
燃える 
ごみ

空き缶類
危険・有害

ごみ

古紙・古着
ペット 

ボトル等
空きびん、

ガラス
不燃等 
ごみ 大型ごみ

引越ごみ 自転車

毎週 第１週目 第２週目 第３週目 第４週目

大字山崎、山崎１～５
大字東大寺
東大寺１・２、青葉３

火・金
曜日

月曜日 月曜日 月曜日 月曜日

事前 
申込制

清掃工場
☎961・7776

事前 
申込制

NPO法人
すばる
☎075・

950・7447

大沢、尺代、東大寺４
大字広瀬、広瀬１～５
水無瀬１、若山台１

月・木
曜日

火曜日 火曜日 火曜日 火曜日

東大寺３、桜井台
大字桜井、桜井２～５
江川１・２、高浜１～３

火・金
曜日

木曜日 木曜日 木曜日 木曜日

水無瀬２、青葉１・２
桜井１、百山
若山台２

月・木
曜日

金曜日 金曜日 金曜日 金曜日

ごみ分別アプリ 
ごみを出す日や、捨て方などで困った経験はありませんか？
町では、『ごみの収集日』『出し方』『分別辞典』など、ごみに関するさまざ
まな情報をスマートフォンを利用して簡単に確認できるアプリを配信し
ています！※ダウンロード無料（別途通信料必要）。また、ごみ分別辞典は
インターネット（町ホームページからリンク）でもご覧いただけます。

便利な機能がたくさん！！
●収集日がわかる「ごみ収集カレンダー」

●分別方法を確認できる「ごみ分別辞典」

●出し忘れを防止する「アラート機能」

●お知らせを受け取れる「お知らせ通知」

ご
み
分
別
辞
典

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

方法①　右のQRコードを読み取る。

方法② iOSはAppStoreから、
　　　　AndroidはPlayストアから、
　  　「島本 ごみ分別」で検索。

Android用 iOS 用アプリの 
ダウンロード 
方法

●ごみは収集当日の朝８時までに出してください
●間違った分別で出されたごみは回収しません
●燃えるごみは、透明・半透明の袋に入れてください
●収集箱に入れるごみ（缶、びん、ペットボトルなど）は、 
　ビニール袋には入れないでください

問 環境課（☎ 962・2863）

それぞれの分別は中面を、毎月の収集日は、広報しまもとやごみ分別アプリでご確認ください

各地区日程表

収集箱（青色・黄色）が壊れてしまったときや、カラスネットが破れてしまったとき、
収集場所を示す看板が傷んでいたり、はがれてしまったときは、
環境課 ☎962・2863までご連絡ください。

ごみ置場用備品をお配りしています

出し方ルール

ご利用 

ください

家庭ごみの分け方・出し方
保存版　令和４年度以降は、内容に変更があったときのみ発行します。大切に保管してください。
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燃えるごみ ごみ袋は透明または半透明のものを使用してください

大型・引っ越しごみ 有料・事前申込

持ち込みごみ 有料

販売店などにご相談ください

家庭ごみの分別

申込受付 料金 収集できるもの 注意事項

島本町清掃工場
☎961・7776
月～金曜日（祝日を含む）　
9:00 ～17:00(12:00 ～12:45を除く）

収集車（2t車）１台3,000円
※収集車１台ごとに料金がかかります 

ごみが１個でも2t車1台分までは同じ 
料金です

大型ごみ
１ 辺 が １m以 上 ま た は １ 人 で 
持てない重量物

（タンス、食器棚、スキー板など）
※大型ごみ以外のものは収集で

きません

引っ越しごみ
大型ごみ、燃えるごみ、第１週～
第４週目で回収できるごみ
※必ず分別してください

●収集車が横付けし、積込みができると
ころまで出してください。家の中から
の運び出しはできません

●大型ごみは、申込みされたごみ以外は
収集しません

●引っ越しごみは、転居前のごみしか収
集しません。転居後にでたごみは、定
期収集に出してください
また、必ず当日の立会いが必要です

●家電リサイクル法対象品目は別途申
込が必要です

　（別料金、くわしくは４ページに記載）

収集可能日 支払い方法

月・火・木・金曜日（祝日を含む）
13:00 ～15:00
※予約状況によっては、希望日に収集

できないことがあります
※申込当日の収集はできません

●事前払い（大型ごみのみ）
　清掃工場へ申込後、役場２階環境課

でお支払い
●当日収集時にお支払い

※ともに現金のみ
　お釣りのないようお持ちください

事業者のごみ
●業者に依頼したリフォーム等に伴うごみ
●工場や事業所、事務所などのごみ
※自宅で事業を営んでいる場合、事業

活動で発生したごみは家庭ごみと分
けてください

建築廃材
●コンクリート製品（物干し土台など）、

鉄柵、扉、瓦など建材類
●洗面台、浴槽、畳、ふすま、ビルトイン

タイプのコンロ、食洗機などの設備類
※日曜大工など、自分で施工したものでも
　収集できません

液体のもの
液体のままでは収集できません。
●農薬など有害物質は販売店にご相談

ください。
●食用油や絵具の場合は、紙や布など

に染みこませ、乾かしてから燃える
ごみに出してください

爆発・発火の恐れが 
あるもの
●シンナー、ガソリン、灯油など
●中身の入ったカセットボンベ

やスプレーの缶

バッテリー・充電池
家電量販等に設置されている
回収ボックスをご利用 
ください。

一般社団法人JBRCの
サイトから検索できます。

消火器
消火器リサイクル推進センター

（☎03・5829・6773）に
問い合わせてください。

自動車・バイク、農機具
●自動車、自動二輪車、原動機付き自転

車の本体および部品（バッテリー、 
タイヤなど）

●コンバイン、 
田植え機など

石、土、砂、竹
●庭石など石製品
●園芸用土、肥料
●ペットのトイレ砂
●竹林から切り出した竹

宗教関係のもの
●仏像、仏壇、位牌 
●神像、神棚 
●骨壺など

感染性廃棄物
家庭で使った注射針などはかかりつけ
の医療機関に返却してください。

特殊な設備、家具、楽器など
ソーラー温水器、ドラム缶、耐火金庫、
電動ベッド、ピアノ、電子オルガンなど

持ち込み受付 持ち込めるもの 料金 注意事項

島本町清掃工場
島本町尺代490☎961・7776
月～金曜日（祝日を含む）
9:00 ～16:00（12:00 ～12:45を除く）

大型ごみ、燃えるごみ、
第１週～第４週で収集できるごみ

100円／10kg ●持ち込む前に必ず分別してください。分別ができていない
場合や分別状況が容易に確認できない場合は、搬入をお断
りすることがあります

●ごみを出した本人またはご家族の方が持ち込んでください。
※便利屋などの業者が持ち込むことはできません

事業者のごみは、家庭ごみのごみ置場には出せません。　収集運搬許可業者に依頼するか、ご自身で清掃工場に持ち込んでください。

町で 収集できないもの

台所ごみ（生ごみ） 紙くず プラスチック類

その他の
燃えるごみ

靴、カバン、 
ぬいぐるみなど

落ち葉、草、木くず、枝、 
すだれなど●なるべく水を切ってくだ

さい
●カラスに狙われやすい地

区では、生ごみが見えな
いように、新聞紙などで
包むと効果的です

●ティッシュペーパー
●写真
●感熱紙（レシートなど）
●汚れた紙などリサイク

ルできないもの
●紙おむつ
　（便はトイレに流して）
●お菓子の紙箱など

●洗剤や食品の入って
いた容器

●発泡スチロール
●プラスチック製品 
（おもちゃ、植木鉢、CD、
衣装ケースなど）

●ペットボトルのキャップ
やラベル

●皮製品
●中に綿が入っている

もので、小さなもの 
（座布団、枕、はんてんなど）

●テニス、ゴルフなどのボール（ボウリングの玉は第４週目）　●使い捨てカイロ　●麻雀パイ 
●保冷剤 　●ハンガー（針金ハンガーは除く）　●サザエ、カキなどの貝殻　 ●積み木など

●落ち葉や草は乾燥させてから１つの
ごみ置場に５袋までにしてください

●贈答用の木箱など
棚などの頑丈な木製品は第４週
目に出してください

●枝やすだれ
1本の直径5cm未満、長さ50cm以
下のものを紐で縛ってください
※太いものは第４週目に出して
　ください
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正しく分別して、当日朝８時までに出してください

次の種類ごとに分けて紐で十文字に縛ってください 

①ダンボール　②新聞　③チラシ 
④雑誌類　⑤書籍　⑥牛乳パック 

　　　　　　　　●お菓子の紙箱や包み紙、ティッシュの箱、レシートなどは
　　　　　 燃えるごみに出してください
　　　　　　　　●ダンボールの一束は、15cm程度までの厚さにしてください
　　　　　　　　●中が銀色の紙パックは燃えるごみに出してください
　　　　　　　　●雨の日に出される場合でも、袋には入れないでください

紐で十文字に縛ってください
●布製の衣服やカーテン
●タオル

※ハンガー、帽子、靴、かばん、枕、毛布などは
　それぞれ決められた日に出してください

青色の収集箱　
●中は水洗いすること！
●ふたとラベルは、はがして燃えるごみに出して 

ください
●必ずつぶしてから青色の収集箱に
  入れてください

小型家電製品 金属製品 せともの・耐熱強化ガラス ふとん・じゅうたん類
なるべく販売店などでの下取りを活用
してください。電池や蛍光灯はとりは
ずして、第１週目に出してください｡
箱や袋には入れずに家電製品のみ出し
てください。

※テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫､ 
パソコンは収集できません

　（くわしくは４ページに記載）

鍋やフライパン、スプーンなど金属と
それ以外が一緒になったもの。
※刃物、針、ねじ、くぎ、針金ハンガー、

針金などは第１週目に出してくだ
さい

割れている場合もそのまま収集
箱へ入れてください。

●ふとん、シーツ、毛布など
　1m以内に折りたたんで、紐で十文字

に縛ってください
●ロール状に巻かずに、紐で十文字に

縛ってください

※枕は燃えるごみに
　出してください

小型の家具類 木材類 その他
大きさが１辺１ｍ以内で、
一人で持ち運べる程度のもの
●三段ボックス、丸椅子など

※組み立て式のものは、なるべく解体 
してからひもで縛って出してください

自分で切った庭木の枝など
　（庭木の剪定を業者に依頼した場合は、業者に持ち帰らせてください）

直径5 ～15ｃｍ、長さ50cm以下のものをひもで縛ってください。
直径5cm未満は燃えるごみに出してください。
直径15cmを超えるものは、町では収集できません（割ってください）。
※積み木、そうめんの箱など、小さな木製のものは燃えるごみに
　出してください

●スーツケース（大型旅行かばん）
●ゴルフバッグ
●チャイルドシートなど
※１辺１ｍを超えるものは大型ごみ

（有料）を申し込んでください

危険ごみ 有害ごみ 針金など
青色の収集箱
●飲食物などが入っていた缶
●中は水洗いすること！
●飲食物や吸い殻などが中に入っている 
ものは収集できません

※ 空き缶の収集箱は、空き缶だけを
　入れてください

黄色の収集箱・   
●刃物
　（テープや紙などを巻かないでください）
●ねじや釘など
　（小さな袋等に入れてください）
●スプレー缶、カセットボンベ
　（必ず穴を開けてください）

黄色の収集箱
●乾電池
●蛍光灯
●水銀体温計など

※ 箱や袋には入れずに、そのまま出し
てください

青色の収集箱　
●針金ハンガー
●ゼムクリップなど小さな金属
●びんなどのふた（金属）
●コード・ケーブル
 （家電製品に付いているケーブルは、
   切らずに家電製品のまま、第４週目
   に出してください）

ガラス
青色の収集箱
●中は水洗いすること！
●飲食物や吸い殻などが中に
  入っているものは収集できません
●ふたは外してください

色の収集箱
割れたガラスもそのまま 
収集箱へ入れてください。

次のガラス類は第４週目に出してくだ
さい｡
●耐熱、強化ガラス（電子レンジやオーブ

ンで使えるガラス食器など）
●鏡・水槽
●せともの

※古紙・古布とペットボトルは別の車両で収集
しています。

　ごみがごみ置場に残っていても、朝8時を過
ぎていたら、ごみは出さないでください

収集箱いっぱいに入れてしまうと
重たくて収集に時間がかかるため
半分ぐらいまでにしてください。

お願い

第２週目　古紙・古布・ペットボトル

第３週目　空きびん、ガラス

第４週目　不燃等ごみ  

第１週目　空き缶・危険ごみ・有害ごみ等

古紙 

古布 ペットボトル 

空きびん 

資源ごみ・不燃等ごみ

袋に入れないで！

袋に入れないで！

袋に入れないで！

袋に入れないで！

空き缶 

※黄色の箱は、危険・有害ごみ以外に使用しないでください。第１週目以外の日にごみ置場に出されていても収集いたしません。

※黄色の箱は、危険・有害ごみ以外に使用しないでください。第１週目以外の日にごみ置場に出されていても収集いたしません。

※黄色の箱は、危険・有害ごみ以外に使用しないでください。第１週目以外の日にごみ置場に出されていても収集いたしません。

青色の収集箱 青色の収集箱黄色の収集箱 黄色の収集箱

青色の収集箱

青色の収集箱 青色の収集箱
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自治会など、地域のみなさんで公園や道路側
溝の清掃をされた際のごみを収集します。
また、希望者には清掃用具（軍手、ごみ袋、土
のう袋）を無料配布いたします。  
配布物の希望数が多い場合は、１週間前まで
にご連絡ください。

お名前、電話番号、回収希望日、台数、自転車を
出す場所、自転車の特徴などをお伺いします。
自転車を処分する前に防犯登録の抹消手続き
を済ませてください。

申込　自転車回収ダイヤル

☎075・950・7447

食品トレイや牛乳パックなど、一部のごみは、販売店
等で店頭回収を行っています。回収されたごみはリサ
イクルされますので、積極的に活用してください。

自治会やこども会などの単位でこの売払いを行う「集団回収」に
対しては、回収量に応じて町の助成金の対象となります。

空き缶や古紙類、古着類は、きちんと洗浄・分別すれば、
リサイクル業者に売払いを行うことで、収入にすること
ができます。

くわしくは店頭の回収ボックスの注意書きをお読みください。

回収品目の例

１

１２

２

３

（パソコン本体、 
ディスプレイなど）

パソコン洗濯機・衣類乾燥機、テレビ、
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫

（家電リサイクル法対象品目） 町では収集できません３つの
方法

２つの
方法

パソコンメーカーなどによるPCリサイクル
PCリサイクルマークがついているパソコンは、
パソコンメーカーが無償で回収します。各パソ
コンメーカーに直接お申込みください。また、自
作パソコンなどは、パソコン３R推進協会（☎
03・5282・7685）が有償で回収します。くわしく
は、パソコン３R推進協会へお問合せください。

無料宅配便回収
町と協定を結んでいるリネットジャパンリサ
イクル㈱が宅配便による無料回収を行います。
くわしくは、リネットジャパンリサイクル㈱の
ホームページをご覧ください。

家電量販店などの販売店で引き取ってもらう。

郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、リサイ
クル料金の振込が完了したあと、自身で指定引
取場所へ持って行く。

郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、リサイ
クル料金の振込が完了したあと、町に収集・運搬
を依頼する。

くわしくは、町ホームページの「島本町再生資源集団回収助成金」を 
ご覧いただくか、環境課（☎962・2863）までお問い合わせください。

牛乳パック、食品トレイなど（食品スーパーなど）、充電池、プリンターのインク
カートリッジ（家電量販店、ホームセンターなど）、その他、服や眼鏡、入れ歯
なども回収しているお店や団体があります。
なるべくリサイクルできるよう、ご協力をお願いします。

注意事項

集団回収をはじめよう！ 店頭回収を利用しよう！

リサイクル方法 が決まっています

家電リサイク
ル券センター
のホームペー
ジのQRコード

●町に収集・運搬を依頼する場合は、収集運搬料金として１台毎に3,500円（容量250
リットル以上の冷蔵庫は5,000円）必要となりますので、購入した家電リサイクル券
を持って、環境課で手続きをしてください。収集日には収集車が横付けして積込み
できるところまで運び出してください。

●家電リサイクル券の料金や指定引取場所は、家電リサイクル券センターのホーム
ページでお調べください。

パソコン３R推
進協会のホー
ムページのQR
コード

リネットジャパ
ンリサイクル㈱
のホームページ
のQRコード

こんな
回収方法も
あります

回収に伺うNPO法人すばるは、
障害者の方たちが働く事業所です。 
島本町では、障害者の就労促進に
取り組んでいます。

申込が必要です
自転車（無料）

受付時間 
　月・火・木・金曜日　10:30～17:30

ペットの遺体（有料）

清掃工場では、一般のごみと一緒に焼却する
ため、お骨をお返しすることはできません。
町で収集に伺うほか、ご自身で清掃工場に持
ち込んでいただくことができます。

収集申込　環境課

☎962・2863

飼い主不明の動物（野鳥や野良猫など）の死体は、無
料で回収いたします。
発見された場合は、環境課までご連絡ください。

受付時間と手数料
　収集申込 （手数料2,000円）
　　月～金曜日（祝日除く）　9：00～17：30
　持ち込み（事前連絡不要 手数料1,000円）
　　月～金曜日（祝日含む）　9：00～16：00
　

地域の清掃ごみ

　次のごみは対象外です
　● マンション共有部分の緑地などを管理会社が
　　清掃した際のごみ
    ● 私道側溝からでた泥
　● 自宅の庭など私有地からでたごみ

申込　都市整備課

☎962・2848
受付時間 
　月～金曜日（祝日除く）　9：00～17：30
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