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収集日当日の朝8時までに出してください（前日の夜や収集後に出さない）
収集日は「家庭ごみ収集日程表」で確認してください。

お住まいの地域の決められたごみステーションに出してください
ごみステーションは、利用している地域の皆さんで管理しています。地域外のごみステーショ
ンは利用できません。ルールを守って利用してください。

▪燃えるごみ
安中市指定袋に入れてください。

【大：４５リットル／２０枚、小：２０リットル／４０枚　各２１０円（消費税込み）】
※安中市指定袋以外で出された場合は回収しません。
※ごみステーションに1回に出す量は、大袋5袋以内でお願いします。それ以上の場合は、
　市指定袋に入れて碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。

▪燃えないごみ（金物類・ガラス類）
透明または半透明の袋に入れてください。

▪古紙（新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑がみ）
品目ごとにひもでしっかりしばってください。
※しばるひもはリサイクル可能な紙ひも（白色）の使用を推奨しています。

▪蛍光管・白熱電球
購入時のケースや新聞紙などの古紙に包んでください。
※長さが１ｍを超える蛍光管は、ごみステーションには出せません。
　碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。

▪乾電池
市で配布した使用済乾電池保管回収袋に入れてください。

▪決められた日に決められた品目を出してください
自分の出したごみに違反シールが貼られ残されていたら必ず持ち帰り、
適切に処分してください。

▪ごみステーションは利用する皆さんで管理してください
ごみがステーション内に飛散しないよう、ごみ袋の口はしっかりしばってください。
※烏や猫によるごみ散乱防止のネット（大：３ｍ×４ｍ、小：２ｍ×３ｍ）を無料で配布し

ています。区長または環境保健自治団体連合会役員を通じてご連絡ください。
配布先：環境推進課（碓氷川クリーンセンター内）、松井田庁舎地域振興課

▪粗大ごみ（概ね50cmを超えるごみ）は、ごみステーションには出せません
直接碓氷川クリーンセンターへ持ち込み、処理してください。搬入が困難な場合には、安中
市一般廃棄物収集運搬許可業者（９ページ参照）に依頼して処理してください。
処理料金：１０キログラムあたり４２０円（消費税込み）

▪事業所（オフィス・商店・飲食店など）から排出されるごみは、ごみステーションには出せません
直接碓氷川クリーンセンターに持ち込むか、安中市一般廃棄物収集運搬許可業者（９ページ
参照）と契約して処理してください。処理料金：１０キログラムあたり１０５円（消費税込み）
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燃えるごみの出し方 （おおむね50センチ以内で、市指定袋の口がしばれるもの）
安中市指定袋に入れて出してください

水分をよく切って出してください。
（減量化のポイントは３ページを
ご覧ください）

有価物集団回収（廃品回収）で回
収することができます。回収団体
にお問い合わせください。回収で
きるものについては、12ページを
ご覧ください。

長さ50cm以下に切って、土をよく落とし、乾燥させてから市指定袋に入れてください。
市指定袋に入れることが困難な場合は、袋に入る程度の量でしばり、市指定袋を貼り
付けてください。
長さ50cm、太さ５cmを超えるものは粗大ごみ扱いとなります。直接碓氷川クリーンセ
ンターへ持ち込んでください（処理料金：10キログラムあたり420円【消費税込み】）。

汚物は取り除いてください。

古紙（新聞、ダンボール、紙パッ
ク、雑誌・雑がみ）は有価物集団
回収（廃品回収）または古紙行政
回収（ごみステーション回収）に
出してください。

ゴムホース、ゴム手袋、ビニール
袋、ビニール人形など

解体して市指定袋に入れるか、ふ
たを取って中がわかるようにして
から市指定袋を貼り付けてくだ
さい。

運動靴、革靴、長靴、スリッパなど

安中市指定袋

プラスチック製台所用品、CD・
DVD、ビデオテープ、プラスチック
製のおもちゃ、ポリ容器など

燃 え る ご み の 例
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燃えるごみ減量にご協力ください

１．古紙の資源化
　現在、碓氷川クリーンセンターで燃えるごみとして焼却している約50パーセントは紙類です。その中には、
資源化可能な古紙（新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑がみ）がまだ多く含まれています。種類ごとに
分別し、地域の有価物集団回収（廃品回収）または月１回の古紙行政回収（ごみステーション回収）を利用
してください。分別の仕方は５、６ページをご覧ください。

２．生ごみの減量化
　調理くずや食べ残しなどの生ごみには、７～８割も水分が含まれています。捨てる前に一手間加えることで、
ごみの減量の他、ご家庭やごみステーションでの悪臭・腐敗防止にもなります。

生ごみ減量化のポイント
○生ごみを出さない
　①食材を買いすぎない、ムダにしない
　②料理を作りすぎない、食べ残さない
○生ごみの水切りをする
　①濡らさない
　②水切りネットを使い、捨てる前に水分を絞る
　③お茶がらなどは乾燥させる
○生ごみをリサイクルする
　生ごみ処理機を利用し生ごみを堆肥化させ、家庭菜園等で利用する
　※市では生ごみ処理機の購入に対して補助金を交付しています。

種　　　類 補 助 金 額
地面据置式（コンポスター等） 購入額の１／２（上限3,000円）
ＥＭ菌発酵式（EMボカシ） 購入額の１／２（上限2,000円）
電気式生ごみ処理機 購入額の１／２（上限20,000円）

【問い合わせ】環境推進課環境衛生係（碓氷川クリーンセンター内）　☎３８２－１１１１

３．ペットボトル回収機の利用    
　市内21か所にペットボトル・空き缶回収機を、５か所にペットボトル専用の大型回収機を設
置しています。エコ・コミュニティカードを使い回収機に投入すると、１本につき１ポイント
が付与されます。500ポイントで満点となり、加盟店で400円の割引券としてご利用いただけ
ます。回収したペットボトルは繊維類やクリアファイル，卵パックなどにリサイクルされます。
詳細につきましては、13、14ページをご覧ください。

４．使用済食用油の回収    
　市内にある環境保全団体が、家庭から出る「使用済み食用油（天ぷら油やオリーブオイル
などの植物性食用油）」の回収を行っています。団体名や回収日程・場所等については下記
までお問い合わせください。

【問い合わせ】環境推進課廃棄物対策係（碓氷川クリーンセンター内）　☎３８２－１１１１
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燃えないごみ（金物類・ガラス類）の出し方 （おおむね50センチ以内）
透明または半透明の袋に入れて出してください

金 物 類 の 例

ガ ラ ス 類 の 例

燃えないごみとして出すこともできますが、市
役所や公民館などに設置してあるエコスポット

（ペットボトル・空き缶回収機）でも回収してい
ます。詳しくは13、14ページをご覧ください。
アルミ缶については、地域の有価物集団回収（廃
品回収）に出すこともできます。
※ごみステーションから缶を持ち去ることは禁止

されています。

できるだけ市内5か所に設置してある小
型家電回収ボックスをご利用ください。

（横30センチ×縦15センチの投入口に入
るもの）詳しくは７ページをご覧ください。

コップ・ガラス製食器など 茶碗・花瓶・植木鉢・土鍋など ジュース・酒・化粧品の瓶など
※必ず中身を使い切って、きれいに洗ってから出してください。
※ふたが金属の場合は、ふたは金物の日に出してください。

ガスが残ったままのスプレー缶やカセッ
トボンベなどが原因で、収集車両の火災
が起きています。
必ず完全に使い切ってから出してください。 お菓子の缶、缶詰、金属製のおもちゃなど

収集業者やクリーンセンター作
業員の安全のため、刃先は紙な
どで包んでください。

※割れたものを出す場合には、ビニールを二重にするなど割れたものが外に出ないようにして出してください。
※リユースビン（ビール瓶・一升瓶）は販売店などで引き取りができる場合がありますので、販売店にご相談ください。

スプレー缶等が原因による火災
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資源ごみ（古紙・使用済小型家電）の出し方
古紙（新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑がみ） 種類ごとに紙ひもなどでしばってください

古 紙 の 分 け 方 ・ 出 し 方

　現在燃えるごみとして焼却している約50パーセントが紙類です。その中には、正しく分別すれば資源とし
てリサイクル可能な新聞、段ボール、紙パック、雑誌・雑がみが多く含まれています。
　ご家庭で資源物の分別に取り組んでいただき、ごみ減量化・資源化にご協力をお願いします。

古紙行政回収（ごみステーション回収）は、有価物集団回収（廃品回収）を補填するために実施する
ものでありますので、できる限り地域の団体が実施する有価物集団回収をご利用ください。

⃝月１回水曜日の「家庭ごみ収集日程表」の指定日に収集します。（雨天でも回収します）
⃝しばるひもは、リサイクル可能な紙ひも（白色）の使用を推奨しています。（ビニールひもでも可）
⃝ごみステーションから古紙を持ち去ることは禁止されています。

新聞紙・週刊誌・印刷用紙などにリサイクルされます

新聞：折り込みチラシは、新聞と一緒に紙ひもなどでしっかり十文字にしばってください。

ダンボール箱・紙筒などにリサイクルされます

ダンボール：ガムテープやラベルなどは取り除き、折りたたんで紙ひもなどでしっかり十文字にしばっ
てください。

トイレットペーパー・ティッシュペーパーなどにリサイクルされます

紙パック：よく水で洗い、乾燥後開いて紙ひもなどでしっかり十文字にしばってください。（日本酒な
どの紙パックでアルミコーティングされているものは、「燃えるごみ」として出してください）

紙箱・絵本などにリサイクルされます

雑誌・雑がみ：雑誌などは紙ひもなどでしっかり十文字にしばり、お菓子の箱など小さいものは紙袋
（取っ手がビニールひもの場合は取り除く）に入れ、紙ひもなどでしっかり十文字にしばってください。
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雑 が み の 例　　　紙以外の部分（プラスチック・金物）や粘着テープを必ず取り除いてください

資源回収できないもの（禁忌品）燃えるごみの日に市指定袋に入れ、ごみステーションへ出してください

雑がみのリサイクルにご協力を
　雑がみとは、「新聞」「ダンボール」「紙パック」「雑誌」以外のリサイクルできる雑多な古紙のことです。うっ
かり燃えるごみに捨ててしまいがちですが、分別して「資源物」として出せば、新たな製品に生まれ変わり
ます。燃えるごみの量を減らすためには、雑がみの分別がとても大切です。

古紙は以下の３通りで出してください。（リサイクル可能な紙は『ごみ』ではなく『資源』です）
○有価物集団回収（廃品回収）
　回収日は地域の回収団体にお問い合わせください。
○古紙行政回収（ごみステーション回収）
　月１回水曜日に回収します。回収日は「家庭ごみ収集日程表」をご覧ください。
○碓氷川クリーンセンターへの直接搬入

月曜日～金曜日（年末年始を除く）　８：30～11：30、13：00～16：30に、４種類に分別して搬入してく
ださい。（市の燃えるごみ指定袋に入れる必要はありません。処理手数料もかかりません。）

○粘着物の付いた封筒や圧着はがき（開くときはがして見るもの）
○防水加工してある紙（紙コップや紙皿など）
○油紙
○金や銀の光っている文字のある紙
○合成紙（プラスチック製品で紙ではないもの）
○アイロンプリント紙（布地に加熱してマンガなどをプリントするもの）
○熱を加えると発泡する紙（点字などに利用されるもの）
○熱で文字をあらわす紙（ファックス用紙、レシートなど）
○青焼きコピー紙
○複写伝票などの裏カーボン紙、ノーカーボン紙
○プラスチックフィルムやアルミ箔がはってある紙
○匂いの付いた紙（洗剤や線香の紙箱など）
○水にぬれた紙、油のついた紙、使い終わったティッシュペーパー、汚れた紙など

金具を取り外してください。ティッシュペーパーの箱は透明なプラスチックの部分を取り外
してください。

その他【ダイレクトメール】【包装紙】【ト イレットペーパーの紙芯】【ラップの外箱・紙芯】など
※個人情報を含むものは「燃えるごみ」として出してください。

プラスチックの窓は取り外し
てください。
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使用済小型家電 市内５か所の回収ボックスに投入してください
（黄色の旗が目印です）

出 せ る も の の 例

　使用済小型家電には、貴金属やレアメタルなど有用な資源が含まれてい
ますが、今までは鉄やアルミなどの一部金属しか回収されず、その他は埋
立て処分されていました。そのような現状を考慮し、使用済小型家電の回
収ボックスを設置して、リサイクルを行っています。資源の有効利用にご
協力ください。

○回収する小型家電
電気や電池で動く電化製品およびその付属品（リモコン、ACアダプタ、電気コー
ド、充電器など）のうち、回収ボックスの投入口（横30センチ×縦15センチ）
に投入できるもの。
※携帯電話やスマートフォンは、専用の投入口（横10センチ×縦５センチ）が

あります。

○投入時の注意
　⃝個人情報は必ず消去してから投入してください。
　⃝一度投入したものは返却できません。
　⃝電池は取り外し、必ず市で配布した「使用済乾電池保管回収袋」に入れて、年4回の収集日に出してください。
　　（ボタン電池，充電池は出せません。回収協力店（８ページ参照）にお持ちください）
　⃝投入口に入らない大きさのものは必ず持ち帰ってください。
　⃝業務用、事業者から排出されたものは回収できません。
○回収ボックスの設置場所

施　設　名 住　　所 利 用 時 間
市 役 所 本 庁 舎 安中1-23-13 月曜日～金曜日　8:30～17:15（祝日を除く）
松 井 田 庁 舎 松井田町新堀245 月曜日～金曜日　8:30～17:15（祝日を除く）
碓氷川クリーンセンター 原市65 月曜日～金曜日　8:30～11:30,13:00～16:30
文 化 セ ン タ ー 安中3-9-63 9:00～18:00（休館日〔毎週火曜日〕を除く）
松 井 田 文 化 会 館 松井田町新堀530 9:00～18:00（休館日〔毎週月曜日及び毎月月末〕を除く）

※年末年始や点検等による休館日があります。各施設にお問い合わせください。

その他、ビデオカメラ、タブレット端末、カーナビ、カーオーディオ、携帯音楽プレーヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ、パソコン周辺
機器、ドライヤー、アイロン、体重計、懐中電灯、時計　など



○小型充電式電池（ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・小型制
御弁式鉛蓄電池）およびボタン電池は市では回収できません。リサイクルマーク
のあるものおよびボタン電池は、下記回収協力店へお持ちください。
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有害ごみ（乾電池・蛍光管・白熱電球・体温計）の出し方（回収してリサイクルしています）

出 し 方 の 例

出 し 方 の 例

○６・９・12・３月の「家庭ごみ収集日程表」の指定日に収集します。

○６・９・12・３月の「家庭ごみ収集日程表」の指定日に収集します。
○長さが１ｍを超えるものはごみステーションには出せません。受け入れ時間内に碓氷川クリーンセンターに持

ち込んでください。
○割ってしまうとリサイクルできませんので、そのままの状態で出してください。
○割れてしまったものは、燃えないごみ（ガラス類）に出してください。

　体温計・温度計（水銀式）はごみステーションには出せません。碓氷川クリーンセンターまたは松井田庁舎地
域振興課までお持ちください。

【受入時間】
碓氷川クリーンセンター   8:30～11:30、13:00～16:30（年末年始を除く祝日を含む月～金曜日）
松井田庁舎地域振興課　8:30～17:15（年末年始及び祝日を除く月～金曜日）

回収協力店 住　　　所 小型充電式電池 ボタン電池
㈱ヤマダ電機テックランド安中店 安中2-17-10 ○ ○
㈱ セ キ チ ュ ー 安 中 店 原市2-1042-1 ○
コメリハード＆グリーン松井田店 松井田町松井田704-1 ○ ○
㈱ 多 胡 電 化 安中3-22-23 ○

小型充電式電池およびボタン電池について、詳しくは下記をご覧ください。
 【小型充電式電池】　一般社団法人JBRC  ホームページ  http://www.jbrc.com
 【ボ タ ン 電 池】　一般社団法人電池工業会 ホームページ  http://www.botankaishu.jp

乾電池

蛍光管・白熱電球

体温計・温度計（水銀式）

市で配布した「使用済乾電池保管回収袋」に入れてください

購入時のケースや新聞紙などに包んでください

直接搬入してください

丸形蛍光管 棒形蛍光管 白熱電球
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粗大ごみの出し方
大きさがおおむね50センチを超えるごみ
※一部家電製品につきましては、50センチを超えないものであっても粗大

ごみ扱いとなる場合があります。対象品目につきましてはお問い合わせ
ください。【問い合わせ】碓氷川クリーンセンター ☎３８１－０７４７

⃝ごみステーションには出せません。直接碓氷川クリーンセンターへ持ち込んでください。
　なお、粗大ごみは10キログラムあたり420円（消費税込み）の処理料金がかかります。
⃝家具，電化製品などは、できるだけ買い換えの際に販売店に引取りを依頼してください。
⃝自己搬入が困難な場合は、下記の安中市一般廃棄物収集運搬許可業者と契約して処理してください。

　粗大ごみや家の引っ越し，片付けに伴い一時的に多量に発生した一般ごみは、直接碓氷川クリーンセンターへ
持ち込んでください。
　受付日時：月曜日～金曜日（年末年始を除く）　　8：30～11：30　13：00～16：30
　処理料金：一般ごみ－無料（燃えるごみは市指定袋に入れて持ち込んでください。木の枝など市指定袋に入ら
　　　　　　　　　　　　　　ない場合は、入る量に見合った枚数の市指定袋をお持ちください。）
　　　　　　粗大ごみ（おおむね50センチを超えるもの）－10キログラムあたり420円（消費税込み）

【問い合わせ】碓氷川クリーンセンター　☎３８１－０７４７

許可業者名 電話番号 許可業者名 電話番号
㈳安中市シルバー人材センター 027-380-5112 ㈲ 安 中 ハ イ ヂ ー ン 027-381-3319
碓 氷 清 掃 サ ー ビ ス ㈱ 027-381-3313 ㈲ 環 境 リ ブ テ ッ ク 027-378-2569
㈲ ク リ ー ン サ ー ビ ス 0274-64-3534 ㈱ 群 成 舎 027-362-5533
群 馬 環 境 開 発 ㈱ 027-326-6751 ㈱ ぐ ん ま 東 庄 027-323-5331
㈲ 栄 興 業 0274-63-6510 白 井 商 店 027-385-7790
㈲ 西 毛 清 掃 027-393-1421 ㈲ 平 井 商 店 0274-23-3869
㈲ 松 井 田 総 合 衛 生 セ ン タ ー 027-393-1966 ㈱ 丸 　 　 越 027-231-0709
㈱ ヤ マ ハ チ ク ボ ニ ワ 027-381-0435 ㈱ 若 松 工 業 027-381-8168

　（処理料金の他に収集運搬料金がかかります。金額については直接業者へお問い合わせください。）

粗 大 ご み の 例

碓 氷 川 ク リ ー ン セ ン タ ー へ の 直 接 搬 入

小型家電回収ボックス（横30セン
チ×縦15センチ）に入るものは
投入でき、リサイクルされます。

毛布、まくら、シーツ、座布団
で、市指定袋に入るものは燃
えるごみで出してください。

電池・灯油は抜いてください。
1日6枚まで持ち込みできます。

※粗大ごみの重量は、碓氷川クリーンセンターで計量した数値となります
　計量方法は、車両からごみを降ろす前と降ろした後、備え付けの計量器で２度車両を計量（10キログラ
ム単位）し、その重量の差としています。
　上記の計量方法のため、ご自身が計量した数値と異なる場合がありますのでご了承ください。
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処 理 が で き な い も の の 例

購入した店または下記までお問
い合わせください。

【問い合わせ】
㈱消火器リサイクル推進センター
☎03-5829-6773
受付時間9:00～12:00、13:00～17:00

（土日祝日、休日を除く）
エコサイクルセンター
☎0120-822-306
受付時間10:00～12:00、13:00～17:00

（土日祝日、休日、定休日を除く）

新規に購入した店や販売
店に相談してください。

販売店や専門処理業者に相談してください。

販売店や専門処理業者に相
談してください。（電気式のも
のは粗大ごみとして受入がで
きます。）

下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】

二輪車リサイクルコールセンター
☎050-3000-0727
受付時間9:30～17:00

（土日祝日、年末年始等を除く）
自動車リサイクルシステムコンタ
クトセンター
☎050-3786-7755
受付時間平日8:30～20:00、
土日祝日9:00~18:00

市では処理ができないもの
○家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・洗濯乾燥機、エアコン）は、家電リサイクル法によりメーカー

にリサイクルが義務づけられているため受け入れができません。処理の方法については「家電4品目の処分に
ついて」（11ページ）をご覧ください。

○タイヤ、バッテリー、農機具、プロパンガス、建築廃材、消火器、ピアノなどは受け入れできません。販売店
などにご相談ください。

○家庭系医療廃棄物（自宅療養者の注射針・金属器具など）は、医療機関へ相談してください。

　河川・山林・道路・空き地等にごみを不法に投棄することは犯罪です。法律では「５年以下の懲役もしく
は1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
○不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう（廃棄物処理法第５条）
　久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているといったケースが数多く報告されてい

ます。所有地（管理地）に不法投棄された場合、投棄者が判明しない場合は土地の所有者（管理者）が自
らの責任でごみを撤去しなければなりません。

　不法投棄されないように自分の土地は自分で適正に管理してくださ
い。

○不法投棄防止、ポイ捨て禁止看板を配布しています
　私有地にごみを不法投棄されて困っている方には、無料で配布いたし

ます。配布場所：環境推進課（碓氷川クリーンセンター内）、松井田
庁舎地域振興課

不法投棄は犯罪です！不法投棄を許さない環境整備を
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家電４品目、パソコンの処分について

　家電リサイクル法の施行に伴い、上記4品目は消費者がリサイクル料金などを支払い、販売店等に適切に引き
渡すことが求められています。これらを分解し、廃棄することはできません。
　処理の方法は以下の通りとなります。
　１．買い換えをする販売店や、その製品を買った販売店に引取を依頼し、リサイクル料金と運搬料金を支払う。
　　　料金については販売店へお問い合わせください。

　２．郵便局にある「家電リサイクル券」でリサイクル料金を支払い後、直接指定引取場所へ持ち込む。
料金はメーカーや大きさにより異なりますので、各メーカーや指定引取場所、家電リサイクル券センター
でご確認ください。

指定引取場所 住　　所 電話番号
久 松 商 事 ㈱ 前橋市北代田町691 027-210-2177
日通 前 橋 運 輸 ㈱ 前 橋 取 扱 所 前橋市六供町1424-5 027-260-8685

家電リサイクル券センター　☎０１２０－３１９６４０　ホームページ  http://www.rkc.aeha.or.jp/index.html

　資源有効利用促進法に基づき、家庭で使わなくなったパソコンは
メーカーが回収し、リサイクルを実施しています。
　家庭用パソコンの回収・リサイクルについては、パソコンメーカー
各社のホームページ等でご確認ください。
※ＰＣリサイクルマーク付きのパソコンの回収・リサイクル料金は不

要です。
○パソコンリサイクルについて、詳しくは下記へお問い合わせください。　
　㈳パソコン３Ｒ推進協会　☎０３－５２８２－７６８５　ホームページhttp://www.pc3r.jp
○ノートパソコンは使用済小型家電回収ボックス（横30センチ×縦15センチ）に入る大

きさのものであれば投入でき、リサイクルされます。投入する際には個人情報を含む
データは必ず消去してください。

　市の許可や委託を受けずに、ご家庭のごみを回収業者が有料で収集することは認められていません。

－無許可の回収業者の例－
・トラック型回収　　　　　　　　・空き地型回収　　　　　　　　・チラシ配布型回収　　　

　このような不要品回収業者の中には、市の許可が必要にもかかわらず廃家電などの廃棄物の回収を有料で
行っている業者がいます。このような不要品回収業者によって回収された廃家電が、不法投棄や不適正処理
された事例が報告されており、環境汚染や健康被害が起きていると思われる事案が発生し問題となっていま
す。また、無料で回収すると言いながら、トラックに積み込んだ後に高額な金額を請求されるようなトラブ
ルに巻き込まれる恐れがあります。必ずルールに従って処分してください。
　処理方法については、上記「家電4品目、パソコンの処分について」および「粗大ごみの出し方」（9ページ）
をご覧ください。

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物処分の際に
「無許可」の回収業者の利用にはご注意ください

PCリサイクルマーク
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　有価物集団回収（廃品回収）とは、自治会や子ども会，少年少女スポーツクラブなどの公共的または公益的な
団体（市長の認定を受けた団体）が家庭から出る大切な資源を回収し、リサイクル業者に引き渡すという、市民
参加型のリサイクル活動です。回収日や回収品目および回収方法は、地域の回収団体にお問い合わせください。

○古紙は種類ごとに紙ひもなどでしっかりしばってください。（リサイクル可能な紙ひも〔白色〕の使用を推奨し
ています。）

○古紙の分け方や雑がみの例などの詳細につきましては、「資源ごみの出し方」（５、６ページ）をご覧ください。

古着として海外に輸出したり、工業用雑巾（ウエス）に利用されます。
○洗濯して乾かしてから出してください。
○透明か半透明の袋に入れて、しっかりしばってください。
○ボタン、ファスナー等は取らずにそのまま出してください。
○濡れるとリサイクルできませんので、取り扱いには十分ご注意ください。

○濡れているもの
○中に綿や羽毛が入っているもの（はんてん、ダウンジャケットなど）
○布団類（マットレス、敷き布団、掛け布団、座布団、枕、毛布など）
○カーペット、じゅうたん
○汚れが著しいもの、悪臭がするもの
○ペットに使ったもの
○裁断くず
○靴類（靴、スリッパ、サンダル、スニーカーなど）

○中を洗ってから出してください。
○スチール缶は対象品目ではありません。

有価物集団回収について

回 収 品 目 の 例 （団体により回収品目は異なります）

回収できるもの

回収
できない

もの

スーツ・ジャケット ジャンパー コート

セーター

帽　子

ワイシャツ・ブラウス

トレーナー

かばん・バッグ

Tシャツ・ポロシャツ スラックス・ジーンズ

スカート・ワンピース ぬいぐるみ

○下着類
○トレーニングウェア
○着物・帯
○ネクタイ
○子供服
○靴下（ストッキングを除く）
○シーツ
○タオル・ハンカチ
○カーテン（レースを含む）
○ベルト
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エコスポット（ペットボトル・空き缶回収機）について

　市内21カ所にペットボトル・空き缶の回収機を、５カ所にペットボトル専用の大型回収機を設置していま
す。エコ・コミュニティカードを使い回収機にペットボトル・空き缶を投入すると、１本につき１ポイント
が付与され、500ポイントになると加盟店で400円の割引券としてご利用いただけます。下記①から④の順番
でご利用ください。（設置場所・加盟店等は次ページをご覧ください。）
禁止事項
○家庭から出るペットボトル・空き缶が対象となります。事業所などから出るものは投入しないでください。
○ごみステーションからペットボトル・空き缶を持ち去る行為は禁止されています。
○スーパー、コンビニ、自動販売機のごみ箱からペットボトル・空き缶を持ち去る行為は禁止されています。

①ペットボトル回収機、空き缶回収機のどちらかの機械を選んでください。

②エコ・コミュニティカードを入れてください。
（カードの配布場所は次ページをご覧ください。）

③容器を投入口にゆっくり１本ずつ投入してください。
ペットボトルはラベルとキャップを取り外し、
頭から入れてください。

④終了ボタンを押してください。容器投入数の合計がカードに記録され排出されます。
※カードを忘れないようにお持ちください。
※カードの裏面には氏名･住所等を記入してください。（機械内に入れたカードが変形などにより詰まる場合

があります。発見されたカードは記載されている情報
を基に連絡させていただきます。）

※順番待ちの人がいる場合は適宜交代してください。ルー
ルを守りトラブルのないようにお願いします。（30本
投入後にカードが自動排出されます。再度投入を希望
される場合は最後尾に並んでください。）

ペットボトル・空き缶回収機 ペットボトル専用大型回収機

※何度入れ直しても返却口に出される容器
は処理できないものです。持ち帰ってご
みステーションに出してください。
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○回収機設置場所
市役所本庁舎※ 安中公民館 原市公民館 磯部公民館※
東横野公民館 岩野谷公民館 板鼻公民館 秋間公民館
中後閑ふれあいセンター※ 原市住宅団地 エーコープ安中店 飯島屋
安中市文化センター※
松井田庁舎※ 松井田商店連盟仲町駐車場 九十九創作館 西横野定住センター
細野ふるさとセンター 五料茶屋本陣駐車場 坂本公民館 エーコープ松井田店

（※はペットボトル専用大型回収機設置場所）
○回収機稼働時間
　午前６時から午後10時まで（ただしペットボトル専用大型回収機は午前９時から午後６時まで）
○加盟店一覧表

※加盟店の新規加入につきましては、環境推進課廃棄物対策係までお問い合わせください
○カードの配布場所

市役所本庁舎総合案内 環境推進課（碓氷川クリーンセンター内） 松井田庁舎地域振興課
上記加盟店 旧安中地区公民館 松井田商工会
五料JA碓氷安中朝市会 九十九創作館 細野ふるさとセンター
西横野定住センター 坂本公民館

○エラーカードや印字ミスなどのカード再発行場所
市役所本庁舎総合案内 環境推進課（碓氷川クリーンセンター内） 松井田庁舎地域振興課

○機械の故障やカードの詰まりなどがありましたら、下記までご連絡ください。
㈱エコスポット・ソリューションズ　　　　　　☎０３－６４５７－８９６４　　０９０－５３２６－１１７７
環境推進課廃棄物対策係・地域振興課管理係　　☎０２７－３８２－１１１１

加盟店 住所
㈲安中ハイヂーン 安中5-12-38
㈲石井商店 東上秋間1737-1
エーコープ安中店 原市634
㈲しげた 板鼻1-5-11
㈱多胡電化 安中3-22-23
山崎商店 安中4-5-17
アサヤ 松井田町松井田403
アメリカンベーカリー 松井田町松井田526
ウエハラ化粧品 松井田町新堀324-5
大黒屋商店 松井田町松井田427
㈲小川土松商店 松井田町松井田579
㈲粕川商店 松井田町新堀1176
小板橋電気商会 松井田町新堀1237
小林クリーニング 松井田町松井田264-5
㈲坂部燃料店 松井田町松井田619
㈲シューワールドヨシダ 松井田町松井田400-6
ずうむ 松井田町松井田559-1
辻中薬局 松井田町松井田437
トピック・キタ 松井田町松井田578
㈲虎屋金物店 松井田町松井田621
㈲日新堂 松井田町松井田400
萩原精肉店 松井田町松井田826
松井田薬局 松井田町新堀10
三浦製菓店 松井田町新堀305
吉田屋和洋菓子店 松井田町松井田393

加盟店 住所
飯島屋 安中2-5-5
いちかわ酒店 郷原84-4
㈲グリーンマートかわしま 板鼻2-4-25
高嶋屋 安中3-12-15
㈲半田商会 原市1-13-18
㈱ヤマハチクボニワ 安中2-5-15
あずまや呉服店 松井田町松井田408
㈲岩井花店 松井田町二軒在家451
エーコープ松井田店 松井田町松井田305
オーツカヤ 松井田町松井田485
小栗燃料店 松井田町松井田491
㈲金子屋商店 松井田町国衙90-1
古久屋商店 松井田町松井田571
㈲魚政 松井田町新堀236-2
㈱三文字屋 松井田町松井田576
㈲スーパーオギノ 松井田町新堀355
㈲俵屋 松井田町松井田282
㈲トータル寝具おおのや 松井田町松井田389
トラヤ家具店 松井田町松井田622
㈲肉のてんじん 松井田町松井田500
ハートスプリング 松井田町松井田568
㈲保坂家具店 松井田町新堀309
ミート＆デリカHOSONO 松井田町二軒在家650-28
㈲山城屋酒店 松井田町松井田617
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家庭ごみ分類一覧表
種類・名称 分類 排出方法など
ア行
アイロン 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。
アイロン台 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
アルバム 燃えるごみ 金具は取り外し、燃えないごみ（金物類）で出してください。
アンテナ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
油（食用） 燃えるごみ 固めるか、紙や布にしみこませて出してください。

※植物性食用油は市内の環境保全団体が回収を行っています。
油（灯油・廃油） 処理できません 販売店や専門処理業者に依頼してください。
石 処理できません 専門処理業者へ依頼してください。
衣装ケース 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
椅子 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
衣類 燃えるごみ 地域の有価物集団回収（廃品回収）で回収している団体があります。
衣類乾燥機 処理できません 家電リサイクル法による処理となります。

（詳しくは「家電4品目（11ページ）」をご覧ください）
植木鉢（陶器製） 燃えないごみ（ガラス類） 土や砂利は落としてください。
植木鉢（プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上のものは粗大ごみになりますので、碓氷川クリーンセン

ターへ直接搬入してください。（有料）
枝 燃えるごみ 長さ50cm以上、太さ5cm以上のものは粗大ごみになりますので、

碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
エアコン 処理できません 家電リサイクル法による処理となります。

（詳しくは「家電4品目（11ページ）」をご覧ください）
延長コード 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

鉛筆削り（電動） 資源ごみ（小型家電）
又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

オーディオ機器 粗大ごみ（小型家電回収
ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）

落ち葉・草 燃えるごみ よく乾燥させ土をしっかり落としてから出してください。
オルガン・エレクトーン 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
オートバイ・スクーター 処理できません 取扱店または二輪車リサイクルコールセンターへご連絡ください。

（「市では処理ができないもの（10ページ）」をご覧ください）
カ行
カーテン 燃えるごみ 地域の有価物集団回収（廃品回収）で回収している団体があります。
貝殻 燃えるごみ
鏡・手鏡 燃えないごみ（ガラス類） 50cm以上のものは粗大ごみになりますので、碓氷川クリーンセン

ターへ直接搬入してください。（有料）
家具類 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
額縁 燃えるごみ ガラス部分は燃えないごみ（ガラス類）で出してください。
傘 燃えないごみ(金物類) 50cm以内に折りたたんで出してください。
ガスコンロ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
カセットガスボンベ 燃えないごみ(金物類) 必ず中身を使い切って出してください。
カセットテープ 燃えるごみ
家庭系（在宅）医療廃棄物 処理できません 医療機関へ相談してください。

かばん・バッグ 燃えるごみ
スーツケース等おおむね50cmを超えるものは粗大ごみになりま
すので、碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
地域の有価物集団回収（廃品回収）で回収している団体があります。

カーペット・じゅうたん 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
花瓶（ガラス・陶器） 燃えないごみ（ガラス類）
瓦 処理できません 専門処理業者へ依頼してください。
乾燥剤 燃えるごみ
乾電池 有害ごみ（6,9,12,3月に回収） 市で配布した「使用済乾電池保管回収袋」に入れてください。
キーボード（パソコン用） 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。
キーボード（楽器用） 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ギター 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
脚立 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
空気入れ（金属製） 燃えないごみ（金物類） 50cm以上のものは粗大ごみになりますので、碓氷川クリーンセン

ターへ直接搬入してください。（有料）
空気入れ（プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上のものは粗大ごみになりますので、碓氷川クリーンセン

ターへ直接搬入してください。（有料）
クーラーボックス 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
草刈り機（エンジン式） 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
靴 燃えるごみ



16

種類・名称 分類 排出方法など
蛍光管・白熱電球 有害ごみ（6,9,12,3月に回収） 購入時のケースや新聞紙などに包んでください。
計算機 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

ゲーム機 資源ごみ（小型家電）
又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

建築廃材 処理できません 専門処理業者へ依頼してください。
コード類 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

コーヒーメーカー 資源ごみ（小型家電）又は燃え
ないごみ（金物類、ガラス類）

小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。
収集に出す場合、本体は金物類、ガラス部分はガラス類へ。

小型充電式電池 処理できません 回収協力店（8ページ参照）へお持ちください。
こたつ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ゴム製品（長靴・手袋など） 燃えるごみ
ゴルフクラブ・バック 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ゴルフボール 燃えるごみ
コンクリート 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
サ行
座椅子 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
座布団 燃えるごみ 市指定袋に入れてください。入らない場合は粗大ごみになります

ので碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
皿 燃えないごみ（ガラス類） プラスチック製は燃えるごみで出してください。
三輪車 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
自転車 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
消火器 処理できません 「市では処理ができないもの（10ページ）」をご覧ください。
食品トレイ 燃えるごみ スーパーが行っている回収もご活用ください。
CD・MD・DVD 燃えるごみ
自動車部品（バンパー・ホイールなど） 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
除湿剤 燃えるごみ
除湿機 粗大ごみ フロンを使用しているものは処理できません。販売店などに依頼

してください。（代替フロンは可）
食器洗い機 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
炊飯器 燃えないごみ（金物類） 大型のものは粗大ごみになります。碓氷川クリーンセンターへ直

接搬入してください。（有料）
水槽 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
スキー板・ストック 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
スノーボード 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
すのこ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
スプレー缶 燃えないごみ（金物類） 必ず中身を使い切って出してください。
石油ストーブ・ファンヒーター 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）

※灯油は必ず抜いてください。
洗濯機 処理できません 家電リサイクル法による処理となります。

（詳しくは「家電4品目（11ページ）」をご覧ください）
扇風機 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
掃除機 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ソファー 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
タ行
体重計（デジタル式） 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。

畳 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
1日6枚まで持ち込みできます。

体温計（水銀式） 有害ごみ 碓氷川クリーンセンターまたは支所地域振興課へ直接お持ちくだ
さい。

タイヤ 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
タイヤチェーン（金属製） 燃えないごみ（金物類）
チャイルドシート 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
注射器・注射針 処理できません 医療機関や薬局へ依頼してください。
使い捨てカイロ 燃えるごみ
机 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
釣り竿 燃えるごみ 指定袋に入る大きさにしてください。
テレビ 処理できません 家電リサイクル法による処理となります。

（詳しくは「家電4品目（11ページ）」をご覧ください）
DVDプレーヤー 粗大ごみ（小型家電回収

ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
電気カーペット 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
電子レンジ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
電話機 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。
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種類・名称 分類 排出方法など
トースター 資源ごみ（小型家電）

又は燃えないごみ（金物類） 小型家電回収ボックスに入れることでリサイクルになります。
灯油 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
トタン板 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
土鍋 燃えないごみ（ガラス類）
ナ行
鍋 燃えないごみ（金物類）

人形 燃えるごみ
ガラスケースは燃えないごみ（ガラス類）で出してください。50cm
以上のものは粗大ごみになりますので。碓氷川クリーンセンター
へ直接搬入してください。（有料）

ぬいぐるみ 燃えるごみ 地域の有価物集団回収（廃品回収）で回収している団体があります。
粘土 燃えるごみ
農機具・農業用資材 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
農薬・劇薬 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
ハ行
バーベキューセット 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
花火・マッチ 燃えるごみ 水に十分浸してから出してください。（未使用の物も）
バイクのヘルメット 燃えないごみ（金物類）
バッテリー 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
ピアノ 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
ビデオテープ 燃えるごみ
ビデオデッキ 粗大ごみ（小型家電回収

ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）

発泡スチロール 燃えるごみ 解体して市指定袋に入れるか、ふたを取って中がわかるようにし
てから市指定袋を貼り付けてください。

ファックス 粗大ごみ（小型家電回収
ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）

布団・マットレス 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
プリンター 粗大ごみ（小型家電回収

ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ブロック 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
風呂のふた 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ベッド 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ベビーカー 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ペンキ（塗料）・ワックス 処理できません 販売店や専門処理業者へ依頼してください。
ポータブルトイレ 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ボタン電池 処理できません 回収協力店（8ページ参照）へお持ちください。
ポリタンク 燃えるごみ 中身は必ず抜いてください。
保冷剤 燃えるごみ
マ行
薪ストーブの灰 ごみステーションには出せ

ません 市指定袋に入れ、碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。
マットレス（ベッド・布団） 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
魔法瓶（ポット） 燃えないごみ（金物類）
ミシン 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
毛布 燃えるごみ 市指定袋に入れてください。入らない場合は粗大ごみになります

ので碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
物干し竿 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
物干し台 処理できません コンクリート部分は専門処理業者へ依頼してください。（金属部分

は受け入れ可）
ヤ行
やかん 燃えないごみ（金物類）
湯沸かし器 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
よしず 粗大ごみ 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
ラ行
ライター 燃えるごみ 必ず使い切ってください。（使い切れないものは碓氷川クリーンセ

ンターへ直接搬入してください。）
ラジカセ 粗大ごみ（小型家電回収

ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）
レコード 燃えるごみ
冷蔵庫・冷凍庫 処理できません 家電リサイクル法による処理となります。

（詳しくは「家電4品目（11ページ）」をご覧ください）
ワ行
ワープロ 粗大ごみ（小型家電回収

ボックスに入るものは投入可） 碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください。（有料）

※一覧表に記載がなく、分類がわからない場合はお問合せください。
【問い合わせ】碓氷川クリーンセンター　☎３８１－０７４７


