
～混ぜればごみ、分ければ資源～

三　春　町

保 存 版 



⑫生きびん・
　使い捨てびん

専用のコンテナ（紺）に入れてください。

P12～

月２回 P13～

月１回 P14～

月２回
専用のコンテナ（黄・白・茶・緑）に入れて
ください。

週２回 P4～

月１回 P5～

P11～

P9～月２回

週１回 P6～

P7～月１回

⑩古着

⑪アルミ缶・スチール缶

自分で清掃センターに運ぶか、有料の戸別収
集（電話予約）となります。

品目別に束ねて、ひもで十字に縛って出して
ください。新聞紙は袋に入れた場合でも、必
ずひもで縛って出してください。（回収時に
袋が破けて飛散することを防ぐためです）

専用のコンテナ（グレー）に入れてくださ
い。

透明な（中身の見える）袋に入れて出してく
ださい。

月２回

家庭にある紙袋に入れ中身が出ないように、ひも
で十字に縛って出してください。
またはダンボールに入れ、ひもで十字に縛って出
すか、ガムテープで閉じてください。

月２回 P12～

専用のコンテナ（黒）に入れてください。

⑬ペットボトル

⑭有害ごみ

「燃えないごみ用」の指定袋に入れて出して
ください。

⑧紙パック

⑨雑がみ

①燃えるごみ

②燃えないごみ

⑥本・雑誌

⑦ダンボール

⑤新聞・チラシ

古
紙
類

③プラスチックごみ

④粗大ごみ

出し方 収集頻度 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

ごみを出すときの基本ルール

ごみの分別区分一覧（１４種類１７分別）

「プラスチックごみ用」の指定袋に入れて出
してください。

区分

「燃えるごみ用」の指定袋に入れて出してく
ださい。

○分別と収集日を確認しましょう。 

 地域によって収集する日が異なります。「ごみ収集カレンダー」で確認してください。 

 分別されていないごみや町で処理できないごみは収集しません。 

 収集できないごみには、黄色いステッカーを貼っていますので、内容を確認し、自宅へ持ち帰ってくださ

い。 

○時間を守りましょう。 

 必ず収集日の朝８時３０分までに出してください。 

 収集量や道路状況などにより収集時間は変わりますので、毎日、同じ時間帯に収集するとは 

限りません。（収集した後に出されたごみは、取り残されてしまいます。） 

○決められた指定袋を使い、決められた集積所に出しましょう。 

 ごみは、決められた指定袋にきちんと分別して、決められた集積所に出しましょう。 

 出す場所がわからない場合は、近所の方に聞いてください。 

※ ⑨雑がみは以前の紙製容器から名称を変更し、リサイクルできる種類が増えています（詳細は

9～10ページ）。また、古着も綿製品に限りませんのでご注意ください（詳細は11ページ）。 
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三春町のごみの現状

Ｑ 三春町の１年間のごみの排出量とリサイクル率はどのくらいですか？（平成２７年度） 
 

Ａ ごみ排出量６,０５０トンを２トンパッカー車で運ぶと 

  

 ２トンパッカー車 

 約３,０２５台分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リサイクル率は 
 
 
 
 
 
 
 

１人当たりに換算すると、１人が１年に出すごみの量は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ 一番多いごみの種類は何でしょう？ 
 

Ａ  「燃えるごみ」です 

  燃えるごみの４０～４５％ぐらい紙類が混ざっていると考えられています。 

  そこで三春町では、これから紙類の分別を進めていきます。 

  はじめに、「雑がみ」の分別から始めていきます。 

２１．７％です。 
県内でもトップ３に入る成績です。 

１年間で 

約３６０kg 
 
 

その処理に年間 

約１３，３００円 
かかります 
※家族４人は 

      ４倍です 
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ごみを減らすために　～進めよう３R～

なぜごみを減らさないといけないの？ 
 住みやすい環境を守ることはもちろんですが、ごみを処分するには、焼却施設や埋

め立てをする場所が必要になります。現在焼却や埋め立てを行っている施設は、いつ

までも使用できません。新たな施設を作るには場所もお金も必要です。 

 今の施設を少しでも長く使えるよう、一人ひとりがごみを減らすことが大事です。 

 

 

３Ｒでごみを減らしましょう！ 

 

 

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース） ごみになるものを減らす 

▼詰め替え商品や包装の少ない商品を選びましょう 

▼マイバッグ・バスケットを持ち歩きましょう 

▼計画的に必要な分だけ買い物をしましょう 

▼生ごみを出す前にしっかり水切りをしましょう 

 

 

Ｒｅｕｓｅ（リユース） ものを再使用する 

▼フリーマーケット、リサイクルショップなどを活用しましょう 

▼長く使える商品を選んだり、修理したりして、物を大切に使いましょう 

 

 

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル） 再び資源として利用する 

▼分別ルールを守りましょう 

▼ＰＴＡ、スポーツ少年団などが行う資源回収を利用しましょう 

▼生ごみの堆肥づくりをしましょう 

▼雑がみ（新聞紙、雑誌、ダンボール以外の包装紙やメモ用紙）を分別してリサイク

ルしましょう 

 

 

 

※雑がみの詳細については９～１０ページをご覧ください。 
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１　出し方のルールとポイント
　収集は週２回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　町の指定袋に入れて、収集日の朝、ごみ集積所に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

　○指定袋以外のごみは収集しないので注意してください。
　○生ごみは、水切りの徹底で余分な水分をおとしてください。

　○使用済み天ぷら油をリサイクルしましょう。
　　町役場西側玄関脇に回収ボックスがあります。回収日は毎日です。
　　また、岩江センター正面玄関にも回収ボックスがあります。回収日は岩江センター開館日と一緒です。

　○古着もリサイクルしましょう。

２　指定袋
　燃えるごみ指定袋（透明に赤字で「燃えるごみ用」）は、大・中・小の３種類があります。
　・スーパーなど近くの販売店でお求めください。
　・指定袋に入らないものは粗大ごみです。

３　対象
　資源ごみを除く燃えるごみが対象です。

４　出してはいけないもの（資源ごみとして出してください）
　・古紙（紙類）、古着類、プラスチックごみ、ペットボトル、紙パックは燃えるごみで出さないでください。
　・金属部分はできるだけ取り除き、燃えないごみに出してください。
　・資源ごみは地域の団体（ＰＴＡ、スポーツ少年団等）が行う資源回収もご活用ください。（１７ページ参照）

ごみを減量して、小さな指定袋を利用してね！

燃えるごみ

指定ごみ袋 

燃えるごみ用 

この回収ボックスの絵は、それぞれ三春中学校美術部、

岩江中学校文化部の生徒さんが描いてくれました。 
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１　出し方のルールとポイント
　収集は月１回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　町の指定袋に入れて、収集日の朝、ごみ集積所に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

　○指定袋以外のごみは収集しないので注意してください。
　○刃物類、割れたガラス、陶磁器類など危険を伴うものは、紙などに包み、
　　「包丁」などと記入し、燃えないごみ指定袋に入れて出してください。

　○袋の中身が見えるように、小袋にいれず、そのまま指定袋に入れてください。

　○油のびんなど、汚れのとれないびんは燃えないごみです。
　　 化粧品のびんも燃えないごみです。

２　指定袋
　燃えないごみ指定袋（透明に青字で「燃えないごみ用」）
　・スーパーなど近くの販売店でお求めください。
　・指定袋に入らないものは粗大ごみです。

３　対象
　資源ごみを除く燃えないごみが対象です。

４　出してはいけないもの（有害ごみとして出してください）
　　・スプレー缶、カセットコンロ用ガスボンベ、使い捨てライターは「有害ごみ」です。
　　　「燃えないごみ」に出すと爆発や火災を引き起こしてしまいますので、絶対に「燃えないごみ」
　　　には入れないでください。

燃えないごみ

指定ごみ袋 

燃えないごみ用 
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１　出し方のルールとポイント
　収集は週１回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　町の指定袋に入れて、収集日の朝、ごみ集積所に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

　○指定袋以外のごみは収集しないので注意してください。

　○ペットボトルは入れないで、ペットボトルとして分別して出してください。

　○汚れているものは洗って出してください。

　○白色トレイについては、回収しているお店があれば、そちらを
　　優先してください。

２　指定袋
　資源ごみ指定袋（透明に緑字で「プラスチックごみ用」）
　・スーパーなど近くの販売店でお求めください。

３　対象
このマークを目印にしてください。（表示がないのもあります）
不用となる容器や包装でプラスチック製のものです。

４　出してはいけないもの（燃えるごみとして出してください）
　・プラスチック製のおもちゃ、洗面器、バケツ、歯ブラシ商品そのもの。
　・練りワサビ、歯みがき粉などのチューブ類で、中が洗えないもの。
　・洗っても汚れや異物が取れないもの。

プラスチックごみ

指定ごみ袋 

プラスチックごみ用 
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１　出し方
　　収集は月１回で、戸別収集となります。（毎月最終木曜日（１２月を除く））
　　ごみ収集カレンダーで確認してください。なお、前日までに電話予約が必要です。
　　また、収集には手数料がかかりますので、当日、ご自宅に居ていただくことになります。
　　（当日までに、玄関先に粗大ごみを出しておいてください）

　●なお、ご自分で清掃センターに運ぶこともできます。
　　その際は、１０キログラムにつき５０円の処理手数料がかかります。

２　対象
　三春町の指定ごみ袋（燃えるごみ・燃えないごみ指定袋）に入らない大型ごみが対象です。

　○粗大ごみの収集手数料
　　　１個につき１，０００円（縦・横・高さの合計が２メートルを超えるもの）

　　　１個につき５００円（縦・横・高さの合計が２メートル以下のもの）

　※家電リサイクル対象品について
　　家電リサイクル対象品も粗大ごみとして収集することができます。
　　ただし、当日までに郵便局でリサイクル料金の振込み手続きを済ませた「家電リサイクル券」を
　ご準備ください。
　　また、上記のとおり大きさにより収集手数料がかかり、さらに処理手数料が１個あたり１,３００円
　必要です。

粗大ごみ

高さ 

よこ たて 
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　※ごみ集積所には出せません！

１　出し方
　①引取りを依頼する場合（購入した販売店及び家電量販店に依頼してください。）
　　（リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。詳しくは、依頼先にご確認ください。）
　　買い替えにより購入する販売店に引取りを依頼する方法や家電量販店に自分で持ち込む方法もあります。

　②ご自分で清掃センターに運ぶ場合
　　郵便局でリサイクル料金の振り込み手続きを済ませた「家電リサイクル券」といっしょに清掃センターへ
　お持ちください。さらに、処理手数料として家電品１個当たり１，３００円が必要となります。

２　対象となるもの

　　いらなくなった家電は「正しく」リサイクル。家電４品目は、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付け
　られています。家電を処分するときは、違法な不用品回収業者に渡さないでください。
　　

　清掃センターでは処理することができません。

　①メーカーが分かっているパソコンは、メーカーが回収・リサイクルの受付窓口になります。
　　PCリサイクルマークがついているパソコンは、メーカーが回収・再資源化します。
　　PCリサイクルマークがついていないパソコンは、排出者が回収再資源化料金を負担します。

　②回収するメーカーがないパソコンは、「パソコン３Ｒ推進協会」が受付窓口になります。
　　ただし、PCリサイクルマークがついている場合でも、回収再資源化料金が必要です。

家電リサイクル

パソコンリサイクル

テレビ 

（ブラウン管式）        （液晶・プラズマ式） 

エアコン 

洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫 

一般社団法人 パソコン３Ｒ推進協会 

電 話: ０３－５２８２－７６８５ 

 ＵＲＬ : ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｐｃ３ｒ.ｊｐ/ 
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（新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・雑がみ）

１　出し方のルールとポイント
　収集は月２回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　収集日の朝、ごみ集積所に出してください。（出す時間は朝８時３0分まで）

　○汚れたものは、燃えるごみに入れてください。
　○地域のＰＴＡ、スポーツ少年団などの資源回収も利用してください。

　・最近資源ごみとして出された古紙・空きかん等の持ち去りが多発しています。
　　持ち去りをさせないために、収集日前日に出すのではなく、当日の朝に出してください。

２　対象
　新聞、雑誌、ダンボール、紙パック及び雑がみの全てが対象です。

　①新聞・・・・・・・広告・折り込みチラシは新聞と一緒に、十字に縛って出してください。

　②雑誌・・・・・・・本、ノート、カタログ、冊子なども雑誌と一緒に、十時に縛って出してください。

　③ダンボール・・箱はつぶして平らにして、十字に縛って出してください。

　④紙パック・・・・中をすすいで、切り開いて乾かして縛って出してください。

　⑤雑がみ・・・・・家庭にある紙袋に入れ中身が出ないように、ひもで十字に縛って出しましょう。

　　　　　　　　　　 またはダンボールに入れ、ひもで十字に縛って出すか、ガムテープで閉じましょう。

※雑がみの詳細について、次のページでも説明します。

３　出してはいけない紙
　感熱紙、感光紙（青焼コピー紙）、カーボン紙、ワックス加工紙、ラミネート加工紙、樹脂加工紙、
　油紙、合成紙、コーティングされた紙、アルミ箔紙、セロハン紙
　これらの紙は燃えるごみとして出してください。（例：レシート、紙コップなど）

古紙類

　　　　※菓子の箱、ケーキの箱、包装紙、封筒、ダイレクトメール、パンフレット、メモ用紙などすべての紙が対象です。

新
聞
・
チ
ラ
シ

 

雑
誌
・
図
書
類

 

ダ
ン
ボ
ー
ル

 

雑
が
み

 

紙
パ
ッ
ク
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Ｑ１　雑がみを新聞販売店の袋に新聞紙と一緒に入れて出してもいいですか？

Ａ　　出せません。新聞紙・折込チラシは収集後、新しい新聞紙や印刷用紙にリサイクルされますが、

　　その際に、新聞紙・折込チラシ以外のものが混ざっていると、リサイクルに支障があります。

　　　異物混入の確認を効率的に行うため、雑がみは雑がみとして分別して出してください。

Ｑ２　なぜ雑がみは紙袋で出していいのですか？

Ａ　　雑がみは、種類や大きさがまちまちであることから、ごみ集積所に出すときに散らからないよ

　　うにするためです。家庭にある紙袋に入れ中身が出ないように、ひもで十字に縛って出しましょ

　　う。またはダンボールに入れ、ひもで十字に縛って出すか、ガムテープで閉じましょう。

Ｑ３　雑がみとは、具体的にどのような紙ですか？

Ａ　　次のような紙だけでできていて、汚れていないものです。

　○菓子やティッシュペーパーなどの紙箱（プラスチックフィルムは取り除いて箱をつぶす）

　○包装紙、紙袋（プラスチック製の持ち手などは取り除く）

　○ハガキ・封筒（圧着ハガキは除く。粘着テープ、プラスチック製の封筒窓枠は取り除く）

　○家電製品や携帯電話のパンフレット・コピー用紙など

　○カレンダーやダイレクトメール（個人情報を含まない広告部分）

　○ラップ・トイレットペーパーの芯

対象外のもの これらが混入するとリサイクルに支障があります

×防水加工された紙

　（紙コップ、紙皿、カップ麺やヨーグルトの紙製容器など）

×カーボン紙（宅配便の複写伝票など）・感熱紙（レシートなど）

×印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙

×においのついた紙（石鹸の個別包装紙・洗剤の箱など） 燃えるごみへ

×アイロンプリント用紙（捺染紙）

×カバンや靴などの詰め物としている紙

×アルミ箔やプラスチックフィルムを貼りあわせた複合素材のもの

×卵のパック（紙製）

雑がみの出し方　Ｑ＆Ａ
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１　出し方のルールとポイント
　収集は月２回（資源回収と同じ日）です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　収集日の朝、中身の見える袋（指定袋なし）に入れて、ごみ集積所に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

２　対象
　衣類全般（Ｔシャツ、ワイシャツ、セーター、コート、ズボン、スカートなど）、下着・肌着類、靴下、ネクタイ、
　バスタオル、毛布、シーツ、スカーフ、マフラーなど

　○基本は洗ってあるもの、汚れていないものです。

　○濡れてしまうと、リサイクルできなくなる場合もありますので、雨の日は出すのを控えて、翌回収日に出
　　していただくようご協力ください。

　対象外の古着

　綿や羽毛の入った衣類（ダウンジャケット、スキーウェアなど）、 燃えるごみとして
　ビニール製品、皮製品、布団、枕、靴、ぬいぐるみ、カーペット、 出してください。
　カーテン、ペンキの付着など汚れのひどいもの、裁断くずなど

古着類
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１　出し方のルールとポイント
　収集は月２回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　収集日の朝、ごみ集積所に置いてある「コンテナ」に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

　○割れた空きびんは燃えないごみで出してください。
　○金属キャップは燃えないごみで出してください。
　○アルミかんの抜き取りや、抜き取り者による騒音が問題となりますので、
　　絶対に収集日前日には出さないでください。

２　指定のコンテナに出しましょう。
　コンテナは、町が収集日前に設置します。（地域で管理し出される場合もあります）
　○アルミ缶・スチール缶・・・・・・グレーのコンテナ
　○生きびん・使い捨てびん・・・黄、白、茶、緑のコンテナ

３　対象
　家庭から出る飲食用のアルミ缶・スチール缶、生きびん・使い捨てびんが対象です。

アルミ缶・スチール缶

生きびん・使い捨てびん

グレ- 

黄 白 茶 緑 

・中をすすいでコンテナに入れてください 

ア ル ミ 缶 
スチール缶 

生きびん 
ビール瓶・牛乳瓶 

一升瓶 

使い捨てびん 
無色・透明 

使い捨てびん 
茶 

使い捨てびん 
青・緑・黒 

・中をすすいで 
 コンテナに入れてください 
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１　出し方のルールとポイント
　収集は月２回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　収集日の朝、ごみ集積所に置いてある「コンテナ」に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

　○ペットボトルは絶対に燃えるごみやプラスチックごみで出さないでください。

２　対象
　ペットボトルが対象です。 このマークがついているものを出してください。

　

３　出してはいけないもの（燃えるごみとして出してください）
　　・サラダ油、ドレッシングなど油ものに使ったもの
　　・工作に使ったなど切り刻んだもの
　　・油性ペンで記入したもの

４　ちょっと豆知識
　　ペットボトルはいろいろな物にリサイクルされています。
　　たとえば、作業服や文具などにリサイクルされています。

ペットボトル

紺 

※ 夏などコンテナが足りず、入りきらない場合は、 
 透明なポリ袋に入れて出してください。 

再生ＰＥＴ繊維５０％以上 

←  作業服には左のマークがついています。 
   あなたの文具にも同じようなマークがついているか 
  も知れません。ちょっと違うところがあるよ。 
  探してみてください。 

・キャップ、ラベルを取って 
 はずしたキャップは燃えるごみ 
 ラベルはプラスチックごみへ 

・さっと水洗いして ・つぶすことでペットボトルの 
 容積が減らせます 
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１　出し方のルールとポイント
　収集は月１回です。ごみ収集カレンダーで確認してください。
　収集日の朝、ごみ集積所に置いてある「黒のコンテナ」に出してください。
　（出す時間は朝８時３０分まで）

２　対象
　○蛍光管、蛍光灯、水銀体温計、使い捨てライター、スプレー缶、カセットボンベ
　○アルカリ電池、マンガン電池などの筒型乾電池

　　　　　　　　　　　　※必ず、中身を使い切ってから出してください。

　・燃えないごみには出さないでください。
　　（燃えないごみの日に出されたスプレー缶などは収集しません。）
　・火災の原因となりますので、必ず中を完全に使い切ってから「有害ごみ」
　として出してください。

有害ごみ

スプレー缶、カセットコンロ用ガスボンベは有害ごみです！

黒 

有害ごみ 
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●処理ができないもの

○農機具・農業用資材 ○建築廃材
○自動車・バイク部品 ○タイヤ（ホイール、キャップ含む）
○バイク ○ドラム缶
○消火器 ○ピアノ など

●危険物・有害物

○ガソリン ○シンナー
○農薬・劇薬 ○ガスボンベ
○バッテリー ○ボタン電池

町では処理できないもの

○医療廃棄物　　など
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１　これは燃えるごみです
　　プラスチックマークのない硬いプラスチック、汚れの取れないプラスチックや
　カバン、長靴などです。

２　これは燃えないごみです
　　別の分類と間違いやすいものです。

３　これは町では処理できません

わかりにくいごみの分け方

ビデオテープ 
ポリバケツ 
洗面器 

タッパー容器 CD・DVDのディスク 
及びケース 

ポリタンク 長靴 

歯ブラシ 
園芸用プランター 

カバン 

油のびんは油がとれないので、使い捨
てびんではなく燃えないごみです。 
汚れのひどいびんも同様に燃えないご
みとなります。 化粧品のびんも、飲み物などのびんと

材質が違うため、使い捨てびんではな
く燃えないごみです。 

家電リサイクル法で処理する家電品以外の家電品
（電子レンジ等）は、燃えないごみです。 
ただし、三春町では指定ごみ袋に入らないと粗大ご
みとなり、収集しませんのでご注意ください。 
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●資源回収団体について

　資源ごみ回収団体の活動を支援しています。

　　○町では、自治会、各小中学校PTA、スポーツ少年団などの団体が行う資源ごみ回収に対し、
　　　資源回収推進報償金を交付し、リサイクルの推進を図っています。
　　　ごみ減量を進めるために、積極的にご活用ください。

　　○報償金は売却した有価物に対し、１キログラムにつき３円を交付しています。
　　　くわしくは、住民課生活環境グループにお問い合わせください。

●三春町清掃センターへの搬入について


リサイクルのメリット（豆知識） 
 

★紙パック３０枚（約１kg）から、トイレットペーパーが５本できます。 

 

★アルミ缶をリサイクルすると、ボーキサイトから作るよりも９７％のエネルギーを節約でき 

 ます。 

 

★スチール缶をリサイクルすると、鉄鉱石から作るよりも７５％のエネルギーを節約できま 

 す。 

 

★アルミ缶１個リサイクルすると、４０W電球の１２時間分の電気が節約できます。 

 アルミ缶は電気の缶詰と呼ばれています。 

 

★１年分の古新聞（およそ７０kg）をリサイクルすると、太さ１４cm、高さ８mの木を１本 

 半切らなくてすみます。 

 家庭から出たごみを自ら三春町清掃センターへ持ち込むことができます。 
 ただし、処理手数量が１０キログラム当たり５０円かかります。 
 ごみの種類を確認し、分別してから搬入してください。（指定袋に入れる必要はありません。） 
 なお、ごみの荷下ろしは、原則、搬入者にてお願いします。 
 
 ※町内のごみ以外は搬入できません。 
   確認のため、免許証や許可書などの提示を求める場合があります。 
   また、状況により、搬入制限を行う場合があります。 

受付日：月曜日～金曜日（祝日休み） 
    毎月第３日曜日とその前日の土曜日 

時 間：午前９時～午後４時まで 

   清掃センターの受付日時 
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【資料】
燃えるごみに出していませんか？

大きな紙も小さな紙も同じ資源ごみ（雑がみ）です。

雑 が み は資源です。

家庭にある紙袋に入れ中身が出ないように、ひもで十字に縛って出しま

しょう。またはダンボールに入れ、ひもで十字に縛って出すか、ガムテー

プで閉じましょう。 

カレンダー 
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