
燃やせないごみ用
（水色）

燃やせるごみ用
（クリーム色）

ごみ処理� 問 環境課�TEL 557-7706

　ごみ・資源物は、各家の道路に面した敷地内に出してくださ
い。集合住宅は、その住宅専用の集積所に出してください（道
路には出さないでください）。

ごみ・資源物を出す場所

　ごみ・資源物は「ごみ・資源物収集カレンダー」で決められた
日の午前8時までに出してください。収集カレンダーは役場
で配布しているほか、町のホームページでご覧になれます。

ごみ・資源物を出す日と時間

　燃やせるごみと燃やせないごみは、町指定の収集袋で出し
ます。指定収集袋は町内の商店やスーパーなどで販売してい
ます（取扱店はごみ・資源物収集カレンダーをご覧ください）。

町の指定収集袋

ミニ袋（5ℓ相当）　� 1組� 70円
小　袋（10ℓ相当）　1組150円
中　袋（20ℓ相当）　1組300円
大　袋（40ℓ相当）　1組600円

袋の種類と値段（1組10枚入り）

　申請により、次に該当する世帯に指定収集袋を交付します。
対象

◦生活保護世帯
◦児童扶養手当受給世帯
◦特別児童扶養手当受給世帯
◦�身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方を含
む、世帯構成員全員の町民税が非課税である世帯

◦�精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方を含
む、世帯構成員全員の町民税が非課税である世帯

◦�東京都愛の手帳（療育手帳）1度または2度の交付を受けて
いる方を含む、世帯構成員全員の町民税が非課税である世
帯
年間交付枚数

　燃やせるごみ用110枚／燃やせないごみ用30枚
※枚数は、申請月により異なります。
交付する袋の大きさ

　4人世帯までは中袋（20ℓ）／5人世帯以上は大袋（40ℓ）
申請方法

　受付場所：環境課
　持 ち 物： 印鑑、マイバッグ、対象世帯であることが確認でき

るもの（児童扶養手当、特別児童扶養手当受給世帯
については、証書の写しを提出してください）。

※�ボランティア団体または町民が道路、公園等の公共空間の
清掃活動を行う場合にも指定収集袋を交付します。

　詳しくは、環境課へお問い合わせください。
　�上記対象者（ボランティアによる清掃活動を除く）は、申請
により粗大ごみの処理手数料が減免になります。

廃棄物処理手数料の減免について

ごみ・リサイクル
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燃やせるごみ

生ごみ
（水分を切ってください）

ラップ・アルミホイル わりばし・たばこの吸い殻・ばんそうこう・
生理用品・50センチ未満の木片

カバン・財布・ベルト
など

ゴム手袋・ゴム長ぐつ
など

スニーカー・革靴・
ブーツなど

油が付いた紙・ティッシュ
ペーパー・紙コップ

アルミが貼ってある
紙パックや紙・シール

汚れた布・くつ下・下着・ストッキング・
50センチ未満のぬいぐるみ

　　　　　記録媒体
ビデオテープ・カセットテープ・
ＣＤ・ＭＤ・DVD・フロッピー
ディスクなど

  不衛生なプラスチック
歯ブラシ・台所スポンジ・
お掃除ブラシ・ストロー
など

軟質プラスチック
ビニールシート、
ビニールバッグ、
浮き輪など

※袋の口はしばって出して下さい

生ごみなど 資源にできない紙 資源にできない布

資源にできないプラスチック革製品 ゴム製品 くつ

透明か半透明の袋
（レジ袋可）に入れます。

透明か半透明の袋
（レジ袋可）に入れます。

ひもでしばります。
（1束30センチ以内）

木材は含みません
紙おむつ指

定
収
集
袋
を
使
わ
ず
に
出
せ
る
も
の

草・葉 剪定枝

※汚物はトイレに流してください。
※ペット用紙おむつは含まれません。

※1回に出せる量…40㍑程度以
下の袋で3袋まで。

注意：家庭菜園などで出た野菜くずや木の
実はクリーム色の指定収集袋に入れます。

※太さ10センチ、長さ50センチ未満の
　ものに限る。（これ以上は粗大ごみ）。
※1回に出せる量…3束まで。
※葉は落としてください。

汚れの取れない
容器包装プラスチック

容器包装プラスチックは洗っ
て資源物として「容器包装プラ
スチック」の日に出すのが基本
ですが、汚れの取れないものは
資源物になりませんので、燃や
せるごみで出してください。 クリーム色の指定収集袋に

入れます。

燃やせる
ごみ

※中身の商品は取り出して下さい

硬質プラスチック
バケツ、洗面器、洗濯ばさみ、おもちゃ、ボールペン、

定規、CDのケース、スキーブーツ　など

燃やせない
ごみ

燃やせないごみ 容器包装プラスチック

水色の指定収集袋に入れます。 きれいに洗って透明か半透明
の袋（レジ袋可）に入れます。

陶磁器（割れたものも含む） 長さ50センチ未満の小型家電

◦長さ50センチ以上のものは粗
　大ごみです（P78）
※電池で動くもの（おもちゃな
　ど）は電池を取り出し、電池カ
　バーを開いたまま出して下さ
　い（電池は有害ごみです）

◦水で洗って乾かしてから袋に入れてください。
◦汚れの取れないものは燃やせるごみです。
◦キャップやノズルは、はずしてください。
◦プラマークを目印に分別してください。
◦風の強い日は飛ばされないように出してください。
　（Ｓ字フック・ネット・容器・重しなど）

※容器包装プラスチックとは、商品を入れたり包んだりしているプラスチック製の容器や包装で中身を出した後、不要になるものです。

食料品や日用品のボトル 食料品の袋 日用品の袋やパック

食料品や日用品のチューブ 食品トレイ・発泡スチロールの容器

キャップ

緩衝材・中仕切り
大きい緩衝材は
小さく割って
ください。

食料品のカップやパック

ペットボトルのラベルとキャップ

容器包装
プラスチック
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ビン・カン
ガラス・金属
有害ごみ ビン・カン・ガラス・金属 有害ごみ

ビン・カン・ガラス・金属・有害ごみ

ビン カン

傘

ガラス 電池 蛍光灯・電球 水銀体温計・温度計

スプレー缶・カセットボンベ

ライター

金属

◦スプレー缶、カセットボンベは中身を使い切ってから穴を空けてください。
◦ライターは中身を使い切ってから出してください。

種類ごとに透明か半透明の袋
（レジ袋可）に入れます。

種類ごとにバケツやカゴに
入れます。包丁などは紙や布に

包みます。
割れたガラスやビンは
袋に入れてからバケツ
やカゴに入れます（割
れていないものは袋に
入れないで下さい）。

◦ビン、カンは洗ってから出してください。

※必ず種類ごとに入れてください。
※金属を入れる容器に、金属製の
　ものを使用しないでください。

必ず種類ごとに入れてください。

※傘はそのまま出してください。回収後リサイクル傘に再利用します。

紙　類
新聞・雑誌・ダンボール・紙パック 雑がみ

新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・雑がみ

雑誌 食料品や日用品の箱

パンフレット・包装紙

コピー用紙・メモ用紙

※収集時にこぼれな
　いようにご協力く
　ださい。

封筒・はがき

シュレッダーごみの
み、透明の袋（ビニー
ル袋）でも排出可能で
す。

紙パックダンボール

新聞

◦紙パックは洗って乾かして
　ください。
◦中にアルミが貼ってある紙
　パックは燃やせるごみです。

シュレッダーごみ

透明の袋（ビニール袋）
に入れて出します。

ひもでしばるか、紙袋に入れるか、空き箱に
入れるか、包装紙などに包んで出します。

種類ごとにひもでしばって
出します。

※雨の日は、次の収集日に出すか、濡れないようシートなどをかぶせてください。軒下など、ごみを出す場所を変えてしまうと、取り残しの原因になりますので、いつもの場所に出してください。
　多少濡れてもリサイクル可能です。

布
ペット 布 ペットボトル

布・ペットボトル

◦下着、くつ下、ストッキング、汚れ
　た布・濡れてしまった布は燃やせ
　るごみです。

シャツ、ズボン、スカート、革の衣類、
タオル、シーツ、毛布、カーテンなど

※濡らさないように、注意してく
　ださい。

◦キャップとラベルははずして容器包装プラスチックへ。
◦水で洗って乾かしてから袋に入れてください。

透明か半透明の袋
（レジ袋可）に入れます。

透明か半透明の袋
（レジ袋可）に入れます。

※容器包装プラスチックは前ページをご覧ください。
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　1辺の長さが50㎝以上のものは粗大ごみとなります。（例：タンス、テーブル、椅子、布団、ベッド、ファンヒーター、ストーブ、ス
テレオ、カーペット、自転車、長さ50㎝を超える枝木　など）

粗大ごみの処分方法（家庭から排出されたものに限る）

処分方法 申込み方法 料金 申込み先

自分で持込む場合

持込む当日にみずほリサイクルプラザへ電話申込みをしてか
らお持込みください。
持込み受付

　�祝祭日を除く月～金曜日と第1日曜日の午前9時～午後4時
30分（正午～午後1時を除く）

1㎏あたり
20円

みずほリサイクルプラザ
TEL  557-7612�℻  557-1853

収集を希望する場合

電話でみずほリサイクルプラザに収集の申込みをしてくださ
い。後日、収集員が収集にお伺いします。（平日のみ）
収集申込みの電話受付

　�祝祭日を除く月～金曜日と第1日曜日の午前8時30分～午後
5時（正午～午後1時を除く）

1㎏あたり
30円

　家電リサイクル法の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫お
よび冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機の処分方法については
次のとおりです。
処分方法

　その①　家電販売店に依頼する。
　その②　収集運搬業者に依頼する。
　　　　　（株）コヤマ　TEL  557-0325（一般家庭のみ）
　その③　自ら指定引取場所へ搬入する。
◎�家電4品目のリサイクル料金は製造メーカーにより異なり
ます。詳しい内容は（財）家電製品協会　家電リサイクル券
センターへお問い合わせください。TEL  0120-319640

　URL　http://www.rkc.aeha.or.jp/text/info.html
※�処分方法その①とその②については、リサイクル料金の他
に収集運搬料金がかかります。

家電4品目の処分方法

処分方法
①メーカーのリサイクル受付窓口に申し込む。
②メーカー指定の方法でリサイクル料金を支払う。
③�簡易郵便局を除く郵便局に持ち込むか、戸口集荷の依頼を
する。
リサイクル料金の目安

　�デスクトップパソコン本体、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…3,000円（税抜）

　�ブラウン管ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ一体型
パソコン…4,000円（税抜）

※�PCリサイクルマークが付いたパソコン
は購入価格にリサイクル料金が含まれ
ていますので、処分時には料金がかか
りません。

パソコンの処分方法（家庭から排出されたものに限る）

　以下のものは収集できません。処分する際には販売店や専
門業者にお問い合わせください。
　�畳、ピアノ、消火器、オートバイ、部品、自動車部品、タイヤ
（自転車用を除く）、バッテリー、建築廃材、コンクリート、
土、砂、農機具、農業用資材、肥料、ドラム缶、化学薬品、医療
廃棄物、産業廃棄物　など

収集できないもの

ごみを出す日にちや、詳しい分別方法などは、その年度の
「ごみ・資源物収集カレンダー」や「ごみ分別事典」をご覧く
ださい。ご入用の方は、環境課へご連絡ください。なお、「ご
み・資源物収集カレンダー」は町のホームページでもご覧
いただけます。
※�外国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン
語・ベトナム語）版、点字版、朗読テープもご用意してい
ます。

　事業所のごみは事業者自ら処理することが原則となってい
ます。ただし、1回の排出量が80ℓ以下、かつ12㎏以下の事業
所は家庭と同様に戸別収集します。
出してもよいごみ　家庭から出る種類と同様のごみ
1回の排出量

　�80ℓ以下、かつ12㎏以下（事業所併用住宅については、家庭
ごみを含めて160ℓ以下、かつ24㎏以下）

事業所のごみ

　町では、日常生活の中で放射線量を把握することができる
よう、放射線量測定器の無料貸し出しを行っています。
（1）貸し出し要件…�20歳以上で、町内に住民登録を有する方、

または町内の事業者
（2）貸し出し台数…1台
（3）貸出期間…1日（午前9時～午後4時）
（4）受付場所…環境課
（5）受付時間…�月曜日から金曜日（祝日は除きます）の午前9

時から午後3時まで
（6）持 ち 物…�申請は印鑑と本人確認書類（運転免許証、パス

ポート等）が必要となります。
（7）そ の 他…�貸し出し中の場合には希望に添えない場合も

あります。

放射線量測定器の貸し出し 問 環境課�TEL  557-7706
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町役場庁舎、みずほリサイクルプラザ、武蔵野コミュニティ
センター、元狭山コミュニティセンター、長岡コミュニティ
センター、寄り合いハウスいこい、ジョイフル本田�瑞穂店、
西友ザ・モールみずほ16

※�回収した小型家電は、環境省の認定事業者により適正にリ
サイクルされます。

　町では、子ども会や町内会などが資源物を収集し、資源物回
収業者へ引き渡した場合、その実績に応じて奨励金を交付し
ています。奨励額は次のとおりです。

資源物回収団体奨励金

種類 奨励金
新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶 1㎏あたり10円

　平成26年10月から回収ボックスを設置し、小型家電の回
収をしています。携帯電話やゲーム機等の小型家電の部品に
は、金や銀などの貴重な資源が使用されています。小型家電に
含まれる有用金属のリサイクルとごみの減量を図るため、ご
家庭で眠ったままになっている小型家電がありましたら、リ
サイクルにご協力ください。
回収方法　�各施設の開館時間内に、回収ボックスへ直接小

型家電を入れてください。
回収ボックス設置施設

問 環境課�TEL 557-7706
使用済小型家電の回収ボックスを設置しています

投入時の注意事項

・個人情報は必ず消去してください。
・回収した小型家電は返却できません。
・乾電池は取り外してください。
・�テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、
蛍光管、電球は回収できません。

全ての対象品目につい
て、縦15㎝×横30㎝の
投入口に入るものに限り
ます。

30㎝

15㎝

回収対象品目
� 1．携帯電話（PHS・スマートフォン含む）
� 2．携帯型音楽プレーヤー
� 3．DVDプレーヤー
� 4．ゲーム機
� 5．デジタルカメラ
� 6．ビデオカメラ
� 7．電子辞書
� 8．電卓
� 9．ラジオ
10．カーナビ
11．電気かみそり
12．これらの付属品等（リモコン、ACアダプター、ケーブル等）

　「レジ袋の削減およびマイバッグ持参促進に関する協定」の
締結事業者を募集しています

　町は、循環型社会の3R推進に向け、排出抑制（Reduce（リ
デュース））に着目し、住民、事業者との協力を得て、ごみの減
量と地球資源の節約に取り組みます。
　余計なレジ袋を利用するのではなく、消費行動からごみに
対する意識、環境意識を持ち、マイバッグ（買い物袋）を持って
出かけ、環境にやさしいライフスタイルの一歩にしましょう。
なぜレジ袋なの？なぜマイバッグなの？
1.ごみの減量
　レジ袋はわたしたちにとって身近で
便利な容器包装なので、多量に消費され
ています。全国では、1年間に300億枚も
のレジ袋が使用されています。1人当た
りに換算すると、年間約300枚のレジ袋
を使用していることとなり、そのうちす
べてが再利用されているわけではなく、多くが廃棄されてい
ます。わたしたちが自らの意思でマイバッグを利用する事が
できたら、排出の抑制、ごみの減量につながります。
2.地球資源の節約
　レジ袋1枚につき、約20mlの石油を費やしています。もし
1人が年間100枚のレジ袋を削減することができたら、2リッ
トルの石油資源の節約につながります。瑞穂町全体では、約
66,000リットル、ドラム缶（200リットル）に換算すると、約
330本分の節約になります。

レジ袋は、「容器包装プラスチック」で分
別収集を行い資源化します。あくまでも
「余計なもの」は使わない。排出制限への
第1歩です。レジ袋を使わないだけでな
く、ごみへの意識・環境意識を持つこと
が大切です。

問 環境課�TEL 557-7706
ノー（NO）レジ袋、マイバッグキャンペーン
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