


皆で守ろうごみ出しルール 

収集日・時間を守って出す 

収集日は、「ごみ・再資源化物収集日程表」で確認して下さい。 
また、ごみを出す時は決められた日の朝（午前８時までに） 
出すようにお願いします。後から出されたごみは回収しません。 
 

決められた場所に出す 

ごみステーションは、各自治会や地区の方が管理しています。通勤・通学の 
途中にあるからといって、そこのごみステーションに捨ててはいけません。 
 

分別して出す 

ペットボトルや雑誌などリサイクル出来る物は、燃えるごみと 
一緒に出さないようにしましょう。リサイクル品は、リサイク 
ルの収集日に出して、ごみの減量化に皆で取り組みましょう。 

ルールが守られていない時は 
収集しません！ 

分別がされていない・指定袋に入っていない・出す 
日が違うなどのごみは収集しません。 
収集しない時は、ごみに黄色のシールを貼付けつけ 
ます。ごみを出し方は一度ごみを持ち帰り、正しく 
分別などをして、次の収集日に出して下さい。 

2



品　　目 受　付　日

月曜から金曜
（祝日を除く）

毎月第３回目日曜

○ごみ処理場

・まるたの森クリーンセンター 【電話】　２０-２６５1　　【住所】初狩町中初狩３２７４

持ち込める枚数品　　　目

布団・毛布・その他

雨戸・網戸・アルミサッシ・ガラス戸
障子戸・畳・その他

合計で６枚まで

合計で５枚まで

受　付　時　間

午前９時から１１時４５分
午後１時から３時４５分

午前９時から１１時３０分

毎月第２回目土曜
毎月第４回目土曜
（祝日を除く）

粗大ごみのみ

可燃ごみ・不燃ごみ
粗大ごみ・再資源化物

午前９時から１１時３０分

ごみ処理場への持ち込み 

受入日・時間 

持ち込む時の注意 

・ソファーやベット等は、解体して素材（鉄部分・布部分）ごとに分別して下さい。 

・可燃ごみ、不燃ごみはそれぞれ分別して指定袋に入れて下さい。 

・畳や布団などは、１日に持ち込める枚数に制限があります。 
 ※粗大ごみ捨て場に出す時も同様です。 

・木の枝は、長さ１ｍ以内で直径７ｃｍ以内にし、１日に５束まです。 
 ※目安は指定の可燃ごみ袋１０袋程度 

・スプレー缶等は、必ず穴を開けて下さい。 
 ※穴を開ける時は、屋外で注意して行ってください。 

一般家庭のごみは無料で持ち込むことが出来ます。 
（粗大ごみや多量のごみを持ち込むことが出来ない方は、５ページにある市の許可 
 業者（有料）へ依頼して下さい。） 
※営業系のごみは有料となります。 

※毎月第３回目日曜とは、その月の３回目の日曜のことです。 
※年末年始は持ち込み不可です。 
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○指定引取場所 ○家電リサイクルに関する問い合わせ

・富岳通運（株）都留 ・家電リサイクル券センター

【電話】　４３－８６１１ 【電話】　０１２０－３１９－６４０

【住所】　都留市小形山２－２

※処分には料金が必要になる場合があります。

○パソコンリサイクルに関する問い合わせ

・パソコン3R推進協会 　　　【電話】　０３－５２８２－７６８５

テレビ 衣類乾燥機・洗濯機 エアコン 冷蔵庫 

※処分にはリサイクル料金が必要になります。料金はメーカーにより異なります。 
  

家電リサイクル法対象商品 

処分する時は、指定引取場所に持ち込むか、持ち込めない場合は、５ページにある 
市の許可業者（有料）に引き取りを依頼して下さい。 

市で収集・処理出来ないもの 

パソコンリサイクル法対象品 

処分するパソコンメーカーのリサイクル受付に電話をして下さい。また、回収する 
メーカーが無い場合（自作、事業撤退したメーカーのパソコン）は、パソコン３Ｒ 
推進センターにお問い合わせ下さい。 

対象品 

対象品 

・デスクトップパソコン本体 
・ノートブックパソコン 
・ＣＲＴ（ブラウン管）ディスプレイ 

・液晶ディスプレイ 
・ＣＲＴ（ブラウン管）ディスプレイ 
 一体型パソコン 
・液晶ディスプレイ 一体型パソコン 

2,000～4,000円 2,000～4,000円 1,000～2,000円 3,000～6,000円 

○リサイクル料金の目安 

4



会社名 電話番号

（有）大都留清掃社 大月町花咲１１３７-１０ ２２-１５４３

（有）クリーンセンタートウェンティワン 御太刀二丁目６-１５ ２３-０１７７

（有）セイワ 大月町花咲１５２７ ２２-７１７２

（株）中央浄化槽管理センター 猿橋町小沢１５９０ ２３-１３２３

（有）Ｔ・Ｃ・Ｓ 大月町真木２９２８-４ ２３-００４４

（公社）東部広域シルバー人材センター 大月町花咲１０ ２２-２９００

マルコウ環境整備 賑岡町奥山１２１ ２２-２６２６

山建興業（株） 大月三丁目８-５２ ２２-０９３２

（五十音順） 平成２９年２月現在

住　所

処 理 困 難 物 

バイク 消火器 タイヤ オイル 浴槽 

産業廃棄物・ワイヤー・電線・ドラム缶・レンガ・ブロックなどは、 
専門業者（販売店・専門店・許可業者など）に相談して下さい。 

メーカーが行うリサイクル(引取り）制度 

●消火器リサイクル制度 
「傷んだ消火器」や「耐用年数を過ぎた消火器」は、メーカー団体がリサイクル窓口を 
通じて回収し適切にリサイクルしています。 
○消火器リサイクル制度に関する問い合わせ 
・消火器リサイクル推進センター 【電話】０３－５８２９－６７７３ 

●二輪車リサイクルシステム 
このシステムの対象車両であれば、処理費用の負担はありません。（収集を 
依頼した場合は料金が掛かることも有ります）引き取られたバイクは、修理 
して使われたり、部品の一部をリサイクルして他のバイクの修理に使われます。 
○二輪車リサイクルに関する問い合わせ先 
・二輪車リサイクルコールセンター 【電話】 ０５０－３０００－０７２７ 
    

許可業者一覧 
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違法業者に注意！！ 

軽トラックが「ごみを無料で回収します～」といいながら家の周りを走行し
ているの見たことがありますか？ 
 

それ違法業者 
です！！ 

何で違法なの？ 

一般の家庭から出るごみを回収するには、「一般廃棄物処理業」という市からの 
許可が必要になります。 
軽トラックで放送している車のほとんどは、この許可を取得していないので、 
違法業者になります。 
        
   ～県外ナンバー・レンタカーの「わ」ナンバーは特に注意！！～ 

違法業者を使うと 

○不法投棄が行われる 
違法業者を利用した場合、回収されたごみ
は適切に処分されずに、ほとんどが山の奥
や崖などに不法投棄されたりします。 

○高額な料金を請求される 
「無料で回収します～」という放送につられて、ごみを持っていくと「あなたの 
ごみは処理にお金が掛かる」などといって、高額な料金を請求してきます。 
お金が掛かると聞いて、持ちかえろうとすると「もう積んでしまったので料金を 
支払え」といって、脅しをかけて料金を支払わせます。 

自分でごみを出せない時は 

○市の許可業者を利用する 
自身でごみステーションや、ごみ処理場に持ち込めない方は、５ページにある 
市の許可業者（有料）に、収集を依頼するようにして下さい。 
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ごみ分別ガイドブックの見方 

可燃ごみ 不燃ごみ 

資源ごみ 粗大ごみ 

禁 止 

・同じ種類のものでも、大きさや素材により分別区分が異なる場合があります。 

・備考欄に出す時の注意が書いてあるので、確認をして下さい。 

あ行・・・・・・８～９ページ   か行・・・・・・９～１３ページ 

さ行・・・・・・１３～１５ページ た行・・・・・・１５～１７ページ 

な行・・・・・・１７～１８ページ は行・・・・・・１８～２１ページ 

ま行・・・・・・２１ページ    や行・・・・・・２１ページ 

ら・わ行・・・・２１～２２ページ 

・備考欄に１日に出せる枚数が合計で○枚までと書いてあるものは、それぞれ 
 出せる枚数ではなく、合計で出せる枚数です。（詳細は３ページ参照） 
 
 例）○ たたみ ３枚 雨戸  ３枚 合計  ６枚 
  
   × 布団  ５枚 毛布  ５枚 合計 １０枚 
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品　名 分 別 区 分 備　考

あ アイロン 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

アイロン台 粗　大

アコーディオンカーテン 粗　大 分解して出す

アタッシュケース 粗　大

雨戸 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

編み機 粗　大

網戸 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

空き缶 資　源 中をすすいで透明な袋に
入れて出す

アルミサッシ 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

あんか 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

安全靴 可　燃

アンテナ 不　燃 指定袋に入らなければ粗大

５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

い 衣装ケース 粗　大

一輪車（ねこ） 粗　大

一輪車（遊戯用） 粗　大

一升瓶 資　源 中をすすいで透明な袋に入
れて出す キャップは不燃

一斗缶 不　燃

犬・猫糞処理剤 可　燃

イヤホン 不　燃

衣類乾燥機 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

医療廃棄物 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

入れ歯 不　燃

アンプ

指定袋に入らなければ粗大
電気コードを根本から切断
して一緒に出す
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品　名 分 別 区 分 備　考

い 飲料ビン 資　源 中をすすいで透明な袋に入
れて出す キャップは不燃

う プラスチック 可　燃

プラスチック以外 不　燃

臼 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

腕時計 不　燃

乳母車 粗　大 分解して出す

え エアコン 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

映写機（家庭用） 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

液晶テレビ 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

枝切りばさみ 不　燃

絵の具 可　燃 中身を使い切ってから出す
金属製は不燃

エレクトーン 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

園芸肥料・腐葉土 禁　止 自己処理して下さい

鉛筆削り 不　燃

お オイル缶 不　燃 中身を使い切ってから出す

オーディオラック 粗　大

オートバイ 禁　止 専門業者に依頼して
下さい（５ページ参照）

オーブントースター 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

おがぐず 可　燃

おもちゃ類 プラスチック製 可　燃 金属製は不燃

温水器 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

温度計 不　燃 水銀式の場合は専門業者へ
依頼して下さい

か カーテン 可　燃 指定袋に入らなければ粗大

カーテンレール 粗　大

指定袋に入らなければ粗大植木鉢
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品　名 分 別 区 分 備　考

か カーペット 粗　大 ３分の１に切断して出す

貝殻 可　燃

鏡 不　燃

学習机 粗　大

額縁 不　燃 指定袋に入らなければ粗大

傘 不　燃 分解して出す
（布部分は可燃）

傘立て 粗　大

紙製 資　源 切り開いて紐等で
縛って出す

缶製 不　燃

加湿器 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ガスコンロ 粗　大

ガスボンベ 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

カセットガスボンベ 不　燃 必ず穴を開けて出す

カセットテープ 可　燃

カセットデッキ 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

カッターの刃 不　燃 紙等に包み、危なくないよ
うにして出す

５０ｃｍ以下 可　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

かみそり 不　燃 紙等に包み、危なくないよ
うにして出す

カメラ 不　燃

火薬類 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

カラーボックス 粗　大

カラオケセット 粗　大 電気コードを根本から切断し
て一緒に出す

ガラス 不　燃

指定袋に入らなければ粗大

菓子箱

カバン

10



品　名 分 別 区 分 備　考

か ガラス戸 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

枯れ葉・枯れ草 可　燃 １日に出せる量は２袋まで

瓦 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

簡易焼却炉 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

換気扇 不　燃

乾電池 不　燃

き 機械部品 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ギター 粗　大
少量

（指定袋２袋まで） 可　燃 長さ５０ｃｍ直径７ｃｍ以
下にして出す

多量
（指定袋１０袋まで） 持　込 長さ１ｍ直径７ｃｍ以下に

して出す

脚立 粗　大

給湯器（ボイラー） 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

牛乳パック 資　源 水ですすぎ切り開いて乾燥
させ束ねて出す

教科書 資　源 紐等で縛って出す

鏡台 粗　大

金庫（手提げ金庫） 不　燃

金庫 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

空気清浄器 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

く クーラー 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

クーラーバック 可　燃

クーラーボックス 　 不　燃 指定袋に入らなければ粗大

草 可　燃 １日に出せる量は２袋まで

プラスチック 可　燃

プラスチック以外 不　燃

木の枝

中身を使い切ってから出すくすりのチューブ
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品　名 分 別 区 分 備　考

く 組立式物置 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

車椅子 粗　大

クレヨン 可　燃

グローブ 可　燃

鍬（くわ） 鉄部分 不　燃 木製の柄は可燃

け 蛍光灯 不　燃

携帯電話 不　燃

携帯用充電器 不　燃

プラスチック 可　燃

プラスチック以外 不　燃

下駄箱 粗　大

こ 耕運機 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

コート掛け 粗　大

コーヒーメーカー 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ござ 可　燃 ５０ｃｍ×５０ｃｍ
以下に切って出す

こたつ 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

粉ミルク缶・粉ココア缶 不　燃 中身を使い切ってから出す

家庭用 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

事務用 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ゴム手袋 可　燃

ゴムボート（レジャー用） 可　燃 ５０ｃｍ×５０ｃｍ
以下に切って出す

米びつ 粗　大

ゴルフクラブ 粗　大

ゴルフバック 粗　大

化粧品の容器 中身を使い切ってから出す

コピー機
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品　名 分 別 区 分 備　考

こ コンクリートがら 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

コンクリートブロック 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

コンポスト容器 粗　大

さ 座椅子 粗　大 分解して出す

サイドボード 粗　大

雑誌 資　源 紐等で縛って出す

座卓 粗　大

殺虫剤 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

殺虫剤スプレー缶 不　燃 穴を開けて出す

皿 ガラス・陶器製 不　燃 プラスチック製は可燃

三輪車 粗　大

し ＣＤ 可　燃

室外機 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

自転車 粗　大

自動車部品 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

竹刀 可　燃 指定袋に入らなければ粗大

エンジン式 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

手押し式 粗　大

シャッター 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

シャベル 不　燃 指定袋に入らなければ粗大

ジャムの瓶 不　燃 中身を使い切ってから出す

ジューサー 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

じゅうたん 粗　大 ３分の１に切断して出す

瞬間湯沸器 粗　大

芝刈機
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品　名 分 別 区 分 備　考

し 消火器 禁　止 専門業者に依頼して
下さい（５ページ参照）

焼却炉 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

障子戸 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

プラスチック 可　燃

金属 不　燃

白色 資　源 水ですすいで透明な袋に
入れて出す

白色以外 可　燃

除湿機 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

除雪機 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

木製・プラスチック 可　燃

上記以外 不　燃

食器洗い乾燥機 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

食器乾燥機 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

食器棚 粗　大

シンナー 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

新聞紙 資　源 紐等で縛って出す

す ５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

炊飯器 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

スキー板・ストック 粗　大

スキーキャリア 粗　大

スキー靴 不　燃 指定袋に入らなければ粗大

指定袋に入らなければ粗大

指定袋に入らなければ粗大

食器

照明器具

水槽

ジョーロ

食品トレイ
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品　名 分 別 区 分 備　考

す ５０ｃｍ以下 可　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

ストーブ 粗　大 電気コードを根本から切断し
て一緒に出す　灯油を抜く

ストーブガード 粗　大

スノーボード 粗　大

すのこ 粗　大

スピーカー 　 不　燃
電気コードを根本から切断して
一緒に出す
指定袋に入らなければ粗大

スプレー缶 不　燃 必ず穴を開けて出す

ズボンプレッサー 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

せ 石膏ボード 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

瀬戸物 不　燃

セロハン紙 可　燃

洗濯機 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

扇風機 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

金属 不　燃

プラスチック 可　燃

洗面化粧台 粗　大

そ ５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

ソーラー温水器 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ソファー 粗　大 分解して出す

た 水銀式 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

電池式 不　燃

タイヤ・ホイール 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

すだれ 指定袋に入らなければ粗大

指定袋に入らなければ粗大
電気コードを根本から切断
して一緒に出す

洗面器

体温計

掃除機
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品　名 分 別 区 分 備　考

た タイル 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

タオルケット 可　燃

卓球台 粗　大

卓上コンロ 不　燃

畳 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
６枚まで

タンス 粗　大

ダンボール 資　源 紐等で縛って出して下さい

ち チェーンソー 粗　大

チャイルドシート 粗　大

注射器 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

調理台 粗　大

チラシ 資　源 紐等で縛って出して下さい

つ ついたて 粗　大

机（金属・木製） 粗　大

釣り竿ケース 可　燃

釣竿 可　燃 指定袋に入らなければ粗大

つるはし 鉄部分 不　燃 木製の柄は可燃

て テーブル 粗　大

鉄板（バーベキュー用） 粗　大

テレビ 禁　止 家電リサイクル法による処理をし
て下さい（４ページ参照）

テレビ台 粗　大

電気カミソリ 不　燃

電気コード 不　燃

電気毛布 粗　大 電気コードを根本から切
断して一緒に出す
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品　名 分 別 区 分 備　考

て 電球 不　燃

電子レンジ 粗　大 電気コードを根本から切
断して一緒に出す

電子レンジ台 粗　大

天体望遠鏡 粗　大

電卓 不　燃

テント 粗　大

天ぷら油 可　燃 固めてゴミ袋に
入れて出す

電話 不　燃 電気コードを根本から切
断して一緒に出す

電話台 粗　大

電話帳 資　源 紐等で縛って出す

と 陶磁器 不　燃

銅製品 不　燃

灯油 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

プラスチック製 可　燃

金属製 粗　大

戸棚 粗　大

トタン 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

土鍋 不　燃

ドラム缶 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

塗料 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

塗料缶 不　燃 中身を使い切ってから出す

ドレッサー 粗　大

ドレッシングの瓶 不　燃 中身を使い切ってから出す

な 長靴 可　燃

灯油タンク
中身を空にして出す
指定袋に入らなければ粗大
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品　名 分 別 区 分 備　考

な 流し台 粗　大

鍋 不　燃

生ごみ処理機 機械式 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ぬ ５０ｃｍ以下 可　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

布類 可　燃 ３０ｃｍ位に切って出す

の 農業用ビニール 可　燃 ５０ｃｍ以下に切って出す

農機具 エンジン 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

農薬 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

は 灰 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

バイク 禁　止 専門業者に依頼して
下さい（５ページ参照）

パイプベッド 粗　大 分解して出す

廃油類 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

爆発危険物 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

プラスチック製 可　燃

金属製 不　燃

パソコン（モニター・本体） 禁　止 パソコンリサイクル法により処理
して下さい（４ページ参照）

バッテリー（車・バイク） 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

発電機 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

木製 可　燃

金属製 不　燃

発砲スチロール 可　燃

針 不　燃 注射針は不可

針金 不　燃

バット

指定袋に入らなければ粗大

バケツ

指定袋に入らなければ粗大

ぬいぐるみ
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品　名 分 別 区 分 備　考

は
プラスチック

木製 可　燃

金属製 不　燃

ひ ピアノ 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ビデオカメラ 不　燃

ビデオテープ 可　燃

ビデオデッキ 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ビニールシート 可　燃

飲料用 資　源 中をすすいで透明な袋に入
れて出す　キャップは不燃

飲料用以外 不　燃 飲料ビンでも１０ｃｍ以下
は不燃

ふ ファックス 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

感熱紙 可　燃

感熱紙以外 資　源 紐等で縛って出す

仏壇 持　込 持込みのみ

布団 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
５枚まで

布団乾燥機 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

フライパン 不　燃

ブラインド 粗　大

ぶら下がり健康器 粗　大

ブランコ（幼児用） 粗　大
プラスチック

木製 可　燃

上記以外 不　燃

プリンター 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

風呂の椅子 可　燃

風呂のふた 粗　大

ファックス用紙

ハンガー

指定袋に入らなければ粗大プランター

ビン
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品　名 分 別 区 分 備　考

ふ 風呂用マット 可　燃

フロッピーディスク 可　燃

へ ベッド 粗　大 分解して出す

ペットボトル 資　源
中をすすいで透明な袋に入れて出
す キャップは小袋に入れて一緒
に出す

ヘッドホン 不　燃

ベッドマットレス 粗　大 分解して出す

ベビーカー 粗　大 分解して出す

ベビーベッド 粗　大 分解して出す

ヘルメット 可　燃

ほ ボイラー 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

望遠鏡 不　燃

包装紙 資　源 紐等で縛って出す

包丁 不　燃 紙等に包み、危なくないよ
うにして出す

ホース 可　燃 １ｍ以下に切って出す

プラスチック 可　燃

金属製 不　燃

ホーロー鍋 不　燃

歩行器 粗　大

ポット 不　燃

ホットカーペット 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ホットプレート 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ポリタンク 可　燃 中身を空にして出す

保冷剤 可　燃

本 資　源
紐等で縛って出す
辞書などビニールカバーがしてあ
るものは可燃

ボール（調理用）
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品　名 分 別 区 分 備　考

ほ 本棚（金属・木製） 粗　大

ま まくら 可　燃

イス型以外 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

イス型 粗　大 分解して出す

マットレス（ウレタン） 粗　大 ３分の１に切断して出す

まな板
プラスチック

木製 可　燃

み ミシン 家庭用 不　燃 電気コードを根本から切断
して一緒に出す

５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

む 虫かご 可　燃

蒸し器 不　燃

虫メガネ 不　燃

め めがね 不　燃

も 毛布 粗　大 １日に出せる枚数は合計で
５枚まで

５０ｃｍ以下 不　燃

５１ｃｍ以上 粗　大

モップ 可　燃

物干し竿 粗　大

物干し台 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

や やかん 不　燃

薬品類 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ゆ ゆりかご 粗　大

ら ライター 不　燃 中身を使い切ってから出す

ラケット 不　燃

指定袋に入らなければ粗大
電気コードを根本から切断
して一緒に出す

ミニコンポ

マッサージ機

指定袋に入らなければ粗大
電気コードを根本から切断
して一緒に出す

餅つき機
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品　名 分 別 区 分 備　考

ら ラジカセ 不　燃
指定袋に入らなければ粗大
電気コードを根本から切断して一緒
に出す

ラップ 可　燃

ランドセル 可　燃

り リビングボード 粗　大

リヤカー 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

る ルームランナー 粗　大 電気コードを根本から切断し
て一緒に出す

れ 冷蔵庫 禁　止 家電リサイクル法による処理
をして下さい（４ページ参照）

レコード盤 不　燃

レコードプレーヤー 粗　大 電気コードを根本から切断し
て一緒に出す

レンガ 禁　止 専門業者に依頼して
下さい

ろ ロッカー 粗　大

わ ワープロ 粗　大 電気コードを根本から切断
して一緒に出す
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○大月ＩＣ方面から

国道２０号「旧初狩小学校交差点」を左折し、県道７１２号線を都留方面へ進む。

「まるたの森クリーンセンター」の看板を左折し、坂をのぼった右手側。

平成２９年２月作成

問合先 
   大月市 市民課 生活環境担当 

 
  〒４０１-８６０１ 大月市大月２－６－２０ 
   電 話 ０５５４-２３-８０２３  
   ＦＡＸ ０５５４-２３-１２１６ 

ごみ処理場へのアクセス 
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残り物にはＥＣＯがある 

日本で一年間で出る売れ残りや食べ残しなど、本来食べられるはずの食品が廃棄されてしまう量

「食品ロス」は約８００万トンにもなります。 

「もったいない」と思いませんか？大月市では、この食品ロス減らすために、エコレシピコンテ

ストを開催して、市内の各家庭から出るごみの減量化に努めます。 

○募集期間：平成２９年４月２６日（水）から平成２９年６月３０日（金）まで  
 
○応募資格：大月市在住・在勤・在学の人。    個人・グループどちらでも可 
 
○募集内容：食品ごみ減量につながるレシピで、次の条件を満たすもの 
      （１）準備を含め６０分以内に完成するもの 
      （２）２人分の材料で概ね１，０００円程度までのこと  

      （３）その他のコンテストに応募した作品では無いこと。  
 
○応募方法：応募用紙に記入の上、応募箱へ 
      または郵送・メールでも応募可 
 
○応募用紙配布先：市役所・出張所・市内公共施設 ○応募箱設置箇所：配布先と同じ 
         イオン大月店・公正屋大月東店 
 
○郵 送 先：〒４０１-８６０１ 大月市大月２-６-２０ 
            大月市役所 市民課 生活環境担当 宛て  
 
○メ ー ル：seikatsu-19206@city.otsuki.lg.jp 
 
○問合先  大月市 市民課 生活環境担当 
      電話 ０５５４-２３-８０２３ 
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