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マークのもの（マークのついていないものもあります）

※プラスチック製容器包装の回収は毎週になりました（地区拠点は廃止）。
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問い合わせ　東浦町 環境課 TEL 0562-83-3111

もえるごみ

プラスチック製容器包装
大（45L）10枚入	 450円中（30L）10枚入	 300円小（20L）10枚入	 200円特小（10L）10枚入	 100円

ふとん
町指定ごみ袋に入れて出すか、たた
んで町指定ごみ袋の（大）の袋を1枚
つけて、しばって出す。枝
太さ5cm以下のもの。町指定ごみ
袋に入れて出すか、長さ60cm以下、
直径40cm以下にし、町指定ごみ袋の
（大）の袋を1枚つけてしばって出す。

お菓子の袋は中をきれいにして出してください

区分
地区 もえる

ごみ 資源ごみ

もえない
ごみ

プラスチック製容器包装 紙・布類 金属・びん ペットボトル

森岡 月・木 金 第２・４ 火 第１・３ 火

森岡台 月・木 金 第１・３ 火 第２・４ 火

緒川 月・木 火 第２・４ 水 第１・３ 水

緒川新田 月・木 水 第１・３ 金 第２・４ 金

東ケ丘 月・木 火 第２・４ 金 第１・３ 金

区分
地区 もえる

ごみ 資源ごみ

もえない
ごみ

プラスチック製容器包装 紙・布類 金属・びん ペットボトル

石浜東 火・金 木 第１・３ 月 第２・４ 月

石浜中 火・金 木 第１・３ 水 第２・４ 水

石浜西 火・金 木 第２・４ 月 第１・３ 月

生路 火・金 水 第１・３ 木 第２・４ 木

藤江 火・金 水 第２・４ 木 第１・３ 木
資源ごみ町指定ごみ袋（大・中・小・特小）に入れて出す

出せるもの

出し方

出せるもの

出し方 中の見える袋に入れて出す

当日の早朝から朝８時まで
もえるごみステーション

時間
場所

ネットが出た時から当日の朝８時まで
資源ごみステーション

時間
場所

町指定ごみ袋を使わず出せるごみ「おむつ」

中が見える透明または半透明のレジ袋など

に入れ、袋に「紙おむつ」と記載すれば、ご

みステーションに出すことができます。

■もえるごみは、必ず、収集日当日の早朝から朝８時までに出してください。出したあとはネットを

かけましょう。■ごみは、お住まいの地区で出してください。

■年末年始や悪天候時は、ごみの収集日を変更することがありますので、広報・ホームページ等

で確認してください。■2019年4月から、もえるごみは有料化しています。ごみの分別・減量にご協力をお願いします。

ご
み
出
し
の

お
願
い

商品を入れているもの、包んでいるもの、保護して
いるものでプラスチック製

おもちゃ、文房具などのプラス
チック商品は「もえるごみ」に出す。

　　	マークがついていれば、
バイオマスプラスチックも回収します。

キャップは取って入れる
3

よごれているものは洗う
1

透明または半透明の中が見える
袋に入れて回収ネットに出す

4

金属、紙類はできるだけ取る

2

もえるごみは
もえるごみは町指定ごみ袋以外で
町指定ごみ袋以外で出せません。
出せません。

ごみの収集日・回収日

東浦町 ごみの分け方・出し方 東浦町民１人が１日に家庭から出すごみの量2019実績473g 目標値
429g

半透明白色
半透明白色

おさらいしよう！ごみの出し方

地区 曜日 地区 曜日
森岡 毎週金曜日 石浜東 毎週木曜日

森岡台 毎週金曜日 石浜中 毎週木曜日
緒川 毎週火曜日 石浜西 毎週木曜日

緒川新田 毎週水曜日 生路 毎週水曜日
東ケ丘 毎週火曜日 藤江 毎週水曜日

■もえるごみ
①もえるごみは前日に出さず、当日朝８時までに

出してください。
②もえるごみを出したとき

は必ずネットをかけてく
ださい。

③もえるごみは、必ず、町指定ごみ袋（半透明白色）
に入れて出してください。

■ご協力をお願いします
・カラスよけネットはごみステーションを使用

される地区の皆さんで交換してください。
※カラスよけネットの受け取りなどは各地区

コミュニティセンターへ相談してください。
・収集車を走って追いかけることは、危険です

のでやめてください。
・資源ごみを出したあとの袋などは持ち帰りま

しょう。
※ビニール袋や紙袋が風で飛び、近隣の方に

迷惑がかかります。
・産業廃棄物（建設廃材など）をごみステーショ

ンに出すことはできません。
　産業廃棄物を出しているところを見かけた方

は、直接声を掛けず、警察に連絡してください。

●問い合わせ　環境課　内線284

※プラスチック製容器包装の地区拠点での回収は、廃止されます。
※もえるごみ・もえないごみ・資源ごみ（缶・びん・ペットボトルなど）の回収日は変更ありません。

あなたの小さな心がけが、町の環境、地球の環境を守ります。

６月からプラスチック製容器包装の回収が毎週になります

ごみの分け方・ごみの分け方・
出し方ポスター出し方ポスター

配付します配付します

ごみが動物に荒らさ
れるのを防ぎます。



広報ひがしうら 令和３年５月号5

ごみ減量・分別のポイント！　Ｑ＆Ａ

皆さんが分別した資源ごみは、新しいものに生まれ変わります

●小型充電式電池（リチウムイオン電池など）
Ｑ　小型充電式電池（リチウムイオン電池など）は

どこに出すの？
Ａ　電気製品販売店などの回収協力店

または役場環境課（６月〜）で回収し
ています。火災の原因になりますの
で、もえるごみには出さないでくだ
さい。

※回収協力店に出
す際は、必ずお
店の方に出せる
ものか確認する
こと。

※役場では小型充
電式マークがついているもののみ回収

●プラスチック製容器包装
Ｑ　プラスチック製容器包装として出せるもの

は？
Ａ　プラマークがついているものです。プラマー

クのない、プラスチックのケースなどはもえる
ごみで出してください。

※プラスチック製容器包装に、家庭医療用注射器、
カミソリなどは絶対に出さないでください。

　
　プラスチック製容器包装の詳しい出し方

●紙類
Ｑ　スケッチブックは、クレヨンなどで絵が描か

れていても資源ごみとして出せますか。
Ａ　資源ごみの「雑誌・広告類」として出すことが

できます。

Ｑ　トイレットペーパーの芯はどうやって出した
らいいですか。

Ａ　つぶして、資源ごみの「雑誌・広告類」と一緒
にしばって出してください。

Ｑ　資源ごみの紙類として出せないものは？
Ａ　次のものは資源ごみの「紙類」に出せませんの

でもえるごみとして出してください。
　中が銀色の紙パック、耐水加工されたもの（紙

コップ、アイスのカップ）、ＦＡＸ用紙、シュレッ
ダーごみ、カーボン紙（宅配伝票など）、感熱紙

（レシートなど）、写真

●びん類
Ｑ　びんのキャップは取れますが、キャップ下の

リングが取れません。
Ａ　リングが取れない場合は、そのままで大丈夫

です。なお、取れたキャップがプラスチック製
の場合は、プラスチック製容器包装として出し
てください。

●せん定枝粉砕機の利用
Ｑ　せん定枝粉砕機はどこで借りられるの？
Ａ　役場で無料で貸し出ししています。事前に問

い合わせ先へ相談してください。

ごみの分け方・出し方

ニカド電池ニカド電池 ニッケルニッケル
水素電池水素電池

リチウムリチウム
イオン電池イオン電池

小型充電式マーク

再生紙、ティッシュ
など

紙類

卵パック、衣類

ペットボトル

パレット、公園のベンチ
などの擬木

プラスチック製容器包装

回収協力店

（公財）日本容器包装リサイクル協会　1分間動画事典
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