雑誌・雑紙､ダンボール･紙パックは､紐で束
ねてください。
カン､ビン､ペットボトル､繊維類は､透明か半透明の袋に入れて
ください。
有害ごみ､ガラス､陶磁器は､持込後､指定の専用箱に入れてく
ださい。
粗大ごみは処理手数料をお支払いください。

リサイクルセンターに持ち込めるごみリサイクルセンターに持ち込めるごみリサイクルセンターに持ち込めるごみリサイクルセンターに持ち込めるごみ

◆持ち込みできる日時
月曜日～金曜日（祝日､年末年始は除く）
午前：９時～11時30分
午後：１時30分～4時

､）
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市では収集・処理できないもの市では収集・処理できないもの市では収集・処理できないもの市では収集・処理できないもの
◆テレビ（液晶・プラズマ・ブラウン管）､エアコン､冷蔵庫・冷凍庫､
洗濯機・衣類乾燥機 家電リサイクル法に基づき､上記の家電は市では収集・処理

できません｡
次のいずれかの方法で排出してください｡なお､排出する場

合には、｢リサイクル料金｣+｢収集・運搬料金｣がかかります。

購入した店または買い
替えをする店に引き取
りを依頼してください。

❶購入した店がわかっ
ている場合や新しく
買い替える場合

❷購入した店が廃業し
たり､遠方で引き取
りができない場合

市内では｢青梅新興株式会社｣
電話：0428 74 4281
が窓口となって引き取りを受け
付けています｡料金などは､直接
お問い合わせください。

指定引取場所や手順など
は市ホームページからご確
認ください。

❸指定引取場所へ自分
で搬入する場合

※この場合､収集・運搬
料金はかかりません。

◆オートバイ・原動機付自転車
「二輪車リサイクルシステム｣を利用し､「廃棄二輪車
取扱店｣または｢指定引取場所｣に処理を依頼すること
ができます｡
詳しくは､二輪車リサイクルコールセンター

☎050 3000 0727へお問い合わせください。

◆その他

購入した販売店､
廃棄物処理業者または
青梅資源リサイクル
事業協同組合

☎0428 33 9221
へお問い合わせください。

購入した販売店
または

廃棄物処理業者などに
お問い合わせください。

自動車、オートバイおよびその部品など
（本体、タイヤ、バッテリー、ホイール、
マフラー、シートなど）

建築廃材
（畳､物置 １坪を超えるもの〉､瓦､タイル､
浴槽､風呂がま､便器､ソーラーシステムなど）

農業用具
（農機具､農業用ビニールシート､フレーム
など）

土砂類
（土､石､砂､石灰､ブロック､レンガ､コンクリー
ト､水槽に敷き詰めてある石など）

その他
（ピアノ､モーター､金庫 50cm以上〉､臼
など）

薬品類
（農薬類、肥料、殺虫剤、融雪剤など）

危険物類
（エンジンオイル、ペンキ、ガスボンベ、
ガソリン、灯油など）

在宅患者の医療器具
（注射器、注射針など）

注射針は専用の患者用保管容器に
入れて医療機関または調剤薬局へ
※

テレビ・エアコンを回収する
際は､リモコンも一緒に回収で
きます｡（ただし乾電池は除く）
携帯テレビ、カーテレビおよ
び浴室テレビなどは家電リサ
イクル法対象外製品です。
ワインセラー（ワイン庫）､温冷
庫は家電リサイクル法対象製
品です。

※

※

※

◆パソコン 資源有効利用促進法に基づき､家庭から出る
使用済パソコンは市では収集・処理できません。
次のいずれかの方法で排出してください｡

パソコンリサイクルに関することは､右記｢パソコン
３R推進協会｣のホームページをご覧ください。
※ http://www.pc3r.jp

“PCリサイクル”のマークがついているパソコンは無償で各メー
カーが回収・リサイクルしていますので、依頼をしてください。

コソパ「､はどなンコソパの作自いながーカーメるす収回､おな
ン3R推進協会｣が有償で回収・再資源化しています。

❶メーカー等を利用した回収

国の認定事業者である｢リネットジャパンリサイクル（株）｣と協定を締結
方用利（｡すまいてっ行を収回たし用利を便配宅のどなンコソパ済用使、し

法は右記のとおり）
この｢リネットジャパンリサイクル（株）｣の宅配回収を利用すれば、パソコ

ンの回収は１回につき１箱分が無料（２箱目からは有料）となります。また、
データ消去のサービス（一部有料）も行っており､安心して処分ができます。

❷宅配便を利用した回収

利用方法
インターネットまたは電話で
お申し込みください。
・インターネット
リネットジャパンリサイクル
ホームページ
http://www.renet.jp/
・電話
リネットジャパンリサイクル
株式会社
☎0570-085-800

年末年始除く）
箱のサイズは３辺（縦･横･高さ）
合計で140cm以内､ 重さは
２０kgまでです｡
その他詳細はホームページまた
は電話でご確認ください。

※
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❶ Refuse（リフューズ）
【不要なものは断る・買わない】

環境に有害なものや１回でごみに
なってしまうものは基本的には断
る。また必要なもの以外を衝動買い
しない。

❷ Reduce（リデュース）
【ごみを減らす・ものを大切に使う】

ごみの発生量や資源の使用量を減ら
すように心がけ、購入した製品を直
して長く使う。

❸ Reuse（リユース）
【繰り返し使う】

購入した製品を廃棄しないで、その
ままの形で再利用する。

❹ Recycle（リサイクル）
【再び資源として利用する】

購入した製品を廃棄しないで、再び
資源化して利用する。

※市ではごみ減量講座、ごみ処理施設見学会、生ごみ堆肥化講習会、ごみ減量・
リサイクル通信の発行、フードドライブ事業などを行い、ごみ減量や資源リサ
イクルの推進を図っています。

　市では資源の保護とごみの減量を図るため、資源回収を行う団体（自
治会など）に対し、回収量に応じて報償金を交付しています。ご近所で
資源回収が行われている場合は、進んでご協力をお願いします。
　団体の登録方法や報償金の交付要件については、市ホームページをご
覧いただくか、清掃リサイクル課までお問い合わせください。

　燃やさないごみの中にペットボトル、おむつ、乾電池などが混ざっている場合があります。
誤解されやすいことですが、燃やさないごみとは「燃えないごみ」ではなく、「燃やさずに
リサイクルするごみ」という意味です。
「リサイクルする」という視点 で「燃やさないごみ」を見ていただけると“ごみの分別方法 ”
が分かりやすくなります。
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