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ごみを出す際のお願い

このパンフレットは保存版ですので大切に保管してください。

★ごみは収集日に決められた集積所へ午前8時までに出してください。ごみは野洲市指定の袋・シールを使
用し、必ず名前を書いて出してください。

　収集作業は午前8時～午後4時に行います。収集時間はごみの種類や量の関係によって異なります。
★スプレー缶・ガスボンベは収集車両の火災原因になりますので、使い切ってから風通しのよい場所で穴を

あけて赤色のコンテナへ出してください。
★産業廃棄物、自動車部品、農機具、危険物、薬品などは市では回収できません。販売店などにご相談ください。
★焼却灰は収集しません。自家焼却はやめてください。

ごみについてのお問い合わせは 野洲市役所 環境経済部 環境課 までお願いします。
野洲市小篠原 2100 番地 1　TEL.077－587－6003　FAX.077－587－3834

メール  kankyou@city.yasu.lg.jp　野洲市のホームページ  http://www.city.yasu.lg.jp/

表紙 ●ごみを出す際のお願い
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P2

●空きカン・金属類
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●ごみの直接搬入について



今日からはじめる3Ｒ
～3つのＲでごみを減量しましょう～

グリーン購入でエコライフを！

3R3R 3Ｒとは「循環型社会」をめざすためのキーワード、
リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、
リサイクル（Recycle）の頭文字をとったものです。

1 リデュース
（Reduce）
発生抑制

詰め替えができる商品を進んで買
う。買い物はマイバッグを利用す
る。手作り弁当や水筒を持って出
かけるなど

2 リユース
（Reuse）
再使用

ビールビンや一升ビン（リターナ
ルビン）を酒屋さんに返す。子ど
ものおもちゃや洋服を友達同士で
譲り合うなど

3 リサイクル
（Recycle）
再生利用

ペットボトルや空きカン・金属類、
空きビンはキチンと分別して集積
所へ出す。リサイクル商品を進ん
で買うなど

　購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができ
るだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること
がグリーン購入です。

ペットボトル（飲料、酒類、醤油、みりん等の容器）ペットボトル（飲料、酒類、醤油、みりん等の容器）

※キャップをはずして中を洗ってください。
※キャップは「燃えるごみ」で出してください。
　ラベルをはがす必要はありません。

必要なものを
必要なだけ購入する

環境汚染や健康
への影響の少ない

ものを選ぶ

近くで生産
されたものを選ぶ

使い捨てでなく
繰り返し使えるもの

を選ぶ

包装がないもの、
少ないものを選ぶ

リサイクルされた、
またはリサイクル可能

なものを選ぶ

出し方

キャップは
「燃えるごみ」

指定回収
ネット袋
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赤
スプレー缶
カセットボンベ

青

空きカン・金属類空きカン・金属類

※フライパンや鍋で焦げや汚れがひどいものは「燃えないごみ」で出してください。
※錆がひどいものも「燃えないごみ」で出してください。

●缶詰、菓子缶、
　ミルク缶

●飲料用の
　アルミ缶・
　スチール缶

●小型金属類 ●スプレー缶、
　カセットコンロ用ボンベ

※汚れを洗い流して
切り口は中に入れ
込んでください。

※中身を使い切ってから、風通し
の良い場所で穴を開けて出して
ください。

※中を洗い流して
ください。

・フライパン、鍋、
　やかん、一斗缶など

空きビン（飲料用、食料用、化粧ビン）空きビン（飲料用、食料用、化粧ビン）
●飲食用、食料用、調味料用 ●化粧ビン
・ドリンク、酢、ウイスキー、
　麺つゆ等の飲食物

※中を洗い流して
　出してください。

無色透明 茶色 その他

指定コンテナ

色ごとに指定コンテナ

こんなものは混ぜないで!

ビールビンや一升ビン（リターナ
ルビン）を回収している販売店な
どもあります。一度お問い合わせ
ください。

耐熱ガラス ガラスコップ

燃えないごみ

陶磁器

ちょっと一言

青 赤
スプレー缶
カセットボンベ

金属の
キャップは
「燃えない
ごみ」

プラスチックの
キャップは

「燃えるごみ」

プラスチックの
キャップは

「燃えるごみ」

ふたを取っておく 中をさっと洗う

※必ず色ごとに指定のコンテナへ出してください。
※キャップをはずして中を洗ってください。
　（プラスチックのキャップは「燃えるごみ」、金属のキャップは「燃えないごみ」です。
※はがしにくいラベルは、無理にはがす必要はありません。
※耐熱ガラスや陶磁器などは、ビンではないので「燃えないごみ」で出してください。

出し方

お願い
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雑誌・雑がみ
●雑誌・本
・週刊誌、文庫本、単行本、マンガ、辞書、
パンフレット

●広告・チラシ
・広告、チラシ
※「新聞紙」の日にも
出せますが、できる限り「雑誌・
雑がみ」の日に出してください。

●箱類
・お菓子や食品の紙
箱、ティッシュペー
パーの箱（ビニー
ルは取り除いて）

●その他紙類
・封筒、メモ用紙、
コピー用紙、
　包装紙、
　ラップの芯

古布類
●古着 ●その他
・ジャンパー、
　コート、シャツ、
　スーツ、肌着、
　ズボン、セーター、
　着物

・タオル、バスタオル、
　ハンカチ、毛布

新聞紙・ダンボール

出し方

こんなものは混ぜないで！「燃えるごみ」へ
・防水加工された紙（紙コップ、カップ麺のフタ、ヨーグルトの容器など）
・水に溶けない紙（写真、圧着はがき、シール、金・銀紙、ビニール加工された紙など）
・複写用紙（カーボン紙、宅配便の複写伝票など）
・感熱紙（レシートなど）　・合成紙（キャラメル包装紙、クッキングシートなど）
・油や食品で汚れた紙（宅配ピザ・ケーキの箱など）
・強い臭いがついた紙（洗剤、線香、化粧品、薬品の箱など）　・クレヨン・油性絵の具で書かれた紙

こんなものは混ぜないで!
ネクタイ ぬいぐるみ

燃えるごみ

ベルト

雑
誌

雑
が
み

※雑誌はひもで十字にしばって出してください。
※細かい紙類は、雑誌の間に挟みこむか、紙袋や大きい封筒に入れてひもで十字にしばって
出してください。
※「古布類」と同じ日に回収しますので、混ざらないように集積所の左右に分けて積んでください。

出し方 ※古布類は水濡れ防止と、確認のために透明または薄い色のビニール袋に入れて出してください。
※汚れているもの、綿入、皮製品、ネクタイ、ベルト、防水着、ぬいぐるみなどは「燃えるごみ」
で出してください。
※雨の日はできるだけ出さないでください。
※「雑誌・雑がみ」と同じ日に回収しますので混ざらないように集積所の左右に分けて積んで
ください。

出し方 ※「新聞紙」と「ダンボール」は別々に十字でしばって出してください。
※「新聞紙」と「ダンボール」を同じ日に回収しますので混ざらないように集積所の左右に分
けて積んでください。
※広告・チラシはできる限り「雑誌・雑がみ」の日に出してください。

十字にしばる

透明または薄い色のビニール袋

金具は
「燃えない
ごみ」

「新聞紙」と「ダンボール」
別々に十字にしばる

新聞紙 ダンボール

※粘着テープ類、セロハン、フィルム類、プラスチック類、金属類が付属している場合は、取り除いて出してください。

燃えるごみ燃えるごみ
●生ごみ
・調理くず、食べ
残し、茶殻、果
物の皮など
※十分に水を切っ
てください。

●プラスチック容器類
・プラマークがついているもの
・菓子、パン、冷凍食品、インスタント食品、
レジ袋、豆腐やたまごなどのパック、カッ
プ麺やプリンなどのカップ、コンビニ弁当
の容器
・たれ、ソースなどのボトル、洗剤やシャン
プー、化粧水などのボトル

●木質ごみ
・枝、木くず
※長さ50㎝以下、
　太さ5㎝以下に
切ってください。

●ゴム、皮革製品、
　繊維類
・くつ、カバン、枕、
　カーテン、
　ぬいぐるみ
　など

ライター カミソリ
ポリ
バケツ

布団 毛布

※食品のトレイや牛乳パックは、市内の一部スーパーなどで自主回収されていますので、
積極的にご利用ください。
※ポリバケツやポリタンク、おもちゃなどの硬質プラスチック製品は、「燃えないごみ」で
出してください。

※安全ぐつやスパイク等、金属類がついたものは「燃えないごみ」で出してください。
※生ごみ等は、できるだけ自家処理し、土壌還元につとめましょう。詳しくは8ページ「生ごみ処理容器の購入補
助について」をご覧ください。
※使用済又は、賞味期限切れのてんぷら油は「廃食油回収ボックス」へお願いします。詳しくは8ページ「てんぷ
ら油の回収について」をご覧ください。
※指定袋に入らないものは「粗大ごみ」で出してください。

お願い

　野洲市では、集められたプラスチック容器類（以降、プ
ラごみと表記）の中で、分別ができていなかったり、汚れ
ていたりして5割がリサイクルされず焼却していました。
残った半分のプラごみもリサイクル事業者で厳選に選別さ
れると約半分が焼却されており、結果、リサイクルされて
いるのが回収量全体の3割弱しかありませんでした。
　プラごみのリサイクルにかかる費用は年間で約4千万円
ですが焼却処理をするとこの費用が不要となります。また
最新の設備を備えた新クリーンセンターでは、より効率的
なごみの処理が可能である為、プラごみを分別処理してい
た時よりも環境負荷が低減されます。

プラごみのごみ出し方法が変わります！
　新クリーンセンターでは、プラごみをサ
ーマルリサイクル（注）します。今後プラ
ごみは、燃えるごみとして燃えるごみ袋に
入れて出してください。
（注）サーマルリサイクル…ごみ焼却により

排出された余熱を他に利用するリサイ
クル方法。

　　旧クリーンセンター跡地に新クリーンセ
ンターの余熱を利用した施設整備を計
画しています。

プラスチック容器類のリサイクルについて

燃えるごみ
指定袋
名 前

燃えるごみ
指定袋
名 前

乾電池の処理乾電池の処理

燃えるごみ指定袋

太さ
5㎝以下 50㎝以下

こんなものは混ぜないで!

※シャンプーボトル等のポンプは燃えないごみ

乾電池
回収箱

　集積所に置いてあるオレンジ色のボックスに入れてください。ボタン電池、充電式電池は販売店に相談してください。市内
にも回収ボックスを設けられている店舗があります。
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ら油の回収について」をご覧ください。
※指定袋に入らないものは「粗大ごみ」で出してください。

お願い

　野洲市では、集められたプラスチック容器類（以降、プ
ラごみと表記）の中で、分別ができていなかったり、汚れ
ていたりして5割がリサイクルされず焼却していました。
残った半分のプラごみもリサイクル事業者で厳選に選別さ
れると約半分が焼却されており、結果、リサイクルされて
いるのが回収量全体の3割弱しかありませんでした。
　プラごみのリサイクルにかかる費用は年間で約4千万円
ですが焼却処理をするとこの費用が不要となります。また
最新の設備を備えた新クリーンセンターでは、より効率的
なごみの処理が可能である為、プラごみを分別処理してい
た時よりも環境負荷が低減されます。

プラごみのごみ出し方法が変わります！
　新クリーンセンターでは、プラごみをサ
ーマルリサイクル（注）します。今後プラ
ごみは、燃えるごみとして燃えるごみ袋に
入れて出してください。
（注）サーマルリサイクル…ごみ焼却により

排出された余熱を他に利用するリサイ
クル方法。

　　旧クリーンセンター跡地に新クリーンセ
ンターの余熱を利用した施設整備を計
画しています。

プラスチック容器類のリサイクルについて

燃えるごみ
指定袋
名 前

燃えるごみ
指定袋
名 前

乾電池の処理乾電池の処理

燃えるごみ指定袋

太さ
5㎝以下 50㎝以下

こんなものは混ぜないで!

※シャンプーボトル等のポンプは燃えないごみ

乾電池
回収箱

　集積所に置いてあるオレンジ色のボックスに入れてください。ボタン電池、充電式電池は販売店に相談してください。市内
にも回収ボックスを設けられている店舗があります。
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燃えないごみ燃えないごみ
●陶磁器類
・茶碗、花瓶、
　湯のみ、
　皿、土鍋
　など

●その他
・硬質プラスチック類（文具、ビデオテープ）、
傘、刃物、ビンの金属キャップ、使用済み
ライターなど
※刃物、ナイフの危険物は紙や布で包んで「キ
ケン・刃物」などを記入してください。

●ガラス類
・板ガラス、ガラス食器、鏡など
※割れたガラスは紙や
布で包んで「キケン・
ガラス」などを記入
してください。

●電球
※紙に包むか購入時
に入っていた箱に
入れて出してくだ
さい。

こんなものは混ぜないで!
カセットボンベ
スプレー缶

消火器
タイヤ

バッテリー

※ライターは収集車両の火災原因になりますので、使い切るか風通しのよい場所で中身を
出してから出してください。
※ゲーム機、電話機、ドライヤー、時計などのコンセント電源や電池を使用して動く電化
製品（総称して小型家電という。）は別途回収しています。詳しくは６ページをご覧くだ
さい。
※バッテリー、消火器、タイヤは市では回収できません。詳しくは６ページをご覧ください。
※指定袋に入らないものは「粗大ごみ」として出してください。

お願い

粗大ごみ粗大ごみ
●家具類
・洋服ダンス、食器棚、
　書棚、机、遊具

●寝具類
・布団、じゅうたん、
　カーペット、
　電気カーペット、
　電気毛布

●その他
・自転車、スキー板、
　ゴルフバッグ

こんなものは混ぜないで!
パソコン テレビ 洗濯機

エアコン 冷蔵庫

出し方 ※「燃えるごみ」「燃えないごみ」の袋に入らないものを「粗大ごみ」として出してください。
※１点につき１枚の指定シールを貼り、必ず名前を書いてください。
※リユースにご協力いただける場合は、リユース欄に「○」を記入してください。
※個別収集はしません。指定の集積所に出してください。
※大きさの目安は、1.8m×1m×0.8mまで。重量は50㎏以下です。（ダブルベッド可）
※自動車部品、バイク（50ccバイク含む）、農機具、危険物などは出せません。販売店にご
相談ください。
※小物を箱等に詰めて「粗大ごみ」として出すことはできません。

●集積所には、粗大ごみを処分できる集積所と、処分の指定を受けていない集積所があります。
　粗大ごみを処分する際は、必ず所属自治会および住宅の管理者などにご確認の上、処分をお願いします。
●不用品回収業者が市内を巡回したり、チラシを配布したりしていますが、市では個別収集による回収は行っ
ておりません。法外な金額を要求されたり、回収されたごみが不法に投棄されたりするなど、トラブルが多々
発生しています。粗大ごみは市が指定する処分方法にて適切に排出してください。

燃えないごみ
指定袋
名 前

燃えるごみ
指定袋
名 前 燃えないごみ指定袋

１点につき粗大ごみ指定シール１枚　

電
　
球

粗大ごみ
指定シール
氏

　

 

名

リユース

可 不可
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燃えないごみ燃えないごみ
●陶磁器類
・茶碗、花瓶、
　湯のみ、
　皿、土鍋
　など

●その他
・硬質プラスチック類（文具、ビデオテープ）、
傘、刃物、ビンの金属キャップ、使用済み
ライターなど
※刃物、ナイフの危険物は紙や布で包んで「キ
ケン・刃物」などを記入してください。

●ガラス類
・板ガラス、ガラス食器、鏡など
※割れたガラスは紙や
布で包んで「キケン・
ガラス」などを記入
してください。

●電球
※紙に包むか購入時
に入っていた箱に
入れて出してくだ
さい。

こんなものは混ぜないで!
カセットボンベ
スプレー缶

消火器
タイヤ

バッテリー

※ライターは収集車両の火災原因になりますので、使い切るか風通しのよい場所で中身を
出してから出してください。
※ゲーム機、電話機、ドライヤー、時計などのコンセント電源や電池を使用して動く電化
製品（総称して小型家電という。）は別途回収しています。詳しくは６ページをご覧くだ
さい。
※バッテリー、消火器、タイヤは市では回収できません。詳しくは６ページをご覧ください。
※指定袋に入らないものは「粗大ごみ」として出してください。

お願い

粗大ごみ粗大ごみ
●家具類
・洋服ダンス、食器棚、
　書棚、机、遊具

●寝具類
・布団、じゅうたん、
　カーペット、
　電気カーペット、
　電気毛布

●その他
・自転車、スキー板、
　ゴルフバッグ

こんなものは混ぜないで!
パソコン テレビ 洗濯機

エアコン 冷蔵庫

出し方 ※「燃えるごみ」「燃えないごみ」の袋に入らないものを「粗大ごみ」として出してください。
※１点につき１枚の指定シールを貼り、必ず名前を書いてください。
※リユースにご協力いただける場合は、リユース欄に「○」を記入してください。
※個別収集はしません。指定の集積所に出してください。
※大きさの目安は、1.8m×1m×0.8mまで。重量は50㎏以下です。（ダブルベッド可）
※自動車部品、バイク（50ccバイク含む）、農機具、危険物などは出せません。販売店にご
相談ください。
※小物を箱等に詰めて「粗大ごみ」として出すことはできません。

●集積所には、粗大ごみを処分できる集積所と、処分の指定を受けていない集積所があります。
　粗大ごみを処分する際は、必ず所属自治会および住宅の管理者などにご確認の上、処分をお願いします。
●不用品回収業者が市内を巡回したり、チラシを配布したりしていますが、市では個別収集による回収は行っ
ておりません。法外な金額を要求されたり、回収されたごみが不法に投棄されたりするなど、トラブルが多々
発生しています。粗大ごみは市が指定する処分方法にて適切に排出してください。

燃えないごみ
指定袋
名 前

燃えるごみ
指定袋
名 前 燃えないごみ指定袋

１点につき粗大ごみ指定シール１枚　

電
　
球

粗大ごみ
指定シール
氏

　

 

名

リユース

可 不可

小型家電リサイクル小型家電リサイクル

・デジカメ、電話機、ビデオレコーダー、電卓、懐中電灯、時計、ＵＳＢ
メモリ、付属品（リモコン、キーボード、マウス、ＡＣアダプタ、ケーブル）
等、コンセント電源や電池を使用して動く電化製品

こんなものは混ぜないで!

※回収ボックスの投入口に入らない場合は、お持ち帰りいただき拠点回収や下記の【急ぎの
場合】で出してください。ボックス付近に置き去りにしないでください。

※個人情報は必ず消去してから出してください。
※電池、バッテリーは回収できません。家電から取り外して出してください。
※パソコンは「燃えないごみ」としては出せませんので、小型家電のリサイクル方法で出せ

ない場合は下記の「パソコンのリサイクル」を参照してください。

お願い

小型家電の
出し方

　市内3か所に設置している小型家電回収ボックスに投入してください。投入口（縦
17.5㎝、横28㎝）に入らないサイズの物は、日時、場所を指定して開催する拠点回収（年
2回実施。詳細は広報とホームページでお知らせします）にお持ち込みください。

　家庭で使用されている電化製品の中には、金やレアメタルといった
貴重な資源が含まれています。リサイクルにご協力ください！

●小型家電
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾
燥機の家電４品目は家電リサイクル法に
基づき別途リサイクル料金がかかります。
詳しくは7ページをご覧ください。

ボックス設置場所

● 市役所本館玄関

● 北部合同庁舎玄関

● 図書館本館内
　 市民活動支援センター入口

パソコンのリサイクル

【急ぎの場合】
　小型家電の回収ボックスや拠点回収場までお持ち込みが難
しい、もしくは保管場所がない等の要因で、急いで小型家電
の処分を希望される方は、【燃えないごみ】【粗大ごみ】で処
分することも可能です。

　不用になったパソコンは、小型家電リサイクルの方法
で出すか、購入店やメーカーへ問い合わせてください。
　回収・リサイクル料金がかかる場合がありますのでご留
意ください。不明な場合は下記にお問い合わせください。

一般社団法人 パソコン3Ｒ推進協会
TEL.03-5282-7685
ホームページhttp://www.pc3r.jp/

バイクの処理
　下記ステッカーの貼ってある「廃棄二輪車取扱店」に引き取り
を依頼してください。取扱店が不明な場合は、下記にお問い合わ
せください。

二輪車リサイクルコールセンター
TEL.050-3000-0727
ホームページ http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

タイヤの処理
　古タイヤは、タイヤ販売店にお問
い合わせください。

消火器の処理
　消火器は、㈱消火器リサイクル推進センタ
ーのホームページをご覧いただくか、購入店
にお問い合わせください。

㈱消火器リサイクル推進センター
コールセンター　TEL.03-5829-6773
ホームページ https://www.ferpc.jp/

バッテリーの処理
　バッテリーは、自動車販売店
かガソリンスタンドへお問い合
わせください。

携帯電話・PHSのリサイクル
　使用済の携帯電話・ＰＨＳの本体、電池、充電器をメ
ーカーや通信サービス提供事業者を問わず下記のマーク
のある全国の携帯電話販売店を中心とした店舗で無償回
収しています。不明な点は下記にお問い合わせください。

一般社団法人 電気通信事業者協会
TEL.03-5577-5845
ホームページ
http://www.tca.or.jp/index.html
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指定日に「収集運搬シー
ル」を対象品に貼り、玄
関先（マンションは1階）
に出しておいてください。
市の委託業者が引き取り
にうかがいます。

4
「家電リサイクル券」を
ご持参の上、市役所へ。
収集運搬料金をお支払
いください。

3
メーカー及び製品型番
をご確認の上、郵便局
で「家電リサイクル券」
を購入してください。
下記の
を目安にしてください。

2

「家電リサイクル券」をご持
参の上、指定引き取り場所（下
記に記載）まで対象品をお持
ちください。

3
メーカー及び製品型番をご確認の上、郵便局で

「家電リサイクル券」を購入してください。
下記の  　　　　　　　　　　を目安にしてくだ
さい。

2

家電リサイクル家電リサイクル

家電リサイクル対象品 ●冷蔵庫・冷凍庫
●洗濯機・衣類乾燥機

※家電リサイクル対象品は、以下の３つの方法で処分できます。集積所には絶対出さないでください。

小売店で引き取ってもらう場合（買い替えの場合、過去に購入した小売店が近くにある場合）
ケース

１
家電リサイクル対象品を買い換える場合や、処分する家電リサイクル対象品を過去に購入した小売店がお近くに
ある場合は、その小売店で家電リサイクル対象品を引き取ってもらうことができます。小売店へご相談ください。

小売店により異なります。料  金

ご自分で指定引き取り場所まで運ぶ場合
ケース

2
家電リサイクル対象品をご自分で指定引き取り所まで運ぶ場合は、製品のメーカーをご確認の上、郵便局で「家電
リサイクル券」を購入いただき、指定引き取り場所までお持ちください。

が必要です。

と

家電リサイクル料金（下記に記載）料  金

家電リサイクル料金

家電リサイクル

家電リサイクル料金 収集運搬料金

市に収集運搬を依頼する場合
ケース

3
市に収集運搬を依頼する場合は、郵便局で「家電リサイクル券」を購入の上、市役所環境課へお越しください。

（ごみカレンダーに家電リサイクルと記載のある日の前日までにお願いします。）

家電リサイクル料金（下記に記載）

が必要です。収集運搬料金

料  金

まず、処分する製品が
家電リサイクル対象品
かご確認ください。

1

まず、処分する製品が
家電リサイクル対象品
かご確認ください。

1

テレビ……………2,900円
エアコン…………4,200円
冷蔵庫・冷凍庫…4,800円
洗濯機・
衣類乾燥機………2,000円

指定日
ごみカレンダーに

の記載のある日

●テレビ…画面サイズ15型以下　1台につき1,836円～
　　　　　画面サイズ16型以上　1台につき2,916円～
●エアコン…1台につき972円～
●冷蔵庫・冷凍庫…170Ｌ以下1台につき3,672円～
　　　　　　　　　171Ｌ以上1台につき4,644円～
●洗濯機・衣類乾燥機…1台につき2,484円～
　※一部メーカーにより、金額が異なりますので詳細は
　　家電リサイクル券センターへお問い合わせください。

●テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
●エアコン（室内機・室外機で１台とする）

家電リサイクル券センター
受付時間：午前9時～午後6時（日・祝休）
TEL：0120-319640　FAX：03-3903-7551
ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp/

野洲市上屋123-7
TEL：587-1022
FAX：588-0377

家電リサイクル料金
●搬 入 日　月曜～土曜日
　　　　　　（日曜、祝日、年末年始期間は休み）

●搬入時間　午前9時～午後5時
　　　　　　（正午～午後1時は不可）

日本通運㈱
大津支店
滋賀自動車営業課

指定引取場所

● 東署

● 野洲市立図書館

祇王小学校 ●

2

8

★
東海道本線

東海道新幹線
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指定日に「収集運搬シー
ル」を対象品に貼り、玄
関先（マンションは1階）
に出しておいてください。
市の委託業者が引き取り
にうかがいます。

4
「家電リサイクル券」を
ご持参の上、市役所へ。
収集運搬料金をお支払
いください。

3
メーカー及び製品型番
をご確認の上、郵便局
で「家電リサイクル券」
を購入してください。
下記の
を目安にしてください。

2

「家電リサイクル券」をご持
参の上、指定引き取り場所（下
記に記載）まで対象品をお持
ちください。

3
メーカー及び製品型番をご確認の上、郵便局で

「家電リサイクル券」を購入してください。
下記の  　　　　　　　　　　を目安にしてくだ
さい。

2

家電リサイクル家電リサイクル

家電リサイクル対象品 ●冷蔵庫・冷凍庫
●洗濯機・衣類乾燥機

※家電リサイクル対象品は、以下の３つの方法で処分できます。集積所には絶対出さないでください。

小売店で引き取ってもらう場合（買い替えの場合、過去に購入した小売店が近くにある場合）
ケース

１
家電リサイクル対象品を買い換える場合や、処分する家電リサイクル対象品を過去に購入した小売店がお近くに
ある場合は、その小売店で家電リサイクル対象品を引き取ってもらうことができます。小売店へご相談ください。

小売店により異なります。料  金

ご自分で指定引き取り場所まで運ぶ場合
ケース

2
家電リサイクル対象品をご自分で指定引き取り所まで運ぶ場合は、製品のメーカーをご確認の上、郵便局で「家電
リサイクル券」を購入いただき、指定引き取り場所までお持ちください。

が必要です。

と

家電リサイクル料金（下記に記載）料  金

家電リサイクル料金

家電リサイクル

家電リサイクル料金 収集運搬料金

市に収集運搬を依頼する場合
ケース

3
市に収集運搬を依頼する場合は、郵便局で「家電リサイクル券」を購入の上、市役所環境課へお越しください。

（ごみカレンダーに家電リサイクルと記載のある日の前日までにお願いします。）

家電リサイクル料金（下記に記載）

が必要です。収集運搬料金

料  金

まず、処分する製品が
家電リサイクル対象品
かご確認ください。

1

まず、処分する製品が
家電リサイクル対象品
かご確認ください。

1

テレビ……………2,900円
エアコン…………4,200円
冷蔵庫・冷凍庫…4,800円
洗濯機・
衣類乾燥機………2,000円

指定日
ごみカレンダーに

の記載のある日

●テレビ…画面サイズ15型以下　1台につき1,836円～
　　　　　画面サイズ16型以上　1台につき2,916円～
●エアコン…1台につき972円～
●冷蔵庫・冷凍庫…170Ｌ以下1台につき3,672円～
　　　　　　　　　171Ｌ以上1台につき4,644円～
●洗濯機・衣類乾燥機…1台につき2,484円～
　※一部メーカーにより、金額が異なりますので詳細は
　　家電リサイクル券センターへお問い合わせください。

●テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
●エアコン（室内機・室外機で１台とする）

家電リサイクル券センター
受付時間：午前9時～午後6時（日・祝休）
TEL：0120-319640　FAX：03-3903-7551
ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp/

野洲市上屋123-7
TEL：587-1022
FAX：588-0377

家電リサイクル料金
●搬 入 日　月曜～土曜日
　　　　　　（日曜、祝日、年末年始期間は休み）

●搬入時間　午前9時～午後5時
　　　　　　（正午～午後1時は不可）

日本通運㈱
大津支店
滋賀自動車営業課

指定引取場所

● 東署

● 野洲市立図書館

祇王小学校 ●

2
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★
東海道本線

東海道新幹線

　市では燃えるごみの減量化のため、ご家庭で生ごみを処理できる
コンポストを購入される際に補助金を交付しています。

●生ごみ減量化推進補助金の利用方法

●申請方法
　　領収書（品名、購入者の氏名、金額が記載されたもの）、印鑑、補助金振込先口座の分かるもの
を持参のうえ、市役所環境課の窓口で申請してください。
　※補助金の枠には限りがありますので、先着順で受付しています。
　※補助対象者は、市内に住所を有し、かつ居住している人です。

生ごみ処理容器の購入補助について

対象商品
補 助 率
限 度 額
台数限度

コンポスト式、非電気式
購入金額の1/2
3,000円/台
1世帯2台まで

　道路や空き地などへのごみのポイ捨て及び大型ごみや電気製品を適
正に処理せずに不法投棄することは重大な犯罪です。
　不法に投棄した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ
り5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、または懲役と罰
金の両方が科せられます。

不法投棄は　しない・させない

　使用済みや、賞味期限切れの天ぷら油（開封・未開封問わず）、ごま油は、せっけんやバイオディ
ーゼル燃料（ＢＤＦ）などの原料となります。
　ＢＤＦとは、軽油の代替燃料として使用できる環境にやさしい燃料です。排気ガスの中に含まれ
る硫黄酸化物が軽油と比べ非常に少ないうえ、植物が原料であるため、大気中のCO2総量は増えま
せん。
　市では、家庭で不要になった天ぷら油を回収するため、市内（下記）に廃食油回収ボックスを設置
しています。そして、回収した油を再加工したのちエコライフ推進車（市の公用車）の燃料として使
用しています。ご協力をお願いします。
　なお、このエコライフ推進車は市内の自治会・団体が環境保
全活動（廃品回収・清掃活動など）をされる際に無償で貸し出し
を行っています。
　利用を希望される団体の方は、市役所環境課へご相談ください。
※動物性油脂（ラード等）は入れないでください。

てんぷら油の回収について

対象 対象外

廃 食 油 の 回 収 場 所
●市役所北側駐輪場
●北部合同庁舎正面駐輪場
●コミセンきたの駐輪場付近
●野洲幼稚園正面扉付近

●三上幼稚園駐輪場付近
●コミセンぎおう駐輪場付近
●コミセンしのはら駐輪場付近
●コミセンみかみ正面駐輪場付近

●旧中主公民館正面付近
●吉川矢放神社向かいごみ集積所
●小南自治会館駐輪場
●小堤城山館南側

その他、独自に回収されている自治会もあります。

★みんなの手で心無い不法投棄を防止し、“ごみのない住みよいまち”にしましょう

8



　住民の皆さんがルールを守って分別し、決められた日に出された粗大ごみ等の中から資源物を持
ち去る行為が多発しています。
　資源物の持ち去りは、ごみ集積所でごみ袋を破るなどして換金価値の高い物を持ち去るため、自
治会等で清潔にされているごみ集積所の管理を著しく阻害したり、中にはごみ袋ごと持ち去ったう
え、不要な物を不法投棄するなどの違法行為もあります。
　市では、ごみ集積所に出された資源物の持ち去り行為を禁止し、禁止命令に従わない場合は、20
万円以下の罰金を科すことができるよう、「野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関
する条例」に定めています。

●条例改正の概要
　①市又は市の委託業者以外の者が、ごみ集積所に出された資源物を持ち去る行為を禁止します
（ただし、資源物集団回収登録団体は除きます。）。

　②自治会や子ども会等の営利を目的としない団体であっても、ごみ集積所から資源物を収集や運
搬する場合は、「資源物集団回収登録団体」として、事前に登録申請が必要です。

　③市長は、資源物を持ち去る者に対して、禁止命令をすることができます。
　④禁止命令に従わない場合、罰則規定により20万円以下の罰金を科すことができます。

●対象資源物
　粗大ごみ、ビン類、空き缶、金属類、新聞紙、ダンボール、燃えないごみ等

●持ち去り行為を見かけたら･･･
　①持ち去り行為の日時、場所、持ち去った者や車両等の特徴を市役所環境課にお知らせください。
　②トラブルを避けるために、資源物の持ち去り行為者に直接注意したり、車両を制止させたりし
ないでください。

持ち去り禁止  ― ごみ集積所からの資源の持ち去り禁止について ―

野焼き禁止 ― ドラム缶等による〔野外焼却〕の禁止について ―

皆さんのご理解、ご協力で
野洲市から 〔野外焼却〕 を
なくしましょう！

〔野外焼却〕は禁止
　家庭から出るごみ（紙くず・食品トレイ・ビ
ニール袋等）を野外で燃やすこと〔野外焼却〕
は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
で明確に禁止された行為です。
違反すると、5年以下の懲役、1,000万
円以下の罰金、または懲役と罰金の
両方が科せられることがあります。

紙や木や草も駄目
　プラスチックやゴムは有害物を出すから駄
目だが、紙などはよいと間違っておられる方
がいますが、焼却するものに関係なく〔野
外焼却〕は禁止されています。

焼却炉にもきびしい基準
　ドラム缶を使い燃やすのはもちろん禁止で
すが、平成14年12月から国の法律が厳しく
なり、基準を満たさない焼却炉を使って物を
焼却すると〔野外焼却〕と同じとみなされます。

どうしても〔野外焼却〕
はだめ?
例外…〔野外焼却〕が特別に許される

例外行為として
①農林漁業を営むため廃棄物をやむをえず焼
却する場合（※ただしビニールシートなどの
農業資材や、家庭の廃棄物を畑に持ち込み
燃やすのはいけません。）
②〔野外焼却〕の類似行為として、文化的な伝
統行事（左義長など）を行う場合
③災害などにともなう廃棄物をやむをえず焼
却する場合

　例外行為であっても、生活環境上支障を与
え、苦情等ある場合は、行政指導の対象にな
ります。
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野焼き禁止 ― ドラム缶等による〔野外焼却〕の禁止について ―

皆さんのご理解、ご協力で
野洲市から 〔野外焼却〕 を
なくしましょう！

〔野外焼却〕は禁止
　家庭から出るごみ（紙くず・食品トレイ・ビ
ニール袋等）を野外で燃やすこと〔野外焼却〕
は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
で明確に禁止された行為です。
違反すると、5年以下の懲役、1,000万
円以下の罰金、または懲役と罰金の
両方が科せられることがあります。

紙や木や草も駄目
　プラスチックやゴムは有害物を出すから駄
目だが、紙などはよいと間違っておられる方
がいますが、焼却するものに関係なく〔野
外焼却〕は禁止されています。

焼却炉にもきびしい基準
　ドラム缶を使い燃やすのはもちろん禁止で
すが、平成14年12月から国の法律が厳しく
なり、基準を満たさない焼却炉を使って物を
焼却すると〔野外焼却〕と同じとみなされます。

どうしても〔野外焼却〕
はだめ?
例外…〔野外焼却〕が特別に許される

例外行為として
①農林漁業を営むため廃棄物をやむをえず焼
却する場合（※ただしビニールシートなどの
農業資材や、家庭の廃棄物を畑に持ち込み
燃やすのはいけません。）
②〔野外焼却〕の類似行為として、文化的な伝
統行事（左義長など）を行う場合
③災害などにともなう廃棄物をやむをえず焼
却する場合

　例外行為であっても、生活環境上支障を与
え、苦情等ある場合は、行政指導の対象にな
ります。

不用品の再利用、再使用を促し、3Rを推進するために、
下記のような取り組みを行っています。

●ものをいかす

　家庭で不用になった物を譲りたい、新品を買うのはもったいないので譲ってほしいなどの「もったい
ない情報」を集め、〔譲ります〕と〔譲ってください〕に分けて広報に【交換銀行】として掲載しています。

　《斡旋対象者》　市内在住者（古物商除く）
　《対 象 品 目》　家具、家電製品、ガス・石油器具、家庭用品、自転車、乳児用品、子ども用品など

　　　　　　　※自動車部品、欠陥品、故障品、盗難品、担保物件、まだ支払いが完了していないもの、
　　　　　　　　譲渡価格が5万円を超えるものは対象外となります。
　《登 録 期 間》　6か月（広報に掲載は3か月となります）
　《利 用 方 法》　新規登録、斡旋ともに市役所環境課までお電話ください。
　　　　　　　　斡旋希望者に掲載者の連絡先をお伝えし、直接交渉していただきます。

　近年、一般家庭や事務所から排出される使用済みとなった家電製品等を収集、運
搬等をする「不用品回収業者」が増加しています。「テレビ、エアコンなどなんでも
回収します」とスピーカーで宣伝しながらトラックで戸別回収する業者、インター
ネットやチラシで不用品回収を宣伝し訪問回収する業者等がこの不用品回収業者に
該当します。
　これらの業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可や市の委
託等を受けておらず、不用品の回収後に法外な金額を請求してくる等のトラブルも報告されています。
違法な不用品回収業者にごみを出さないようにしてください。

交換銀 不用品の交換制度をご活用ください

違法な不用品回収業者について

注　意

・物品は市役所では管理していません。個人同士の交渉となります。
・受付時間は午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）となります。
・先着順の交渉となりますので、ご了承ください。
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

ま マーガリンの外箱（紙製）　 雑誌・雑がみ

マージャンパイ　 燃えないごみ

枕　 燃えるごみ

マッチ　 燃えるごみ 水に浸して

マット（マットレス）　 粗大ごみ ダブルベッドのサイズも可

窓あき封筒　 雑誌・雑がみ 窓部分のフィルムは燃えるごみ

窓枠　 燃えないごみ

まな板　 燃えないごみ

まめ炭　 燃えるごみ 水に浸して

み ミキサー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ミシン　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

む むしろ　 粗大ごみ

め 名刺 雑誌・雑がみ

名刺ケース 燃えないごみ

めがね　 燃えないごみ

目薬の容器（ボトル）　 燃えるごみ

も 毛布　 古布類

餅つき器　 燃えないごみ

餅箱　 燃えないごみ

モニター（パソコン）　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

物置　 粗大ごみ 解体必要

物干しざお、物干し台　 粗大ごみ

物干し用具　 燃えないごみ

物干し用ブロック　 埋立ごみ

籾すり機　 ×　 販売店に相談

や やかん　 空きカン・金属類

薬品類　 ×　 販売店に相談

野菜の結束テープ　 燃えるごみ

野菜の結束テープ（針金の入ったもの） 燃えないごみ

ゆ 遊具　 燃えないごみ

湯たんぽ　 燃えないごみ

湯沸かし器　 燃えないごみ

よ ヨーグルトのカップ（紙製）　 燃えるごみ コーティングされているため雑がみ不可

ヨーグルトの台紙　 雑誌・雑がみ

洋酒のビン　 空きびん 中を洗って

具　体　例 分別区分 備　　考

よ 浴槽　 粗大ごみ

ら ライター　 燃えないごみ 使い切ってから

ラケット　 燃えないごみ

ラジオ・ラジカセ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ラップ　 燃えるごみ

ラップケースの刃（金属製）　 燃えないごみ

ラップの芯・外箱　 雑誌・雑がみ

ランドセル　 燃えるごみ 金具は燃えないごみ

ランプ　 燃えないごみ 燃料は除去して

り リール　 燃えないごみ

リヤカー　 粗大ごみ 粗大ごみの制限に注意

れ 冷蔵庫　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

冷凍庫　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

冷風機　 粗大ごみ エアコンは家電リサイクル対象品

レコード　 燃えないごみ

レジ袋　 燃えるごみ お買い物はマイバッグで

レジャーシート 燃えるごみ

レターケース　 燃えないごみ

レトルトパック（カレー等）の外箱 雑誌・雑がみ

レンガ　 埋立ごみ

レンタン　 燃えるごみ 水に浸して

ろ ろうそく　 燃えるごみ

ロープ　 燃えるごみ

ロッカー　 粗大ごみ

わ ワープロ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ワイシャツ　 古布類

輪ゴム　 燃えるごみ

綿　 燃えるごみ

割りばし　 燃えるごみ

割りばしの袋（紙製）　 雑誌・雑がみ
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

ひ ビニールシート　 燃えるごみ

避妊具（コンドーム）　 燃えるごみ

火鉢　 燃えないごみ 灰を取り除いて

ＰＰバンド　 燃えるごみ

ひも　 燃えるごみ

氷嚢（ひょうのう）　 燃えるごみ

びょうぶ　 粗大ごみ 指定袋に入るものは燃えるごみ

肥料袋　 燃えるごみ 袋の中には物を入れないで

ビン類（食品、飲料びん、化粧品びん） 空きびん 中を洗って

ビンのふた　 燃えないごみ

ふ ファイル　 燃えるごみ 金具は燃えないごみ

ファクシミリ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ファンヒーター　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

封筒　 雑誌・雑がみ

ふすま　 粗大ごみ

ブーツ　 燃えるごみ

フードプロセッサー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

プール（家庭用・ビニール製）　燃えるごみ１ｍ角に切断

仏具　 燃えないごみ

武道具　 燃えないごみ

ふとん　 粗大ごみ

布団乾燥機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

フライパン　 空きカン・金属類 焦げ等の汚れが落ちない場合は、
燃えないごみ

ブラインド　 燃えないごみ

ぶら下がり健康機　 粗大ごみ 解体必要

プラモデル　 燃えないごみ

フラワースタンド　 燃えないごみ

フラワーポット　 燃えないごみ

ブランコ（家庭用）　 粗大ごみ 解体必要

プランター　 燃えないごみ

ブリキ　 燃えないごみ

プリンター　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

プリンターインク・カートリッジ ×　 購入先の回収ボックスへ

ブルーシート　 燃えるごみ１ｍ角に切断

ブルーレイ（ＤＶＤ）レコーダー 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

風呂すのこ　 粗大ごみ

ブロック　 埋立ごみ

フロッピーディスク（ケース含む）燃えないごみ

文鎮　 燃えないごみ

文房具　 燃えないごみ

噴霧器　 燃えないごみ 燃料と薬品を取り除いて

具　体　例 分別区分 備　　考

ふ 糞（フン）　 ×　 フン吸収砂やマットは商品説明
のとおり

へ ヘアスプレー　 空きカン・金属類 使い切り、火の気のない風通しの良い所で穴をあけて

米選機　 粗大ごみ 解体必要

ベッド　 粗大ごみ 粗大ごみの基準を超える場合、
一部解体必要

ペットボトル　 ペットボトル 中を洗って

ペットボトルのフタ　 燃えるごみ

ヘドロ　 埋立ごみ　搬入の際こぼれないよう注意

ベニヤ板　 燃えないごみ

ベビーカー　 粗大ごみ

ベルト（衣服用）　 燃えるごみ 金具は燃えないごみ

ヘルメット　 燃えないごみ

ペンキ　 ×　 販売店で引き取ってもらうか紙や
布に浸透させれば燃えるごみ

ペンキの缶　 空きカン・金属類 洗って

便器　 粗大ごみ 汚物は取り除いて

弁当箱（プラスチック製・アルミ製）　燃えないごみ

ほ ホイール（自動車）　 ×　 販売店に相談

望遠鏡　 粗大ごみ

帽子　 燃えるごみ

包装紙　 雑誌・雑がみ

防虫剤　 燃えるごみ タンス用程度

ホース（家庭用）　 燃えるごみ

包丁　 燃えないごみ 危なくないよう配慮して

ボール（スポーツ用品）　 燃えないごみ

ボールペン　 燃えないごみ

ポケットティッシュの袋　 燃えるごみ

歩行器　 粗大ごみ

ボタン　 燃えないごみ

ボタン電池　 ×　 販売店の回収ボックスへ
（店頭回収のボックスへ）

ポット　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ホットプレート　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ほ乳びん（耐熱ガラス、プラスチック）燃えないごみ

ポリバケツ・ポリタンク　 燃えないごみ

ボルト　 燃えないごみ

保冷剤　 燃えるごみ 硬いものは燃えないごみ

本　 雑誌・雑がみ

ポンプ　 燃えないごみ ハンディポンプ程度のみ

ボンベ　 ×　 携帯用カセットボンベは穴をあ
けて空きカン・金属類

ま マウスパッド　 燃えるごみ

マウス（ＰＣ用）　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

と トースター　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

時計　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

土砂　 埋立ごみ

トタン　 燃えないごみ

土鍋　 燃えないごみ

ドライバー（ねじ回し）　 燃えないごみ

ドライヤー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

トラクター　 ×　 販売店に相談

ドラム缶　 粗大ごみ 中身を取り除いて

トランク（旅行かばん）　 燃えないごみ

鳥かご　 燃えないごみ

塗料（揮発性の有機溶剤）　 ×　 販売店に相談

トレー　 燃えるごみ 中身を洗って店頭の回収ボックスへ

ドレッサー　 粗大ごみ

トロ箱（木）　 燃えるごみ

トロ箱（発泡スチロール）　 燃えるごみ

トロフィー　 燃えないごみ

な ナイフ　 燃えないごみ 危なくないよう配慮して

苗箱　 燃えないごみ できれば購入先でリサイクル

長靴　 燃えるごみ

流し台　 粗大ごみ

ながもち　 粗大ごみ

ナット　 燃えないごみ

なべ　 空きカン・金属類 焦げ等の汚れが落ちない場合は燃えないごみ

生ごみ　 燃えるごみ 土壌還元につとめましょう（Ｐ8）

波板　 粗大ごみ 金属・プラスチックに限る

縄　 燃えるごみ１ｍ以下に切断

に 人形　 燃えないごみ

ぬ ぬいぐるみ　 燃えるごみ

ぬか　 燃えるごみ

布類　 古布類

布きれ　 燃えるごみ

ね 根（木の根）　 粗大ごみ ５０kg以下

ネクタイ　 燃えるごみ

ネコの砂　 燃えるごみ

ねじ　 燃えないごみ

ネックレス　 燃えないごみ

寝袋　 燃えるごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

ね 粘土（紙）　 燃えるごみ

粘土（土）　 燃えないごみ

の 農機具　 ×　 販売店に相談

農薬　 ×　 販売店に相談

農薬のびん　 燃えないごみ 使い切ってから

のこぎり　 燃えないごみ

ノートパソコン　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

は バイク　 ×　 販売店に相談

灰（暖炉）　 燃えるごみ

灰皿　 燃えないごみ

バインダー（ファイル）　 燃えるごみ 金具は燃えないごみ

はかり　 燃えないごみ

はく製　 燃えるごみ

バケツ　 燃えないごみ

はさみ　 燃えないごみ 危なくないよう配慮して

はし　 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

はしご　 粗大ごみ

パソコン　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

発炎（煙）筒（使用済）　 燃えるごみ

発炎（煙）筒（未使用）　 ×　 販売店に相談

バックネット（金属）　 粗大ごみ 解体必要

バッテリー（車両）　 ×　 販売店に相談

バッテリー（車両以外）　 × 電気店等の回収ボックスへ

バット　 燃えないごみ

発泡スチロール　 燃えるごみ

花火　 燃えるごみ 発火しないよう水に浸して

歯ブラシ　 燃えないごみ

針　 燃えないごみ 危なくないよう配慮して

針金　 燃えないごみ

パレット（絵の具用）　 燃えないごみ

ハンガー　 燃えないごみ

ひ ピアノ　 粗大ごみ 粗大ごみの制限に注意

ＢＳ・ＣＳアンテナ　 燃えないごみ

ビー玉　 燃えないごみ

ビーチパラソル　 粗大ごみ

皮革製品　 燃えるごみ

ビデオカメラ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

ビデオテープ（ケース含む） 燃えないごみ

ビデオデッキ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

た 大工道具　 燃えないごみ 小型に限る

太鼓　 燃えないごみ

体重計　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

台所用品　 燃えないごみ

タイヤ（自転車用は除く）　 ×　 販売店に相談

タイヤ（自転車用）　 燃えないごみ

太陽熱温水器　 粗大ごみ 解体して水を取り除いて

太陽光パネル（ソーラーパネル） × 販売店に相談

タイル　 埋立ごみ

ダイレクトメール（チラシ）　 雑誌・雑がみ

ダイレクトメールの封筒　 雑誌・雑がみ 紙でなければ燃えるごみ

ダウンジャケット　 燃えるごみ

田植機　 ×　 販売店に相談

タオル　 古布類

竹類　 燃えるごみ５０㎝以下に切断

たたみ　 粗大ごみ 半分に切断

脱穀機　 ×　 販売店に相談

脱臭剤　 燃えないごみ

棚　 粗大ごみ 指定袋に入る場合は燃えないごみ

タバコの吸殻　 燃えるごみ

タバコの空き箱　 雑誌・雑がみ

タバコの外装フィルム　 燃えるごみ

卵の殻　 燃えるごみ

卵パック（プラスチック製）　 燃えるごみ

たらい　 粗大ごみ 指定袋に入る場合は燃えないごみ

タンク（容器）　 燃えないごみ 中身を除いて

たんす　 粗大ごみ

ダンボール　 ダンボール

反物　 燃えるごみ１ｍ角に切断

ち チェーン　 空きカン・金属類 金属製以外は燃えないごみ

チェーンソー　 粗大ごみ 燃料を取り除いて、危なくないよう

チャイルドシート（車用）　 粗大ごみ

チャッカマン　 燃えないごみ 燃料を使い切って

茶かす　 燃えるごみ

茶わん、茶器　 燃えないごみ

注射器具　 ×　 医療機関に返却

彫刻刀　 燃えないごみ 危なくないよう配慮して

調味料　 燃えるごみ 液体は紙等に浸透させて

チラシ　 雑誌・雑がみ 新聞紙でも可

つ ついたて　 粗大ごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

つ 杖　 燃えないごみ

机　 粗大ごみ

土壁　 埋立ごみ　木竹は取り除いて

つぼ　 燃えないごみ

釣りざお、つり道具　 燃えないごみ

土 埋立ごみ　

て ティッシュペーパー　 燃えるごみ

ティッシュボックス　 雑誌・雑がみ

ＤＶＤケース　 燃えないごみ

ＤＶＤプレーヤー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

テーブル　 粗大ごみ

テーブルクロス　 古布類 ビニール製は燃えるごみ

テープレコーダー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

テーラー　 ×　 販売店に相談

デジタルカメラ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

鉄筋コンクリート　 埋立ごみ

鉄板、鉄棒　 燃えないごみ

テニス用品　 燃えないごみ

手袋　 燃えるごみ

テレビ　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

テレビ台　 粗大ごみ

電化製品の緩衝材（発泡スチロール）燃えるごみ

電気カーペット、電気毛布　 粗大ごみ

電気コード　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

電気スタンド　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

電球　 燃えないごみ ガラスの素材が違うため、
「びん」に混ぜないで

電子部品　 燃えないごみ

電子レンジ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

電線　 燃えないごみ

電池　 乾電池 ボタン式、充電式電池は販売店に

テント（布地）　 燃えるごみ

電熱機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

てんぷら油　 ×　 回収ボックスへ（Ｐ８参照）

電話機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

と ドア（戸）　 粗大ごみ

樋（とい）　 燃えないごみ

トイレ掃除薬品　 ×　 販売店に相談

トイレ掃除用品　 燃えないごみ 付着物を除去して

トイレットペーパーの芯　 雑誌・雑がみ

陶磁器　 燃えないごみ 中を洗って

灯油　 ×　 販売店に相談
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

し 除湿器　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

除湿剤　　 燃えるごみ

除草剤　 ×　 販売店に相談

食器　 燃えないごみ

食器乾燥機　 燃えないごみ

飼料　 燃えるごみ

人工芝　 燃えるごみ

シンナー　 ×　 販売店に相談

新聞紙　 新聞紙

す 水銀灯 × 販売店に相談

水槽　 燃えないごみ

水中眼鏡　 燃えないごみ

水筒　 燃えないごみ

炊飯器　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

スーツケース　 燃えないごみ

スーパーのビニール袋　 燃えるごみ

スキーウェア　 古布類

スキーキャリア　 粗大ごみ

スキー用品　 粗大ごみ

スキャナー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

スクーター　 ×　 販売店に相談

スケート靴　 燃えないごみ

スケートボード　 燃えないごみ

スコップ　 燃えないごみ

鈴　 燃えないごみ

すずり　 燃えないごみ

すだれ　 粗大ごみ

スタンプ台　 燃えないごみ

ステレオ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ストーブ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧
ください（拠点回収）※燃料を取り除いて

ストッキング（化学繊維）　 燃えるごみ

砂　 埋立ごみ

スニーカー　 燃えるごみ

すのこ　 粗大ごみ

スノーボード　 粗大ごみ

スパイク　 燃えないごみ

スピーカー　 燃えないごみ

スプレー缶　 空きカン・金属類 使いきり、火の気のない風通しの良い所で穴をあけて

スプーン　 空きカン・金属類 金属製以外は燃えるごみ

すべり台（家庭用）　 粗大ごみ

スポーツ用品（小型）　 燃えないごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

す スポンジ　 燃えるごみ

墨（墨汁）　 燃えるごみ 紙等に浸透させて

すり鉢・すりこぎ　 燃えないごみ

スレート　 埋立ごみ

せ 精米機　 粗大ごみ

生花　 燃えるごみ

生理用品　 燃えるごみ

せいろ　 燃えないごみ

石材　 埋立ごみ

石油　 ×　 販売店に相談

石油ストーブ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧
ください（拠点回収）※燃料を取り除いて

石油ポンプ（家庭用） 燃えないごみ

石灰　 ×　 販売店に相談

せっけん（液体）　 燃えるごみ 紙等に浸透させて

せっけん（粉、固形）　 燃えるごみ

せっけんの外箱（紙製）　 雑誌・雑がみ

石膏（建築廃材以外）　 粗大ごみ

石膏ボード　 埋立ごみ

接着剤のチューブ　 燃えないごみ 接着剤を使い切ってから

セメント　 埋立ごみ　液体状不可、固形状の物に限る

セロハン紙　 燃えるごみ

セロハンテープ　 燃えるごみ

セロハンテープの芯　 雑誌・雑がみ

線香　 燃えるごみ

洗剤　 燃えるごみ 紙等に浸透させて

洗剤の計量カップ　 燃えるごみ

洗濯機　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

扇風機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

洗面器　 燃えないごみ

セーター　 古布類

そ 造花　 燃えるごみ 針金を使っているものは燃えないごみ

ぞうきん　 燃えるごみ

掃除機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

送風機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

草履　 燃えるごみ

ソファー　 粗大ごみ

そろばん　 燃えないごみ

た 体温計（電池式）　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

体温計（水銀式）　 × 医療機関等にご相談ください
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

け 顕微鏡　 燃えないごみ

研磨剤　 燃えないごみ

こ 碁石　 燃えないごみ

鯉のぼり（布地のみ）　 燃えるごみ

耕うん機　 ×　 販売店に相談

工具　 燃えないごみ 小型に限る

工作機械　 ×　 販売店に相談

香料　 燃えるごみ 液体は布などに浸透させて

ゴーグル　 燃えないごみ

コード　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

コーヒーメーカー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

黒板　 燃えないごみ

ござ　 燃えるごみ

こたつ　 粗大ごみ

コップ　 燃えないごみ

コットン　 燃えるごみ

木の葉　 燃えるごみ

ゴム手袋　 燃えるごみ

米びつ　 燃えないごみ

コルク　 燃えるごみ

ゴルフボール　 燃えないごみ

ゴルフクラブ　 粗大ごみ

ゴルフバック　 粗大ごみ

コンクリート　 埋立ごみ

コンタクトレンズ　 燃えるごみ

コンバイン　 ×　 販売店に相談

コンパネ　 粗大ごみ

コンロ　 燃えないごみ ガスボンベ缶は取り除いて

さ サーフボード　 粗大ごみ

座椅子　 粗大ごみ

財布　 燃えるごみ

酒パック（内側がコーティング）燃えるごみ

雑誌　 雑誌・雑がみ

サッシ（窓枠） 粗大ごみ

殺虫剤　 ×　 販売店に相談

座布団　 燃えるごみ

皿　 燃えないごみ

三脚　 燃えないごみ

サングラス　 燃えないごみ

サンダル　 燃えるごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

さ 三輪車　 粗大ごみ

し シーツ　 古布類

辞書　 雑誌・雑がみ

ＣＤ（ケースを含む）　 燃えないごみ

ＣＤプレーヤー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

ジェットスキー　 ×　 販売店に相談

磁石　 燃えないごみ

システムキッチン　 粗大ごみ

下着　 燃えるごみ

七輪　 燃えないごみ 灰等は取り除いて

漆器　 燃えないごみ

湿布剤　 燃えるごみ

自転車　 粗大ごみ

自動車、自動車部品　 ×　 販売店に相談

芝　 燃えるごみ 土類は除去して

芝刈機　 粗大ごみ 燃料は除去して

写真　 燃えるごみ

ジャッキ　 燃えないごみ

砂利　 埋立ごみ

シャンプーボトル　 燃えるごみ

ジューサー　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

じゅうたん　 粗大ごみ

充電器　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

充電式電池　 × 販売店に返却

収納ケース　 燃えないごみ

潤滑油　 ×　 販売店に相談

消火器　 ×　 販売店に相談

定規　 燃えるごみ

将棋の駒・盤　 燃えないごみ

障子　 粗大ごみ

浄水器　 燃えないごみ

消毒薬　 ×　 販売店に相談

照明器具　 燃えないごみ

じょうろ　 燃えないごみ

植物（樹木以外）　 燃えるごみ 土類は除去して

植物油（食用油以外）　 燃えるごみ 液体不可、紙類に浸すこと

食物・食料品　 燃えるごみ

食用油（植物性）　 ×　 回収ボックスに（Ｐ8参照）または、植物
性油は布や紙に浸透させて燃えるごみ

食用油の缶　 空きカン・金属類 汚れの落ちないものは燃えないごみ

食用油のびん　 空きびん 汚れの落ちないものは燃えないごみ

食用油のプラスチックボトル　燃えるごみ
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

か 掛け軸　 燃えるごみ

傘　 燃えないごみ

加湿器　 小型家電リサイクル

菓子の空き箱（紙製）　 雑誌・雑がみ

ガス器具・コンロ　 粗大ごみ 電池・ガスボンベは取り除いて

ガスボンベ（ＬＰ）　 ×　 販売店に返却

カセットテープ　 燃えないごみ

カセットデッキ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

カセットボンベ（家庭用）　 空きカン・金属類 使いきり、火の気のない風通しの良い所で穴をあけて

ガソリン　 ×　 販売店に相談

楽器　 燃えないごみ

カッターナイフ　 燃えないごみ 危なくないように紙等で包んで

かつら　 燃えるごみ

金づち　 燃えないごみ

かばん　 燃えるごみ 金具がついているものは燃えないごみ

壁紙　 燃えるごみ

壁土　 埋立ごみ

釜　 燃えないごみ

鎌　 燃えないごみ 危なくないように紙等で包んで

紙くず　 雑誌・雑がみ ※P3を参照

かみそり　 燃えないごみ 危なくないように紙等で包んで

紙パック（牛乳パックを除く）　燃えるごみ

紙袋　 雑誌・雑がみ

ガム　 燃えるごみ

カメラ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

蚊帳　 燃えるごみ

火薬　 ×　 販売店に相談

カラオケセット　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

ガラス　 燃えないごみ 危なくないように紙等で包んで

瓦礫類　 埋立ごみ

革靴　 燃えるごみ

缶　 空きカン・金属類 錆びているものは燃えないごみ

管（金属・プラスチック）　 燃えないごみ

換気扇　 燃えないごみ

乾燥剤　 燃えるごみ

乾電池　 乾電池

顔料　 ×　 販売店に相談

き 木（剪定枝、木くず）　 燃えるごみ 長さ50㎝以下、直径5㎝以下、
土は除去して

木（樹木、柱など）　 粗大ごみ 粗大ごみの制限に注意

キーボード　 燃えないごみ

杵　 粗大ごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

き ギブス　 燃えないごみ 薬品は取り除いて

着物　 古布類

脚立 粗大ごみ

キャタピラ　 ×　 販売店に相談

キャビネット　 粗大ごみ

牛乳パック　 燃えるごみ スーパーの回収ボックスへ

鏡台　 粗大ごみ

漁網（投網）　 燃えるごみ１ｍ角に切断、鉛は除去

金魚鉢　 燃えないごみ

金庫　 粗大ごみ 30㎝以下の手さげは燃えないごみ

く 空気入れ（手押し式）　 燃えないごみ

クーラー（室外機も含む） 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

クーラーボックス　 燃えないごみ

釘　 燃えないごみ 危なくないように配慮して

草　 燃えるごみ 土を取り除いて

草刈機　 粗大ごみ 燃料等を取り除いて

草刈機の刃　 燃えないごみ 危なくないように配慮して

くさり　 空きカン・金属類

靴　 燃えるごみ 安全靴やスパイク等、金属類が
ついたものは燃えないごみ

靴下　 燃えるごみ

グラスウール（断熱材） × 販売店に相談

グリース　 ×　 販売店に相談

クリーニングの紙袋・台紙　 雑誌・雑がみ

車椅子　 粗大ごみ

クレヨン　 燃えるごみ

グローブ　 燃えるごみ

くん煙剤　 燃えるごみ

軍手　 燃えるごみ

け 蛍光灯　 燃えないごみ イベント回収を利用

計算機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

携帯電話　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

ゲーム機　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

消しゴム　 燃えるごみ

化粧品（中身）　 燃えるごみ 液体は布などに浸透させて

化粧品のビン　 空きびん 中を洗って

下駄　 燃えるごみ

血圧計（電池式）　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

血圧計（水銀式）　 × 医療機関等にご相談ください

剣山　 燃えないごみ

原動機付き自転車　 ×　 販売店に相談
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◎燃えるごみ、燃えないごみの中で、指定袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

具　体　例 分別区分 備　　考

あ アイス枕　 燃えるごみ

アイロン　　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

アイロン台　 燃えないごみ

足ひれ　 燃えるごみ

雨具（カッパ）　 燃えるごみ

雨戸　 粗大ごみ

網戸　 粗大ごみ

アルバム　 燃えないごみ 紙製の薄いものは燃えるごみ

アルミサッシ　 粗大ごみ

アルミホイル（アルミ箔）　 燃えないごみ

安全ピン　 燃えないごみ

アンテナ　 粗大ごみ

あんま機（マッサージチェア）　粗大ごみ

い 囲碁・将棋盤（道具含む）　 燃えないごみ

石　 埋立ごみ

衣装ケース　 粗大ごみ

椅子　 粗大ごみ

一升びん　 空きびん 販売店に返却

板ガラス　 燃えないごみ

一輪車　 粗大ごみ

一斗缶　 空きカン・金属類

犬小屋　 粗大ごみ

医薬品　 燃えるごみ 劇物指定品は不可

医療廃棄物（注射器、チューブ等） × 医療機関等にご相談ください

衣類　 古布類

衣類乾燥機　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

入れ歯　　 燃えないごみ

う ウインドエアコン　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

植木鉢　 燃えないごみ 土類は除去して

浮き輪　 燃えるごみ

うす　 粗大ごみ 石製は埋立ごみ

腕時計　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

上敷き　 粗大ごみ

運動器具　 燃えないごみ

え エアコン（室外機も含む）　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

液晶テレビ　 家電リサイクル 家電リサイクル対象品

絵の具のチューブ　 燃えないごみ

ＬＰガスボンベ　 × 販売店に返却

エレクトーン　 粗大ごみ

具　体　例 分別区分 備　　考

え 園芸用品　 燃えないごみ 土類は除去して

エンジン　 ×　 販売店に相談

延長コード　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

鉛筆　 燃えるごみ

鉛筆削り　 燃えないごみ

塩ビパイプ　 燃えないごみ

お オイル（機械油）　 ×　 販売店に相談

オイルヒーター　 ×　 販売店に相談

応接セット　 粗大ごみ

オーディオ機器　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

オーディオラック 粗大ごみ

オートバイ　 ×　 販売店に相談

オーブントースター　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

オーブンレンジ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください（拠点回収）

おけ　 燃えないごみ

押しピン　 燃えないごみ 危なくないように配慮して

帯　 燃えるごみ

おまる　 粗大ごみ 付着物は除去して

おむつ　 燃えるごみ 汚物は取り除いて

おもちゃ　 燃えないごみ 布製は燃えるごみ

オルガン　 粗大ごみ

温室　 粗大ごみ 解体して

温水器　 粗大ごみ 解体して

温度計　 燃えないごみ

温風ファン　 粗大ごみ

か カーオーディオ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

カーテン　 燃えるごみ

カーテンレール　 燃えないごみ

カード類（キャッシュ・クレジット等）燃えるごみ はさみで切って

カーナビ　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

カーペット　 粗大ごみ

カーポート　 粗大ごみ 解体して

貝殻　 燃えるごみ

懐中電灯　 小型家電リサイクル ※小型家電リサイクルのページ（P６）をご覧ください

カイロ　 燃えるごみ

鏡　 燃えないごみ

花器・花びん　 燃えないごみ

鍵　 燃えないごみ

家具　 粗大ごみ

額　 燃えないごみ 危なくないように紙等で包んで
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　野洲クリーンセンターが新しく建替えられ、平成28年10月より稼動を始めました。
　新しい施設では、最新のごみ処理技術を導入し、温室効果ガスやダイオキシン等の環境汚染物質の発
生を低減します。さらには、リサイクルセンターを併設し、資源のリサイクルも積極的に行えるものと
なっています。
　新クリーンセンターでは、プラスチックごみを燃焼ごみとして処理します。そして、焼却した際に出
た熱エネルギーを利用し、熱のリサイクル（サーマルリサイクル）を行います。

月曜～土曜日（日・祝・年末年始等は休み）

午前9時～12時　　午後1時～4時

燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみ
100円/10㎏（家庭ごみ）

最大積載量が2トン以上の車両で搬入する場合は、
事前申請が必要です。土曜・日曜・祝日を除く4
日前までに市役所環境課・クリーンセンター・蓮
池の里第二処分場にて申請してください。（申請後、
現地確認を行う場合があります。）

※1日に搬入できる量は4トン以下です。
※市の指定袋に入れていただいても直接搬入の場合、手数料が必要になります。
※事業所のごみを搬入する場合は、事前にクリーンセンターにご相談ください。
※産業廃棄物は搬入できません。

※1ヶ月に搬入できる量は2トン以下です。
※焼却灰の処分はできません。
※事業所は搬入できません。
※産業廃棄物は搬入できません。

野洲クリーンセンター

野洲クリーンセンターがリニューアルしました

ごみの直接搬入について
●燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみは野洲クリーンセンターへ

野洲市大篠原3335番地
TEL.077-588-0568　FAX.077-586-2150

搬 入 日

搬入時間

手 数 料

搬入条件

月曜～金曜日、第１土曜日
（日・祝・年末年始等は休み）

午後1時～ 4時

130円/10㎏

最大積載量が350㎏を超える車両で搬入する場合
は、事前申請が必要です。土曜・日曜・祝日を除
く4日前までに市役所環境課・クリーンセンター・
蓮池の里第二処分場にて申請してください。（申請
後、現地確認を行う場合があります。）

蓮池の里第二処分場
●コンクリート、瓦、ブロックなどの埋立ごみは、蓮池の里第二処分場へ

野洲市須原1040番地1
TEL.077-589-2117　FAX.077-589-2172

搬 入 日

搬入時間

手 数 料

搬入条件

小南北
久野部

大篠原

小篠原

冨波甲北

大篠原北浄勝寺前

野洲北中
●

東海道本線

希望が丘
文化公園

東海道新幹線

篠原小●野洲図書館
●

村田製作所

至
彦
根

至
大
津

8

野洲クリーン
センター

六条

六条中

須原口

堤
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