
収集日は地域ごとに定められています。ごみカレンダーを確認して下さい。ごみは収集日当日の午前8時30分までに指定集積所に出して下さい。

ごみはルールを守って
正しく出しましょう。

分別収集に
ご協力をお願いします。

山武郡市環境衛生組合 ☎0479-86-3516
山武市松尾町金尾1149-1
搬 入 日　月曜日～金曜日（祝日除く）
搬入時間　９：００～１１：００、１３：００～１６：００

農業資材（農業用ビニール・大型農機具・農薬・農薬の容器・薬品の容器）・ガスボンベ・自動車用部品・
オイル・バッテリー・タイヤ・灰・消火器・業務用大型電気製品・塗料・注射器・注射針・ピアノ・
建築廃材・レンガ・瓦・ガソリン・軽油・灯油・５０㏄を超えるバイク・土・コンクリートなど

組合で処理できないごみ ※専門業者に依頼して下さい。

※必ず分別してから持ち込んで下さい。
※粗大ごみや一度に大量にごみが出るときは、
　直接持込むことができます。

組合へ直接持込み

持込時間
持 込 日

予約方法

午前9時～11時、午後1時～4時 午前9時～11時※午後は持込できません。

月曜日～金曜日（祝日除く）に
事前の電話予約が必要です。
※２週間前からご予約可能です。

前日に電話予約が必要です。
※前日が日曜日・祝日・休日の場合は、
　直前の土曜日を除く平日となります。

毎月 第2日曜日月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）

・袋に入れて持込む場合は、袋の指定はありません。
・ステッカー不要　１０Kg当り１００円（１０Kg未満でも１００円）
・ごみの荷降ろしは、係員の指示に従い自己の責任において自らの手で降ろして下さい。
・木の枝等は太さ１０cm以下・長さ１m以下の大きさで１日１tまで、ブルーシート等は５０cm角に切断してから
　持込みして下さい。
・様々な品目を一度に持込む場合は、積み込んだ荷を速やかに降ろすことができるよう積み込みの際にご配慮を
　お願いします。

・収集日は地域ごとに定められています。ごみカレンダー
　を確認して下さい。
・組合管内にお住まいの方なら、どなたでもご利用いただ
　けます。
・指定袋に入らないものが収集対象となります。

自宅収集を依頼粗大ごみ

　以下の手順にしたがって、自宅収集の申込を行ってから出して下さい。

①申込み（収集日前日の正午までに予約が必要です）
　電話にて住所、氏名、連絡先、収集する品物と点数をお伝え下さい。

②粗大ごみステッカーを購入し、粗大ごみに貼る。
　1品ごとに１枚の粗大ごみステッカーが必要になります。
　※粗大ごみステッカーは、ごみ袋販売店でお買い求めい
　　ただけます。

③収集日当日の午前８時３０分までに自宅の敷地内の外から見
　える場所に出して下さい。（収集対象物以外のものと一緒に置か
　ないで下さい。)

※種類ごとに分別して袋に入れて下さい。
（対象物以外の物が混入している場合は収集しません。）不燃ごみ

※組合では処理できません。

・平成１３年４月１日から家電リサイクル法が施行され、エアコン・テレビ・
　冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機はリサイクルすることが義務付け
　られました。（ごみ集積所に出すことも、組合に搬入することもできませ
　んのでご注意下さい。）
リサイクル方法
・次のいずれかの方法で処理して下さい。
　方法１：過去に購入した店もしくは買い替えする店に引き取りを依頼する。
　方法２：郵便局でリサイクル料金支払い後、自分で直接指定場所まで運ぶ。
　方法３：組合許可業者へ依頼する。リサイクル料金の他に収集運搬料金が必要になります。金額等は依頼先に確
　　　　　認して下さい。　許可業者：（有）真幸産業  ☎０４７９（８６）５７６９（株）現代興業  ☎０４７９（７４）７８８７

問合せ先　リサイクル料金や家電リサイクル法の対象商品かどうかご不明な場合は、
　　　　（財）家電製品協会家電リサイクル券センター（☎０１２０-３１９-６４０）へお問い合わせ下さい。
　　　　　ホ－ムペ－ジ http://www.rkc.aeha.or . jp

家電リサイクル法対象品

（株）エコマイン　富里市十倉６０４-５　☎０４７６（９４）００５０
　日本通運（株） 佐倉市大作１-８-７　☎０４３（４９８）０８５６
　南総通運（株）茂原支店 長生郡長柄町山根１１９３-１　☎０４７５（３０）７３３３

指定取引場所

リサイクル参考料金（リサイクル料金はメーカーにより異なります。）
冷蔵庫　冷凍庫
（１７０ℓ以下）
３,７４０円／台～

テレビ
（１６インチ以上）
２,９７０円／台～

テレビ
（１５インチ以下）
１,８７０円／台～

エアコン

９９０円／台～

冷蔵庫　冷凍庫
（１７１ℓ以上）
４,７３０円／台～

洗濯機
衣類乾燥機

２,５３０円／台～
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（生ごみ等）

0479-86-3516

不燃ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

お願い

手数料支払証明
イメージです

●陶磁器類・ガラス類
（茶碗・皿・植木鉢・化粧品のビン・割れたビン・窓ガラス・ガラスくず・鏡・コップ等）

●小型家電品
（音楽プレーヤー・掃除機・スピーカー・ビデオカメラ・時計・電気ポット等）

●金属類・その他
（卓上コンロ・卓上ボンベ・缶詰の缶・お菓子の缶・鍋・やかん・傘・延長コード・
　電気コード・ポリタンク・ビデオテープ・スプレー缶・毛布・布団・座布団）

＊ガラスなど割れた物は、危険ですので紙などに包んでから入れて下さい。

＊個人情報が記録されている小型家電はデータを消去して下さい。

＊卓上ボンベ・化粧品などのスプレー缶は必ず使い切ってから入れて下さい。

有害ごみ

0479-86-3516

有害ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

手数料支払証明

イメージです

●使用済み乾電池

●電球・蛍光灯

●水銀体温計

電球・蛍光灯は、紙などに包んで指定袋
に入れて出してください。

●刃物類

＊カッターの刃などは缶など
　に入れて出して下さい。
＊包丁などは刃に布を巻き刃物と記入
　して下さい。

●ライター

＊ライターは使い
　切ってから入れ
　て下さい。

35ℓ
お願い

35ℓ

※種類ごとに分別して袋に入れて下さい。
（対象物以外の物が混入している場合は収集しません。）

資源ごみ

0479-86-3516

資源ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

お願い

手数料支払証明
イメージです

●カン・ビン（混合で出せます）
◇空きカン➡ジュース、酒類に限ります。
◇空きビン➡ジュース、酒類、調味料、食品、医薬品、食用油用に
　　　　　　限ります。

●ペットボトル
◇飲料用・調味料のペットボトルに限ります。
　１PET表示のあるものに限る
　２キャップとラベルをとる。
　３中身を処分し水洗いする。

●衣類
濡らさないこと。
（雨に濡れないよう袋の口をしっかり結んで
下さい。)
肌着、靴下、傷みの激しいものは可燃ごみへ出して下さい。 

＊ビンのキャップは必ずはずして下さい。
※カン・ビンとも中身を必ず処分し、水洗いをして下さい。

シャンプー、洗剤等の容器は、可燃ごみへ出して下さい。

35ℓ

可燃ごみ

0479-86-3516

可燃ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

お願い

手数料支払証明
イメージです

●生ごみ【水分を切って出す】

●皮革類
（靴、バッグ、ベルト等）

●紙類
（紙おむつは汚物を取除く）

●ゴム類
【水道用ホースは
　30cm以下に切断】 

●プラスチック製【30cm以下】 
（おもちゃ、洗剤容器、CD・MD等）

●木くず類
【直径10cm以下、長さ30㎝
　以下に切断】 

●発泡スチロール
　【細かく割って袋に入れる】 

（板くず、棒切れ、小枝）

●その他
（小型クッション・ぬいぐるみ・雑草（土をよくはたく）・吸殻等）

大：30ℓ
小：22ℓ

お願い　◯シャンプーや洗剤等の中身は使い切ってから出して下さい。
　　　　◯ブルーシート類の大きい物、長いものは３０cm角以下に切断して下さい。

ホームページ ごみ
（分別・カレンダー・販売店） ツイッター 英語版“Garbage Disposal Rules”

Please scan QR-code.

金属製は不燃ごみへ出して下さい。

プラスチック製は可燃ごみへ出して下さい。
ビ ン の
キャップ

ペットボトルの出し方
①水洗いをすること ②分別すること

キャップとラベルは、
可燃ごみへ出して下さい。
ペットボトルは、
資源ごみへ出して下さい。

●雑誌
濡らさないこと。
（雨に濡れないよう袋の口をしっかり結んで下さい。)
教科書・本・辞書等も入れられます。

●紙パック
飲料用の紙パックです。
水洗いし、広げて乾かして下さい。
内側がアルミ箔貼りのものは可燃ごみへ
出して下さい。

●段ボール
濡らさないこと。
（雨に濡れないよう袋の口をしっかり結んで下さい。)
大きなものは、袋に入る大きさに切って下さい。

ロウびきなどコーティングがして
あるものは可燃ごみへ出して下さい。

●その他 布

●新聞

●白色トレイ（白色発泡スチロール製）
食用トレイです。
水洗いし、よく乾かして下さい。
トレイに色や文字等の「がら」がついているもの、汚れが落ちない
ものは可燃ごみへ出して下さい。

お願い　◯缶詰の中身は可燃ごみへ出して下さい。
　　　　◯化粧品等の残りで発火性のない物は、布などに染み込ませ可燃ごみへ出して下さい。
　　　　◯指定ごみ袋に入らない物は、粗大ごみの自宅収集または持込をご利用下さい。

注意：農薬のビンは、組合では処理出来ません。
お願い　◯缶詰・菓子の缶は、不燃ごみへ出して下さい。
　　　　◯化粧品のビンは、不燃ごみへ出して下さい。

限りある資源と地球を
守るために

減らそうレジ袋
買い物には買い物袋を持参しましょう。

傘は、袋から
出ていても構
いません。

可燃ごみ（大）20枚入
800円

可燃ごみ（小）20枚入
600円

資源ごみ 10枚入
200円

不燃ごみ 10枚入
200円

有害ごみ 5枚入
100円

山武市 松尾地域
ごみの出し方

長い蛍光灯は、
袋から出ていて
も構いません。

濡らさないこと。
（雨に濡れないよう袋の口をしっかり結んで下さい。)
※シーツ・カーテン・タオルケット・反物のみ

濡らさないこと。
（雨に濡れないよう袋の口をしっかり結んで下さい。)
チラシ・広告も入れられます。


