おかざき市民便利帳 2018

＜日本語＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜６＞ごみ・リサイクル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごみの出し方
ゴミ出し三箇条!！
◆資源とごみを正しく分別しましょう！
◆ごみ収集カレンダーで収集日を確認し、必ず守りましょう！
◆収集日当日朝 8 時 30 分までに決められたステーションに出しましょう！
可燃ごみ
生ごみ・紙くず・プラスチック製品（※金属を含むものは不燃ごみへ）
・
ゴム・革類・汚れた紙容器・汚れたプラスチック容器・保冷剤・乾燥
剤・カイロ・紙おむつ（※汚物はトイレに流してください。
）レコード・
CD・DVD とそのケース・草・枝類（必ず指定袋に入れてください）・
カセットテープ、ビデオテープとそのケース・布類
出し方／生ごみは水をきって、可燃ごみの指定袋に入れて可燃ごみステーショ
ンへ
不燃ごみ
ガラス類・小型家電製品（家電 4 品目及びパソコンを除く）
・カミソ
リ・刃物・陶器類・ゲーム機（※電池をはずしてください）
・アルミホ
イル・アルミ製品・一斗缶・化粧品のびん・鍋・やかん・割れたびん・
かさ・金属製品
出し方／鋭利なものは、紙に包んでわかるように表示し、容器などの中身は完
全に使いきって不燃ごみの指定袋に入れて不燃ごみステーションへ
プラスチック製容器包装
マークがあって汚れていないものは全て対象
ボトル類：ソース・食用油などのボトル、洗剤・シャンプーなどの容
器、生鮮食品 刺身用トレイ
箱（ケース）類：歯ブラシなどのパック、薬・化粧品・日用品などの
ケース
カップ類：カップメンなどの容器、卵パック・豆腐のパック
袋・ラップ類：お菓子・パン・冷凍食品などの外装・内装、衣料品な
どの袋、ラップ
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出し方／内部を空にし、軽くすすぎつぶれるものはつぶす。トレイなどは折
るなどしてかさを小さくして指定袋に入れてリサイクルステーション
へ
紙製容器包装
マークがあって汚れていないものは全て対象
カップ・筒状の紙：紙カップ、お菓子の入った容器
台紙・紙のトレイ：プリンなどの紙製トレイ、歯ブラシなどの台紙
空き箱：菓子箱、ティッシュの外箱
紙袋・手提げ袋：割りばしの袋、小売店の紙袋など
出し方／内部を空にし、畳むか折るなどして紙製容器包装の指定袋に入れ
てリサイクルステーションへ
ペットボトル
マークがあって汚れていないものは全て対象
飲料用のペットボトル、しょうゆ・酒類（酒・焼酎・みりん）のペッ
トボトル、油分を含まない調味料
出し方／ふた・ラベルを取り中身をからにして軽くすすぎ、つぶしてペット
ボトルの指定袋に入れてリサイクルステーションへ
生きびん（ビールびん・一升びん）
ビールびん、一升びん
出し方／リサイクルステーションの白色のコンテナへ
空きびん（その他のびん）
飲料のびん、調味料のびん
出し方／リサイクルステーションの茶色のコンテナへ
空き缶
飲料の缶、缶詰などの缶類
出し方／リサイクルステーションの青色のコンテナへ
発火性危険ごみ
ライター・着火ライター・カセット式ガスボンベ
出し方／最後まで使い切ってリサイクルステーションの黄色のコンテナへ
有害ごみ
水銀体温計・温度計・血圧計、鏡
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出し方／中が見えるビニール袋に入れてリサイクルステーションの黄
色のコンテナへ
使用済み蛍光管、使用済み乾電池
出し方／●回収協力店などの回収コンテナへ
●市役所・各市民センターなどの拠点回収の回収コンテナへ
粗大ごみ
【直接搬入方法】※数量制限や受け付けできない物もあります。
搬入先／中央クリーンセンター TEL.27-7153 FAX.27-7053
受付時間
◇月～金曜日（祝日を含む）
８時 30 分～16 時
◇土曜日（祝日を含む）
８時 30 分～11 時 30 分
◇リサイクルの日・毎月第４日曜日（変更の場合あり）
８時 30 分～11 時 30 分
料金／100 ㌔未満無料。超過分は 10 ㌔当たり 70 円
【有料戸別収集を依頼する場合】
手順①粗大ごみ受付センター（TEL.22-2000）へ電話予約
収集希望日の１カ月前から予約できます。電話受け付けは月～金曜日
（祝日・年末年始は除く）８時 30 分～17 時 15 分。１日につき５個
まで依頼できます。
手順②粗大ごみシールを指定販売店で購入
シールは１枚 300 円。大きさや重さなどにより必要枚数が異なります。
シール代の払い戻しはできませんので、予約後にご購入ください。
手順③シールに受付番号または氏名を記入し、指定枚数分を粗大ごみ
に貼り付け、予約日の８時 3０分までに屋外（１階）へ出してくださ
い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごみ収集日
ごみ収集カレンダー
ごみ対策課 TEL.22-1153 FAX.25-8153
１年間のごみ収集日を記した「ごみ収集カレンダー」を毎年３月に各家庭
に配布しています。
収集日は、お住まいの学区によって異なります。お手元にない場合は、ご
み対策課（リサイクルプラザ事務所棟３階）
、環境保全課（福祉会館 5 階）
、
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市政情報コーナー（西庁舎１階）
、各支所、市ホームページなどで入手で
きます。ごみの分別などを記した冊子「21 世紀のごみ減らし大作戦」と
一緒にご活用ください。
「２１世紀のごみ減らし大作戦」
ごみ対策課（リサイクルプラザ事務所棟３階）
、環境保全課（福祉会館 5
階）
、市政情報コーナー（西庁舎 1 階）
、各支所で配布しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごみ袋
市指定ごみ袋
ごみ対策課 TEL.22-1153 FAX.25-8153
可燃ごみ・不燃ごみ・紙製容器包装・ペットボトル・プラスチック製容器
包装の５種類の市指定ごみ袋があります。大きさは、大（45 ㍑相当）と小
（30 ㍑相当）の２種類あり、可燃ごみ袋のみ特小（10 ㍑相当）もありま
す。市指定ごみ袋は、スーパーやコンビニエンスストアなどで購入できま
す。町内のごみステーションへごみを出す際には、必ず使用してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多量に出たごみ
ごみ対策課 TEL.22-1153 FAX.25-8153
多量に出たごみはクリーンセンターへ
引っ越し、大掃除などで出た多量のごみを一度に出したい場合は、クリー
ンセンターなどに直接持ち込み、町内のごみステーションへは出さないで
ください。
●搬入先／中央クリーンセンター
（板田町 TEL.27-7153 FAX.27-7053）
八帖クリーンセンター
（八帖南町 TEL.22-5436 FAX.25-8146）
北部一般廃棄物最終処分場
（東阿知和町 TEL27-7101 FAX.27-7091）
●受付時間
可燃ごみ（中央クリーンセンター、八帖クリーンセンター）
・月～金曜日（祝日含む） ８時 30 分～16 時
・土曜日（祝日含む） ８時 30 分～11 時 30 分
不燃ごみ（中央クリーンセンターのみ）
・月～金曜日（祝日含む） ８時 30 分～16 時
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埋立ごみ（北部一般廃棄物最終処分場のみ）
・月～金曜日（祝日含む） ８時 30 分～16 時
●料金／100 ㌔未満無料。超過分は 10 ㌔当たり 70 円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
拠点回収
ごみ対策課 TEL.22-1153 FAX.25-8153
日曜日の拠点回収
●日時／毎週日曜日

９時～16 時

●品目／新聞（チラシ含む）
・雑誌（カタログ類含む）
・ダンボール・牛乳
パック・古着類・ペットボトル（無色・飲料用）
・蛍光管・乾電池
※新聞・雑誌は市内回収協力店でも回収しています。
●場所／市役所東駐車場北側駐車場、稲熊町拠点回収所（稲熊町。毎日開
催。小型家電、廃食用油も回収。
）南部乳児保育園駐車場（羽根西
新町）
、大平市民センター（大平町）
、東部市民センター（山綱町）
北部地域交流センター・なごみん（西蔵前町）
、岩津市民センター
（岩津町）
、矢作市民センター（宇頭町）
、六ツ美市民センター（下
青野町）
、中央市民センター（上六名３丁目）
、額田支所（樫山町）
、
高年者センター岡崎南駐車場（美合町）
ミニ拠点回収
●時間／９時～12 時 ※荒天時は中止の場合あり。
●品目／新聞（チラシ含む）
・雑誌・ダンボール・牛乳パック・古着・アル
ミ缶
●場所・曜日
毎月第２土曜日 矢作北中学校北駐車場（東大友町）
、
小美町公民館（小美町）
毎月第３土曜日 浄専寺（福岡町）
、
岡崎信用金庫福岡支店（福岡町）、シビコ西広場（康生通）
毎月第４土曜日 岡崎信用金庫上地支店（上地１丁目）
、
上地学区市民ホーム（上地３丁目）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市内のごみ処理施設
中央クリーンセンター
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可燃ごみの処理を行う施設です。一般家庭から出た粗大ごみ（可燃・不燃）
、
引っ越しや大掃除などで出た多量のごみ（可燃・不燃）を持ち込むことがで
きます。
リサイクルプラザ
高隆寺町 TEL.22-1153 FAX.25-8153
不燃ごみ・粗大ごみの処理、空き缶の資源化を行う施設です。
※一般家庭から出たごみの持ち込みはできません。
八帖クリーンセンター
八帖南町 TEL.22-5436 FAX.25-8146
可燃ごみの処理を行う施設です。一般家庭から引っ越しや大掃除などで出た
多量の可燃ごみを持ち込むことができます。
※不燃ごみ・埋立ごみの持ち込みはできません。
北部一般廃棄物最終処分場 東阿知和町 TEL.27-7101 FAX.27-7091
一般家庭から出たブロック・レンガ・土砂などの埋立ごみを持ち込むことが
できます。※埋立ごみ以外の持ち込みはできません。
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