
令和３年４月版

美祢地域版

家庭ごみの出し方ガイド保存版

本ガイドは、３年に１回の配布としますので、大切に保存されますようお願いします

リデュース リユース リサイクル

ごみの量を
減らし
ましょう！

繰り返し
使い

ましょう！

資源として
活かし
ましょう！
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●固形燃料化できる指定収集袋で出してください。
●週２回収集します。

●水をよく切って出してください。

●スーパーなどの店頭回収に協力しましょう。

●指定収集袋に入るようにちぎってください。

●スーパーなどの店頭回収に協力しましょう。

●１５cm程度に切ってください。

●土をよく落としてください。

固形燃料化できるごみ
（生ごみ・紙くず・草花類、ビニールパックなど）

●硬いものは固形燃料化できないごみです。
●キャップは付けたままでいいです。
●スプリング等金属付のものは固形燃料化
　できないごみです。

・食品トレイ

・ひも

●汚物は取り除いてください。

大 ５０Ｌ
小 ３０Ｌ
特小 ２０Ｌ

指定袋

・発泡スチロール

・紙くず

・ビニールパック、
　ビニール袋

・牛乳パック

・草花、落ち葉

・紙おむつ

・生ごみ

・洗剤容器
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家庭での「食品ロス」を減らしましょう!
　家庭から出る固形燃料化できるごみの多くは生ごみです。生ごみを減らすことは、ごみの重
量の減少につながり、ごみ出しが楽になるほか、固形燃料化する際にごみを乾燥するために使
用している灯油の使用量の節減により、ごみ処理費を減らすことができます。

●家族の食欲に応じた量を盛り付けましょう !
●残さず、 楽しくいただきましょう !

完食しましょう!

買い物

食  事

●在庫をチェックし、必要なものはメモして買い物に行きましょう !
●個売り、バラ売りを活用しましょう !
●消費期限、賞味期限を確認しましょう !

必要な食材を必要なだけ買いましょう!

●余ったら、 冷蔵庫などで保存し、色々工夫して食卓へ再登場させましょう !
余ったら有効活用しましょう!

調  理

片付け

●食材を上手に保存しましょう、そして全て使い切りましょう !
●食材は、丸ごと使いましょう、皮も芯も利用しましょう !
●食べられる量を作りましょう !
●余ったものの有効利用をしましょう !

無駄なく、全て使い切りましょう!

・廃食油 ●紙に吸わせるか、固形剤で固めて出してください。

・薬等の包み紙、アルミホイル

・ペットボトルのキャップ

・革製品
　（革ジャン、ベルト、
　　バッグ等）

・靴類

●金属は取り外してください。
●金属が取り外せないものは、固形燃料化
　できないごみで出してください。

●安全靴等金属入りのものは、固形燃料化
　できないごみで出してください。

・ぬいぐるみ、人形
●硬いプラスチックのものは、固形燃料化
　できないごみで出してください。
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固形燃料化できるごみ
（衣類）

●無色透明な袋で出してください。
●袋が破れないようにして出してください。
●種類毎に袋に入れて出してください。
●２ヶ月に１回収集します。

●ボタン、ファスナーは取り外してください。
・布製品（服、着物、
　下着、靴下、帽子、
　シーツ）

●洗濯がしてある布製品は、「就労継続支援事業所  さつき園」に持ち込んで
　ください。
　美祢市大嶺町東分281-1　ＴＥＬ：0837‒52‒1289
　受付時間　月曜日～金曜日8：30～17：00

　【リサイクルする布製品】
　　背広、スーツ、着物、コート、子供服、綿シャツ、ジーパン、ジャージ、シーツ、
　　バスタオル（毛糸、革、下着、靴下、ビニール製品は除く）
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固形燃料化できないごみ
（びん類）

・茶色びん

・透明びん

・その他びん リターナルびん

びんの色の見分け方

●無色透明な袋で出してください。
●袋が破れないようにして出してください。
●びんの色別に袋に入れて出してください。
●月に１回収集します。 

●栓、キャップは取り外してください。
●びんの中身はよく洗って出してください。

●ビールびんや、一升びんなどの
　リターナルびんは、販売店で引き
　取ってもらいましょう。

●びんの口が透明であれば、びん本体の表面に
　色がついていても、「無色透明のびん」です。

●無色透明に見えるびんでも、薄い色がついて
　いることがあります。びんの底を見て、
　色みがかっていれば「その他びん」です。
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●固形燃料化できない指定収集袋で出してください。
●月1回収集します。

大 ３０Ｌ
小 ２０Ｌ指定袋

●50cm以内に切ってください。

●1.5m以内に切ってください。

固形燃料化できないごみ
（硬質プラスチック類）

・レコード、ＣＤ、ＤＶＤ

・プラスチック製品

・ビニールホース

・プラスチック製トタン

・ポリバケツ、洗面器

・水筒（プラスチック製）

・おもちゃ

・かさ

・カセット、ビデオテープ
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大 ３０Ｌ
小 ２０Ｌ指定袋

●固形燃料化できない指定収集袋で出してください。
●月１回収集します。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●危険な場合は、透明袋で二重にしてください。

●ガスを使い切ってください。

固形燃料化できないごみ
（その他のごみ）

固形燃料化できないごみ
（その他の粗大ごみ）

・耐熱ガラス製品

・化粧品のびん

・食料品以外のびん

・破損した電球、蛍光灯

・時計、腕時計

・せともの、茶碗、皿

・陶器、磁器

・板ガラス

・割れたびん

・焼却灰、土間清掃程度の砂

・鏡

・ライター

・コップ、グラス

●他のごみを混ぜないでください。
　焼いた家庭ごみは収集しません。
（ごみの焼却は法律で禁止です。）

・大型のポリバケツ
・チャイルドシート
・ビーチパラソルなど
※市指定袋に入らないプラスチックが多く含まれる
　粗大ごみは、100円の納付券（シール）を貼って出してください。
※1辺が1.5ｍを超えるものは、申し込んで収集する粗大ごみ
　（年4回）で出してください。



9

・油缶、一斗缶

（ガス抜きキャップの使用例１）

・菓子缶、ミルク缶

・王冠、びん類の栓（金属製）

●無色透明な袋で出してください
●袋が破れないようにして出してください
●缶の中のものは取り除いて、洗って出してください
●月に１回収集します

●つぶさないで出してください。

固形燃料化できないごみ
（缶類）

・スプレー缶

・ジュースの缶、
　ビール缶、缶詰

●必ず穴を開けるか、ガス抜きキャップ
を使って、中身を使い切って出してく
ださい。
●ガス抜きは、必ず屋外で行ってくださ
い。
●ガス抜きキャップは、色々なタイプが
あります。（社）日本エアゾール協会の
ホームページで確認してください。
https://www.aiaj.or.jp/

①キャップ
　を外す

③キャップを
　ノズルに
　押し込む

③キャップ上面の凹みにノズルを押し込みます。

③キャップに
　ノズルに
　押し込む

②ボタンを
　外す

①キャップを外します
②ボタンを外します
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固形燃料化できないごみ
（金属類）

固形燃料化できないごみ
（金属粗大ごみ）

乾電池

○少量の乾電池は、市役所総合受付、各公民館に
　持込もできます。
○透明な袋に入れて、二重袋で出してください
○ボタン電池、小型充電式電池、ニッカド電池、
　バッテリーなどは出せません

大 ３０Ｌ
小 ２０Ｌ指定袋

なべ やかん 釜 鉄板

炊飯器 アイロン ミキサー

カメラ 電話機 ドライヤー ラジオ電気カミソリ

金属
危険物

金物類

電化
製品

・包丁、ハサミ、釘、
　カッター、ナイフ、
　カミソリ、替刃

●透明な袋に入れて、
　二重袋で出してください。

小型
家電
製品

フライパン金属製
ボウル

金物
バケツ

電気
ポット

←ガラス部分は
　その他のごみ

←電球、蛍光灯は
　取り外す

電気
スタンド

ビデオカメラ

※小型家電は、市役所本庁舎総合受付に設置している収納ボックスに持込みも
　できます。

※市指定袋に入らない電化製品、金属が多く含まれる粗大ごみは、
　100円の納付券（シール）を貼って出してください。
※1辺が1.5ｍを超えるものは、申し込んで収集する粗大ごみ（年４回）
　で出してください。

・ストーブ
・電子レンジ、オーブントースター
・扇風機
・掃除機など

●固形燃料化できない指定収集袋で出してください。
●月１回収集します。
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リサイクルステーションで収集するごみ
（紙類・ペットボトル・蛍光灯・電球）

表示のもの

キャップ ラベル

表示の
ペット
ボトル

紙類

蛍光灯

電球

リサイクルステーション設置場所

・新聞、折込広告、広報（市報）
・雑誌、カタログ、教科書、本類等
・ダンボール

※必ずひもを使い、十字に束ねて出してください。
※新聞は4つに折って束ねてください。

・ペットボトル（飲料用、酒類用、醤油用等）

※キャップ及びラベルは必ずはずしてください。
※ボトルの中は軽く洗って乾かしてください。
※最寄りのリサイクルステーションに設置している
収納容器に入れてください。
なお、袋に入れて出さないでください。

・蛍光灯、電球
※家庭用のみです。事業所のものは処理業者に処理を
　依頼してください
※Ｏ型、直管、球型に分けて最寄りのリサイクルステーション
の収納容器に入れてください。

※収納するときは、割れないように丁寧に入れてください。
※破損したものは、その他のごみとして出してください。

●吉則駐車場

●各公民館

●農村勤労福祉センター（重安）

●産業技術センター（麦川）

●農協伊佐支所横

●農協東厚保支所跡（紙類のみ）

●川東多目的広場（ペットボトル・蛍光灯、電球のみ）

●農協西厚保支所

●田代多目的広場

●東厚多目的広場

●美祢来福センター

●桃木多目的広場

●河原コミュニティセンター

※リサイクルステーションに指定物以外を捨てないでくださ
い。
※大切なステーションです。きれいに使いましょう。 
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資源物の店頭回収
　市内のスーパーマーケット等では、食品トレーやペットボトルなどの資源
物の回収に積極的に取り組まれている店舗があります。
　お買い物の際は、店頭回収を御利用ください。

　店頭回収は、市が指定した収集日以外の日に資源物が出せますので、お買
い物の時に持参しましょう。
　また、お買い物の時はマイバッグも持参しましょう。
　ごみの減量化に御協力いただきますようお願いします。

※２　店頭回収コーナーの利用については、各店舗のルールに従って利用して
　ください。

資源物の店頭回収実施店

ボトル キャップ スチール
缶

アルミ
缶

透明
トレイ

発泡
トレイ

※１　店頭回収を実施している店舗で、掲載承諾をいただいた店舗を記載して
　います。

サンマート
美祢店

ザ・ビッグ
美祢店

丸喜
美祢店

サィサィみとう

店舗名 牛乳
パック

回　収　品　目

ペットボトル 食品トレイ缶

○店頭回収のメリット　　好きな時に出せます



収集・持込できないごみ
（販売店や処理業者に相談してください）

リサイクルに関するお問い合わせ先

ガスボンベ、油類、塗料、シンナー、農薬、火薬など
・危険物

建築廃材、瓦、石材、コンクリートブロック、庭木、
トイレ便器、畳など

・個人又は請負業者の改築・解体で発生したごみ

自動車、バイク、シニアカー、農業用機械、営業用看板、
営業用冷蔵庫、電動ベッド、医療用マッサージ機（マッサージ
チェアー等）、電気温水器など

・大型の機材など

小型充電式電池、ボタン電池、バッテリー、タイヤ、農業用資材、
消火器、ドラム缶、パソコン、医療廃棄物、産業廃棄物など

・その他

各メーカーのホームページ又は、（一社）パソコン３R推進協会
TEL：03-5282-7685
URL：https://www.pc3r.jp

・パソコン

二輪車リサイクルコールセンター
TEL：050-3000-0727
URL：https://www.jarc.or.jp/contact/

・バイク

（一社）JBRC
TEL：03-6403-5673
URL：https://www.jbrc.com/whats_jbrc/

・小型充電式電池

ボタン電池回収推進センター
TEL：0120-266-205
URL：https://www.botankaishu.jp/

・ボタン電池

(株)消火器リサイクル推進センター
TEL：03-5829-6773
URL：https://ferpc.jp/

・消火器

※ノートパソコンは、市役所総合受付の小型家電回収ボックスに出すこと
　もできます。
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有害ごみ

家電４品目
（家電リサイクル法適用物）

・水銀式体温計、温度計、血圧計（家庭用のみ）
※上記のものは多量の水銀を含み、破損したときに大気中に水銀が拡散する
　恐れがあるため、下記回収場所に出してください。

　家電リサイクル法により上記４品目は、販売店が収集・運搬する料金と製
造業者がリサイクルするのに必要な再商品化料金（家電リサイクル券）を負
担していただくようになっています。

　※雨天時にリサイクル券が傷むので、家電に券を貼らないでください。
　※収集日は、必ず家電を玄関先等家の外に出してください。

　※下記指定引取先に直接持込みもできます
　　（直接持込みの場合は、市の収集運搬手数料納付券は必要ありません）
　　センコー（株）広島支店　山口流通センター
　　住所：山口市朝田字流通センター601-24
　　TEL：083-921-2361　FAX：083-921-2362

・テレビ（ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式）
・冷蔵庫、冷凍庫（ディスプレイ式等の業務用を除く）
・洗濯機、衣類乾燥機（コインランドリー等の業務用は除く）
・エアコン（建物と独立しているもの）

●収集方法
　①最寄りの郵便局で家電リサイクル券を購入してください。
　　（製造メーカー、大きさ（テレビ・冷蔵冷凍庫の場合）を
　　事前に確認して郵便局に行ってください。）

　②市役所総合受付、各出張所又は公民館で収集運搬手数料納付券を購入
　　してください。（直接搬入1,500円、戸別収集2,500円）

　③戸別収集の場合は、収集希望日の2日前までに美祢市リサイクル
　　センターに連絡してください。

●回収場所　生活環境課、各出張所及び公民館
・出すときは、箱に入れる等破損防止に努めてください。
・回収場所の市職員に直接お渡しください。
・事業者用は、回収しません。水銀の回収が義務付けられた産業廃棄物です。
　適正処理を行ってください。
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●申込方法
①受付締切日までに、生活環境課、市役所総合受付、
　各出張所又は公民館まで申し込んでください。
②申込の際は、住所・氏名・電話番号・ごみの種類及び
　個数を教えてください。
③市役所総合受付、各出張所又は公民館で納付券（シール）を
　購入してください。
④収集日の８時までに、納付券（シール）を貼って
　出してください。
※収集日、受付締切日はごみ収集カレンダーで確認してください。

●申込先
生活環境課（0837）53-1090、　市役所総合受付（0837）52-1110
伊佐公民館（0837）52ｰ0150、　豊田前出張所（0837）57‒0001　
於福出張所（0837）56-0001、　厚 保 出 張 所（0837）58-0001

申し込んで収集する粗大ごみ

固形燃料化できる粗大ごみ（年４回）

固形燃料化できない粗大ごみ（年４回）
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木製ベッド

木製机タンス

じゅうたん

応接台・木製こたつ サイドボード
（幅１ｍ以上）

応接いす・ソファ木製本棚（幅１ｍ以上）

手数料…戸別（訪問収集）上記の品目は1,000円　それ以外の品目は500円
手数料…ごみステーション 上記の品目は　200円　それ以外の品目は100円

オルガン スプリングマット

ステレオセット 机（スチール製） 金属製ベッド

手数料…戸別（訪問収集）上記の品目は1,000円　それ以外の品目は500円
手数料…ごみステーション 上記の品目は　200円　それ以外の品目は100円

ロッカー
（スチール製２連以上）

ミシン（卓上以外）トタン（1.5ｍ以上）



美祢市秋芳町岩永本郷10315番地2　TEL（0837）62-1306
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持込施設
固形燃料化できるごみ

美祢市カルストクリーンセンター

受付時間　●月曜日～金曜日　9：00～16：00　●土曜日　9：00～12：00
※祝日も利用できます。

手数料 ●家庭系  100kgにつき400円　●事業系  100kgにつき1,200円
※受付で運転免許証等ごみの発生場所が分かる書類を提示してください。

美祢市大嶺町西分2982番地　TEL（0837）53-0322

固形燃料化できないごみ

美祢市リサイクルセンター・美祢市一般廃棄物最終処分場

受付時間　●月曜日～金曜日・第3日曜日　9：00～16：00　●土曜日及び12月30日は、9:00～12:00
※祝日も利用できます。

手数料 ●家庭系  100kgにつき400円　●事業系  100kgにつき1,200円
※受付で運転免許証等ごみの発生場所が分かる書類を提示してください。
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