令和４年度 ごみ出し説明会資料
● ビーズクッション・羽毛布団について。
ビーズクッション（大小問わず）や羽毛布団は、収集する際に袋が破裂した時、収集車から
ビーズや羽毛が飛散し、ステーション周りに散乱することがあります。
散乱したビーズや羽毛を収集業者が回収することはできないため、各地区で清掃をお願いします。

● 全面を覆い隠さないでください。
※“出してはいけないもの”や“太さが１０㎝以上ある木の枝や木の棒”などが入っていないか
確認するため。紙おむつや生ごみなどは、新聞紙で小さく包んでください。

● ごみ分別アプリ「さんあーる」

※ 伊那市ごみ分別アプリ
「さんあーる」 ios版

※ 伊那市 ごみ分別アプリ
「さんあーる」 Android版

※ 伊那市ごみの捨て方
に関する情報

燃やせるごみ

指定ごみ袋で出すもの

資源化できない紙類

出せるもの

落ち葉、剪定枝
木製品、草木

布類

生ごみ

紙製容器
貝殻

※水気を切ってください。

太さは、１０ｃｍ以下
長さは、５０ｃｍ以下

食品やにおいがついた紙、
筒状の紙、写真、米袋など

プラスチック製品

おむつ

ビニール製品・スポンジ製品

買ってきた
ポンプ容器

チャック付き
保存バッグ

ゴム製品・皮革製品

荷物を縛る
ビニールのひも
（PPバンド）

ブルーシート

洗っても汚れ
が落ちない
資源プラスチック
も「燃やせるごみ」です。

※汚物は取り除く

※ブルーシートは５０ｃｍ程度に切り、留め具をとってください。
また、ひもなど、長いものも５０ｃｍ程度に切ってください。

アルミ箔製品

在宅医療廃棄物
非鋭利性・非感染性のもの体液・血液が
付着していないもの（在宅医療で出るごみ
に限る）※在宅医療廃棄物は、プラマーク
があっても「燃やせるごみ」に出す。

アルミホイル、
鍋焼きうどんなどの使い捨てアルミ鍋

☜
ゴムホースなど、長いものは、５０㎝程度に切る。

わ全
か面
らを
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めも
、の
回は
収、
し中
ま身
せが
ん
。

重
要

燃やせるごみです。

保冷剤、使い捨てカイロ

焼却灰 畦シート、育苗箱など、ビールケース （市の収集には出せません）

【感染症予防】
・ごみ袋は、しっかり縛って、封をしましょう。
・ごみ袋の空気を抜きましょう。
・ごみ袋に、ごみを詰め込み過ぎないよう、８割程度にしましょう。
●生ごみはしっかりと水気を切ってからごみに出してください。
●ファスナーなどの金属類は取り外してください。
★金属類が取り外せないものは「燃やせないごみ」に出してください。
●紙おむつの汚物は取り除いてから出してください。
●長いものは50㎝程度に切ってから出してください。
●剪定枝は、太さ10㎝、長さ50㎝以下に切ってください。
●指定ごみ袋に入りきらない量がある場合は、直接、施設に持ち込んでください。
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燃やせないごみ
出せるもの

指定ごみ袋で出すもの
陶磁器

金属類
素焼きの
植木鉢

ガラス製品・割れたガラス
かがみ・電球

スプレー缶
カセット式ガスボンベ
開穴
けを
る横
と面
見に
や
す
い

われた
びん・蛍光灯

化粧品
のびん

ガラスの
灰皿

使い捨て
ライター

火が付かない状態で
輪ゴムなどで固定する。
火の気がなく、風通しの
良い場所に置いて、ガス
を抜く。

使い捨てライターは、
中のガスを使い切って
から出す

金属と可燃物の混合物
中身は使いきり、穴を開ける
出来るだけ大きな穴を開ける
穴が小さい場合は、〇をして目印をつける

電気や
電池で動く
電化製品

リングファイル、回覧版
※紙類は取り除く

分別が困難なもの
（わけられないもの）

電池は取り除き
有害ごみに出す

電気カーペットなどは、
「電気カーペット」と
わかるように出す。
電気部分を表に
してください。
金属と木のハンガー
ビニールでコーティングされた金属のハンガー

家電リサイクル対象品
は出せません。

重
きけん

紙等で包む

刃物やわれたガラスなどは新聞紙などで包み、
「きけんぶつ」や「ガラス」と明記してください。

要

充電式の家電
モバイルバッテリーなどは
出せません。

（施設持ち込み・市の収集に）

バッテリー 消火器 ガスボンベ、自動車部品 塗料、機械油
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資源プラスチック

回収袋で出すもの

・買ってきた商品が入っていた、プラスチックの器や包装で、
商品が無くなったときに、いらなくなる器や包装

出せるもの

・

プラマークが、付いているもの

◆二重袋は禁止

資源プラスチック
（プラスチック製容器包装）

お弁当を買います

食べてしまうと容器は
必要がなくなります。
この容器を資源プラとして
回収します。

食べます

シャンプーが欲しくて買ってきます

付着物をとりのぞき、
水でゆすぎ、回収袋
に入れます

頭を洗います

シャンプーが無くなると、
容器や詰め替えの袋は、
必要がなくなります。
資源プラで回収します。

資源プラスチックの対象には
プラマークが付いています。
目印にしてください。

プラスチック製容器・カップ類
ラップ・袋類

ボトル・チューブ類

ポンプも資源プラ

PETボトルの
ラベル・キャップ

発泡スチロール類

値札はついたまま
でも大丈夫です。

中が洗いづらい場合は、
半分に切って、洗う。
切り口で、手を切らによう
に注意。

二重袋禁止

マヨネーズやケチャップ、
ソースなどは、必ず中身が無い状態で、
回収袋に入れてください。

プラスチック製品
容器そのものが、必要で
買ってきたため、資源プラ
ではありません。また、
ひも状のもの チャック付き 外で使ったものは劣化して
外で使った
保存バック いるため、資源プラには
発泡スチロール
なりません。

レジ袋にごみや資源プラをいれた袋を、
そのまま回収袋に入れてはいけません。

保存容器

これらは、「燃やせるごみ」です。

カップ麺の容器は、
紙のものもあります。
ラベルで確認してください。
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古紙類

※紙のみの状態にしてから出す。

濡れているもの、油でよごれているものは回収しません。

段ボール箱は必ずたたんで、しばる。

段ボール

段ボール

断面を見て、ナミナミがある

段ボールは、たたみます。

新聞紙・広告・ちらし

ひもで十文字にしばります。

●新聞紙とちらしは一緒でもかまいません。
ただし、段ボール、雑誌、その他紙など
は混ぜないでください。
●段ボールやビニール袋に入れて、
出すことはできません。

新聞紙や
挟まれてくる
ちらし・広告

ひもで十文字にしばります。

雑誌・古本 ビニールや革などの表紙、付録は取り除きます。
（紙のみの状態にしてください）
雑誌、本、広報誌、
図鑑、事典、ノート、パンフレット
など

付録・
景品は
取り除く

ひもで十文字にしばります。

※ダイレクトメールなどの
ビニール袋も取り除く

その他紙

お菓子の空箱
紙袋・封筒

何も書いてない画用紙
カレンダー・ポスター
※金属は取り除く
金具やビニールは取り除く
【その他】
学校からのお便り、
コピー用紙
Ｙシャツの台紙、
リーフレット
ティッシュペーパーの空箱

古紙回収に出せない紙
感熱紙

牛乳パック

圧着はがき
写真

ティッシュ
ペーパー
筒状の紙
緩衝材封筒
（複合紙）

不織布
臭いが付いた紙 食べ物が付いた紙
紙おむつ

その他紙は、まとめて、
紙袋や封筒に入れ、
十文字にしばって
お出しください。

シール
ステッカー

は、
牛乳パックの
回収に出して
ください。

アルミコーティング紙

金紙、銀紙、壁紙、ふすま紙、
米袋・
布張りした紙、アイロンプリント紙
飼料袋
防水加工された紙
普通の紙質ではない特殊な紙
豆乳などの紙パック飲料
カーボン紙

段ボール箱やビニール袋の中に入れて出さないでください。ガムテープは使用できません。
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びん類（商品が入っていたガラスびん）
びん類

人が食べたり、飲んだりしても
害がない物が入っていたガラスびん

びん類で回収するのは「ガラスびん」だけです。
ガラス食器、灰皿、板ガラス、陶磁器などは回収しません。
注意してください。
ジョッキ

白色・乳白色
陶磁器
化粧品
殺虫剤

ガラス灰皿

ガラス食器
耐熱ガラス

【生きびん】

●日本酒の一升びん： 茶色と緑色のびんのみ
●大手ビールメーカーのビールびん（大中小）
●ノンアルコールビールのびん
（リターナブルびんの表示があるもののみ回収）

【透明びん（すりガラス状のもの）】

●色がついていないびん（透明）
※梅酒等を作るために、買ってきた
ガラス容器は「燃やせないごみ」です。

びんの色は、光にあてて見たとき
に見える色で判断。
少しでも違う色に見える場合は、
その他の色のびんになります。

注意事項

【茶色びん】

●茶色のびん
リターナブルびんではないビールのびん・
栄養ドリンクのびん、 ジュースのびん・
飲み薬のびんなど

【その他の色びん】

●透明、茶色以外の色のびん
焼酎・ワイン・ウィスキーなど
茶色・透明（白色）以外
の色のびん

栓、王冠、キャップ
ふたはとる！
キャップが取れないや、残っているものは、
「燃やせないごみ」に出してください。
伊那市では、金属製のキャップは
「燃やせないごみ」になります。
白色・乳白色のガラスびんは
使われている塗料が分からない
ため、「燃やせないごみ」に出して
ください。

ふたをとり、水でゆすぐ。ラベルは可能な限り、はがす。
コンテナを設置する際は、間をあけ、びんが混ざらないようにする。
汚れているもの、割れているものは収集しません。燃やせないごみへ
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ペットボトル・缶類
ペットボトル

※キャップはとり、水でゆすぐ

キャップ・ラベルはとる！
潰せるものは、つぶす‼
キャップ・ラベルは資源プラスチック
●中を空にして、水でゆすぐ。
●資源物ステーションにあるネットの中に入れる。
回収用ネットに入って いないものは収集しません。
※ビニール袋などに入れたまま出してはいけません。

ペットボトルに色が付いていても
PETマークがあれば回収します。
ラベル・キャップが付いていたままや、
飲み残しが入ったままなどのPETは、
回収しないことがあります。

PETマークの付いたものが対象です。
その他のマークはペットボトル回収
では回収できません。
捨てる場合は、プラスチック製品として、
「燃やせるごみ」にお出しください。
資源プラスチックではありません。

●
プラマークのついたボトルは、回収しません。
●飲み物以外を入れたペットボトルは、回収しません。
●油性マーカーなどで文字を書いたペットボトルは、
回収しません。また、工作などに使用したペットボトル（切ったり、何かをくっつけたりしたもの）は、
回収しません。「燃やせるごみ」にお出しください。

缶類

●中を空にして、水でゆすぐ。
●缶詰のふたは、付着物をとり、マークを確認。
缶コーヒー、缶詰、
ペットフード缶、海苔の缶、
おせんべい・クッキーなどの缶、
食用油の缶

プルタブは付けたまま
お出しください。

缶ビール、缶ジュース、缶コーヒー
缶詰、缶詰のふた（アルミマークあり）
ボトル缶（ふたは「燃やせないごみ」）

アルミ缶は、
つぶしてください。

たばこの吸い殻など異物は、絶対に入れない。
最近、缶類の回収用ネットの中に、びん類が
混ざっていることが増えています。
資源物の回収時は、回収用コンテナなど
の間隔をあけ、回収物が混ざらないよう
注意をしてください。

●カセット式ガスボンベ、スプレー缶
●一斗缶以上の缶 ●塗料の缶
●機械油の缶
は、出せません。
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紙パック（500mℓ以上のもの）

牛乳パックは、伊那地区と
高遠町、長谷地区で、
収集方法が異なります。
ご注意ください。

※注ぎ口にプラスチックが
使われているものは、
プラスチック部分は取り除く

★牛乳パックではないアルミコーティングの一例
紙パックの豆乳・野菜ジュース（200mℓ）、紙パックの焼酎（ものによる）

朝８時までに回収場所に出してください。

ステーションや資源回収場所
とは異なります。
出す前に場所の確認を！

※事業所から出る廃油は、市の回収には出せません。
※時間外に出された廃食用油は回収しません。
※ペットボトルの底に5㎜以上、不純物（水含む）があるものは回収しません。

収集日は年２回、各地区の決められ場所にお出しください。
乾電池（単１形

9V

角形
【回収対象】
～単４形）
●使用済み乾電池（単〇形と表示があるもの）
コイン電池 ボタン電池
（マンガン電池、アルカリ電池、コイン・ボタン電池、1.5Vリチウム電池、充電式ニッケル水素電池）
●９V角形乾電池（長方形の電池：マンガン電池・アルカリ電池。９Ⅴ（形）と表記あり）
●使用済み蛍光管（直管、円形、球形など） ※割れた蛍光灯は「燃やせないごみ」
⇒箱から出してください。
●水銀式測定器（血圧計、体温計など） ⇒ 市役所等で随時回収しています。

【注意】以下は有害ごみの回収に出せません。
●充電池（乾電池タイプ除く）
・バッテリー（ニカド電池、ニッケル水素電池、 リチウム
イオン電池）⇒店頭回収
●電球・ＬＥＤ⇒「燃やせないごみ」

このマークがあるものは処理困難物
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※重さで処理費用が発生します。

粗大ごみ・大型可燃ごみ

２０㎏まで４００円、２０ｋｇ超えて１０㎏増えるごとに２００円追加される。

●指定ごみ袋に入りきらないものは処理施設へ直接持ち込む。
粗大ごみは、クリーンセンター八乙女（箕輪町）へ持ち込み

例えば

１個が大きく
指定ごみ袋に
入りきらない
クリーンセンター八乙女

指定ごみ袋

自分で
持ち込み
ます。

燃やせるごみ（大）
燃やせないごみ
の袋に入りきらない。

※壊して袋に入れば指定ごみ袋で出せます。

【ポイント】
木製品・プラスチック製品（燃やせるごみ）でも指定ごみ袋に入りきらない場合は、
エアーベッド
「粗大ごみ」です。
ふすま

アクリル板
衣装ケース

樹脂製なみ板
（タキロン）

木の板
コンパネ
ベニヤ

※一例です

【その他】 ※一例です

漬物
おけ

買い物かご

コンポスト

障子
大型プランター

ストーブ

炊飯器

洗濯かご
ポリタンク
ガーデンフェンス

扇風機
掃除機
ソファー（スプリングなしのみ）

テーブル

いす

楽器
（ピアノ除く）

たらい

自転車

電化製品で、充電式（バッテリー内蔵式）のものは持ち込めません。

姿見

かさ

指定ごみ袋に入らないもののうち、
布製の大きなもの、植物性の大きなものは「大型可燃ごみ」です。
大型可燃ごみは、上伊那クリーンセンターへ持ち込む
マットレス
ふとん（敷布団、掛布団）
（スプリングなしのみ）

カーペット
じゅうたん

※一例です

ござ
畳（１世帯
１日５枚まで）

よしず

木の枝などは、
太さ１０㎝、長さ５０㎝まで
です。
上伊那クリーンセンター

この他に、民間業者に依頼する方法もありますが、
運搬費・人工・処理費用が別途かかります。金額は、業者ごと異なりますので、確認してから発注してください。

-8-

出せないごみ

上伊那クリーンセンター、クリーンセンター八乙女では処理できません。
処理については、購入店や専門の処理業者に依頼してください。※以下のものは、一例です。

処理困難物
物干し台
焼却灰

豆炭の灰
リヤカー

ドラム缶
スプリング入りの
ベッドやソファー
マットレス

コンクリート
ブロック

ボイラー
給湯器

石・岩・砂

漬物石
コンクリート

あんか
鉱物製の
トイレ砂

消
火
器

ボーリング
の玉

動物の死体・汚物
石綿・グラスウールなど

液体のもの

危険物

ホーム
タンク

自転車、ＰＣ、工具、充電式家電、
モバイルバッテリー、電子タバコ
などのバッテリー類
臼（うす）

ピアノ

ガ
ス
ボ
ン
ベ

塗
料

オ機
イ械
ル油
毒物、薬品、石綿など

自動車部品

タイヤ
ホイル

バッテリー
フィルター、マフラー、バンパー

ライト、ミラー

事業系廃棄物
農薬

ビニールハウス
資材

農業用
機械

建築廃材
※リフォームの廃材も
建築廃材として扱います。

畔シート、育苗箱など
水稲栽培に使うもの

アルミサッシ、瓦、浴槽、
便器、タイル、断熱材、壁材、
屋根材、断熱パネルなど

農業用機械・資材・農薬

医療系廃棄物

家電リサイクル法対象品

感染の心配があるもの
注射針など鋭利なもの
血液や体液がつたもの

在宅医療の一部除く
（非感染・非鋭利）

バイク

エアコン
テレビ
冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
（衣類乾燥機）
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ご家庭で使用済みとなった電気や電池で動く家電製品を回収しています。

無料

この他にも、通信機器、
電子記録媒体、AV機器、
生活家電、調理器具家電、
健康器具、電子玩具なども
回収対象です。
計算機、キッチンタイマーも

【小型家電の出し方】
●市役所、総合支所、支所等に設置されている小型家電回収ボックスに入れてください。
●回収ボックスの入り口は、２０㎝×４０㎝になっています。入口に入らないものは回収できません。
指定ごみ袋に入る場合は「燃やせないごみ」に、指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみに出してください。

●電池やバッテリーは取り外してから回収ボックスに入れてください。
●箱やビニール袋に入れたまま回収に出さないでください。
40cm

小型家電に出せないもの
20cm

回収ボックスの入口に入る家電
取り除く

分解した家電

電池・バッテリーが取り外せるものは
電池・バッテリーを取り除いてから
入れてください。

回収ボックスに入らない
大きさの家電は
充電式の家電は、そのまま入れて 「燃やせないごみ」・「粗大ごみ」
ください。※燃やせないごみには出せません。
になります。
（2021.4.1現在）

事業所の電化製品

【回収ボックス設置場所】（2021.4月現在）

禁
止

電子タバコ、モバイルバッテリー、乾電池類

ただし、
テレビ

（家電リサイクル法対象家電）

伊那市役所本庁舎（１階）、高遠町総合支所、長谷総合支所
富県支所、美篶支所、手良支所、東春近支所、西箕輪支所
西春近支所、伊那市立図書館（１階）

ポータブルテレビは、回収できます。
（AC電源を使用しないテレビ）

【回収できないもの】
●家電リサイクル法で指定されている家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵・冷凍庫、洗濯・乾燥機）
●電子タバコ、モバイルバッテリー、乾電池、バッテリーは回収しません。
●木製品を含むスピーカー、こたつ、電子オルガン
●破砕困難物である電気毛布、電気カーペット
●大型の家電製品（回収ボックスに入らないもの、ランニングマシンー、マッサージチェア）
●有害物質を含む小型家電（蛍光灯、フロンガス式除湿器）
【注意事項】
●PC、携帯電話、デジタルカメラ、ICレコーダーなどに保存されている個人情報は、 必ず消去してから出してください。
●電池やバッテリー（充電式電池）は必ず外してください。
●回収に出された小型家電は、一切返却できませんのでご注意ください。
●事業所のものは回収できません。
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ステーション管理
【ステーションの管理】
①ステーションを清潔に保つ
②ステーションに残されたごみの処理
③扉の開け閉め
④掲示物の管理（収集看板、お知らせなど）

ステーションの周りの
管理もしてください。

※ステーションの看板について、見えなくなったりしているものは、新しいものを支給いたし
ますので、ステーションの種類と番号を申し出てください。
ただし、看板の在庫にも限りがありますので用意に時間がかかる場合が
ございますので来庁前に連絡をお願いします。

⑤故障・不具合・さび止めなどの管理
※ごみ収集ステーション整備事業補助金があります。（事業前申請）
条件（抜粋）・１５世帯以上が使用しているステーション
・補助金額、回収に要する経費の２分の１。（限度額１０万円）
・その他にも条件があります。

⑥鍵による管理
鍵を取り付ける場合、開け閉めなどは各地区で管理してください。
【注意】
鍵を付けたステーションで収集時、鍵が開かない場合は収集できません。
鍵を開け忘れた場合は、各地区でごみを処理施設に持ち込むか、次回の収集に出してください。
収集業者に鍵の管理はお願いできません。（令和3年3月）

【箱ではないステーションの管理の注意点】
●風でごみが舞わないようにする
⇒ 特に資源プラスチックは、ネットで覆うなど風で飛散しない対策をとってください。

工事などで通行止めになり、収集ステーションまで収集車がいけない
場合、収集ができません。
通行止め期間中は「ごみを出さない」や「臨時的に違う場所に出す」な
どの対応をお願いします。
臨時的に違う場所に出す際は、事前（1週間前）に連絡をお願いします。
間際での連絡は対応ができませんので、必ず連絡をお願いします。
その際、場所の確保や使用者への周知は各地区で行ってください。

収集しません！
（できません）
ごみ収集
ごみが多い場合、無理やり、ステーションに押し込まないでください。
ステー
扉が開かないや、外れて動かないなどの原因になります。
扉が開かない場合、回収できないことがありますので、ご容赦ください。 ション

可 可
燃 燃
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ステーションに残されたごみの処理
【ステーションに残されるごみ】
①

分別が不十分なごみ

【燃やせるごみで残されるもの】
・燃やせるごみに、びん類、缶類、乾電池などが入っている。
・全面を覆い隠し、中身がまったく確認できない。
【燃やせないごみで残されるもの】
・プラスチック、アルミ箔、ゴム、革製品、ペットボトルが入っている。
・二重袋で中身がわからないものがある。
・スプレー缶に穴が開いていない。
・電池、バッテリー、水銀使用製品が入っている。
・資源物（びん、かん）のみ
【資源プラスチック】
・二重袋
・プラスチック製品が入っている。
二重袋
・食べかすなどの付着物（きたない）が残っている。
【共通】
・指定ごみ袋以外で出している。（古い指定ごみ袋 証紙代30円）
・出す場所を間違えている。（燃やせないごみに燃やせるごみなど）
※２種類以上のごみを出す場所は、必ず“仕切り”をつけてください。
・処理困難物が入っている（出してはいけないもの）
・指定袋の中に入りきっていない。
入りきっていない
※指定袋に入っている状態は、ひも・テープなどを使用しないで、
※イメージ
袋の取っ手でしばれ、袋の中に入りきっていることを言います。
袋をかぶせる（2枚袋を使っている状態）もだめです。

②

収集後に出されたごみ

収集日の当日の朝８時までに出していただく決まりです。収集後に出されたごみは残ります。

③

事業系のごみ

事業者（事務所、商店など）は市が収集する「燃やせないごみ」・「資源プラスチック」には
出すことができません。
燃やせるごみのうち、生ごみ、紙類、布類は、ステーション管理者の許可を受けた場合は
出すことが可能です。（金属、プラスチック類は、出せません）

【残すごみには「不適合シール」を貼っていきます。】
分別が不十分なごみは業者が確認のうえ、不適シール(白)に
理由を明記(チェック)して残していきます。
基本的に、シールが貼られずに残されたごみは、時間外に出されたごみと判断します。 不適合シール
ただし、朝８時までに出したが、シールがない状態で残されることがあります。
シールの貼り忘れや貼ったが剥がれてしまったなどが考えられます。ご容赦ください。
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残されたごみの処理方法（時間外に出されたごみ）
(1)出した人がわかる場合
出した人に返却してください。（口頭または張り紙等で分別をやり直していただき、
次回の収集に出すように伝えてください。）
分別が
不十分
です。

A
玄関
分部ができてい
ません。
もう一度、分別
をしなおしてか
らお出しくださ
い。
●●区

A

A

(2)出した人がわからない場合
ステーション管理者がそのごみを分別して次回の収集に出すか、処理施設に直接、
持ち込んでください。
燃やせないごみ

【残されたごみ】
不燃ごみ
（原因物）
可燃ごみ
資源プラ

資源プラ

燃やせるごみ

不燃

A

資源プラ

A

市から支給
された袋

市から支給
された袋

可燃

【管理者が行う分別】
①ごみ、資源物とのつきあい方に書かれている分別で残されたごみを再分別する。
※基本的には、不適合シールを確認していただき、シールに書かれている残された原因物を
取り除きます。しかし、ごみの状況によってはすべての原因物を書く事はできません。
ごみ、資源物とのつきあい方に沿った分別を行ってください。

②原因物を取り除いたごみは、不適合シールを剥がすか、
不適合シールに「済み」や「×」をしていただき、
黄色シール（「不法投棄片付用袋」）を貼って次回の
収集にお出しください。
③取り除いた原因物は「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」・「資源プラスチック」
に分けていただき、市から支給された袋にそれぞれ入れていただき、黄色シール
（「不法投棄片付用」）を貼って、次回の収集時、各ステーションに出しください。
注意！それぞれ該当するステーションに出す。

可
燃市から支給
された袋

資
プ

不
燃

市から支給
された袋

A

資源プラスチックに処理の際は、なるべく、
残された資源プラスチック回収袋を使用して
ください。（収集後の破砕作業があるため）

分別が間違ている場合、
出す場所が間違っている
場合は、回収されません
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【補足】
・分別不十分なごみを片付けるに必要となるごみ袋とシールは、 生活環境課等に用意して
あります。
分別を行う際は、市が用意したごみ袋を使用してください。
（管理者がごみ袋を買ったり、ご自宅にあるごみ袋を使うことはしないでください。）
・片付袋用シールは、河川清掃時に配布されているものがあれば、それを使用してください。
「シールがない」や「足りない場合」は、生活環境課、各総合支所・支所に備えてありますの
で、申し出てください。（袋・シールをお渡しする際、台帳への記入が必要となります。
お手数ですが窓口までお越しください。）
・分別中に氏名など手掛かりになる物が入っていた場合は本人に返してください。
・地区外の人等で対応ができない場合、分別したが処理困難物がある場合などは生活環境課
までご相談ください。（タイヤ、家電リサイクル対象品など）

【片付用袋シールについて】
【注意】
このシールは何でも回収するシールではありません。
指定ごみ袋以外の袋を、指定ごみ袋として扱うために
貼るものです。（目印）

収集ステーションは、指定ごみ袋のごみしか回収しません。
このため、分別したごみを、次回の収集に出すためには、指定ごみ袋が必要となります。
しかし、指定袋を買うためには、チケットや処理費用の負担などが必要となります。その負担を区や
管理者にご負担いただくことはできませんので、使用できなくなったごみ袋を使い、片付用袋シール
貼ることで、指定ごみ袋の代用としています。
ただし、使える袋の大きさは、燃やせるごみの指定ごみ袋（大：45ℓ）までとなります。

【その他】
１

カレンダーについて 翻訳したものもあります。
英語、ポルトガル語、ハングル語、中国語、ベトナム語、ミャンマー語、インドネシア語

２

ごみステーションの備品等について
ごみステーションの看板や資源物収集用のコンテナやネット、不法投棄防止啓発看板など
※数が多い場合、在庫がない場合があります。来庁前に一度、ご連絡をお願いします。

３

ごみ袋への名前等の表記について
ごみの排出者がわかるように、ごみ袋に名前等の記入をしてもらうようにしてください。
名前でなくても電話番号や数字、アルファベットなど出した方が特定できるようにしてください。
→ 分別不足のごみを持ち主に返却するためにもお願いします。
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資源物（びん類・缶類・ペットボトル・古紙）の収集について
１

びん類や古紙類の種類ごとの収集時間の違い等について
びん類や古紙類は種類ごとに収集車両が異なるため、収集時間に違いが出ます。
残っているものがあっても収集日の夕方（３時ごろ）までは様子を見てください。

２

コンテナを設置する際は、
種類がまざらないようコンテナとコンテナの間をあけるようにしてください。
また、あまり積み上げないようにしてください。

【びん類】 重要

生きびん

山盛りにしない。コンテナの８割程度を目安に！

透明びん

茶びん

間を開ける。

間を開ける。

その他の色
のびん

間を開ける。

色に迷ったら上から
口のところでびんの
色を確認してみてく
ださい。

【缶類】 重要

・ふたは取る。
（金属のふたは燃やせないごみ）
・水でゆすぐ
・プルタブはとらない
缶詰のふたは、アルミ素材の場合があります。
ふたにアルミマーク があればアルミ缶に出せます。
マークがない場合は、燃やせないごみになります。

間を開ける。

【ペットボトル】

再確認
・回収ネットに入っていないものは
回収しません。
・ラベル・キャップがついたまま
のものが多い場合、回収しない
ことがあります。

【古紙類】

再確認

紙以外のものが付いて
いるものは回収しません。
取り除いてください。
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【電球、蛍光灯 LED の違い】

※インターネットから抜粋

「白熱電球」はフィラメントが通電によって発光することで照明に利用されます。
「蛍光灯」は、蛍光管という管が電気を流すことによって発光します。
「LED」は発光ダイオードと呼ばれる半導体が電気を流すことで発光します。
LED電球はこの半導体部分とさまざまな回路、パッケージ部品などによって
構成された製品です。
【点灯時の様子】
蛍光灯は点灯時、スイッチを入れて明るくなるまでにラグがある・ちらつくことがあります。
LED照明の場合はスイッチを入れるとほぼ同時に点灯します。タイムラグがありません。

【蛍光灯には製品の表記があります】
「蛍光灯」には、製品に「FL」「FLR」「FH」「HF」から始まる型番、
または表記があります。
LEDにはありません。(メーカーによって型番は様々です。)
形状

直管蛍光灯

【ごみの分類】
有
害
ご
み

電球型蛍光灯

丸型蛍光灯

不
燃
ご
み
蛍光灯

白熱電球

ＬＥＤ

割れた
蛍光灯
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（要約）
第十六条（投棄禁止）
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条（罰則）
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。

①まわりの場所をいつもきれいに保つー捨てにくい環境づくりー
②自分のごみは、責任をもって正しく処理をする
③不法投棄は許さず、定期的に見回る。（山林、畑など）

ごみを燃やすと悪臭や煙による近所住民とのトラブルだけでなく
ダイオキシン類の発生原因となるため、基準にあった焼却炉で
燃やす以外は法律で禁止されています。
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家電は正しくリサイクル。
家電リサイクル法により、

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機
（家電４品目）は、ごみとして処理ができません。
対

ブラウン管テレビ
液晶・プラズマテレビ

象

品

エアコン

洗濯機

冷蔵庫・冷凍庫

（衣類乾燥機）

リサイクル方法
処分だけする場合

買い替えの場合
買い替える電器店に
引き取ってもらう

①処分する家電を買った電器店に引き取ってもらう

リサイクル料金+運搬費

リサイクル料金+運搬費

②指定引取場所に持ち込む
事前に確認すること
（１）メーカー名 家電４品目すべて
（２）大きさ等
・テレビ：画面サイズ
・冷蔵庫・冷凍庫：全定格内容積

リサイクル料金+振込み手数料
郵便局にある振込用紙（家電リサイクル券）を
使ってリサイクル料金を支払い、指定引取場所に
持ち込むか、市の許可を得ている収集運搬業者に
運搬を依頼してください。
※業者がわからない場合は、生活環境課までお問合せください。

「無許可」の回収業者を利用しないでください。

空き地で回収

トラックで巡回

チラシを配布

インターネットで広告

家庭から出るごみの運搬や処理には市の許可が必要です。
これらの業者は許可を得ていないことが多いため、利用しないようにしてください。
また、これらの業者は、無料回収や格安回収などと宣伝していますが、次の心配があります。
◆利益を出すために、売ることのできる金属などを取り出し、他のものは不法投棄する。
◆フロンガスや鉛などの有害物質が含まれているものを適正に処理せず、環境を汚染する。
◆法外な処理料金を請求する。

お問い合わせ

伊那市役所 生活環境課
☎０２６５－７８－４１１１（内線2215）
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さん

３きり運動で生ごみを減らそう！

令和元年度に家庭から出るごみの組成を調査した結果、伊那市の燃やせるごみの
約40％が「生ごみ」との結果が出ました。
生ごみを減らすことはごみの減量に一番効果があります。
また、ごみが減ることで、ごみ処理にかかる費用も抑えられます。
ここ数年、家庭から出るごみが増えてきています。 このため、ごみ収集ステーションに
入りきらない状況も見られます。
ぜひ、３（さん）きり運動にご協力いただき、ごみの減量に取り組みましょう。

40％が
生ごみ！

使いきり
食材は必要な分だけ買いましょう。食材は無駄なく使い切りましょう。
１
２
３
４

家にある食材を優先的に使う。
買いものに行く前に、家にある食材をチェックしてから出かける。
使いきれる分だけ買う。
人や社会、環境のことも考えて買い物をする。

食べきり
リメイク

食べものをおいしく残さず食べきりましょう。
余った食べ物・食材は上手に保存しましょう。
１
２
３
４
５

作りすぎない工夫をしましょう。
食べきれなかったときは保存し、早めに食べきりましょう。
残った料理をリメイクしよう。
野菜の皮や芯も捨てることなく利用しましょう。エコ・クッキング！
外食時も食べきれるだけ注文しましょう。

水きり
ごみを出すときは水気をきりましょう。生ごみの約8割は水分です。
水分が多いと腐敗や悪臭の原因になったり、ごみを出しに行くときの負担（重い）になったり
します。水気をきって生ごみを減らしましょう。
１ できるだけ濡らさないようにしましょう。
２ 水をきりましょう。
・三角コーナーや水切りネットを活用しましょう。
・生ごみをごみに出す前に”ぎゅっとひとしぼり”してから出しましょう。
３ 乾燥させましょう。
・一晩おいて乾かす！

生ごみ処理機やコンポストを使って生ごみを削減も有効です！（裏面をご覧ください）
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市では、生ごみ処理容器（コンポスター）や処理機を購入した世帯に
補助金を出し、ごみの減量化に取り組んでいます。

補助金額等
◆初めての申請の方
処理容器等の購入金額の１／２
限度額２５，０００円
◆２回目以降の申請の方
処理容器等の購入金額の１／２
限度額２０，０００円
※２回目の方、前回利用後５年以上経過した
翌年度から申請ができます。

多くの世帯にご利用いただき、
生ごみの減量化を進めていきましょう！
補助金の交付要件は、次のとおりです。
■市内に住所を有する方
■市内の販売店（店舗）から購入する方
■市が実施する処理機等の使用に関する調査に
協力できる方
【補助金の申請に対しての注意】
◆補助金は、世帯に対して交付されます。
◆市の税金・使用料等に未納がない世帯が対象です。
◆前回の交付から５年以上経過しないと、次の申請ができません。
◆購入した年度内の申請が有効となります。
１回の交付につき
生ごみ処理容器（コンポスターなど）は２基まで、
処理機（機械的な処理）は１基までとなります。

問い合わせ先 生活環境課環境衛生係
電話７８－４１１１（内線２２１３）まで
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