
⑥

　はその他紙類の容器
　を併用しています。 内側が白色のもの

　牛乳パック等の容器

 牛乳・飲料水のパック ①水洗いをして乾かしてください。
②開いて紐で十文字にしばって出してください。
③その他紙類容器に入れてください。
※内側が銀・茶色のものは燃えるごみに出してください。

 に出してください。

ダンボール・ダンボール紙

ラップのしん(厚手)
茶色紙の米袋等も
ダンボールと一緒  粘着テープ(荷造りテープ)

   ホッチキスの針等をのけて
  ください。

     チラシが
一緒でもOK

(1) 紙類の出し方

①ビニール紐
ひも

で十文字
   じゅう  もん  じ

にばらけないようにしっかりとしばってください。

②雨の日は、ブルーシートをかけるなどして濡れないようにしてください。

③著
いちじる

しく汚れているものは燃えるごみに出してください。

新聞紙・折り込みチラシ(広告) 注)ビニール袋や紙袋等に入れないでください。

指定の専用容器等に入れてください。 で不明な点はおたずね
ください。

収集日：月1回 指定日に収集

分別と出し方について

必ず収集日の朝（8時30分まで）に集積場所 資源収集日の朝、巡回
(ステーション)に出してください。 指導を行っていますの

資 源 ご み資 資



複写伝票 油紙
写真 アルバム

ペットボトルをリサイクル
 した品物には、このマーク

 が付いています。

⑦

飲料用・酒・醤油調味料 等

　　　  配布された専用の 　　キャップを外してその他プラへ
　　　　青い網に入れる。

①水ですすいで水切りをして出してください。
②キャップを外してください。 ⇒ 外したキャップはその他プラスチックへ
③機械処理するのに支障がでるので、つぶさないで出してください。
※ラベル、リング、飲み口部分は無理にのけなくてもかまいません。

 【プラスチック製容器包装へ出すもの（部分）】
 ティッシュ箱の取り出し口のフィルム

 タバコ箱や菓子箱の外装フィルム 菓子類の個包装(ﾌﾟﾗ製)
通販用カタログなどの外装袋　

(2) ペットボトルの出し方

使用済み半紙 菓子類(ｸｯｷｰ・ﾁｮｺﾚｰﾄ・ｶﾞﾑ)の個包装の銀紙・タバコの内銀紙
手さげ紙袋のビニール紐 ビニール製の表紙(手帳・辞書) 封筒窓部分のフィルム
カレンダーのとめ具（プラ製） アルバム・手帳等の複合素材のもの

 【燃えるごみへ出すもの】
複写申請用紙 カーボン紙 防水加工紙 ワックス加工紙

感熱紙（ファックス用紙・レシート) アルバムの台紙 銀色の酒パック

紙製容器包装

※辞書類のビニールカバーや通販カタログのビニール
　袋等はのけてください。

  ※粘着テープ・荷造テープ・パンスト等では、しばらないでください。　

 　紙類の対象でないもの

①中身・汚れを取りのぞいてください。
 ②ビニール、金属をのけてください。

③紙製容器も紐で十文字にしばって雑誌と一緒に出してください。

※ハガキより小さいもので紐でしばれないものは、その他紙類容器に入れてください。

雑誌・カタログ・絵本・辞書類・参考書 等 紙箱・紙袋・包装紙・紙トレー・手提げ袋 等

紙類をしばる時の注意点



　ミルク缶・菓子缶等の大きい缶は 　缶詰缶のふたより大きいふたなどは
　金属類に出してください。 　金属類に出してください。

⑧

　積みかさねることができます。

●空き缶と一緒に出せないもの

【空き缶入れ容器を積みかさねる場合】

①左右にある金属製の「アングル」を内側に
　たおします。
②空き缶を入れる量を「アングル」の位置ま
　で入れます。
※①②をすることにより安定して4～5段まで

出してください。
金属製のアングル

缶詰缶のふたも一緒に

スプレー缶は使い切り穴をあけて
容器に入れてください。

 アルミ缶・スチール缶を 磁力選別機でアルミとスチールに
 一緒に入れてください。 分別しプレスされます。

①水ですすいで水切りをして出してください。
②機械処理するのに支障がでるので、つぶさないで出してください。
③機械処理の関係でミルク缶より小さいもの（17㎝まで）が対象になります。

飲料缶・缶詰缶・スプレー缶 等

(3) 空き缶の出し方



⑨

キャップ・栓
   を外す。

仁尾酢・吉の酢

　仁尾酢のびんが新しい
　びんに変わりました。

なります。 混入しないようにご協力ください。

 酒・醤油・酢びん など 大・中・小 
(茶色・緑色) (633ｍℓ・500ｍℓ・334ｍℓ)

で洗浄され中身を詰めて繰り返し使用されます。 クルの際に耐熱ガラス等の異物が混入した場合、

　生きびんでもヒビやカケがあれば生きびんと できあがったガラスびんの強度に影響を与える

して使用できないので、駄びん（カレット）に ので、駄びんにガラスコップや耐熱ガラス等が

生きびん（リターナブルびん）とは 駄びんとは

　一升びんやビールびん等のように繰り返し使 　駄びんをくだいてつくるカレットは、ガラス

用されるガラスびんのことです。飲料メーカー びんの原料として再利用されています。リサイ

(4) 生きびんの出し方

※引取業者により変更することがあります。

  ①水ですすいで水切りをしてキャップを外して出してください。
②ラベルをはがさずにヒビやカケがないことを確認してください。
③キャップを外して専用容器には入れずに、専用容器の横に立てて置いて
ください。

アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー

たわら模様



白・透明・青・水色の一升びん 表面がスリ（ざらざら）の一升びん
白・透明は（透明）　　青・水色は（その他） 白色は（透明）　茶色は（茶）　緑・黒色は（その他）

⑩

　生きびんの対象でないもの

地ビール（地域限定）・外国産ビール  ワンウェイびん  ミツカン酢(各種)
　　茶色は（茶）黒色は（その他）     茶色は（茶） 透明は（透明） 水色は（その他） 

 (700ｍℓ) (700ｍℓ)

赤玉スイート ワイン 赤玉スイート ワイン
(1,800ｍℓ) (550ｍℓ)

山　崎 ROYAL(ロイヤル)

サントリーサントリー

肉厚がうすい

サントリー サントリー

駄びん 駄びん

駄びん 駄びん 駄びん



　びん類の対象でないもの

コップ・ガラス皿・花瓶・灰皿・陶器類・耐熱ガラス・板ガラス 等

燃えないごみ

⑪

酒・醤油・酢・海苔のびん・調味料のびん・化粧品のびんなど
（無色透明）

 酒・醤油・酢・調味料・化粧品のびんなど  酒・醤油・酢・調味料・海苔・化粧品のびんなど

（茶色） （水・緑・黒・青・黄・赤色等）

  平成29年4月から
　　　びん類、専用容器に入
　　　れることになりました。

平成30年4月から化粧品類のびんが駄びんとしてリサイクルできるようになります。
色別に分別して出してください。（マニキュアのびんやわかりにくい素材のびんは燃えないごみに）
◎透明の化粧品のびんは透明に　◎茶色の化粧品のびんは茶色に　◎水・青・黒等の化粧品のびんはその他に

※引取業者により変更することがあります。

 ①水ですすいで水切りをして出してください。
②キャップを外して出してください。→外したキャップは12ページ参照
③色別に選別して水色の専用容器に入れてください。

びん類専用容器

　　　金属製のキャップ類は

(5) 駄びんの出し方

口の部分が
透明のもの

ラベルが付い
ているもの



　場所には廃食用油の専用容器が配布されていない箇所もあります。

⑫

※各公民館にコンテナを設置しているので、公民館の近くの集積

(8) 廃食用油の出し方
①廃食用油（食用油のみ）を収集日に専用容器に入れてください。
②廃食用油専用容器は一旦持ち帰り、収集日に出してください。
③各公民館にも常設のコンテナがあるので利用してください。
④収集日・月１回（水曜日）プラスチック製容器包装（その他プラ）の日です。

※綿入りのものは燃えるごみになります。【市指定袋に入らないものは粗大ごみになります。】

　布類として対象のもの 布類として対象でないもの

衣類・和服・下着・毛布  ちゃんちゃんこ・毛糸玉・ぬいぐるみ・座布団・枕
綿入り敷布団・クッション・羽入りジャンバー

シーツ・タオル 等  カーペット・ベルト・ぼうし・かばん・スリッパ 等

収集日・月１回 水曜日

（その他プラ）の日

(7) 布類の出し方

①透明または半透明の中が見える袋に入れて出してください。

②著
いちじる

しく傷
いた

み・汚れのあるものは燃えるごみに出してください。

※下着類は燃えるごみに出すこともできます。

燃えないごみ
ガラスとコルク

の複合素材
キャップは、その他プラ

の日に出してください。

    　金属製のびんの(栓・キャップ)は コルク
      水色の容器に入れてください。

(6) キャップの出し方

※キャップは材質別に分別して出してください。

資源ごみ(金属類）
資源ごみ

燃えるごみ
（その他プラスチック）

金属部分
をのける

プラ製キャップ



緩衝材類
かんしょう

網袋・網かご類 キャップ類　

⑬

ポリ袋・レジ袋類 カップ麺類・パック類 食品等の外袋類　

トレイ類 チューブ類 外装フィルム・ラップ類

※発泡トレイ等はスーパーの回収ボックスを利用することもできます。

プラスチック製容器包装（その他プラ）として対象のもの   マークが目印です。

容器類 ボトル類 発泡スチロール類

   配布された専用の白い網に入れてください。

①水洗いをして乾かして出してください。
②紙類・紐類・金属類・シール等をのけてください。
③ペットボトルは入れないでください。

④著
いちじる

しく汚れているものは燃えるごみに出してください。

(9) プラスチック製容器包装（その他プラ）の出し方

   【容器】とは商品を入れていたものです。(袋も該当)　                 　　　　　　　
　【包装】とは商品を包んでいたものです。
　 収集日・月１回（水曜日）プラスチック製容器包装（その他プラ）の日です。

ひも、紙ラベル
などをのける

金属製の
とめ具等
をのける



　 上記のものは燃えるごみになります。

⑭

になったプラスチック製の容器及び包装です。衣類等をクリーニング
に出し返却時についてくるハンガーについては、商品の購入には該当
しないためプラマークが付いていても燃えるごみになります。

プラマークがあっても『火気と高温に注意』の表示があるものは
燃えるごみになります。

トレイやラップ等で洗っても汚れがとれないもの ボトル類で洗っても汚れがとれないもの

   プラマークの付いたプラスチック製品でも、その他プラスチックの対象でないもの

プラスチック製容器包装とは商品の中身を出したり食べたりして不要

　おわん・歯ブラシ・プラモデル等 

　   バケツ・洗面器・ハンガー・カセット
歯みがき粉・マヨネーズ・からしなどの

チューブ類で洗っても汚れがとれないもの
　   ビデオテープ・CD/DVD及びケース
     プラ製玩具（おもちゃ）など

  　荷造り用PPバンド・串・おもちゃ ストロー・スプーン  味付のり容器等の
  　ようじ・アイスクリームの棒 フォーク・はし 底に付いている乾燥剤等

　プラスチック製容器包装（その他プラ）の対象でないもの

 　タッパ・コップ・洗剤用スプーン



投入してください。

☆平成29年4月からパソコンを収集しています。データを消去して小型家電回収BOXに入れるか

未来クルパーク21に（平日：月・火・木・金）の13時から16時までに搬入してください。

※データ消去をしても気になる方はPCリサイクルによる処理をお願いします。

⑮

カーナビ ケーブルテレビ
電気かみそり ハイテク系 リモコン

　ゲーション チューナー トレンドトイ

カーテレビ 携帯ラジオ 電気アイロン
時計

ミニ電子ゲーム
（電池をのぞく）

カーチューナー
携帯用電気

デジタルカメラ
DVDブルーレイ ポータブル

　ランプ 　　　　デッキ DVDプレーヤー

カーステレオ 携帯電話 テープレコーダー 電話機
ポータブル
      ラジオ

カーアンプ 携帯型ゲーム機
地上デジタル

電動歯ブラシ
ポータブル

チューナー 液晶テレビ

オーディオ
カメラ 据置型ゲーム機 電卓

ヘッドホーン
　　プレーヤー イヤホン

MDプレーヤー
家庭用電気

CDプレーヤー 電子手帳 ヘアードライヤー
光線治療器

ICレコーダー カーMD 公衆用PHS端末 電子血圧計
ビデオテープ

レコーダー

ACアダプター カーDVD
CS／デジタル

電子体温計 プラグジャック
チューナー

ETCユニット カーCD
コンパクト

電子辞書 VICSユニット
　　ステレオ

環境課 事務所横

計 10ヶ所 平成30年3月現在

  回収BOXに出せる代表的なもの

アンプ カーラジオ
ゲーム用

帯電話等個人情報の含まれる機器は事前に個人情報を消去して回収ボックスに

小型家電回収BOX設置場所
各地区公民館　8ヶ所 投入口15✕30㎝

市役所庁舎 東玄関内 に入るもの

電気コード ビデオカメラ
コントローラー

　小型家電には、金・銀・プラチナ・リチウムなど、地球上に少量しか存在し
ない貴重な希少金属（レアメタル）が含まれています。
　この貴重な資源の再生利用に向けて小型家電の収集を行っています。

　ご家庭で使用済みとなった電気や電池のどちらかを使用するもので、長辺が
1ｍまでの家電製品が対象となります。小型家電の中でも特に小さいものや携

(10) 小型電子機器の出し方

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」
　いわゆる小型家電リサイクル法に基づき平成25年4月より携帯電話やデジタ
ルカメラなどを資源ごみとして、分別収集を行っています。

パソコン
＊P21のパソコンを参照



　※オイルが入っているもの（オイルヒーター 等）

【購入店又は業者にお問い合わせください。】

⑯

①こたつ・電気カーペット   （粗大ごみ）　
②蛍光灯・電球・電池   （有害ごみ）
③ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤのディスク類・カセットテープ類   （燃えるごみ）
　次のようなものは引き取りできません。
　※事業活動（営業）により生じた廃棄物（ウォータークーラー等）
　※冷媒ガス（フロンガス）が入っているもの（除湿機 等）

  法律により集積場所に出せない家電
　家電リサイクル法によるもの
　エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
　購入店又は販売店で引き取ってもらうか郵便局でリサイクル券を購入し
　指定引取場所（日本通運㈱坂出支店丸亀営業等）に搬入してください。

　小型家電と間違えて出されているもの

☆照明器具のカバーは平成29年10月から器具本体と一式の場合は資源ごみ「小
型家電」として引き取りしています。(電球は取り除いて有害ごみに出してください。）

※これ以外にも対象の小型家電がありますので、詳しくは環境課にお問い合わ
せください。

　集積場所に出せない家電

（家庭用）
コーヒーメーカー

ステレオセット 電気ドリル
生ゴミ処理機

ワードプロセッサー
*ガラスをのぞく （家庭用）

吸入器（家庭用） 食器洗い乾燥機 電気ストーブ 電子レンジ ホットプレート

空気清浄機 炊飯器 電気掃除機 トースター
マッサージ機

換気扇
除湿機

電気照明器具
電磁調理器

プロジェクター
*冷媒ガス入りはのぞく （卓上型）

加湿器
ジューサーミキサー

電気ギター 電子キーボード
プリンター

*ガラスをのぞく *インクカートリッジのぞく

医療用物質生成器
ジャー・ポット

その他の電動工具 電気ミシン ファクシミリ
*家庭用浄水器など *充電式含む 家庭用・卓上型 （FAX)

ださい。

アンテナ 磁気・熱療法
扇風機 電気のこぎり

ビデオ
    ＢＳ／ＣＳ 　　　治療器 プロジェクション

   集積場所に出せる代表的なもの

　各地区のごみステーション（資源ごみ集積場所）の金属類の隣に出してく



●確認事項：市で決められた分別表に基づき種類ごとに分別し搬入してください。
※分別ができていない場合は搬入をお断りする場合もあります。
●手数料　：無料
環境課   住所：善通寺市原田町43番地　　℡ 0877-63-2808 

⑰

責任において適正に処理を行ってください。
※これらのごみは引き取りできません。

(12) 資源ごみを自己搬入する場合
 臨時に資源ごみを処理・処分する必要がある場合は未来クルパーク21へ

●搬入日時：月・火・木・金曜日 13時から16時まで(水・土・日・祝日・年末年始は休み)
●手続き　：未来クルパーク21に搬入した時に受付が必要です。  

※注1）注2）は燃えないごみ又は粗大ごみになります。
※ドラム缶・温水器の燃料タンク等は立体物で長辺が1ｍまでのものでも資源
ごみに出すことができません。（粗大ごみになるのでお問い合わせください。）

 ・農業用機械・器具・部品等
 ・請負工事等で発生したもの…工事業者等に依頼して処理してください。

 ・事業系（会社・店舗・農業・個人事業）により生じたものは事業者自らの

※平成30年4月から自転車は、粗大ごみ扱いになります。（詳しくは粗大ごみ参照）

　金属類の対象でないもの

　釘・ナット・クリップ・針・おもり・釣り針等の金属類は小さすぎて圧縮
処理ができないので、燃えないごみの袋に入れて出してください。

注1）著
いちじる

しいさびや腐食
ふしょく

したものは資源ごみに適さないものです。
注2）焼いた金属類も資源ごみに適さないものです。

 ガソリン、オイル
 は抜いて下さい。  

 ※登録ナンバーを抹消してか 液もれしないように注意して
ら出してください。  ください。

  　　　灯油は使いきる
 　　　か抜き取ってく

　　　ださい。

ステンレス オートバイ（単車）
バッテリー類

銅
どう

・真鍮
しんちゅう

・鋳物
いもの

90ccまで

③ 大きいものでも解体し①②の大きさにすれば（金属類）として出せます。
④ ①②の大きさを超えるものは粗大ごみになります。
※一度に大量に出さず、数回に分けて出してください。

鉄・ブリキ製品 アルミ製品

(11) 金属類の出し方
① 金属製の立体物は長辺が1ｍまでのものとします。
② 金属製の棒状のものや板状のものは長さ2ｍまでのものとします。


