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ごみ出し 原則を守りましょう。3

二重袋では
出さないで
ください。

1.決められた曜日に
2.決められた場所に
3.決められたものを
　午前8時30分まで
　 に出してください

30㎝×30㎝×30㎝
以下のもの、または
無色透明・白色半透明の
45ℓ以下の袋以外
収集しません。

週2回

曜日

週1回

曜日
水

週1回

曜日

・

週1回

曜日

ふたは
はずして

金属は
燃やさない
ごみへ

プラスチックは
プラスチック
製容器包装へ

プラスチック製容器包装へ

軽く水ですすいで、袋に入れる。

ふた、ラベルは
はずして

古着類 古紙類 雑誌・雑多な紙

紙パック 新聞･新聞チラシ

ダンボール

区分 出し方収集日

使い切って穴を開けずに出す空き缶

伊
丹
市
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
専
用

○びん回収用  伊丹市

わが家の
ごみ収集曜日

伊丹市マスコット
たみまる

保存版
資源・ごみ分別アプリ
「さんあ〜る」は、ごみ
の分別方法を手軽に

検索したり、収集日をお知らせ
する機能がついたアプリです。

ごみと資源物の
分け方と出し方
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広告掲載スペース

広告内容については、広告掲載事業者へ直接お問い合わせください。

 庄野電気株式会社　様　伊丹市ごみ冊子　190×277mm　フルカラー
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－ 家庭で出来る身近なごみ減量の3つのポイント －

ごみ減量のために
「紙類は資源物回収」「食品ロスの削減」にご協力を

1. 紙類は適正に分別し、資源物として排出

3. 生ごみの水切り

2. 食品ロスの削減

　ごみを減らすことは、①環境負荷の低減 ②最終処分場の延命 ③ごみ処理費用の削減につながります。
伊丹市では、廃棄物の減量計画「伊丹市一般廃棄物処理基本計画」を2018年3月に策定しました。
目標達成に向けて、市民1人1日あたり30gの減量が必要な状況です（2019年2月現在）。
　以下の3つのポイントの取り組みを通じて、ごみの減量化にご協力ください。

① 冷蔵庫の整理を心がけて ② 消費期限と賞味期限の違いを意識して

適正に分別し、地域の集団回収や資源物回収の日に出してください。
資源物として出せる紙類には、様々なものがあります！
詳しくは…「雑誌・雑多な紙の出し方（11ページ）」へ

生ごみには多くの水分が含まれており、その水分も燃やすごみの重量となっています。
水分を取り除くため“もうひと絞り”してごみの減量にご協力ください。

伊丹市では年間約4,166㌧の食品ロスが発生しています。（2018年度調査結果）
これは、1人あたり年間約1万7千円無駄にしていることになります。

消費期限 賞味期限

意味 期限を過ぎたら食べ
ない方がよい期限。

おいしく食べることがで
きる期限。期限を過ぎて
もすぐに食べられなくな
るわけではありません。

対象
食品

弁当・サンドイッチ・
ケーキなど

スナック菓子・缶詰・
カップ麺など

小分け
で冷凍

透明
容器で
保存

収納
場所を
決める

立てて
収納

余裕の
ある
収納

ご み
減量

市民1人1日あたりのごみの
減量目標

※30gは小さなピーマン1個分に相当

食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
た
め
に

伊丹市マスコット
たみまる

 ●
ご
み
減
量
の
た
め
に 

「
紙
類
は
資
源
物
回
収
」「
食
品
ロ
ス
の
削
減
」
に
ご
協
力
を
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リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

ごみと資源物のゆくえ

新聞紙・ダンボール・
トイレットペーパー・

中古衣類・鉄製品・アルミ缶等

物流用パレット・建材等

ガラス原料・アルミ原料・製鉄原料等

メーカーが原材料として製品化

製鉄等の潤滑油・家畜の飼料等

繊維・シート・ボトル等

豊中伊丹ス リーＲ・センター

びんの原料・舗装用材料等

焼却残渣
可燃物

破砕・選別

選別

選別

選別

選別

不燃物

鉄

アルミ

びん

破砕・選別

破砕・選別

水銀使用廃製品

使用済小型家電

ペットボトル

埋立地

鉄製品・建築資材等

アルミ製品等

燃やすごみ

週２回
5～6ページ

粗大ごみ（有料）

予約制
29～32ページ

プラスチック製
容器包装
週1回
8ページ

週1回
10～12ページ

燃やさないごみ

週1回
7ページ

資源物
(古紙類・古着類・空き缶）

びん・ペットボトル

週1回
9ページ

水銀使用廃製品
使用済小型家電
廃食用油
34ページ

焼却施設

ボックス
回収拠点

回収

豊中市 伊丹市クリーンランド

廃食用油

焼却により発生した
熱エネルギーを
発電に有効利用

　 ●   
ご
み
と
資
源
物
の
ゆ
く
え
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 ●

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

ごみと資源物のゆくえ

新聞紙・ダンボール・
トイレットペーパー・

中古衣類・鉄製品・アルミ缶等

物流用パレット・建材等

ガラス原料・アルミ原料・製鉄原料等

メーカーが原材料として製品化

製鉄等の潤滑油・家畜の飼料等

繊維・シート・ボトル等

豊中伊丹ス リーＲ・センター

びんの原料・舗装用材料等

焼却残渣
可燃物

破砕・選別

選別

選別

選別

選別

不燃物

鉄

アルミ

びん

破砕・選別

破砕・選別

水銀使用廃製品

使用済小型家電

ペットボトル

埋立地

鉄製品・建築資材等

アルミ製品等

燃やすごみ

週２回
5～6ページ

粗大ごみ（有料）

予約制
29～32ページ

プラスチック製
容器包装
週1回
8ページ

週1回
10～12ページ

燃やさないごみ

週1回
7ページ

資源物
(古紙類・古着類・空き缶）

びん・ペットボトル

週1回
9ページ

水銀使用廃製品
使用済小型家電
廃食用油
34ページ

焼却施設

ボックス
回収拠点

回収

豊中市 伊丹市クリーンランド

廃食用油

焼却により発生した
熱エネルギーを
発電に有効利用

ご
み
と
資
源
物
の
ゆ
く
え
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出し方
●十分に水を切り、袋の口を結び、片手で持

てる重さにしてください。
●先のとがったものは、折って紙に包むなど

安全な工夫をしてください。
●廃食用油はできるだけ拠点回収をご利用

ください（34ページをご覧ください）。

●対象となるものの一例

●このマークがついているも
のはプラスチック製容器包
装の日に出してください。

　ただし、汚れが落ちないもの
は燃やすごみに出してください。

お願い

ぬいぐるみ・人形など乾燥剤・保冷剤・使い捨てカイロなど

台所ごみ 残飯、野菜くず（よく水切りして）、竹串、汚れが落ちないマヨネーズ
やケチャップの容器など

プラスチック製品 バケツ、洗面器、プラスチックの容器、おもちゃ、歯ブラシ、ストロー、
CD、ビデオテープ、カセットテープ（プラスチックケース含む）、スポンジなど

ゴム・皮革製品 ゴムホース、革靴・スニーカー・ゴム靴、カバン、グローブ、ボールなど

●ゴムホースは短く切って出して
ください。

●金属類はできるだけ取り除き
燃やさないごみに出してくだ
さい。

お願い

燃やすごみ 無色透明・
白色半透明の
45ℓ以下の袋

週2回

お願い ●30㎝×30㎝×30㎝を超えるもの、または45ℓの袋に入らない
ものは粗大ごみ（有料）になります。 29ページをご覧ください。

●他自治体名記載袋は収集しません。
●引越しなどで一時に多量に出る場合は臨時（有料）ごみ扱いとなります。

　 ●   
燃
や
す
ご
み
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出し方

●100㎝以下にしてひもで束ねるか45ℓ以下の袋に入れて口を
結んでください。

お願い

●一回に出せるのは2束または2袋です。それ以上出す場合は、
粗大ごみ受付センターヘご相談ください。

●豊中市伊丹市クリーンランドへ直接持ち込む（有料）こともできます。
　詳しくは33ページをご覧ください。

救急箱

100cm
以下

1本の太さ
15cm以内

その他

木製品

棒状のもの

出し方

出し方

出し方

●30㎝×30㎝×30㎝以下にしてひもで束ねるか45ℓ以下の袋に入れて口を結んでください。

●一辺が30㎝を超える棒状のも
のでも、ほうきなど（清掃用具）・
歩行用の杖・すだれはそのまま
出してください。（よしずは不可）

●紙おむつ・ストーマなどは、汚物をトイレに捨ててから出
してください。

植木の枝葉・草・落ち葉など 植木の葉刈りなどは、太さ15㎝以内のもの
草や落ち葉など

寝具類 枕、毛布、座布団などおもちゃ、箱、ケースなど

45ℓ以下の袋

 ●
燃
や
す
ご
み

詳しい内容については、生活環境課（電話：072-781-5371）へお問い合わせください。

市の助成制度を利用するためには、事前の申請が必要です。

電動式 コンポスト式 密封式

生ごみの減量・堆肥化容器の購入費の一部を補助しています。
〈助成制度について〉
○対象容器	：電動式、コンポスト式、密封式、そ

の他生ごみの減量・堆肥化ができ
る機器または容器

○対象台数	：電動式・その他の容器は１基、コン
ポスト式・密封式は２基まで

○補助制度	：購入費の半額を補助します
　　　　　	（上限２万円）
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出し方

お願い

お願い

●ライターやスプレー缶は中身を使い切る
か、ガスを完全に抜いてください。

　中身が使い切れない場合は34ページ
（拠点回収）をご覧ください（スプレー缶
は穴を開けずに出してください）。

●ボタン電池や充電式電池は電器店にお返
しください（詳しくは35ページをご覧くだ
さい）。

●割れた食器・電球などは安全な工夫
をして「キケン」と明示してください。

●刃物などの危険なものは安全な工夫
をして「キケン」と明示してください。

なべ、やかん、フライパン、おたまなど

●対象となるものの一例

テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、家庭系パソコンは収集
できません。詳しくは35ページをご覧ください。

調理器具類 なべ、やかん、フライパン、おたま、包丁など

ガラス・せともの類・金属類・電球など ガラス、食器、コップ、土鍋、植木鉢、蛍光管、電球、
化粧品のびんなど

電気製品類 電子レンジ、炊飯器、ビデオデッキ、掃除機など

ヘ
ア
ス
プ
レ
ー

ヘ
ア
ム
ー
ス

殺
虫
剤

燃やさないごみ 無色透明・
白色半透明の
45ℓ以下の袋

週1回

　 ●   
燃
や
さ
な
い
ご
み

その他 乾電池（ボタン電池や充電式電池は除く）、ライター、
スプレー缶（中身を使い切ったもの）など棒状のもの

出し方

●一辺が30㎝を超える棒状のものでも、
傘・蛍光管・園芸用支柱・歩行用の杖
はそのまま出してください。

●拠点回収、ボックス回収をご利用ください。詳しくは34ページをご覧ください。

〈注意〉

お願い ●30㎝×30㎝×30㎝を超えるもの、または45ℓの袋に入らない
ものは粗大ごみ（有料）になります。 29ページをご覧ください。

●他自治体名記載袋は収集しません。
●バケツなどのプラスチック製品は燃やすごみに出してください。
●引越しなどで一時に多量に出る場合は臨時ごみ（有料）扱いとなります。
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●対象となるものの一例

・ 二重袋にしないでください。
・ できるだけ透明袋に入れてください。※注）
・ 飛散防止ネットの下へ出してください。
・ 汚れが落ちないものは燃やすごみに出してください。
・ 他自治体名記載袋は収集しません。

が目印です

食料品や日用品のボトル・袋・カップ・パック・トレイ・ふた・ラベル

お願い

プラスチック製容器包装 無色透明・
白色半透明の
45ℓ以下の袋

週1回

 ●
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

●食品の残り・食べ残し及び汁
などの水気は取り除き、軽く
すすいで出してください。

●シャンプーやリンスのノズル
も一緒に出してください。

●紙類は、雑誌・雑多な紙とし
て資源物の日にお出しくだ
さい。

●店頭回収を利用されている
場合は、引き続きご利用くだ
さい。

たまねぎ・みかんなどが
入っていたネット

出し方

●皮などの異物は取り除いて出して
ください。

●口金などははずして､燃やさない
ごみで出してください。

空気の入ったシート ・ 発泡
スチロール製緩衝材

出し方

●製品の緩衝材・箱（容器など）として使用
されていた発泡スチロールで、ダンボー
ルなどに接着してあるものは分離して、
それぞれの区分ごとに出してください。

注射針やカミソリなどの刃物は絶対に
混入しないでください！ その目的は商品を入れる（包む）ものですか ?

また、中身がなくなった時に不要になるものですか ?

水で軽く洗うことで、汚れ（中身）を取り除くことが
できますか?

プラスチック製容器包装 燃やすごみ

注射針の捨て方について
は、37ページの在宅医療
廃棄物の出し方を参照く
ださい。

プラスチック製容器包装は食
品容器だけには限りません。
例：シャンプー、洗剤、目薬、

洗剤などの詰め替え容器、
レジ袋

食べかすが付着している
場合は軽くすすいで出し
てください。

※注）回収したものは、中身を手選別で異物の
除去作業をしています。刃物や注射針などが
入っていると非常に危険ですので、絶対に混入
しないでください。また、容易に中身が確認でき
るように、できるだけ透明袋に入れてください。

商品そのものである
例：おもちゃ、バケツ、スト

ロー、文具、日用品

中身が付着してす
すいでも取れな
いもの

YES

YES

NO

NO

チェック1

チェック2
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なべ、やかん、フライパン、おたまなど

●対象となるものの一例

●対象となるものの一例

出し方

お願い

お願い

出し方

●ふたは、金属のものは燃やさないごみ、プラスチックのものはプラスチック製
容器包装に出してください。

●ラベルは無理に取らなくてもかまいません。
●袋に入れず市が配布している青いコンテナに入れてください。

●ふた、ラベルは、プラスチック製容器包装に出してください。
●できれば、つぶしてかさを減らし、袋に入れず市が配布している青いネット

に入れてください。

●青いコンテナの中にせとものやガラスのコップなど、びん以外の異物は入れな
いでください（異物は回収しません）。

●ビール、日本酒のびんは販売店へ返しましょう。
●割れたびんや化粧品のびん、梅酒などをつけるびんは、燃やさないごみに出し

てください。

●すすいでも汚れが落ちないものは、燃やすごみに出してください。

②中身を捨てて、
軽く水ですすぐ

②ラベルをはずす

①ふたをはずす

①ふたをはずす

③袋に入れず市が配布している
青いコンテナに入れてください。

びん　青いコンテナ（専用容器）

ペットボトル　青いネット（専用袋）

ジュースなどの飲料用、日本酒・みりん・焼酎などの酒類用、しょうゆなどの液体調味料用

○びん回収用  伊丹市

伊
丹
市
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
専
用

が目印です

③中身を捨てて、
軽く水ですすぐ

④袋に入れず市が配布
している青いネット
に入れてください。

清涼飲料用、日本酒・焼酎などの酒類用、食品（しょうゆ・酢など）の液体調味料用

びん・ペットボトル

　 ●   

び
ん
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

週1回
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出し方

出し方

出し方

●4種類に分別してひもで束ねてください。
●紙パックは水ですすいで開いてください。
●紙パックの内側が銀色のものは燃やすごみに出してください。
※	雑多な紙の出し方の詳細については11ページ参照

●無色透明・白色半透明の45ℓ以下
の袋に入れて出してください。

●ぬれたり汚れたりした古着は再利用
できないので燃やすごみに出してく
ださい。

●軽くすすいで無色透明・白色半透明の 45ℓ以下の袋
に入れてください。

●カセットボンベは中身を使い切って、穴を開けずに出し
てください。使い切れない場合は34ページ（拠点回収）
をご覧ください。

古紙類 新聞、雑誌・雑多な紙、ダンボール、紙パック

古着類 古着

空き缶 アルミ缶、スチール缶、お菓子の缶、缶詰の缶、使い切った
カセットボンベなど

清涼飲料水
などのアルミ缶

清涼飲料水
などのスチール缶

使い切った
カセット
ボンベ

お菓子の缶

缶詰めの缶

注意

●空き缶だけを無色透明・白色半透明の45ℓ以下の袋に入れ
て出してください（異物が混じっていると回収しません）。

資源物（古紙類・古着類・空き缶） 週1回

 ●
資
源
物
（
古
紙
類
・
古
着
類
・
空
き
缶
）

	が目印です。スプレー缶は使い切っ
て燃やさないごみ

ふとんは粗大ごみ

ヘ
ア
ス
プ
レ
ー

ヘ
ア
ム
ー
ス

殺
虫
剤

 新聞（新聞チラシ） ダンボール

紙パック雑誌・雑多な紙

	が目印です。
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小さなものでも大丈夫! 燃やすごみに入れずに、ぜひ資源物として出してください。

雑誌 本、ノート

コピー用紙 シュレッダーにかけた紙

紙袋の中に雑多な紙を入れていけば、そのまま出すこと
ができます。

包装紙、紙袋

お菓子の箱、厚紙、ティッシュの箱など

ダイレクトメールやポストヘの
投げ込みチラシ

トイレットペーパーやラップの芯

メモ用紙、便箋、封筒

図は、伊丹市行政回収における一例です。集団回収をご利用の際は回収業者にご相談ください。

パンフレット、カタログ

伊丹市では、 マークのついている紙袋、包装紙は
もちろん、コピー用紙やメモ用紙、お菓子の箱なども

「雑多な紙」として資源にしています。
紙類は積極的に資源物として出していただくようご協
力をお願いします。

雑誌・雑多な紙にはこんなものがあります

つぶして

雑誌・雑多な紙の出し方

　 ●   

雑
誌
・
雑
多
な
紙
の
出
し
方

出し方

割り箸の袋、
レシート

ごみ箱の横に紙袋を置きましょう

資源へ

資源へ
破る

シュレッダー

ご注意ください 燃やすごみ・燃やさないごみで出すもの

燃やすごみへ

燃やさないごみへ

11

ひもで束ねるか紙袋または無色透明・白色半透明の45ℓ
以下の袋に入れて資源物として出してください。

小さな紙もひとまとめにして、ひもなどで飛ばない工夫をして
出してください。

手紙や請求書には、氏名や住所、電話番号、既往症など
の個人情報が書かれているものがあります。細かく破る
か、シュレッダーにかけて雑多な紙として資源物として出
してください。

●食品や油で汚れたもの
　・ 汚れた食品の容器や紙コップ
　・ 使用済みのティッシュ 紙おむつなど
●手で破れないもの
　・ 防水加工紙 ビニールコート紙など
●金属が箔押しされた紙
　・ 裏側が銀色の紙パック カップ麺のフタなど

●金属製の留め具
　・ 紙などに付いているホッチキスなどは無理に外さずそのまま資源物へ

どうしても気に
なるものは燃や
すごみへ

収集後は開封されず
に処理されますが

請求書

○໐様ご請求させていただきます

￥1,000

飲み薬
○໐様
○໐病院



 ●
集
団
回
収

雑
誌
・
雑
多
な
紙
の
出
し
方

集団回収を始めてみませんか
集団回収とは、市が実施している資源物収集とは別に、家庭から出る新聞、雑誌などの資源物を非営利の地域団体
で集め、再生資源回収業者に引き渡す方法です。
市では、ごみの減量・資源の有効活用のため、再生資源の集団回収を実施している団体に奨励金を助成しています。

自治 会、子 供 会、老 人
会、婦人会、PTAなど 伊

丹
市

再生資源回収業者

持ち去り行為を禁止する資源物

＊団体奨励金を受けるには、あらかじめ団体登録が必要になります。
詳しくは、生活環境課（電話：072-781-5371）へお問い合わせください。
＊集団回収において、雑多な紙として回収できる品目は、回収事業者により異なる場合があります。回収事業者にご相談ください。

家庭系・燃やすごみの内、12.5%が資源化可能な紙類です。大きさや形がばらばらな雑多な紙も、燃やさずに分
けて資源にすれば、また紙としてリサイクルできます。地球温暖化防止や、ごみの減量によってごみの処理費用の
節約にもつながります。雑多な紙は、新聞・ダンボールなどの資源物の日や、集団回収に出していただきますよう
ご協力をお願いします。

2019年7月1日より、条例により市内のごみステーションなどに出された資源物を規則で定めるもの以外のも
のが持ち去ることを禁止します。違反すると、２０万円以下の罰金に処せられる場合があります。
市民の皆様で資源物の持ち去りを見かけた際には、直接行為者にお声かけせず、持ち去られた日時・場所・使用車
両などを市（環境クリーンセンター☎072-782-0968）までご連絡ください。

再生資源
回収・売却

奨励金対象資源

買取金支払い
仕切伝票・計量票

団体登録・団体奨励金申請

家庭からでる
◦新聞
◦雑誌・雑多な紙
◦ダンボール
◦紙パック
◦古着類
◦空き缶

団体奨励金支払い

「紙類の適正分別」にご協力を

資源物の持ち去りは条例により禁止です

2018年度 伊丹市家庭ごみ組成調査結果（重量比％）

厨芥類
40.4％

紙類
12.5％

その他
（可燃ごみ・
プラ製容器など）

47.1％

燃やすごみの中には、まだまだ資源化できる紙類が含まれています

古紙類

（新聞紙・雑誌など） （古着） （アルミ缶・スチール缶）

古着類 空き缶

(R2)
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可燃 燃やすごみ 不燃 燃やさないごみ プラ プラスチック製容器包装 びん びん ペット ペットボトル

古紙 古紙類 古着 古着類 缶 空き缶 粗大 粗大ごみ（有料） 禁止 収集できないもの

小型   ボックス回収（使用済小型家電）または拠点回収 水銀   ボックス回収（水銀使用廃製品）または拠点回収

拠点   拠点回収   ※ 小型  水銀  拠点  の詳細については34ページ参照

   可 45ℓのごみ袋に入れば燃やすごみ    不 45ℓのごみ袋に入れば燃やさないごみ

可燃 燃やすごみ プラ プラスチック製容器包装 ペット ペットボトル 不燃 燃やさないごみ びん びん
缶 空き缶 紙・布 古紙類・古布類 粗大 粗大ごみ（有料） 禁止 収集できないもの 家電 リサイクル法対象機器

ごみと資源物の分別区分早見表～50音順
あくまでも一例です。品目にないものは、環境クリーンセンター（電話：072-782-0968）
もしくは粗大ごみ受付センター（電話：072-769-5380）へお問い合わせください。

注）可燃・不燃に分類されている品目であっても、45ℓのごみ袋（無色透明・白色半透明）に入れて、
口を結べなければ粗大ごみ（有料）となります。

品目 分類 備考

あ
IC レコーダー　　 　　小型 不燃

IH 調理器、電磁調理器 不燃

アイスピック 不燃 安全な工夫をして「キケン」
と明示

アイスキャンディーの棒
（木製・プラスチック製） 可燃

アイスクリームの容器・
包装・ふた（プラスチック製） プラ

アイス枕、氷枕、水枕、冷却枕 可燃

アイロン　　　　　　  小型 不燃

アイロン台（金属製） 不燃

アイロン台
（木製・プラスチック製） 可燃

アイロン用のりの容器
（スプレー缶）　　　　 拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合

は34ページをご覧ください
アイロン用のりの容器

（プラスチック製） プラ すすいで出す

空き缶
（アルミ缶・スチール缶） 缶 すすいで出す

空き箱 古紙 雑誌・雑多な紙

空きびん（飲・食料品用） びん
すすいで青いコンテナへ、
汚れが落ちないもの、
割れたものは不燃ごみ

アクセサリー 不燃 プラスチック製は可燃ごみ

アコーディオンカーテン 粗大 不

足ふきマット 可燃

アタッシュケース（金属製） 不燃

アタッシュケース（布製・皮革製） 可燃

アダプター（電気充電器）小型 不燃

圧力鍋 不燃

油（機械用） 禁止 36 ページをご覧ください

油（食用）　　　　　   拠点 可燃
固めるか、布にしみこませる
拠点回収は 34 ページをご
覧ください

油紙、油とり紙 可燃

油の缶（食用） 缶 油を切って出す

油のびん（食用） びん 油を切って青いコンテナへ

品目 分類 備考
油のボトル（食用） プラ 油を切って出す

雨合羽、レインコート 可燃

網戸（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

網戸のあみ 可燃

編み機 粗大 不

アルカリ乾電池　　　 水銀 不燃

アルミ缶 缶 すすいで出す

アルミ箔の鍋（うどんなど） 不燃

アルミホイール（車用品） 禁止 36 ページをご覧ください

アルミホイル（台所用品） 不燃

安全靴 不燃

アンテナ（室外用） 粗大 不

アンテナ（室内用） 不燃

アンプ（オーディオ・楽器用） 不燃

い
囲碁盤、将棋盤

（木製・プラスチック製） 可燃 注）盤の厚さが 15㎝を超え
るものは収集できません

石 禁止 36 ページをご覧ください

衣装ケース（紙製） 古紙 ダンボール、雑誌・雑多な紙

衣装ケース（金属製） 不燃
衣装ケース

（木製・プラスチック製） 可燃

移植ベラ（園芸用）（金属製） 不燃

いす（金属製） 粗大 不

いす（木製・プラスチック製） 粗大 可

板ガラス 不燃

一輪車（乗り物・運搬用） 粗大 不

一升びん びん 出来るだけ販売店へ返す

一斗缶 不燃
犬・猫のトイレ用の砂

（紙製など可燃性のもの） 可燃

犬小屋（金属製） 粗大 不

犬小屋（木製・プラスチック製） 粗大 可

　 ●   
ご
み
と
資
源
物
の
分
別
区
分
早
見
表
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品目 分類 備考
犬のサークル（金属製） 粗大 不
犬のサークル

（木製・プラスチック製） 粗大 可

入歯 可燃 金属つきは不燃ごみ

衣類 古着 ぬれたり、汚れたものは可
燃ごみ

衣類乾燥機 禁止 35 ページをご覧ください

衣類乾燥機台 粗大 不
色鉛筆などのケース

（金属製） 不燃

色鉛筆などのケース
（木製・プラスチック製） 可燃

インクカートリッジ
（パソコンプリンター用） 可燃 店頭回収もご利用ください

インクカートリッジの外袋 プラ

インスタントラーメンの外袋 プラ

飲料水用タンク 可燃

う
ウイッグ 可燃 金属つきは不燃ごみ

ウィンドサーフィンのボード 粗大 ポールとセットで 1 点

ウィンドーファン 粗大 不
植木の枝葉 可燃 一回に 2 束または 2 袋まで

植木鉢（陶磁器製） 不燃 中の土は出してください
注）土は収集できません

植木鉢（プラスチック製） 可燃 中の土は出してください　
注）土は収集できません

植木鉢の土 禁止 36 ページをご覧ください
植木（苗）ポット

（軟プラスチック製） プラ すすいで出す

ウェットスーツ 可燃
ウォーキングマシーン、
ランニングマシーン 粗大 不

浮き輪 可燃
うちわ

（竹製・プラスチック製） 可燃

ウッドカーペット 粗大 可
ウッドデッキパネル 粗大 可
腕時計　　　　　　   小型 不燃

乳母車 粗大 不

え
SD カード　　　　　  小型 不燃

エアウォーカー 粗大 不

品目 分類 備考
エアコン、クーラー 禁止 35 ページをご覧ください

エアゾール缶　　　　 拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

エアゾール製品などの包装用フィルム プラ

エアロバイク、サイクリングマシーン 粗大 不
栄養ドリンクのびん びん すすいで青いコンテナへ

液晶テレビ 禁止 35 ページをご覧ください

液体洗剤の容器 プラ すすいで出す

枝切りバサミ 不燃 安全な工夫をして「キケン」と明示

絵の具のチューブ（金属製） 不燃 中身は使い切る
絵の具のチューブ

（プラスチック製） プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

エレキギター 粗大 不
エレクトリックピアノ、電子ピアノ 粗大 不
園芸用支柱（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃ごみ

エンジンオイルの缶 不燃 中身は使い切る

エンジンオイル類 禁止 36 ページをご覧ください

延長コード、テーブルタップ 小型 不燃 短く切る（50㎝程度）

鉛筆 可燃

鉛筆削り 不燃 電動式は小型家電

お
OA ラック 粗大 不
オアシス（花用） 可燃

オイル（自動車用など） 禁止 36 ページをご覧ください

オイルガード 不燃

オイルヒーター 粗大 不
王冠（ふた） 不燃

オーディオアンプ 不燃

オーディオ用チューナー 不燃

オーディオラック（金属製） 粗大 不
オーディオラック

（木製・プラスチック製） 粗大 可

オートバイ 禁止 35 ページをご覧ください

オーブントースター 不燃

オーブンレンジ 不燃
お菓子などの袋・箱・中仕切り

（プラスチック製） プラ

 ●
ご
み
と
資
源
物
の
分
別
区
分
早
見
表

 会の発展と環境との調和をテーマに
人・地域・地球環境に優しい 会づくりに貢献することを目指します。  IRPORT

ENTERPRISE

CORPOR TION

 （fax）072-771-0337 072-771-0335〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1丁目8番9号
エアーポート企業株式会社 伊丹支店 伊丹市一般廃棄物処理許可

 般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬

 告

※分類の見方については13ページ参照

 会の発展と環境との調和をテーマに
人・地域・地球環境に優しい 会づくりに貢献することを目指します。  IRPORT

ENTERPRISE

CORPOR TION

 （fax）072-771-0337 072-771-0335〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1丁目8番9号
エアーポート企業株式会社 伊丹支店 伊丹市一般廃棄物処理許可

 般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬

 告
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品目 分類 備考
お菓子の缶 缶

お菓子の箱・中仕切り（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

置時計　　　　　　   小型 不燃

桶（木製・プラスチック製） 可燃

お茶の袋（真空パックなど） プラ

お手拭き 可燃

お手拭きの袋 プラ

おにぎりの外装フィルム プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

おまる 粗大 可

おむつ 可燃 汚物はトイレに流す

おもちゃ（金属製） 不燃 電動式は小型家電

おもちゃ
（木製・プラスチック製） 可燃 電動式は小型家電

おもちゃラック（金属製） 粗大 不
おもちゃラック

（木製・プラスチック製） 粗大 可

折りたたみいす（金属製） 不燃
折りたたみいす

（木製・プラスチック製） 可燃

折りたたみ式マットレス 粗大 可
折りたたみ式マットレス

（スプリングの入っているもの） 粗大

オルガン 粗大

オルゴール 不燃

温水器 不燃

温水洗浄機付便座 粗大 不

温度計 不燃 安全な工夫をして出す

温風器 粗大 不

温風ヒーター 粗大 不

か
カーキャリア（箱状のもの） 粗大 不

カーキャリア（棒状のもの） 粗大 不

カーコンポ（ステレオ） 不燃

カーテン 可燃

カーテンレール（金属製） 粗大 不
カーテンレール

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ガーデンパラソル 粗大 不

カートリッジリボン 可燃

カーナビゲーション      小型 不燃

カーペット（じゅうたん） 粗大 可

貝殻 可燃

介護用簡易トイレ 粗大 可

介護用の杖（金属製） 不燃

品目 分類 備考

介護用の杖（木製） 可燃

介護用ベッド 粗大 注）モーター付きは収集で
きません

懐中電灯                      小型 不燃

カイロ（金属製） 不燃

カイロ（使い捨て） 可燃

鏡 不燃

かぎ 不燃

額縁（外枠）（金属製） 不燃

額縁（外枠）
（木製・プラスチック製） 可燃

かご（金属製） 不燃

かご（木製・プラスチック製） 可燃

傘 不燃

傘立て（金属製・陶磁器製） 不燃

傘立て
（木製・プラスチック製） 可燃

飾り棚（金属製） 粗大 不
飾り棚

（木製・プラスチック製） 粗大 可

加湿器 不燃

ガスコンロ（卓上カセット式） 不燃

ガスコンロ（一口） 不燃

ガステーブルコンロ 粗大 不

ガスレンジ 粗大 不

カセットテープ 可燃

カセットテープのケース
（プラスチック製） 可燃

カセットデッキ　　  　小型 不燃

カセットプレーヤー      小型 不燃

カセットボンベ             拠点 缶 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

ガソリン 禁止 36 ページをご覧ください

楽器ケース（金属製） 不燃

楽器ケース
（木製・プラスチック製） 可燃

楽器用アンプ（ギター用など） 不燃

カッターシャツ 古着 ぬれたり、汚れたものは可
燃ごみ

カッターの刃 不燃 安全な工夫をして出す

カッターの本体 不燃

カップめんの外装フィルム プラ

カップめんのかやく・つゆの袋 プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

カップめんのふた
（プラマークのあるもの） プラ 汚れが落ちないものは

可燃ごみ

カップめんの容器
（プラマークのあるもの） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ
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品目 分類 備考
かなづち 不燃

カバン、バッグ 可燃

画びょう 不燃 安全な工夫をして出す

花瓶
（金属製・陶磁器製・ガラス製） 不燃

花瓶（木製・プラスチック製） 可燃

釜 不燃

かまぼこ板 可燃

紙おむつ 可燃 汚物はトイレに流す

紙おむつの袋 プラ

紙コップ・紙皿の入った袋 プラ

カミソリ（金属製） 不燃 安全な工夫をして出す

カミソリ（プラスチック製） 可燃 安全な工夫をして出す

カミソリ（電動式）         小型 不燃

紙粘土 可燃

紙箱 古紙 ダンボール、雑誌・雑多な紙

紙パック 古紙 水ですすいで開いて、束ね
て出す

紙パック（内側が銀色のもの） 可燃

紙袋 古紙 雑誌・雑多な紙

カメラ                            小型 不燃

火薬 禁止 36 ページをご覧ください

カラーコーン 粗大 可

カラーボックス 粗大 可

カラオケ演奏装置 粗大 不 注）業務用は収集できません

からしなどのチューブ容器 プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

ガラス（割れたものなど） 不燃 安全な工夫をして「キケン」
と明示

ガラス製のコップ・食器 不燃

がれき 禁止 36 ページをご覧ください

枯葉 可燃 一回に 2 袋まで

革製品（衣類） 古着 ぬれたり、汚れたものは
可燃ごみ

革製品（靴・カバンなど） 可燃

瓦 禁止 36 ページをご覧ください

品目 分類 備考

缶類（飲料・缶詰） 缶 すすいで出す

緩衝材（紙製） 古紙 ダンボール、雑誌・雑多な紙

緩衝材（プラスチック製） プラ

乾燥剤（シリカゲルなど） 可燃

乾電池（円筒型・平型）水銀 不燃

乾電池などの包装フィルム プラ

き
キーボード（演奏用） 粗大 不

キーボード（専用台） 粗大 不

木の幹（太さ 15cm 以内） 可燃

木切れ（厚さ 15cm 以内） 可燃 木の切れはし木片など

ギター 粗大 可  金属製の弦は外して
　    不燃ごみ

ギターハードケース 粗大 不

キッチンガード（金属製） 不燃

キッチンフロアヒーター 粗大 不

キッチンマット 可燃

着物 古着 ぬれたり、汚れたものは
可燃ごみ

脚立 粗大 不

キャップ、ふた（金属製） 不燃
キャップ、ふた

（プラスチック製） プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

キャビネット 粗大 不
キャリーバック、ショッピン
グカート 粗大 不

救急箱（金属製） 不燃

救急箱（木製・プラスチック製） 可燃

急須 不燃

給水器 粗大 不

牛乳パック 古紙 水ですすいで開いて、束ね
て出す

鏡台、ドレッサー 粗大 可 鏡は不燃ごみ

金庫（手提げ金庫） 不燃

金庫（耐火金庫など強靱なもの） 禁止 36 ページをご覧ください

金属くず 禁止 36 ページをご覧ください

 ●

 イヤルホスト

至西宮

 
庫
川

名神高速

山手幹線

尼
宝
線

至大阪

 栄紙業(株)

古紙回収 機密書類 アルミ缶

 一般ご家庭の古紙の持ち込みについてはご相談ください。

 た、皆様の大事な機密書類は安全に処理し す。

 栄紙業株式会社
〒661-0033 尼崎市南武庫之荘１０-７-９（本社工場）

☎ ０６－６４３７－０１８０
 ttp://www.kyoei-wastepaper.com 

または
詳しくは
コチラ

自治会、企業の集団回収全般の立ち上げから実施 で相談に乗り す。

兵庫県 廃棄物再生事業者登録 第28H13010号
兵庫県 産業廃棄物収集運搬許可証 第02803022031号

その他、発泡スチロール/プラスチック/ペットボトルなどもご相談ください。

事ならお任せ！！古紙リサイクルの事ならお任せ！！古紙リサイクルの事ならお任せ！！古紙リサイクルの

共栄紙業

持込
歓迎
持込
歓迎

 告
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品目 分類 備考

く
空気入れ 不燃
空気循環用プロペラ

（シーリングファン） 粗大 不

空気清浄機 粗大 不

クーラー、エアコン 禁止
35 ページをご覧ください室
外 機または室内機のみで
も家電リサイクル法対象

クーラーボックス 粗大 可（金属つきは不燃ごみ）

釘 不燃 安全な工夫をして出す

草刈り鎌 不燃 安全な工夫をして「キケン」
と明示

草刈り機、芝刈り機（手動式） 粗大 不

草刈り機、芝刈り機（電動式） 粗大 不
注）電動モーター以外

　　のエンジン式のものは 
　　収集できません

くし（金属製） 不燃

くし（木製・プラスチック製） 可燃

薬（粉薬など）の袋・容器 プラ

薬のびん 不燃

果物などのネット袋 プラ 口金は不燃ごみ

靴 可燃

靴下 可燃

クッション 可燃

靴の空き箱 古紙 雑誌・雑多な紙

熊手（作業用具）（金属製） 粗大 不
熊手（作業用具）

（木製・プラスチック製） 粗大 可

グラタン容器 不燃

クリーニングの透明袋 可燃

クリーニングの中台紙 古紙 雑誌・雑多な紙

クリスマスツリー 可燃

グリル 不燃

グリル鍋 不燃

車いす 粗大 注）電動式のものは収集で
きません

クレヨン、クレパス 可燃
クレンザーの容器

（プラスチック製） プラ

グローブ 可燃

くわ（作業用具）（金属製） 不燃

軍手 可燃

け
蛍光管

（直管型・環型・電球型）水銀 不燃 割れないように、安全な
工夫をして出す 

携帯電話　　　　　   小型 不燃 できるだけ販売店へ返す

毛糸 可燃

ケーキなどのアルミ箔 不燃

品目 分類 備考
ケーキの箱 古紙 雑誌・雑多な紙

ゲーム機　　　　　　 小型 不燃

ゲームソフト（カセット） 可燃

ゲームソフト（ディスク） 可燃

劇物、劇薬 禁止 36 ページをご覧ください

化粧品の箱（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

化粧品のびん　 不燃
化粧品の容器

（プラスチック製） プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

げた 可燃

げた箱 粗大 可
ケチャップの容器

（プラスチック製） プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

血圧計（電子式）　　   小型 不燃

玄関マット（金属製） 不燃

玄関マット（布製） 可燃

剣山（金属製） 不燃 安全な工夫をして出す

剣山（プラスチック製） 可燃 安全な工夫をして出す

建築廃材 禁止 36 ページをご覧ください

原動機付自転車 禁止 35 ページをご覧ください

剣道の防具 粗大 可（金属つきは不燃ごみ）

鍵盤ハーモニカ、ピアニカ 可燃

こ
高圧ガスボンベ 禁止 36 ページをご覧ください

工具箱（家庭用）（金属製） 不燃
工具箱

（家庭用）（プラスチック製） 可燃

ゴーグル 可燃

コーヒーの空きびん びん すすいで青いコンテナへ

コーヒーメーカー 不燃

ござ 粗大 可

こたつ（天板を除く） 粗大 可  電熱部分は不燃ごみ

こたつの天板 粗大 可

こたつ布団 粗大 可

コップ（ガラス製） 不燃

コップ（プラスチック製） 可燃

コピー機（卓上型） 不燃 注）業務用は収集できません

コピー用紙の包装紙 古紙 雑誌・雑多な紙

ごみ箱（金属製） 不燃

ごみ箱（木製・プラスチック製） 可燃

ゴム 可燃

ゴム手袋 可燃

ゴムホース 可燃 短く切る（50cm 程度）

　 ●   
ご
み
と
資
源
物
の
分
別
区
分
早
見
表

(R2)
17



品目 分類 備考
ゴムボート 粗大 可

米びつ（金属製） 粗大 不

米びつ（プラスチック製） 粗大 可

米袋（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

米袋（ビニール製） プラ

コルク栓 可燃

ゴルフクラブ 粗大 不

ゴルフバッグ 粗大 可

ゴルフボール 可燃

コンクリートブロック 禁止 36 ページをご覧ください

コンパネ 粗大 可

コンビニ弁当の容器
（プラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

コンポスト（生ごみ堆肥化容器）
（陶磁器製） 粗大 不
コンポスト（生ごみ堆肥化容器）

（プラスチック製） 粗大 可

さ
サーキュレーター（空気循環器） 粗大 不

サーフボード 粗大 可
サイクリングマシン、
エアロバイク 粗大 不

座いす 粗大 不

在宅医療用品（ビニールバッグ・
チューブ・カテーテル類） 可燃

37 ページをご覧ください
注）注射針はかかりつけの
病院、診療所へ

サイドボード 粗大 可

財布 可燃

サインペン（金属製） 不燃

サインペン（プラスチック製） 可燃

魚焼き器 不燃
作業用具類

（熊手・スコップなど）
（プラスチック製・木製）

粗大 可

作業用具類（くわ・熊手・スコッ
プなど）（金属製） 粗大 不
酒のパック

（内側が銀色のもの） 可燃

酒のパック
（内側が白色のもの） 古紙 水ですすいで開いて、束ね

て出す

酒のびん びん すすいで青いコンテナへ

サッカーボール 可燃

雑誌 古紙 雑誌・雑多な紙

殺虫剤（くん煙式） 不燃 中身は使い切る。

殺虫剤（スプレー式）    拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

殺虫剤（噴霧式） 不燃 中身は使い切る。

座布団 可燃

皿（木製・プラスチック製） 可燃

品目 分類 備考

皿（金属製・陶磁器製・ガラス製） 不燃

サラダ油の缶 缶 油を切って出す

サラダ油の容器
（プラスチック製） プラ 油を切って出す

ざる、ボウル（金属製） 不燃

ざる、ボウル
（プラスチック製） 可燃

サングラス 可燃 金属つきは不燃ごみ

サンダル 可燃

サンドバッグ（本体） 粗大 可  注）中の砂の処分について
は 36 ページをご覧下さい

サンドバッグの支柱 粗大 不

三輪車 粗大 不

し
CD・CD ケース

（MD・FD・DVD も含む） 可燃 金属製は不燃ごみ

CDデッキ、CDプレーヤー 小型 不燃

シーツ 可燃

磁気カード 可燃

磁石 不燃

辞書、辞典 古紙 雑誌・雑多な紙

下着類 可燃

七輪 不燃

湿布 可燃

自転車
（子供用いす装備も含む） 粗大

注）電動アシスト自転車の充
電式電池は収集できません。
販売店へ返してください

自転車装着子供用いす 粗大 不
自動車部品（バンパー・マフ
ラーなど） 禁止 36 ページをご覧ください

シニアカー 禁止 収集できません、販売店に
ご相談ください

芝刈り機、草刈り機（手動式） 粗大 不

芝刈り機、草刈り機（電動式） 粗大 不
注）電動モーター以外

　　のエンジン式のものは
　　収集できません

シャープペンシル（金属製） 不燃

シャープペンシル
（プラスチック製） 可燃

写真 可燃 　　

写真のネガフィルム 可燃

ジャムの容器（ガラス製） びん すすいで青いコンテナへ

ジャムの容器
（プラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

しゃもじ
（木製・プラスチック製） 可燃

ジャングルジム
（子供用遊具） 粗大 可

シャンプーなどのポンプ部分 プラ

シャンプーなどの容器 プラ すすいで出す

 ●
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品目 分類 備考
週刊誌 古紙 雑誌・雑多な紙

ジューサー、ミキサー    小型 不燃

じゅうたん 粗大 可

充電器   　　　　　　小型 不燃

充電式電池　　　　　水銀 禁止
35 ページをご覧ください
ボックス回収または拠点回
収をご利用ください。

収納箱（金属製） 粗大 不
収納箱

（木製・プラスチック製） 粗大 可

シュレッダー（手動式） 不燃 シュレッダーした紙は雑誌・
雑多な紙

シュレッダー（電動式） 不燃 シュレッダーした紙は雑誌・
雑多な紙

瞬間湯沸器 粗大 不  注）乾電池着火式は
　　乾電池を抜く 

消火器 禁止 35 ページをご覧ください

消火器（スプレー式）　 拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

将棋盤、囲碁盤
（木製・プラスチック製） 可燃 注）盤の厚さが15㎝を超え

るものは収集できません
定規（金属製） 不燃

定規（木製・プラスチック製） 可燃

錠剤の入った透明ケース プラ

障子（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

消臭スプレー（金属製）拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

消臭スプレー
（プラスチック製） プラ 中身は使い切る

浄水器 不燃

照明器具 不燃

しょうゆの容器（携帯用） 可燃
しょうゆの容器

（ボトルタイプ）
（ペットマークのあるもの）

ペット
すすいで青いネットへ　　
ペットマークのないものは
可燃ごみ

じょうろ（金属製） 不燃

じょうろ（プラスチック製） 可燃

食品トレイ プラ
すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

食用油　　　　　　    拠点 可燃
固めるか、布にしみこませ
る　拠点回収は 34 ページ
をご覧ください

食用油の缶 缶 油を切って出す

食用油のびん びん 油を切って青いコンテナへ

品目 分類 備考
食用油のボトル プラ 油を切って出す

除湿機 不燃

除湿剤の容器
（プラスチック製） プラ

注）中の水を捨てる、
プラマークがなければ可
燃ごみ

書棚（本棚・本箱） 粗大 可

食器（木製・プラスチック製） 可燃
食器

（金属製・陶磁器製・ガラス製） 不燃

食器洗い乾燥機 粗大 不

食器乾燥機 粗大 不

食器棚 粗大 可
ショッピングカート、
キャリーバッグ 粗大 不

シリカゲル（乾燥剤） 可燃

シルバーカー 粗大 不

人工芝 可燃

シンナー類 禁止 36 ページをご覧ください

新聞紙、新聞チラシ 古紙 新聞紙と新聞チラシを束ね
て出す

す
水銀体温計　　　   　水銀 不燃 安全な工夫をして出す

水槽（ガラス製） 粗大 不

水槽（プラスチック製） 粗大 可

水筒（金属製） 不燃

水筒（プラスチック製） 可燃

炊飯器、ジャー 不燃

スーツケース、トランク 粗大 可

姿見 粗大 不

スキー板、スキー用ストック 粗大 不

スキー靴 不燃

スキャナー　　　        小型 不燃

スクリーン（映写用） 粗大 不

スケートボード 粗大 不
スコップ、シャベル

（金属製） 不燃

スコップ、シャベル
（木製・プラスチック製） 可燃
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 式会社恵芭

 祉タクシー訪問介護
 齢者・障がいをお持ちの方他

の外出をサポート

致します。

一人暮らしの方も安心

して自分らしく暮らせる

住まいをご用意致しま

した。

所在地／尼崎市長洲中通

3丁目15-1

彩那
テラス尼崎

安心して自分らしく暮ら

すことのできるサービ

ス付高齢者向け住宅を

ご用意致しました。

所在地／尼崎市大庄西

町1-19-4

彩那
テラス武庫川

少人数制でのサービス

付き高齢者向け住宅を

ご用意致しました。

所在地／宝塚市三笠町

6-21

彩那
テラス中山寺

［本社］兵庫県伊丹市中野西１丁目 105-15

TEL072-780-0206 http://www.eva-corp.jp/

伊丹市・尼崎市・

宝塚市を中心に

サービスを提供致します。

温かい家族
 ようなサービスを

心がけます。温かい家族
 ようなサービスを

心がけます。

入居相談窓口／TEL072-773-8669
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品目 分類 備考
すだれ

（竹製・プラスチック製） 可燃

スチームクリーナー掃除機 不燃

スチール缶 缶 すすいで出す

ステッパー 不燃

ステレオセット、ミニコンポ 粗大 不

ストーブ（ガス・電気・石油） 粗大 不
注）乾電池着火式は乾電   

　　池を、石油ストーブは灯
　　油を必ず抜いてください

ストーブガード（フェンス） 粗大 不

ストッキング 可燃

ストラップ（金属製） 不燃

ストラップ（プラスチック製） 可燃

ストロー 可燃
ストロー・スプーンの袋

（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

ストロー・スプーンの袋
（プラスチック製） プラ

砂 禁止 36 ページをご覧ください

スノーボード 粗大 不
スノーボードブーツ

（金属なし） 可燃 金属つきは不燃ごみ

すのこ（お風呂用・押入れ用） 粗大 可

スパイクシューズ（金属なし） 可燃 金属つきは不燃ごみ

スピーカー 不燃

スプーン（金属製） 不燃
スプーン

（木製・プラスチック製） 可燃

スプリング入りマットベッド（折
りたたみ式） 粗大

スプリングマットレス
（クイーンサイズ・分離型含む） 粗大

スプレー缶　　　　 　拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

スプレー缶のふた プラ

滑り台（金属製） 粗大 不
滑り台

（木製・プラスチック製） 粗大 可

スポンジ 可燃

ズボンプレッサー 粗大 不

スマートフォン　　　  小型 不燃 できるだけ販売店へ返す

炭 可燃 使用済みの場合は水にひ
たす

スリッパ 可燃

すり鉢 不燃

せ
整髪用品の容器（金属製） 不燃
整髪用品の容器

（プラスチック製） プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

生理用品 可燃

生理用品の外袋・個装袋 プラ
セーター

（毛糸製の冬物衣料） 古着 ぬれたり、汚れたものは
可燃ごみ

品目 分類 備考
石油類 禁止 36 ページをご覧ください

石鹸 可燃

石こうボード 禁止 36 ページをご覧ください

接着剤 可燃

せともの 不燃

セメント 禁止 36 ページをご覧ください
ゼリー・プリンの容器

（ガラス製） びん すすいで青いコンテナへ

ゼリー・プリンの容器
（プラスチック製） プラ すすいで出す

セロハンテープ 可燃

セロハンテープカッター台 不燃
洗剤などの容器

（プラスチック製） プラ すすいで出す

洗濯機 禁止 35 ページをご覧ください

洗濯ばさみ（金属製） 不燃

洗濯ばさみ（プラスチック製） 可燃

洗濯物干し（金属製） 不燃

洗濯物干し（プラスチック製） 可燃

剪定枝 可燃 一回に 2 束または 2 袋まで

栓抜き 不燃

扇風機 粗大 不

洗面器（金属製） 不燃
洗面器

（木製・プラスチック製） 可燃

洗面化粧台 禁止 36 ページをご覧ください

そ
造花 可燃

双眼鏡 不燃

掃除機 不燃

ぞうり 可燃

ソースの容器（ガラス製） びん すすいで青いコンテナへ

ソースの容器
（プラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

ソファー 粗大 不

ソファーベッド 粗大 不

そり 粗大 可

そろばん 可燃

た
体温計（水銀）　　　　水銀 不燃 安全な工夫をして出す

体温計（電子）　　　　小型 不燃
体温計のケース

（プラスチック製） 可燃

耐火金庫 禁止 36 ページをご覧ください
台紙（商品の保護・固定のた
めに使われたもの） 古紙 ダンボール、雑誌・雑多な紙

※分類の見方については13ページ参照
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品目 分類 備考
台車 粗大 不

体重計（ヘルスメーター）小型 不燃

耐熱ガラス 不燃

耐熱コップ・ポット 不燃

タイプライター 不燃

タイヤ（自動車・単車） 禁止 36 ページをご覧ください

タイヤ・チューブ（自転車） 可燃

タイヤチェーン（金属製） 禁止 36 ページをご覧ください
タイヤチェーン

（プラスチック製） 不燃

タイヤホイール 禁止 36 ページをご覧ください

タイル 禁止 36 ページをご覧ください

タオル 可燃

タオルケット 可燃

高枝切りばさみ 粗大 不

抱き枕 可燃

卓上コンロ 不燃

竹馬（金属製） 粗大 不

竹馬（木製） 粗大 可

竹串 可燃 折って、紙に包むなど安
全な工夫をして出す

竹ぼうき 可燃

竹マット 粗大 可

たこやき器（電気）　　 小型 不燃

たこやき器（ガス） 不燃

たたみ（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください
たたみ状の敷物、ユニット畳

（厚さ 2 ～ 3㎝程度のもの） 粗大 可

卓球のラケット 可燃

宅配便の容器・包装（紙製） 古紙 ダンボール、雑誌・雑多な紙
宅配便の容器・包装

（プラスチック製） プラ プラマークのあるもの

脱臭剤（活性炭など） 可燃

タッパー（密封容器） 可燃
建具類（ドア・障子・ふすま・
たたみなど） 禁止 36 ページをご覧ください

たてず 粗大 可

たばこ等の内側のアルミ箔 可燃

たばこ等の外装フィルム プラ

たばこの吸い殻 可燃

たばこの外箱 古紙 雑誌・雑多な紙

タブレット端末　　　  小型 不燃
PCリサイクルマークがある
ものは 35 ページをご覧く
ださい

卵パック（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

卵パック（プラスチック製） プラ

たらい（金属製） 粗大 不

品目 分類 備考
たらい

（木製・プラスチック製） 粗大 可

たわし（金属製） 不燃
たわし

（木製・プラスチック製） 可燃

たんす 粗大 可

断熱材（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

ダンベル（金属製） 禁止 36 ページをご覧ください

ダンベル（プラスチック製） 可燃 中身（砂・水）は抜く

ダンボール 古紙 開いて束ねて出す

ち
地球儀 可燃

チャイルドシート 粗大 可

着火ライター 　　     　拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

茶碗（金属製・陶磁器製・ガ
ラス製） 不燃

茶碗（プラスチック製） 可燃

注射器、注射針 禁止
37 ページをご覧ください
注）医療機関に返却してく
ださい

チューナー
（BS・CS・TV・FM など）小型 不燃

チューブ類（マヨネーズ・からし・
わさびなど）（プラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

調味料びん びん すすいで青いコンテナへ

調理台（流し台）（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

チョコレートのアルミ箔 不燃

ちりとり（金属製） 不燃

ちりとり（プラスチック製） 可燃

つ
つえ（金属製） 不燃

つえ（木製・プラスチック製） 可燃

使い捨てカイロ 可燃

使い捨てカイロの外袋 プラ

使い捨てライター          拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

机（金属製） 粗大 不
机（本棚付学習机を含む）

（木製） 粗大 可

机の脚（金属製） 粗大 不

机の脚（木製） 粗大 可
漬物石 禁止 36 ページをご覧ください

漬物の袋 プラ すすいで出す

土 禁止 36 ページをご覧ください

つっぱり棒（金属製） 不燃
つっぱり棒

（木製・プラスチック製） 可燃

爪切り 不燃

つり竿（カーボン製・グラス製） 粗大 不
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品目 分類 備考
つり竿

（木製・プラスチック製） 粗大 可

つり竿購入時の外袋など プラ プラマークのあるもの
つり竿のケース・バッグ

（金属製） 不燃

つり竿のケース・バッグ
（布製・木製・プラスチック製） 可燃

つり道具（金属製） 粗大 不
つり道具

（木製・プラスチック製） 粗大 可

つり用の網 粗大 不 木製は可燃ごみ

て
DVD・DVD ケース 可燃 金属製は不燃ごみ

DVDデッキ・プレーヤー 小型 不燃

ティーバッグ 可燃
ティッシュペーパーの取り出し
口のビニール プラ

ティッシュペーパーの箱 古紙 雑誌・雑多な紙
テーブル

（コンロ付きを含む）（金属製） 粗大 不
テーブル

（木製・プラスチック製） 粗大 可

テーブルタップ、延長コード  小型 不燃 短く切る(50cm 程度 )

手桶（金属製） 不燃

手桶（木製・プラスチック製） 可燃

デジタルカメラ　　  　小型 不燃

デジタル血圧計　　    小型 不燃

デジタル体温計　　    小型 不燃

鉄アレイ 禁止 36 ページをご覧ください

テニスボール 可燃

テニスラケット（カーボン製） 不燃
テニスラケット

（木製・プラスチック製） 可燃

手袋（毛糸・木綿製・革製） 可燃
テレビ

（ブラウン管・液晶・プラズマ） 禁止 35 ページをご覧ください

テレビ台 粗大 可

テレホンカード 可燃

電気カーペット 粗大 不
電気カミソリ　　  　   小型 不燃

電気コード 　　　    　小型 不燃 短く切る（50cm 程度）

品目 分類 備考
電気スタンド　　　　  小型 不燃
電気ポット

（湯沸し器を含む）　　 小型 不燃

電気毛布 不燃

電球（電球型蛍光灯）   水銀 不燃 割れないように、安全な工夫をして出す 

電球（白熱灯・LED） 不燃 割れないように、安全な工夫をして出す

電磁調理器、IH調理器 不燃

電子ピアノ、エレクトリックピアノ 粗大 不

電子レンジ 粗大 不

電子レンジ台（金属製） 粗大 不

電子レンジ台（木製） 粗大 可

電卓　　　　　　　　小型 不燃

電池　　　　　　　　水銀 不燃
注）ボタン型、ニカド、ニッケ
ル、リチウムイオン、鉛、充電
式などは収集できません。
35ページをご覧ください

電動アシスト自転車 粗大
注）充電式電池は収集でき
ません。販売店へ返してく
ださい

電動工具
（事業用は除く）             粗大 不

注）電動モーター以外
　　のエンジン式のものは
　　収集できません

電動工具のケース（金属製） 不燃
電動工具のケース

（プラスチック製） 可燃

テントー式 粗大 不

てんぷら油                    拠点 可燃
固めるか、布にしみこませる
拠点回収は 34 ページをご
覧ください

てんぷら鍋（電気） 不燃

電話機　　　　　　　小型 不燃

電話台（金属製） 粗大 不
電話台

（木製・プラスチック製） 粗大 可

と
ドア（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

トイレットペーパーの芯 古紙 雑誌・雑多な紙
トイレットペーパーの
包装紙 古紙 雑誌・雑多な紙

トイレブラシ 可燃

灯油 禁止 36 ページをご覧ください

灯油用ポリタンク 粗大 可

※分類の見方については13ページ参照
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品目 分類 備考

トースター　　　　　  小型 不燃

時計　　　　　           小型 不燃

戸棚 粗大 可 ガラスは不燃ごみ

トタン板、波板
（最大の辺が 2m 未満で
1m のひもでくくったもの）

粗大 可
注）最大の辺が長さ2m

　　 以上のものは収集できま
　　 せん

土鍋 不燃

ドライバー 不燃

ドライヤー　　　　　  小型 不燃

ドラムセット（楽器） 粗大 不

トランク、スーツケース 粗大 可

鳥かご 不燃

トリマー（美容器具）     小型 不燃

塗料 禁止 36 ページをご覧ください

塗料缶（カラースプレー含む） 不燃 中身は使い切る

ドリンク剤のびん びん すすいで青いコンテナへ

トレイ
（プラスチック製食品トレイ） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

トレーニングベンチ 粗大 不

ドレッサー、鏡台 粗大 可  鏡は不燃ごみ

ドレッシングなどのびん びん すすいで青いコンテナへ

ドレッシングなどの容器
（プラマークのあるもの） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

ドレッシングなどの容器
（ペットマークのあるもの） ペット

すすいで青いネットへ、汚
れが落ちないものは
可燃ごみ

トロフィー 不燃

な
ナイフ、包丁 不燃 安全な工夫をして「キケン」

と明示
苗木用のポット

（軟プラスチック製） プラ すすいで出す

長靴 可燃

中仕切り（菓子箱などに入って
いるもの）（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

中仕切り（菓子箱などに入って
いるもの）（プラスチック製） プラ

納豆の容器
（プラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

鍋（ほうろうを含む） 不燃

鍋焼き容器（うどんなど） 不燃

波板、トタン板
（最大の辺が 2m 未満で
1m のひもでくくったもの）

粗大 可
注）最大の辺が長さ2m

　　以上のものは収集でき
　　ません

に
ニカド電池 　　　　　 水銀 禁止 35 ページをご覧ください

ニッケル水素電池         水銀 禁止 35 ページをご覧ください

乳酸菌飲料の容器
（プラスチック製） プラ すすいで出す

品目 分類 備考
乳酸菌飲料の容器のふた

（アルミ製） 不燃

人形 可燃

人形ケース（ガラス製） 不燃

人形ケース（プラスチック製） 可燃

ぬ
ぬいぐるみ 可燃

ぬかみそ 可燃

布きれ 可燃

ね
ネガフィルム 可燃

ネクタイ 可燃

猫のトイレ砂 可燃

ねじ 不燃 安全な工夫をして出す

ネット（果物などを包むもの） プラ 口金は不燃ごみ

粘土（紙粘土など） 可燃

の
のこぎり 不燃 安全な工夫をして「キケン」

と明示
のれん 可燃

のれんの棒（木製） 粗大 可

農機具類 禁止 35 ページをご覧ください

農薬、劇薬 禁止 35 ページをご覧ください

は
パーテーション（金属製） 粗大 不

パーテーション（木製） 粗大 可

ハードディスクレコーダー  小型 不燃

バーベキューコンロ 粗大 不
バーベル

（プレート含む）（金属製） 禁止 36 ページをご覧ください

ハーモニカ（金属製） 不燃
ハーモニカ

（木製・プラスチック製） 可燃

バイク 禁止 36 ページをご覧ください

バイクの後ろにつける荷物入れ 不燃
灰皿

（金属製・陶磁器製・ガラス製） 不燃

灰皿（プラスチック製） 可燃

パイプハンガー 粗大 不

廃油（食用）                  拠点 可燃
固めるか、布にしみこませる
拠点回収は34 ページをご
覧ください

廃油（バイク・自動車など） 禁止 36 ページをご覧ください

バインダー（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

バインダー（プラスチック製） 可燃

ハガキ 古紙 雑誌・雑多な紙
シュレッダーも可
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品目 分類 備考
はかり 不燃

バギー（障がい者用を含む） 粗大 不

バケツ（金属製） 不燃

バケツ（プラスチック製） 可燃

ハサミ 不燃 安全な工夫をして「キケン」
と明示

はし（金属製） 不燃

はし（木製・プラスチック製） 可燃

はしご 粗大 長さが 2m 以 上のものは
収集できません

バスタオル 可燃

バスマット 可燃

パソコン（デスクトップ型） 禁止 35 ページをご覧ください

パソコン（ノート型）      小型 禁止
35 ページをご覧ください
ボックス回収または拠点回
収をご利用ください

パソコンディスプレイ 禁止 35 ページをご覧ください

パソコン用キーボード   小型 不燃
パソコン用プリンター

（スキャナー一体型を含む） 不燃

パソコンラック（金属製） 粗大 不
パソコンラック

（木製・プラスチック製） 粗大 可

バター・マーガリンの容器 プラ
すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

8 ミリデッキ　　　　   小型 不燃

パック（果物などの容器） プラ すすいで出す

バッグ、カバン 可燃

バッグなどを覆ったフィルム プラ

バッテリー 禁止 36 ページをご覧ください

バット（金属製） 粗大 不

バット（木製・プラスチック製） 粗大 可

発泡スチロール製容器 プラ

発泡スチロールの緩衝材 プラ

バドミントンシャトルコック 可燃

バドミントンラケット 不燃

花火 可燃 水にひたして出す

パネルヒーター 粗大 不

歯ブラシ 可燃

歯ブラシ（電動）　　　 小型 不燃
歯ブラシなどの入った包 装
パック（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

歯ブラシなどの入った包 装
パック（プラスチック製） プラ

バブルバス（機械） 粗大 不

歯磨き粉のチューブ プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

パラボラアンテナ 不燃

品目 分類 備考
針 不燃 安全な工夫をして出す

針金 不燃 安全な工夫をして出す

バラン 可燃

ハロゲンヒーター 粗大 不

ハンガー（金属製） 不燃
ハンガー

（木製・プラスチック製） 可燃

ハンカチ 可燃

ハンドバッグ 可燃

パンなどのアルミ箔 不燃

パンの外袋 プラ

パンフレット 古紙 雑誌 ･ 雑多な紙

パン焼き器 　　　　   小型 不燃

ひ
PHS 端末 　　　　　 小型 不燃 できるだけ販売店へ返して

ください

ビーズクッション 可燃

ビー玉 不燃

ビーチパラソル 粗大 不

ビート板 可燃

ビールびん びん できるだけ販売店へ返して
ください

ビールびんケース 粗大 可 できるだけ販 売店へ
　　返してください

ピアニカ、鍵盤ハーモニカ 可燃

ピアノ 禁止 36 ページをご覧ください

ピアノ線（ワイヤー） 禁止 36 ページをご覧ください

ひげそりT 字（金属製） 不燃 安全な工夫をして出す

ひげそりT 字
（プラスチック製） 可燃 安全な工夫をして出す

ひげそり（電動式）         小型 不燃

ビデオカメラ                 小型 不燃

ビデオテープ 可燃
ビデオテープのケース

（紙製） 古紙 雑誌 ･ 雑多な紙

ビデオテープのケース
（プラスチック製） 可燃

ビデオデッキ
（8 ミリ・CD・DVD・ 
レコーダーを含む）         

小型 不燃

雛人形のひな壇（金属製） 粗大 不

雛人形のひな壇（木製） 粗大 可

ビニール手袋 可燃

ビニール袋 可燃

肥料袋（布製） 可燃

ひも（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

ひも（布製・プラスチック製） 可燃

※分類の見方については13ページ参照
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品目 分類 備考

びん（飲・食料品用） びん
すすいで青いコンテナへ、
汚れの落ちないものは不
燃ごみ

びんのふた（金属製） 不燃

びんのふた（プラスチック製） プラ

ふ
BD・BD ケース

（ブルーレイディスク・ケース） 可燃

BD レコーダー（ブルー
レイディスクレコーダー） 小型 不燃

ファイル（紙製） 古紙 雑誌 ･ 雑多な紙

ファイル（プラスチック製） 可燃
ファクシミリ（電話機
一体型のものを含む）小型 不燃

ファンヒーター（石油・ガス） 粗大 不  石油式は灯油を必ず抜く

フィルム（カメラ用） 可燃

フォーク（金属製） 不燃 安全な工夫をして出す
フォーク

（木製・プラスチック製） 可燃 安全な工夫をして出す

ふすま（建具類） 禁止 36 ページをご覧ください

ふた（紙製） 古紙
雑誌 ･ 雑多な紙
汚れたもの、金属の箔押し
されたものは燃やすごみ

ふた、キャップ（金属製） 不燃
ふた、キャップ

（プラスチック製） プラ

筆箱（金属製） 不燃

筆箱（木製・プラスチック製） 可燃
布団、折りたたみ式マットレ
ス

（スプリングの入ってないもの）
粗大 可

布団乾燥機 不燃

フライパン 不燃

ブラインド（金属製） 粗大 不
ブラインド

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ブラウン管式テレビ 禁止 35 ページをご覧ください

ぶら下がり健康機 粗大 不

プラズマテレビ 禁止 35 ページをご覧ください

プラモデル 可燃

プランター（陶磁器製） 不燃 中の土は出してください　
注）土は収集できません

プランター（プラスチック製） 可燃 中の土は出してください　
注）土は収集できません

品目 分類 備考
フラッシュメモリ　　  小型 不燃
プリン・ゼリーのふた

（金属製） 不燃

プリン・ゼリーのふた
（プラスチック製） プラ すすいで出す

プリン・ゼリーの容器
（ガラス製） びん すすいで青いコンテナへ

プリン・ゼリーの容器
（プラスチック製） プラ すすいで出す

プリンター 不燃

古着 古着 ぬれたり、汚れたものは可
燃ごみ

ブルーシート 可燃
フロアマット

（布製・プラスチック製） 可燃

風呂釜 禁止 36 ページをご覧ください

プロジェクター 不燃

風呂敷（布製・ビニール製） 可燃

ブロック（コンクリート） 禁止 36 ページをご覧ください

フロッピーディスク 可燃

フロッピーディスクのケース 可燃 金属製は不燃ごみ

風呂のいす 可燃

風呂のふた 粗大 可

風呂のマット 可燃

プロパンガスボンベ 禁止 36 ページをご覧ください

文鎮（ぶんちん） 不燃

文房具とケース（金属製） 不燃
文房具とケース

（木製・プラスチック製） 可燃

へ
ヘアーアイロン 　　　  小型 不燃

ヘアースプレー缶          拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合
は34ページをご覧ください

ヘアーブラシ（金属製） 不燃
ヘアーブラシ（木製・プラスチッ
ク製） 可燃

ペーパーナイフ（金属製） 不燃 安全な工夫をして出す
ペーパーナイフ

（木製・プラスチック製） 可燃 安全な工夫をして出す

ベッド（金属製）
（マットレスは除く） 粗大 不 注）電動モーターつき

　　は収集できません
ベッド（木製）

（マットレスは除く） 粗大 可 注）電動モーターつき
　　は収集できません
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品目 分類 備考
ベッドの床板のみ 粗大 可

ペット小屋（金属製） 粗大 不
ペット小屋

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ペットのトイレ用シート 可燃

ペットフードの缶 缶 すすいで出す

ペットフードの箱 古紙 雑誌・雑多な紙

ペットフードの袋 プラ

ペットボトルのふた・ラベル プラ
ペットボトル

（飲料・酒類・液体調味料用） ペット すすいで青いネットへ

ヘッドホン　　　　　  小型 不燃
ペット用のキャリングケース

（金属製） 粗大 不
ペット用のキャリングケース

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ペット用のケージ（金属製） 粗大 不
ペット用のケージ

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ベニヤ板 粗大 可

ベビーカー 粗大 不

ベビーチェア（金属製） 不燃
ベビーチェア

（木製・プラスチック製） 可燃

ベビーバス 粗大 可

ベビーふとん 可燃

ベビーベッド 粗大 可

ヘルスメーター　　　  小型 不燃

ベルト 可燃 バックル（金属製）は
不燃ごみ

ベルトマッサージャー 粗大 不
ヘルメット 可燃

ペンキ 禁止 36 ページをご覧ください

ペンキの缶（カラースプレー含む） 不燃 中身は使い切る

便座 粗大 可

便座（温水洗浄機付） 粗大 不

ベンチ（金属製） 粗大 不
ベンチ

（木製・プラスチック製） 粗大 可

弁当箱（金属製） 不燃

弁当箱（プラスチック製） 可燃
弁当の容器

（プラマークのあるもの） プラ すすいで出す

ペンライト　　　　　  小型 不燃

ほ
ホース 可燃 短く切る（50cm 程度）

ホースリール台（金属製） 不燃
ホースリール台

（プラスチック製） 可燃

ポータブルトイレ 粗大 可

品目 分類 備考
ホームベーカリー 不燃

ボール（野球・サッカーなど） 可燃

ボールペン（金属製） 不燃

ボールペン（プラスチック製） 可燃

ホイール（車などのタイヤ用） 禁止 36 ページをご覧ください

ボイラー 禁止 36 ページをご覧ください

望遠鏡 粗大 不
ほうき

（竹製・木製・プラスチック製） 可燃

芳香剤 可燃 プラマークがあるものは
プラスチック製容器包装

帽子 可燃

包装紙 古紙 雑誌・雑多な紙
包装フィルム

（商品を包んだもの） プラ

防虫剤のケース プラ

包丁、ナイフ 不燃 安全な工夫をして「キケン」
と明示

ボウリングのボール 禁止 36 ページをご覧ください

ボウル、ざる（金属製） 不燃

ボウル、ざる（プラスチック製） 可燃

ポケットティッシュの包装 プラ

歩行器（乳幼児用） 粗大 不

ポスター 古紙 雑誌・雑多な紙

ボタン型電池　　　　 水銀 禁止 35 ページをご覧ください

補聴器　　　　　　　小型 不燃

ホッチキス 不燃

ホットカーペット 粗大 不

ホットパネル 粗大 不

ホットプレート 不燃

ホッピング 粗大 不

ポット、湯沸かし器 　  小型 不燃

ポテトチップの袋 プラ

哺乳びん（ガラス製） 不燃 プラスチック製は可燃
ごみ

ポリタンク 可燃

ポリバケツ 可燃

保冷剤 可燃

本棚（金属製） 粗大 不

本棚（木製） 粗大 可

本棚付学習机 粗大 可

ま
マーカーペン 可燃

マーガリン・バターの容器 プラ
すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

マグネット 不燃

※分類の見方については13ページ参照
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品目 分類 備考
枕 可燃

マスク 可燃

マッサージ機 粗大 不

マッチ 可燃 水にひたして出す

マットレス（折りたたみ式） 粗大 可
マットレス

（スプリングを使用しているもの） 粗大

まな板（ガラス・陶磁器製） 不燃
まな板

（木製・プラスチック製） 可燃

マニキュアのびん 不燃

魔法瓶 不燃

豆電球　　　　　　　水銀 不燃 割れないように、安全な工夫をして出す 

マヨネーズのチューブ プラ
すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

万年筆（金属製） 不燃

万年筆（プラスチック製） 可燃

み
みかんなどのネット袋 プラ 口金は不燃ごみ

ミキサー、ジューサー　小型 不燃

ミシン 不燃

水屋 粗大 可ガラスは不燃ごみ

みその容器 プラ
すすいで出す
汚れが落ちないものは
可燃ごみ

ミニコンポ、ステレオセット 粗大 不

む
虫取りかご（金属製） 不燃

虫取りかご（プラスチック製） 可燃

虫取り用の網（子ども用） 可燃 金属つきは不燃ごみ

虫めがね 不燃

め
名刺 古紙 雑誌・雑多な紙

名刺のケース（金属製） 不燃
名刺のケース

（布製・皮革製・プラスチック製） 可燃

メガネ 可燃 金属つきは不燃ごみ
メガネケース

（布製・皮革製・プラスチック製） 可燃 金属製は不燃ごみ

目薬の容器 プラ

メジャー（金属製） 不燃

メジャー（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

メジャー（プラスチック製） 可燃

綿棒 可燃

も
毛布 可燃

品目 分類 備考

モーター 禁止 36 ページをご覧ください

モーター（おもちゃ用）   小型 不燃

餅つき器（電気） 不燃

物置（解体したものに限る） 粗大 不

ものさし（金属製） 不燃

ものさし（木製・プラスチック製） 可燃

物干し（金属製） 粗大 不
物干し

（木製・プラスチック製） 粗大 可

物干し竿（金属製） 粗大 不
物干し竿

（木製・プラスチック製） 粗大 可

物干し台（コンクリート製） 禁止 36 ページをご覧ください

物干し台（プラスチック製） 可燃

や
やかん 不燃

焼き鳥の串 可燃 折って、紙に包むなど安
全な工夫をして出す

焼き肉器、焼き魚器 不燃

焼肉用鉄板 不燃

焼き海苔の外袋 プラ

薬品・農薬類 禁止 36 ページをご覧ください

野菜などの外装フィルム プラ

野菜などの結束用テープ 可燃 紙製のものは雑誌・雑多な紙

ゆ
浴衣 古着 ぬれたり、汚れたものは可

燃ごみ
ユニット畳

（厚さ 2 ～ 3㎝程度のもの） 粗大 可

湯飲み茶碗 不燃

指輪 不燃

ゆりかご 粗大 不

よ
洋服 古着 ぬれたり、汚れたものは可

燃ごみ
ヨーグルトのふた

（アルミ製） 不燃

ヨーグルトのふた
（プラスチック製） プラ すすいで出す

ヨーグルトの容器
（ガラス製） びん すすいで青いコンテナへ

ヨーグルトの容器
（プラスチック製） プラ すすいで出す

浴室マット 可燃

浴槽（建築廃材） 禁止 36 ページをご覧ください

よしず 粗大 可

ら
ライター　　　　　　  拠点 不燃 使い切る　使い切れない場合

は34ページをご覧ください
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品目 分類 備考
ラケット

（金属製） 粗大 不
ラケット

（木製・プラスチック製） 粗大 可

ラジオ　　　　　　　 小型 不燃

ラジカセ　　　　　　 小型 不燃

ラジコン　　　　　　 小型 不燃

ラップ 可燃 商品を包んでいたものは
プラスチック製容器包装

ラムネのびん びん すすいで青いコンテナへ
ラムネの容器

（ペットボトル製） ペット すすいで出す
（ビー玉は不燃ごみ）

ランドセル 可燃
ランニングマシーン、
ウォーキングマシーン 粗大

ランプ（電気式）　　　 小型 不燃

り
リチウムイオン電池　   水銀 禁止 35 ページをご覧ください

リチウム電池、
リチウムコイン電池       水銀 不燃 リチウムコイン電池は型式

番号 CR 及び BR のもの 
リハビリ用歩行器 粗大 不

リモコン　　　　　    小型 不燃

リヤカー 禁止 36 ページをご覧ください

リュックサック 可燃

る
ルーズリーフ 古紙 雑誌・雑多な紙

ルーペ 不燃 プラスチック製は可燃ごみ

れ
冷温風機・冷風機 粗大 不
冷蔵庫、冷凍庫（ホームフリー
ザー・ワイン庫を含む） 禁止 35 ページをご覧ください

レインコート、雨合羽 可燃

レコーダー　　　　　 小型 不燃

レコード 可燃 レコードジャケットは
雑誌・雑多な紙

レコードプレーヤー　   小型 不燃

レジ袋 プラ

レジャーシート 可燃
レジャーテーブル

（金属製） 粗大 不

品目 分類 備考
レジャーテーブル

（木製・プラスチック製） 粗大 可
レトルトパック

（カレーなど） プラ すすいで出す、汚れが
落ちないものは可燃ごみ

レンガ 禁止 36 ページをご覧ください

れんげ（陶磁器製） 不燃

れんげ（プラスチック製） 可燃

レンジフード 粗大 不

ろ
ロースター 不燃

ローソク 可燃
ロープ（麻・綿・ナイロン・ビニー
ル製品） 可燃 短く切る（50cm 程度）

ローラースケート 不燃

わ
ワードプロセッサ

（モニターと本体一体型
を含む） 　　　　　　  

小型 不燃

ワープロのインクリボン 可燃

ワイシャツ襟部分の固定サ
ポーター（プラスチック製）          プラ

ワイシャツの外装フィルム プラ

ワイシャツの中台紙 古紙 雑誌・雑多な紙

ワイヤーロープ 禁止 36 ページをご覧ください

ワインのびん びん すすいで青いコンテナへ

ワインの容器
（ペットボトル製） ペット

輪ゴム 可燃

輪ゴムの紙箱 古紙 雑誌・雑多な紙

ワゴン（金属製） 粗大 不
ワゴン

（木製・プラスチック製） 粗大 可

わさびなどの入ったチューブ プラ 汚れが落ちないものは
可燃ごみ

和服 古着 ぬれたり、汚れたものは可
燃ごみ

割りばし 可燃

割りばしの袋（紙製） 古紙 雑誌・雑多な紙

割りばしの袋
（プラスチック製） プラ

割れたガラスびん 不燃 安全な工夫をして
｢キケン｣ と明示

※分類の見方については13ページ参照
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○粗大ごみ受付センター（FAX番号：072-764-5321）
　・用紙に、氏名、住所、自宅のFAX番号、品目、数量、排出場所（収集員は建物の中へ

は入れませんので、建物の外（収集車が横づけできる場所））、収集希望日を記入し
て、FAXにてお申込みください。

　		予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので早めにお申込みください。
○業務時間外は翌日の受付になります。
○折り返し、受付のFAXをお送りします。
　・申込み内容を確認し、収集日、受付番号、処理手数料などをお知らせします。
　・なお、受付番号記載のFAXをもって受付の完了といたします。

聴覚障がい・言語障がいのある方などは、
FAX（日本語のみ）での申込みが出来ます。

 申込み手順
① 準備
○申込みの前に
　・予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので、お早めにお申込みください。
　・追加申込みや品目変更・取り消しについては、収集日の2日前（土・日を除く）までに

ご連絡ください。　
○1回に申込みできるのは「5点まで」です。
○排出場所を確認してください。収集員は建物の中へは入れませんので、建物の外

（収集車が横づけできる場所）となります。
○申込み品目のサイズを確認してください。

② 申込み　粗大ごみ受付センター（電話：072-769-5
ご み は

380
ゼ ロ

）
○受付は、月曜日から金曜日（祝日を含む）午前9時から午後5時30分までです。
　（年末・年始の受付業務は広報伊丹などでお知らせします。）
○オペレーターに収集希望日や申込み品目などをお伝えください。

③ 当日の排出と立会い
○収集日の当日、申込み時に確認した時間までに、排出場所に出してください。
○収集時に、処理手数料を現金でお支払いいただきますので、立会いが必要です。

粗大ごみ（有料）の出し方（予約制）

● 30㎝× 30㎝× 30㎝を超えるもの、または無色透明・白色半透明の 45ℓの袋に入らないもの。

自転車、ベッド、
たんす、ソファー、
机など

●対象となるものの一例
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粗大ごみ（有料）一覧表（対象となる品目の一例）
●一覧にないものは粗大ごみ受付センターへお問い合わせください。
● 30㎝× 30㎝× 30㎝を超えるもの、または無色透明・白色半透明の 45ℓの袋に入らないもの。
●解体したものであっても料金はかわりません。

品　　目　 特記事項 金 額

アンテナ（室外用）　※パラボラアンテナ 300
温水洗浄機付便座 300
加湿器 300
空気清浄機　※空気循環機 600
照明器具　※電気スタンド 300
除湿器 600

品　　目　 特記事項 金 額

オーブントースター 300
ガスコンロ（1口）   
※カセット式ガスコンロ、魚焼き器

その他の加熱
調理器 300

ガスコンロ（２口以上）、ガスレンジ、ガステーブル 600
換気扇 300
グリル鍋 300

品　　目　 特記事項 金 額

オーディオアンプ　※楽器用アンプなど 300
カセットデッキ 300
カラオケ演奏装置 業務用を除く 1,800
ステレオセット、
ミニコンポ

（スピーカーを含む）

最大の辺が1m未満のもの 600
最大の辺が1m以上のもの 1,200

スピーカー 300

品　　目　 特記事項 金 額

コピー機 卓上型のものに限る
業務用を除く 600

パソコン用プリンター スキャナなど一体型のもの
を含む 300

品　　目　 特記事項 金 額

ウィンドーファン 600

こたつ（天板を除く）
最大の辺が1m未満のもの 300
最大の辺が1m以上のもの 600

こたつの天板 300

品　　目　 特記事項 金 額

ズボンプレッサー 300
掃除機　※スチームクリーナー 300
布団乾燥機 300

ミシン
卓上型 300
卓上型以外のもの 900

品　　目　 特記事項 金 額

瞬間湯沸器 300
食器洗い乾燥機 600
食器乾燥機 300
炊飯器 300
電気ポット（湯沸器を含む）　※給水器 300

品　　目　 特記事項 金 額

BSチューナー アンテナを除く 300
ビデオデッキ　※HDDレコーダー、BDレコーダー　 300

CDプレーヤー　※BDプレーヤー、LDプレーヤー、
MDプレーヤー、DVDプレーヤー 300

モニター テレビチューナーのないものに
限る、パソコン用モニターを除く 300

ラジオカセットレコーダー 300

品　　目　 特記事項 金 額

ファクシミリ 電話機一体型のものを含む 300
ワードプロセッサ 300

品　　目　 特記事項 金 額

ストーブ
※冷温風機、温風機

ファンヒーターなどの
暖房器具を含む 300

扇風機　※冷風機 300
ホットカーペット 300

①電化製品

⑤台所用品

②映像・音響機器

③ OA 機器

④冷暖房器具

※印は主な類似品目
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注）石油ストーブ・ガスストーブなどで乾電池着火式のものは、必ず乾電池を抜いてください。また、石油ストーブは、灯油を完全に抜いてから出してください。
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品　　目　 特記事項 金 額

電子レンジ、オーブンレンジ 600

電磁調理器
1口 300
2口以上 600

ホットプレート 300

品　　目　 特記事項 金 額

椅子　※座椅子 300

カーペット、じゅうたん
広さが4.5畳未満のもの 300
広さが4.5畳以上のもの 600

学習机
木製 600
金属製 1,200

傘立て 300
鏡台　※ドレッサー 600
収納家具など
※たんす、食器棚、書棚、戸棚、
ラック、カラーボックス、キャ
ビネット、飾り棚、げた箱、サイ
ドボード、テレビ台、電子レン
ジ台、電話台、衣類乾燥機台、
OAラック、ロッカーなど

最大の幅および高さの合計
が1m未満のもの 300
最大の幅および高さの合計
が1m以上2m未満のもの 600
最大の幅および高さの合計
が2m以上3m未満のもの 900
最大の幅および高さの合計
が3m以上のもの 1,800

姿見 300

品　　目　 特記事項 金 額

座布団　※電気座布団 5枚までを1式　 300
布団　※折りたたみ式マットレス、こたつ布団 300
枕　※抱き枕、クッション、ぬいぐるみ 300
マットレス（スプリングを
使用していないもの） 折りたたみ式のものを除く 600

品　　目　 特記事項 金 額

楽器ケース 300
キーボード 600

品　　目　 特記事項 金 額

ミキサー、ジューサー 300
餅つき機　※パン焼き器 300
米びつ　 300

品　　目　 特記事項 金 額

ソファー

1人掛 600
2人掛 900
3人掛以上 1,200

机
※食卓、テーブル

最大の辺または径が1m
未満のもの 300
最大の辺または径が1m
以上のもの 600

パイプハンガー

最大の辺が1m未満のもの 300
最大の辺が1m以上2m
未満のもの 600
最大の辺が2m以上のもの 900

ソファーベット 1,200
ベッド

（ 2段ベッド、
  折りたたみ式ベッド）

マットレスを除く、電動モー
ターのないものに限る 900

品　　目　 特記事項 金 額

マットレス（スプリングを
使用しているもの）

シングルサイズまたはセ
ミダブルサイズ 1,200
ダブルサイズ以上のもの 1,800

毛布　※電気毛布 300

品　　目　 特記事項 金 額

ギター　※エレキギター 300
電子ピアノ　※エレクトーン、オルガン 1,800

⑥家具類

⑦寝具類

⑧楽器類

⑨健康器具 

注）ガスコンロ・瞬間湯沸器で乾電池着火式のものは、必ず
乾電池を抜いてください。

品　　目　 特記事項 金 額

エアーウォーカー 600
トレーニングベンチ 600
ぶら下がり健康機 600

マッサージ機
椅子型以外のもの 600
椅子型 1,800

ランニングマシーン
※ウォーキングマシーン、
エアロバイク、サイクリングマシーン

自走式 600
電動式 1,800

品　　目　 特記事項 金 額

その他の
健康器具

電動式
以外のもの

最大の幅および高さ
の合計が１m未満の
もの

300

最大の幅および高さ
の合計が１m以上の
もの

600

電動式

最大の幅および高さ
の合計が１m未満の
もの

600

最大の幅および高さ
の合計が１m以上の
もの

1,800

※印は主な類似品目
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⑩スポーツ ・レジャー用品

⑫乳幼児用品

⑪乗り物

⑬その他

品　　目　 特記事項 金 額

クーラーボックス 300
剣道の防具 300
ゴムボート 300
ゴルフバッグ 300
ゴルフクラブ 14本までを1式 300
ゴルフセット ゴルフバッグおよびゴル

フクラブ14本まで 600
サーフボード 1,200
スキー板 2枚で1式 300
スキー用ストック 2本で1式 300

品　　目　 特記事項 金 額

滑り台 600
チャイルドシート　※ジュニアシート 300
ブランコ 600
ベビーチェア　※ハイローチェア 300

品　　目　 特記事項 金 額

一輪車 300
ベビーカー　※バギー 300
車いす 手動式 600

品　　目　 特記事項 金 額

アイロン台 300
アコーディオンカーテン 300
編み機 300
衣裳ケース　 300
カーテンレール 1mのひもでくくったものを1束 300
木切れ 長さが2m未満のものであって、

1mのひもでくくったものを1束 300
脚立 300

コンポスト容器
※生ごみ処理機

自然発酵式 300
電動式 600

作業用具類　※くわ、熊手、スコップ 300
芝刈り機
※草刈り機（エン
ジン式を除く）

手動式 300
電動式 600

シルバーカー、ショッピングカート 300

品　　目　 特記事項 金 額

スキーセット スキー板およびスキー用
ストック 600

スケートボード 300
スノーボード 300
つり竿　※つり用の網 １mのひもで結んだもの

を１束　 300
テント 300
バーベキューコンロ 300
バット １mのひもで結んだもの

を１束　 300
ビーチパラソル　※ガーデンパラソル 300
レジャーテーブル 300

品　　目　 特記事項 金 額

ベビーバス 300
ベビーベッド 600
歩行器 300
ゆりかご　※ベビーラック 300

品　　目　 特記事項 金 額

三輪車　※乗用玩具類 300
自転車 電動アシスト式自転車は、充電

式電池を取り外したものに限る 600

品　　目　 特記事項 金 額

水槽
最大の辺が60㎝未満のもの 300
最大の辺が60㎝以上のもの 600

スーツケース 300
台車 300
灯油タンク　※ポリタンク、飲料用タンク 300
トタン、波板など 最大の辺が2m未満のものであって、

1mのひもでくくったものを1束 300
ブラインド　※よしず、たてず 300
ペット小屋 600

物置
（解体したもの）

最大の辺が2m未満のもの 1,200
最大の辺が2m以上のもの 1,800

物干台 コンクリート製の台座を除く 300
物干竿 3本までを1束 300
棒状のもの 長さが2m未満のものであって、

1mのひもでくくったものを1束 300

※印は主な類似品目

この表に掲げる種類以外の粗大ごみの手数料の額は1点につき、
最大の辺または径が1m未満のものは300円、
最大の辺または径が1m以上2m未満のものは600円、
最大の辺または径が2m以上のものは1,200円とする。

備考
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空港地下道西

●　　
イオンモール
伊丹JR

伊丹駅

県道伊丹豊中線

伊丹1

阪
急
伊
丹
線

県
道
尼
崎
池
田
線

JR
福
知
山
線

桑津橋

神津大橋

田能遺跡
●

伊丹市
環境クリーンセンター

●

豊中市伊丹市
クリーンランド

森本4

西桑津

伊丹4

豊中市伊丹市クリーンランドへの
持ち込み（有料・予約制）

ごみを直接持ち込む場合
豊中市伊丹市クリーンランド：豊中市原田西町2-1

〈予約受付〉
電話：072-782-3641
時間：月曜日から土曜日（祝日も可）午前 9時から午後 5時
※希望の日時に添えない場合があります。
　搬入日当日の午前中まで（土曜日午前搬入分は前日まで）
　に予約してください。	

〈搬入時間〉
月曜日から金曜日（祝日も可）午後2時から午後4時30分
土曜日（祝日も可）午前10時から午後4時（午後0時から午後0時45分を除く）
※詳しくは豊中市伊丹市クリーンランドまで直接お問い合わせください。

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

車両火災 1件 2件 2件 2件 5件

リサイクルプラザ火炎検知 67件 82件 162件 358件 584件

原因となった充電式電池など

スプレー缶は使い切って穴を開けずに燃やさないごみにお出しください。
使い切れない場合は拠点回収をご利用ください。

ごみ収集車で火災発生！！

火災発生防止のため、分け方と出し方を正しく守りましょう。
品目 区分 出し方

乾電池（円筒型、平型） 燃やさないごみ 燃やさないごみの日に出してください。
ボックス回収または拠点回収もご利用ください。（34ページ参照）

電池（ボタン型、ニカド、ニッケル、
リチウムイオン、鉛など） 収集できません 電器店などの回収箱に入れてください。

ボックス回収または拠点回収もご利用ください。（34ページ参照）

充電式電池 収集できません 販売店や製造元に相談してください。
ボックス回収または拠点回収もご利用ください。（34ページ参照）

ライター、スプレー缶 燃やさないごみ
中身を使い切るか、ガスを完全に抜いてください。
スプレー缶は穴を開けずに出してください。
中身が残って処分にお困りの時は拠点回収に出しください。

カセットボンベ 資源物（空き缶） 中身を使い切って穴を開けずに出してください。
中身が残って処分にお困りの時は拠点回収に出してください。

ボタン電池、充電式電池、
ライター、スプレー缶などで火災発生!!〈注意〉
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拠点回収 （廃食用油・カセットボンベ・ライター・スプレー缶・刃物・電池類）

ボックス回収 【水銀使用廃製品】【使用済小型家電】

◆拠点回収場所一覧（市内9箇所）
回収日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

拠点回収
場所

○西野大谷公園
　西野2丁目404
○「ふらっと」
　人権センター
　堀池2丁目2-20

○きららホール
　北野4丁目30
○児童会館「こらくる」
　御願塚6丁目1-1

○市役所本庁舎
　千僧1丁目1
○神津交流センター
　森本1丁目8-22
○くらしのプラザ
　宮ノ前2丁目2-2

○野間分室
　野間北4丁目4-28
○南分室
　御願塚3丁目8-11

◆ボックス設置場所一覧（市内7箇所）
○「ふらっと」人権センター
○くらしのプラザ（消費生活センター）

○きららホール
○野間分室

○市役所本庁舎
○南分室

○神津交流センター

【水銀使用廃製品】回収品目（一例）
蛍光管

（直管型、環型、電球型） 水銀体温計・水銀血圧計 電池類

LEDランプ、白熱電球、ハロゲ
ン電球、グロー球、割れた蛍光
管は対象外です。

デジタル体温計、デジタル血圧計
は対象外です。使用済小型家電
回収ボックスをご利用ください。

自動車用やバイク用、電動自転車
用のバッテリーは対象外です。製
造元か販売店にご相談ください。

●回収時間は、午前9時から午前10時 30分までです。
●ごみと資源物の分け方出し方などについて、日頃の悩みや疑問をお気軽にご相談ください。
●回収日は、広報伊丹の毎月1日号でお知らせしています。

※開館日、開館時間については、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。

※ご家庭で使用されていたものに限ります。（事業者からの持込みは不可）
　お問合せ先　環境クリーンセンター（電話：072-782-0968）

※ご家庭で使用されていたものに限ります。（事業者からの持込は不可）
※投入して良いか判断できない場合は下記までご連絡ください。
　　お問合せ先　生活環境課（電話：072-781-5371）
◆水銀使用廃製品や使用済小型家電については、拠点回収でも回収を行います。

【使用済小型家電】回収品目（一例）

縦20cm×横35cm
上記のサイズ
に入る使用済
小型家電が対
象です。

投入口

個人情報は消去してか
ら出してください。

 ●
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市で収集しないもの

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機、エアコン
＊電器店にご相談ください。
＊電器店で対応できない場合は生活環境課（電話：072-781-5371）にご相談ください。

※PC リサイクルマークが付いているものはリサイクル料金が販売価格に含まれているため、排出時
に消費者が新たに費用を負担する必要はありません。

※PC リサイクルマークが付いていないもの、または自作パソコン、倒産メーカーなどのメーカー
不在のパソコンはパソコン 3R 推進協会へお問い合わせください。

※使用済小型家電ボックス（投入口　縦 20cm ×横 35cm）もご利用ください。（34 ページ参照）

●各メーカーにおいて回収再資源化されています。
　詳しくは各メーカーまたは、パソコン3R推進協会
　（電話：03-5282-7685）にお問い合わせいただくか、
　ホームページ：http//www.pc3r.jpをご覧ください。

家電リサイクル法対象機器

家庭系パソコンリサイクル

販売店や製造元などで回収するもの

電　池

ボタン型、二カド、ニッケル、
リチウムイオン、鉛など

電器店などの回収箱へ入れてください。
ボタン電池回収推進センター	 0120-266-205
http://www.botankaishu.jp
一般社団法人 JBRCホームページ
http://www.jbrc.com
※水銀使用廃製品ボックスもご利用ください。（34 ページ参照）

バッテリー 充電式電池
（自動車用・バイク用を除く） 充電式電池（自転車用）は販売店や製造元に相談してください。

バイク
オートバイ

販売店や製造元に相談してください。または、
二輪車リサイクルコールセンター　☎050-3000-0727
ホームページhttp://www.jarc.or.jp/motorcycle/
（二輪車リサイクルコールセンターは部品・用品等は対象外）

消火器
販売店や製造元に相談してください。
または、消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。
☎03-5829-6773　ホームページhttp://www.ferpc.jp
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（ボタン型） （リチウムイオン） （充電式）
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産業廃棄物に該当するもの

収集・運搬や処理・処分が困難なもの

有害物質
PCB使用製品、アスベスト含有製品、
感染性廃棄物、農薬、薬品類、劇薬、
毒物など 販売店や製造元に相談してください。

爆発・引火・火災
などの恐れのある
もの

プロパンガスボンベ、高圧ガスボンベ、
石油類、廃油、塗料、火薬類など

粗大・強靭なもの 耐火金庫、鉄アレイ、ダンベル、
バーベル、ボウリングのボールなど

お問合せ先：環境クリーンセンター
電話：072-782-0968

長いもの 最大の辺または径が
2.2mを超えるのもの

重いもの ピアノなど重量が40㎏以上のもの
（粗大ごみ対象品目を除く）

処理不適物
ブロック、瓦、レンガ、がれき、コン
クリート製品、土、砂、石、太さ15㎝
を超える木の根・幹、モーター（おも
ちゃ用は除く）ワイヤーロープなど

自動車部品
ドア、バンパー、マフラー、ホイール、
サスペンション、バッテリー、タイヤ、
金属製タイヤチェーンなど

自動車解体業者や処理業者に依頼してくだ
さい。交換時に引き取りを依頼するか、販売
店などに相談してください。

建築廃材
建築廃材、建具類、たたみなど、金属くず、
プラスチックくず、がれき類、残土、　　
塗料缶、温水ボイラー、浴槽、洗面台など

産業廃棄物処理業者に依頼してください。
（建築廃材は工事施工業者に引き取りを依頼してください）

事業所で
使用するもの

業務に用いられた物品（ロッカー、机、
その他の什器）、器具類（リヤカー、農耕
器具）など

お問合せ先：環境クリーンセンター
電話：072-782-0968
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医療機関等へ返すもの

燃やすごみとして出すもの

燃やさないごみとして出すもの

在宅医療廃棄物の出し方
在宅医療の普及により家庭から出される「在宅医療廃棄物」が増えています。
これらの「在宅医療廃棄物」を誤った方法で廃棄すると感染症などが生じることもあります。
ごみの安全・安心な処理を行うため、次のルールを守って出してくださるよう、お願いします。

　 ●   
在
宅
医
療
廃
棄
物
の
出
し
方

・様々な形状の針
針の部分を
切りとって入れる

・翼状針・注射針

使用後切り取った針は、中が見えるふた付の容器に入れ
て医療機関に返す

●注射針類
【例】ペン型のインスリン自己注射器用の針、ペン型以外のインスリン

自己注射器（針が一体となったもの）、血糖値測定用穿刺針
　　→針のない注射器のみの場合は、燃やすごみに出せます。

●針付きのチューブ類
【例】輸液ライン等（針の部分は切り取ってください。針のないチューブ

は燃やすごみに出せます）
針のついた廃棄物は、中身の見える空きびんなどのふた
付きの丈夫な容器に入れて、受け取られた病院・診療所
などへ返してください。

※詳しくは病院・診療所などにご相談ください。

● 針のついていない注射筒
	 	【例】ペン型インスリン自己注射カートリッジ、栄養剤注入器など。
● 針のついていないチューブ・カテーテル
● ストーマ袋（人工肛門）、導尿バッグ、紙おむつ
	  →汚物はトイレに流してから出してください。
● CAPD（腹膜透析）バッグ、栄養剤バッグ
	  →CAPDの排液はトイレに流してから出してください。

点滴バッグ類で内容物が残っていれば中身を捨て、
また汚れがひどい場合はすすいでください。

● ガーゼ、脱脂綿類、マスク、ビニール手袋
　（非感染性に限る）
● 服用しなかった薬、薬の外袋（紙）
● 使い捨て浣腸容器（プラスチック）
● 噴霧式気管支拡張剤の吸入部分
　（プラスチック）など

※紙おむつ、ストーマ袋内の便などの汚物は
必ずトイレに流してから出してください。

※在宅医療廃棄物は新聞紙などで包み、その上で
ビニール袋に入れ、他の燃やすごみと一緒に無
色透明・白色半透明の 45ℓ以下の袋に入れて、
燃やすごみの日に出してください。

〈注意〉 マークがあるものでも必ず
燃やすごみに出してください。 ・	ペン型自己注射カートリッジ ・	カテーテル

・	吸入器 ・	吸入器の容器

・	栄養剤バッグ
・	CAPDバッグ

・	チューブ類

・	導尿バッグ ・	ストーマ袋

協力：伊丹市医師会

・	服用しなかった薬など

・気管支拡
	張剤など
（使い切って
		出す）

・注射液の
	びんなど

●製剤錠剤や飲み薬の入ったびんなど
　→内容物が残っていれば中身を捨ててください。また、

汚れが残っている場合は、水ですすいでください。

伊丹市マスコット
たみまる
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伊丹警察署 電話  072-771-0110
環境クリーンセンター 電話  072-782-0968

事業系ごみ

不法投棄に関すること

●事業系ごみ（事業系一般廃棄物）とは、お店や会社・事務所だけでなく、病院や学校、福祉施設、官公庁な
どの公共サービスも含めて、全ての事業活動から排出されるごみのうち、産業廃棄物以外のごみのことです。

●事業系ごみは、廃棄物処理法において、「事業者自らの責任で適正に処理するもの」とされており、量の多少
にかかわらず、家庭ごみステーションに出すことはできません。

●事業系ごみの処理を他人に委託する場合は、伊丹市廃棄物処理業の許可を受けた業者以外に委託することが
できません。

●事業系ごみ（事業系一般廃棄物）の処理方法
	•伊丹市廃棄物処理業の許可業者に処理を委託する。（許可業者の一覧は下表をご覧ください。）
	•事業者自らが処理施設（豊中市伊丹市クリーンランド）に直接搬入する。（直接搬入については33ページをご覧ください。）
	•基準に適合した自らの施設で処理する。
	•産業廃棄物は伊丹市では処分できません。
	•お店や会社・事務所と住居が同じ建物内にある場合、家庭の生活から出たごみ以外は家庭ごみステーションに
は出せません。

●お問合せ先
　環境クリーンセンター 電話  072-782-0968
●産業廃棄物については、下記にお問い合わせください。

　（一社）兵庫県産業資源循環協会 電話  078-381-7464
　兵庫県阪神北県民局 電話  0797-83-3146

不法投棄には重い罰則があります
不法投棄には5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金又は、この両方が科せられます。
誰かが片付けるだろうと軽い気持ちで捨てても、とても厳しい罰則が科せられます。

不法投棄を見かけたら
不法投棄をそのままにしておくと、新たな不法投棄を呼び込んでしまうことがあります。
不法投棄された廃棄物などを目撃されましたら、伊丹警察署か環境クリーンセンターへご連絡ください。

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ
所有地や管理地に不法投棄をされた場合、土地・建物の所有者または管理者の皆様に処理責任が生じます。
•敷地内にある不法投棄物を公共の場（道路・公園など）へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです。
	 外部から簡単にごみを持ち込まれないよう柵や看板を設置したり、定期的に除草や清掃をするなど不法投棄を
されにくい環境を整えてください。
●連絡先

（事業系一般廃棄物）
お店や会社・工場などの事業活動から出るごみ

不法投棄は犯罪です。
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一般廃棄物収集運搬許可業者（順不同）
業者名 住所 電話番号

（株）大協 伊丹市北河原5丁目3番31号 072-771-0339
エアーポート企業（株） 池田市空港2丁目368番地 06-6855-1113
鍵本産業（株） 豊中市利倉2丁目12番35号 06-6323-0332
泉興業（株） 尼崎市東七松町1丁目15番20号 06-6488-5005
（株）東洋工業所 尼崎市西立花町2丁目20番20号 06-6416-1341
（株）ヤマサ環境エンジニアリング 西宮市西宮浜3丁目2番2号 0798-26-3555

(R2)
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出前講座メニューの一例
	「ごみの減量化・資源化について」～ごみの減量化・資源化～
	「ごみの排出から最終処分まで」～ごみ・資源物の流れ～
	「それはごみですか?」～ごみと資源物の分け方と出し方～
	「親子で学ぶごみのおべんきょう」～親子で基本からごみと資源物の分け方と出し方を学ぶ講座～

講座内容
職員による説明や DVD による講義形式の他に「分別体験」
「乗車体験」などの参加型の企画も用意しています。

申込み方法
市ホームページで｢出前講座｣を検索していただくか、まち
づくり推進課にお問い合わせください。
（電話：072-780-3533　FAX：072-784-8130）

まちづくり出前講座

家庭ごみカレンダー

環境クリーンセンターが提供する出前講座は、身近なごみ処理の流れ
を学ぶところから環境学習に繋げていきます。是非ご利用ください。

自治会や地域の集まりなどの大人から、子ども会、幼稚園、
保育所といった次世代を担う子ども達まで、受講される方
の世代に応じて、わかり易い内容で、ごみの分け方からリ
サイクルや最終処分について説明します。

市ホームページ（トップページ）の「くらしの情報」
ボタンから「環境クリーンセンター」ページ｢家庭ご
みカレンダー｣へアクセスしてください。
お住まいの地域をダウンロードしてお使いください。

お問合せ先
環境クリーンセンター（電話：072-782-0968）

市ホームページ
（トップページ）

くらしの情報 環境クリーン
センター

家庭ごみカレンダー

（           　　）お住まいの地域を
ダウンロードして
お使いください

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座

学ぶ講座

環境学習の様子

○年
　○月

○○地区
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犬・猫等の死体処理について

し尿汲取り・浄化槽の適正管理について

野良（犬・猫等）の死体処理について（無料）
　•市内道路上などの死体を収集します。
　•民有地の立ち入りはできません。立ち会っていただくか回収できる場所まで出してください。

飼い（犬・猫等）が死亡した場合について（有料）
　ご家庭で飼っている犬・猫などが死亡した場合、引取りをします。
　•死体はビニール袋やタオルで包み、ダンボール箱などに入れてください。
　•飼い犬が死亡したときは、生活環境課（電話：072-781-5371）で
　		登録抹消手続きをしてください。

連絡先
●粗大ごみ受付センター 電話：072-769-5380
　受付：月曜日から金曜日（祝日を含む）
　		 午前9時から午後5時30分
　＊年末・年始の業務案内は広報伊丹などでお知らせします。

●市営斎場（持ち込み）電話：072-782-2176
　住所：伊丹市船原2丁目4番20号
　受付：年末年始をのぞく午前9時から午後4時
　＊年末・年始の業務案内は直接お問い合わせください。

し尿汲取りについて
●原則として、月 2 回汲取りします。
　汲取り式の家屋に入居したときや転居したとき、または水洗化のため汲取りが不要に
　なったときは届出が必要です。
　生活環境課（電話：072-781-5371）で手続きしてください。

●各種イベントや工事現場の仮設トイレなどのし尿の臨時収集
　伊丹市環境事業協同組合へご連絡ください。
　電話：072-777-2825　　FAX：072-777-2826

浄化槽の適正管理について
　＊浄化槽は微生物の働きを利用して汚水の浄化をする装置です。この装置を守るためには、日ごろの適切な保守

点検や清掃などによる管理が必要です。
　＊保守点検は県に登録を受けた保守点検業者と、清掃は伊丹市許可業者（4社とも県に登録を受けています）と

それぞれ委託契約をしてください。
　＊公共用水域等の水質の保全等を図るため、指定検査機関で、毎年一回定期検査を受検しましょう。	

犬

大型犬 一体  3,500 円

小型犬 一体  3,000 円

持込み 一体  2,000 円

猫、
その他

小動物 一体  2,000 円

持込み 一体  1,000 円

手
数
料

伊丹市許可業者（順不同）
㈱関西衛生工業所 住所：伊丹市桑津1丁目1番12号 電話：072-777-6966
泉興業㈱ 住所：尼崎市東七松町1丁目15番20号 電話：06-6488-5005
㈱東洋工業所 住所：尼崎市西立花町2丁目20番20号 電話：06-6416-1341
阪神器化学㈱ 住所：西宮市今津水波町10番18号 電話：0798-26-3374
指定検査機関

（一社）兵庫県水質保全センター 住所：神戸市中央区港島南町3丁目3番8号 電話：078-306-6020

 ●

 ●
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曜
日
一
覧
表

地区別収集曜日一覧表（50音順）
地区名 ブロック

荒牧 全域 A2

荒牧南 全域 A1

安堂寺町 全域 F2

池尻 全域 C2

伊丹 全域 E2

稲野町 全域 F2

鋳物師 全域 B2

岩屋 全域 E2

梅ノ木
1～6丁目 E1

7丁目 D1

大鹿 全域 D2

大野 全域 B2

荻野
1丁目 B2

2～8丁目 A2

荻野西 全域 A1

奥畑 全域 C2

柏木町 全域 F2

春日丘 全域 D2

北伊丹 全域 E2

北河原 全域 E2

北園 全域 D2

北野 全域 A1

北本町
1・3丁目 E2

2丁目 D2

行基町 全域 D1

口酒井 全域 E2

車塚 全域 F1

桑津 全域 E2

ブロック 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

A1・B1・C1 可燃 資源物 不燃・プラ 可燃 
び・ペ

A2・B2・C2 資源物 可燃 不燃・プラ 可燃 
び・ペ

D1 ・E1・ F1 可燃 不燃・プラ 可燃 資源物び・ペ

D2・ E2・ F2 可燃 不燃・プラ 資源物 可燃 
び・ペ

可燃 「燃やすごみ」
不燃・プラ 「燃やさないごみ・プラスチック製容器包装」

び・ペ 「びん・ペットボトル」
資源物 「新聞、雑誌・雑多な紙、ダンボール、紙パック、古着類、空き缶」

地区名 ブロック

鴻池
1～4丁目 B1

5～7丁目 A1

昆陽 全域 C2

昆陽池 全域 B2

昆陽泉町 全域 C1

昆陽北 全域 C2

昆陽東 全域 D1

昆陽南 全域 C1

御願塚

1～5丁目 E1

6丁目1～7番 D1

6丁目8・9番 F1

7・8丁目 F1

4丁目9,10,11番 F2

桜ケ丘 全域 D2

清水 全域 D2

下河原 全域 E2

鈴原町 全域 D1

千僧 全域 D1

高台 全域 D2

中央 全域 E1

寺本
1丁目 C1

2～6丁目 C2

寺本東 全域 C1

中野北 全域 B1

中野西 全域 B1

中野東 全域 B1

中村 全域 E2

西台 全域 E1

西野 全域 B1

地区名 ブロック

野間 全域 F1

野間北 全域 C1

東有岡 全域 E2

東桑津 全域 E2

東野 全域 B2

平松 全域 E1

広畑 全域 B2

藤ノ木 全域 E2

船原 全域 D2

堀池 全域 C1

松ケ丘 全域 C2

美鈴町 全域 C1

瑞ケ丘 全域 B2

瑞原 全域 B2

瑞穂町 全域 B2

緑ケ丘 全域 B2

南鈴原 全域 F1

南町
1・2・4丁目 E1

3丁目 E2

南野 全域 F1

南野北 全域 C1

南本町

1～7丁目尼崎池
田線（以東） E2

1～7丁目尼崎池
田線（以西） E1

宮ノ前 全域 D2

森本 全域 E2

山田 全域 C1

若菱町 全域 F2
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 イサービス

ほほえみSPA

 イサービス ほほえみSPA
 664-0008 伊丹市荒牧南4-1-73 グリーンビラ１F

FAX.072-767-6341  

 会福祉法人起生会

 EL.072-767-6340

看護師

常駐

こんな利用者様におすすめです

 ７～９時間、５～７時間のデイサービスは長い

と感じている方。 

 大浴場のデイサービスではゆっくり入浴がで

きない。ゆっくり個浴で入浴がしたい方。

 退院あけで、１日デイ（７～９時間）を利用す

るのは体力が心配な方。（看護師常駐） 

 デイサービスを利用しているが、 集団が苦手

な方(特に男性利用者様)

 介護保険や私費の負担額が高くて困っている方。

私費なし・介護保険利用者負担金のみでご利用

いただけます。

完全個浴

機械浴室
も完備

看護師

常駐

安全運転でご自宅の前までお迎えにあが
ります。車椅子の方もそのまま乗車いた
だけます

マッサージ機・フットマッサージ機も備え
ております。入浴前・後にゆったりとくつ
ろぎながらご利用ください。

浴槽をまたげるか不安がある方も、立位
が困難な方でも完全介助で座った姿勢
のまま安全に入浴していただけます。

脱衣場・浴室とも完全個室なので、自宅
のお風呂のような安心感があります。

入浴前の健康チェック、入浴前・後のケ
アを行います。退院明けで処置が必要
な方にも対応いたします。

３時間以上

５時間未満
（AM・PM）

短時間
入浴特化

 イ

月～金 8:30～17：30

①9：00～ ②13：30～/午前・午後2単位営業 

営業時間 土日・年末年始（12/31～1/3）   ※祝日営業あり 休 日

サービス提供時間 午前・午後とも10名 定 員

個室のお風呂で、安心してゆったりと…

広告

粗大ごみ（有料）

豊中市伊丹市クリーンランド 予約受付専用電話   072-782-3641
ごみを直接持ち込む場合（有料・予約制）

ごみなどに関するお問合せ先一覧
〈ごみ減量リサイクルに関すること〉
環境クリーンセンター	072-782-0968
〈集団回収に関すること〉
生活環境課	 072-781-5371
〈犬や猫などが亡くなった場合〉
粗大ごみ受付センター	072-769-5380

★ 粗大ごみ受付センターヘ
　　お申し込みください

＊詳しくは29ページをご覧ください。

＊詳しくは33ページをご覧ください。

☎072-769-5
ご み は

380
ゼロ

〈地域清掃に関すること〉
生活環境課	 072-781-5371
環境クリーンセンター	072-782-0968
〈不法投棄に関すること〉
環境クリーンセンター	072-782-0968

発行／伊丹市環境クリーンセンター
	 〒664-0843　	伊丹市岩屋2丁目2番 8号
	 	TEL	072-782-0968　FAX	072-775-3179

広告掲載事業者に関するお問合せ先
広告代理店（株）ホープ
〒810-0022	福岡県福岡市中央区薬院1-14-5	
	 MG薬院ビル7F
	TEL	092-716-1404（代表）　FAX	092-716-1467

発行日：2019年2月1日

一般廃棄物収集運搬許可業者連絡先は38ページをご覧ください。

広告内容については、広告掲載事業者へ直接お問い合わせください。


