
各ごみ 分 類インデックス

P13

P24 P26

P12

P17 P23

P22 P22 P22

P20 P21

P18 P19

P15 P16

電球・蛍光灯
●電球
●蛍光灯 （直管、丸型）

乾電池
●単1や単3などの乾電池
　（アルカリ、マンガン）

●スプレー缶
●カセットボンベ

スプレー缶類

出すときのポイント

ごみを持ち込みたい場合 

●北部清掃工場
☎099-238-0211

●南部清掃工場
☎099-261-6225

問い合わせ一覧

プラスチック容器類

●食料品や日用品が入っていたもので商品を
取り出した後不要となるプラスチック製の袋や容器

●商品を保護している緩衝材
●ペットボトルのふた・ラベル 等

金属類

●鍋や包丁などの金属製品
●45リットルまでの透明袋に入る電化製品

半分以上が金属でできているもの

古紙

●新聞・チラシ
●段ボール　●紙パック

　●雑がみ（紙箱、包装紙、雑誌類）
　　ティッシュ箱、菓子箱
　　本、週刊誌 等
　　コピー用紙 等

衣類
●衣類、タオル、毛布
●帽子、ネクタイ 等

電池類が外せない電化製品は
金属製品と電化製品の分別方法は 

▲
P17へ。

もやせないごみ

粗大ごみ

として出すものがあります。
45リットルの透明袋に入っても

市が収集しないごみ

缶・びん
●飲食物が入っていた缶・びん
●缶はつぶさずに
●ふたやラベルは外して
●缶・びんいっしょの袋に

ペットボトル

●お茶、水、ジュース、酒、
　しょうゆの容器

マークが表示されたボトル

粗大ごみ

プラスチック容器類

へ。

へ。

へ。

収集について（ごみの取り残し等）

●清掃事務所
　☎099-238-0201
●南部清掃工場
　☎099-261-5588
●各支所総務市民課
　〈吉田支所〉☎099-294-1211
　〈桜島支所〉☎099-293-2346
　〈喜入支所〉☎099-345-1112
　〈松元支所〉☎099-278-2112
　〈郡山支所〉☎099-298-2111

●事業系ごみ　●引っ越しなどで大量に出た家庭ごみ
●家電リサイクル対象商品
●取り扱いが特殊で危険なごみ
●油やペンキなど中身がはいっているもの
●産業廃棄物

P40

正しく分別してリサイクルしましょう。

マークのある袋や容器類など

使用済小型家電

個人情報は必ず消去してください。

市内のショッピングセンター等に
ある「回収ボックス」に入れましょう。
ボックス回収にご協力ください｡

剪定枝

大きさによっては
ひもで束ねるか､束ねることができない場合は45リットルまでの
透明袋に入れてください。 粗大ごみ

粗大ごみ

剪定枝戸別収集受付 ☎099-268-8888
戸別収集の申し込みをしてください。

会社・事業所から出たごみ・資源物は少量でも出せません。

これは「資源物」です

その他のごみ分別

分別が難しいものは「ごみ分
別辞典」をご覧ください。

▲

P28
まずは「ごみ」か「資源物」か
判断して分別しましょう。

45リットルの透明袋に入れて必
ず口を結んで出してください。

45ℓ
もやせる

ごみ？ もやせないごみ？

これは
「ごみ」

  これは
「資源物」

袋に入らない布団等は
へ。

布団やじゅうたん、下着や極度に汚れたり
破れたりした衣類は

ふた・ラベルは外して､ボトルは軽く水でゆすいで

もやせないごみ へ。
われたものは

穴はあけないで出してください。
中身は使い切り、

もやせるごみ

資源物かどうか確認して
出してください。

もやせないごみ

●陶磁器類（茶碗、湯のみ 等）
●ガラス類(ガラス製のコップ、花瓶、化粧びん、鏡 等)

資源物以外のもやせないもの

もやせるごみ

●台所ごみ・木くず・紙くず
●皮革類（靴、ベルト、かばん 等）
●ゴム類（ゴムホース、ゴム手袋 等）

資源物以外のもやせるもの

これは「ごみ」です

●燃えがら（※桜島の火山灰は

▲

P13をご覧下さい。）
●使いすてカイロ

●われた電球、蛍光灯
●電池類が取り外せない電化製品
これも

●ティッシュ、紙コップ等のリサイクルできない紙

▲

P18をご覧ください。

●紙おむつ　　●電子カーペット
●調理で汚れたアルミホイル

これも もやせるごみ

もやせないごみ

● マークのないプラスチック製品（CD、ポリタンク等）

です。

です。

充電式電池は収集しません。
回収協力店にご相談ください。

もやせるごみ へ。リサイクルできない紙は
種類ごとにひもで束ねるか紙袋等に入れてください。

☎099-813-5380粗大ごみ収集受付

45リットルまでのごみ袋に入れて口が結べないもの
収集は有料で事前の申し込みが必要です。
北部清掃工場へ持ち込む場合は100kgまで無料です｡

ごみステーションは、カラスなどの被害に合わないよう、ネッ
トなどはしっかり固定し、中のごみが出ないようにしましょう。
ネットの上からごみを置いてはいけません！

一度投入した小型家電は返却できません。 へ。

ごみステーションに出せるのは、家庭から出たごみ・資源物だけです。

サンサンコールかごしま …☎099-808-3333ごみ分別の問い合わせ ☎099-813-5380粗大ごみ収集
申込み先 ☎099-268-8888剪定枝戸別

収集申込み先サンサンコールかごしま …☎099-808-3333ごみ分別の問い合わせ ☎099-813-5380粗大ごみ収集
申込み先 ☎099-268-8888剪定枝戸別

収集申込み先 1111
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