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▽ 問い合わせ ： 環境政策課廃棄物対策係　TEL ： 027-382-1111（内線1881）
　　　　　　　　　　　碓氷川クリーンセンター 　　TEL ： 027-381-0747
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手引きの内容は令和4年４月現在のものです。今後手数料や補助金額などが変更と
なる場合がありますのでご了承ください。
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収集日当日の朝8時30分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・資源収集日程表」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
安中市指定ごみ袋に入れてください。
【 大：４５L ／２０枚、小：２０L ／４０枚　各２２０円（消費税込み）】
※ 安中市指定ごみ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、
　　碓氷川クリーンセンターへ直接搬入してください（搬入の場合、安中市指定ごみ袋は不要）。

■ 不燃物（金物類・ガラス類など）
透明または半透明の袋に入れてください。

■ 飲料缶・びん
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。

■ 古着・古布
透明または半透明の袋に入れてください。

■ 有害物（発火の危険性の高いもの（スプレー缶・カセットボンベ・加熱式たばこ・ライター類））
透明または半透明の袋に入れてください。

■ 有害物（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。

■ 有害物（乾電池）
透明または半透明の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
ステーション内にごみが飛散しないように、袋の口をしっかりしばって出してください。
※ カラス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：碓氷川クリーンセンター内環境政策課、松井田庁舎総務管理課

■ 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（１２ページ参照）に依頼して処理してください。
　処理料金：総重量から５０ｋｇを差し引いた重量１０ｋｇにつき１６５円（消費税込み）（５０ｋｇまで無料）

■ 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業者（１２ページ参照）
 　と契約して処理してください。

　処理料金：１０ｋｇあたり１６５円（消費税込み）

ごみの出し方・マナー
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い つ

どこに

どのよう

注意事項
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燃えるごみの例

　　燃えるごみ
安中市指定ごみ袋 に入れて出してください

（１日に出す量は大袋５袋以内でお願いします）

剪定枝・草

使い捨てカイロ・保冷剤

リサイクルできない衣類・布

類 、

紙おむつ

プラスチック類生ごみ

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）

リサイクルできる古着・古布は、

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。

汚物は取り除いてください。

長さ５０ｃｍ以下に切って、土をよく落とし、乾燥させてから安中市指定ごみ袋に入れて

ください。

安中市指定ごみ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、安中市

指定ごみ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。

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：総重量から５０ｋｇを差し引いた重量１０ｋｇにつき１６５円（消費税込み）

（５０ｋｇまで無料）。

リサイクルできない紙類

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。

発泡スチロール

解体して安中市指定ごみ袋に入れ

るか、ふたを取って中がわかるよ

うにしてから安中市指定ごみ袋を

貼り付けてください。

ゴム・ビニール製品

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 など安中市指定ごみ袋

ゴムホース、ゴム手袋、ビニール袋、

ビニール人形など

おおむね50ｃｍ以内で、安中市指定ごみ袋の口がしばれるごみ



地面据置式（コンポスター等） 購入額の１／２（上限３，０００円）
電気式生ごみ処理機 購入額の１／２（上限２０，０００円）

燃えるごみ減量にご協力ください

種類 補助金額
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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。

１．古紙・古着・古布の資源化
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％は紙類・布類です。

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）や古着・古布がまだ多く

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６～８ページをご覧ください。

【問い合わせ】 環境政策課環境推進係（碓氷川クリーンセンター内） TEL：０２７－３８２－１１１１

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、１７，１８ページをご覧ください。

４．使用済食用油 ・ インクカートリッジの回収
市内３か所に、家庭から出る「使用済食用油（天ぷら油やオリーブオイルなどの

植物性食用油）」と「使用済インクカートリッジ」の回収ボックスを設置しています。

詳しくは１０ページをご覧ください。



金物類の例

ガラス類の例
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  不燃物
透明または半透明の袋に入れて出してください

（金物類とガラス類は同じ袋で出せます）

金属製のなべ・やかん アルミホイル 傘

注 意

はさみ・カッター・包

丁などの刃

小型家電

市内各所で収集車両の火災が多発しています。

スプレー缶、カセットボンベ、充電式電池（バッテリー等）などは

絶対に不燃物と同じ袋に入れないでください。

・スプレー缶、カセットボンベは「有害物」の日に出してください。

・充電式電池（バッテリー等）は回収協力店へお持ち下さい。

（１2ページ参照）

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。

できるだけ市内に設置してあ

る小型家電回収ボックスをご

利用ください。

（横３０ｃｍ×縦１５ｃｍの投入口

に入るもののみ）

詳しくは９ページをご覧くださ

飲料缶以外の缶

ガラス類 薬品（農薬・劇薬）びん陶器類

コップ・ガラス製食器など 茶碗・花瓶・植木鉢・土鍋など

※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

スプレー缶等が原因による火災事故

お菓子の缶、缶詰、一斗缶など

飲料用の缶は「飲料缶（資源）」の日
に出してください。

ポット

その他のびんは 「びん（資源）」の日
に出してください。

！

おおむね５０ｃｍ以下の金物類・ガラス類
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資源ごみ

飲料缶 透明または半透明の袋に入れてください

　　　　　　　びん 透明または半透明の袋に入れてください

飲料缶のみ

※ 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。

（１７，１８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に出すこともできます（スチール缶は出せません）。

ドレッシングのびん

・中身をすべて出して、中をすすいでください。

・吸い殻などのごみを入れないでください。

・アルミ缶とスチール缶はまとめて出せます。

・飲料缶以外の缶（缶詰・一斗缶・スプレー缶など）は「不燃物」の日に出してください。

・ 中身をすべて出して、中をすすいでください。

・ 吸い殻などのごみを入れないでください。

・ ふたは必ずはずしてください（プラスチック製は「燃えるごみ」、金属製は「不燃物」）

・ ビールびん、一升瓶などのリターナブルびんは、できるだけ販売店へ戻しましょう。

・ 農薬・劇薬のびんは「不燃物」の日に出してください。

・ 飲料用・食料用以外のガラス製品、陶磁器などは「不燃物」の日に出してください。

飲料用・食料用・調味料用のびん

化粧品類のびん・飲み薬のびん

収集できるも

ジャムのびん

収集できるもの

飲料びん

収集できないもの

薬品（農薬・劇薬）びん ガラス製品 陶磁器 不燃物

不燃物
飲料缶以外の缶

収集できないも



古紙の分け方・出し方
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種類ごとに紙ひもなどでしばってください
　　　　　　　古紙（新聞、ダンボール、紙パック、
　　　　　　　　　　　雑誌・雑がみ）

・ 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。

・ 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 ： 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 ： 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。

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）

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。

（本・辞典なども「雑誌」として出すことができます）

新聞紙・週刊誌・印刷用紙などにリサイクルされます

紙箱・絵本などにリサイクルされます

ダンボール箱・紙筒などにリサイクルされます

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

現在燃えるごみとして焼却している約５０％が紙類・布類です。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古紙・古着・古布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。



雑がみのリサイクルにご協力を
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資源回収できないもの（禁忌品）

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

「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

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
金具を取り外してください

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

プラスチックの窓は取り

外してください

○カーボン紙、ノーカーボン紙（宅急便の伝票など）

○圧着はがき（公共料金の請求書など）

○匂いの付いた紙（洗剤や線香の紙箱など）

○防水加工された紙（紙コップや紙皿など）

○印画紙（写真）

○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）

○主に点字などに利用される熱を加えると発泡する紙

○カバンや靴などの詰物（緩衝材）

○食品残渣のついた紙（食品を直接包装した容器）

○レシート（感熱紙）

○箔押しされた紙（金銀の折り紙）

○粘着物（シール、粘着テープ）

○サンプルがついたままの新聞折込チラシ、雑誌

○建材に使用される紙（壁紙、防水シート）

○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

○紙以外のもの（不織布［マスク、簡易おてふきなど］、紙おむつなど）

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。

食品・菓子・ティッシュペーパーなどの箱 封筒

ノート コピー用紙 メモ用紙

カレンダー

パンフレット



　　　　　　古着・古布
透明または半透明の袋に入れて、しっかり結んでください

（雨天の日は次回の回収日に出してください）

出せるものの例

出せないものの例
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古紙・古着は以下の３通りで出してください。

（リサイクル可能な紙類・布類は 『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・古着行政回収（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（無料）

月曜日～金曜日（年末年始を除く） ８：３０～１１：３０，１３：００～１６：３０

※ 古紙（新聞・ダンボール・紙パック・雑誌、雑がみ）は種類ごとに紙ひもなどでしばって下さい。

※ 古着・古布は透明または半透明の袋に入れてください。

※ 古紙・古着行政回収（ごみステーション回収）は、地域の有価物集団回収（廃品回収）を補填する

ために実施するものなので、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。

● 濡れているもの（湿気によりカビが発生し、他の衣類もリサイクルできなくなり

ます）

● 中に綿などが入っている衣類（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、こたつ用布団、枕、毛布など）

● カーペット、じゅうたん ● 裁断くず ● 汚れが著しいもの、悪臭がするもの

● ペットに使ったもの ● 靴類（靴、スリッパ、サンダル、スニーカーなど）

衣 類

○ ジャンパー ○ スーツ ・ ジャケット ○ コート ○ Ｔ シャツ ・ ポロ

シャツ

○ ワイシャツ ・ ブラウス ○ トレーナー ○ 下着類 ○ スラックス

○ ジーンズ ○ スカート ・ ワンピース ○ トレーニングウェア

○ 靴下（ストッキングを除く） ○ セーター ○ 着物 ・ 帯 ○ ネクタイ

衣 類 以 外

○ 帽子 ○ぬいぐるみ ○ シーツ ○ タオル・ハンカチ

○ かばん・バッグ（スーツケース・学生かばん等を除く）

○ ベルト ○ カーテン（レースを含む） など

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。

・ 洗濯をして、乾かしてから出してください。

・ 雨の日でも濡れていなければ回収されますが、できるだけ次回の収集日に出してください。

・ 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。

・ 市指定燃えるごみ袋を使用する際には、燃えるごみと区分するため、袋の見えやすい場所に「古着」

と書いて出してください。



市内６か所の回収ボックスに投入してください
            使用済小型家電

（黄色の旗が目印です）
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施設名

市役所本庁舎

松井田庁舎

碓氷川クリーンセンター

安中市文化センター

松井田文化会館 ９：００～１８：００（休館日〔毎週月曜日及び毎月月末〕を除く）

９：００～２１：００（祝日を除く、第２，４，５月曜日は１７：００まで、休館日を除く）

　松井田町新堀５３０

　安中市１５３１－１

９：００～１８：００（休館日〔毎週火曜日〕を除く）

住所

　安中１－２３－１３

　松井田町新堀２４５

利用時間

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日を除く）

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日を除く）

月曜日～金曜日　８：３０～１１：３０，１３：００～１６：３０

※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。

○ 回収ボックスの設置場所

安中市スポーツセンター

　原市６５

　安中３－９－６３

※ 碓氷川クリーンセンターはプラットホーム内にお持ち込みください。

○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３０ｃｍ×縦１５ｃｍ）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１０ｃｍ×縦５ｃｍ） に入れて

ください。

○ 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。

・ 乾電池は取り外し、透明または半透明の袋に入れて、指定の収集日に出してください。

（ボタン電池、バッテリー（小型充電式電池）などは取り外し、回収協力店（１2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。

電話機 ノートパソコン 携帯電話・PHS スマートフォン

デジタルカメラ 電子辞書 ゲーム機 電卓

出せるものの例

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，加熱式たばこ

など

市内６か所に回収ボックスを設置し、使用済小型家電に含まれる鉄やアルミ

などの金属のほか、貴金属やレアメタルなど有用な資源のリサイクルも行っ

ています。資源の有効利用のために分別ご協力ください。



碓氷川クリーンセンター プラットホーム内 月曜日～金曜日　８：３０～１１：３０，１３：００～１６：３０

正面玄関入口横 月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日を除く）

松井田庁舎 正面玄関入口横 月曜日～金曜日　８：４５～１７：００（祝日を除く）

月曜日～金曜日　９：００～１７：００

市内公民館・生涯学習センター
（安中、原市、磯部、東横野、秋間、後閑、板
鼻、岩野谷、西横野、臼井、坂本・入牧、九十
九、細野）

市内３か所の回収ボックスに投入してください　　　使用済インクカートリッジ
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市内１６か所の回収ボックスに投入してください

○ 回収ボックスの設置場所

施設名 設置場所 利用時間

市役所本庁舎 正面玄関入口横 月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日を除く）

松井田庁舎

碓氷川クリーンセンター プラットホーム内 月曜日～金曜日　８：３０～１１：３０，１３：００～１６：３０

正面玄関入口横 月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日を除く）

市役所本庁舎

            使用済食用油

○ 回収ボックスの設置場所

施設名 設置場所 利用時間

市内16か所に回収ボックスを設置し、家庭で使用された廃食用油（使用済食用油）を回収しています。

回収した廃食用油は売却し、燃料などにリサイクルされます。皆様のご協力をお願いします。

出し方
ペットボトル（２Ｌまで）に入れ、油がこぼれないよう

しっかりフタを閉めてください。（未開封のものはその

まま出せます）

※ 天かすなどの不純物は、できる限り取り除いてくだ

さい。

※ 賞味期限切れの油でも出せます。

※容器がびんのものは回収できません。

必ずペットボトルに入れ替えてください。

開封済みのものは

ペットボトルに移しかえる

フタをしっかりとしめる

○ 収集できる油

家庭から出る液状の植物性油

（サラダ油、なたね湯、ごま油、

コーン油、ひまわり油、大豆油、

米油、オリーブオイル）

× 収集できない油

豚油（ラード）、牛脂（ヘット）、

魚油、鉱物油（エンジンオイル、

灯油等）、一部の植物油（パー

ム油、ヤシ油）

家庭から出たインクジェット式プリンターの使用済みカートリッジを回収し

ます。

※ 国内で流通しているものであれば、メーカーは問いません。

※ 汎用品（メーカーの純正でないもの）も、回収が可能です。

※ トナーカートリッジは回収できません。

廃食用油回収ボックス（本庁舎）

回収ボックス（本庁舎）



　

　◇ 蛍光管・白熱電球

有害物 （回収してリサイクルしています）

　　　　購入時のケースや新聞紙などに包んでください。
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　　◇ 発火の危険性の高いもの

　透明または半透明の袋に入れてください

　　　　（スプレー缶、カセットボンベ、加熱式たばこ、ライター類）

○奇数月の「家庭ごみ収集日程表」の指定日に収集します。

○蛍光管・乾電池とは袋を分けて出してください。

○スプレー缶やカセットボンベは、危険ですので、穴をあけず、必ず完全に使い切って出してください。

（使い切れない場合は、碓氷川クリーンセンターに直接持ち込んでください）

スプレー缶・カセットボンベ

○発火の危険性の高いものが分別されずにごみステーションに出されることにより、収

集車両やクリーンセンターでの火災が多発しています。燃えるごみや燃えないごみの中

には混ぜないでください。

加熱式たばこ

○加熱式たばこについては、市内６か所に設置してある使用済小型家電の回収ボックス（９ページ参照）

でも回収できます。

ライター類

○必ず中身を使い切ってから出してください。

○奇数月の「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、 「不燃物」の日 に出してください。

出し方の例

丸形蛍光管 棒形蛍光管 白熱電球



　

　直接搬入してください。

○

安中２－１７－１０

原市２－１０４２－１

松井田町松井田７０４－１

安中３－２２－２３

　　◇ 体温計・温度計（水銀式）

　（株）セキチュー安中店

　コメリハード＆グリーン松井田店

　（株）多胡電化

住　　　所

　眼鏡市場安中店 安中１－５０－１
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有害物（回収してリサイクルしています）

　　◇ 乾電池 　　　　　　　　透明または半透明の袋に入れてください

○

○

○

○

ボタン電池

○

○

○

小型充電式電池回収協力店

　（株）ヤマダ電機テックランド安中店

○「家庭ごみ収集日程表」の指定日に収集します。

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

または松井田庁舎総務管理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）

松井田庁舎総務管理課 8:30～17:15（年末年始及び祝日を除く月～金曜日）

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

充電式電池・ボタン電池は回収できません

○小型充電式電池のうち、ニカド電池（Ni-Cd）、ニッケル水素電池（Ni-MH）、

リチウムイオン電池（Li-ion）および「ボタン電池」は市では回収できません。

下記回収協力店へお持ちください。

透明または半透明の袋に入れてください。

！

小型充電式電池の目印

○ 小型充電式電池のうち、小型シール円蓄電池（Pb）は回収協力店では回収できません。

販売店やメーカーにお問い合わせください。



※　一部家電製品につきましては、50ｃｍ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。
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粗大ごみ 大きさがおおむね５０ｃｍを超えるごみ

粗大ごみの例

碓氷川クリーンセンターへの直接搬入

許可業者名 電話番号 許可業者名 電話番号

（有）安中ハイヂーン 027-381-3319 碓氷清掃サービス（株） 027-381-3313
（有）環境リブテック 027-378-2569 （株）群成舎 027-362-5533
群馬環境開発（株） 027-326-6751 （株）ぐんま東庄 027-323-5531

白井商店 027-385-7790 （有）平井商店 0274-23-3869

（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。）

（有）松井田総合衛生センター 027-393-1966 （株）丸越 027-231-0709
（株）ヤマハチクボニワ 027-381-0435 （株）若松工業 027-381-8168

自転車

オーディオ機器

ガスコンロ 家具ベッド

布団 ストーブ

ファンヒーター

たたみ

1日6枚まで 持ち

込みできます。電池・灯油は抜いてください。

毛布、まくら、シーツ、座布団

で、安中市指定袋ごみに入る

ものは、「燃えるごみ」で出し

てください。

小型家電回収ボックス

（横３０ｃｍ×縦１５ｃｍ）に入

るものは投入でき、リサイク

ルされます。

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

ターへ直接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・粗大ごみ：５０ｋｇまで無料です。

それ以上は１０ｋｇ毎につき１６５円（消費税込み）かかります。

（安中市指定ごみ袋に入れる必要はありません。）

古紙、古着・古布：無料

※古紙（新聞・ダンボール・紙パック・雑誌、雑がみ）は種類ごとに紙ひもなどでしばって下さい。

※古着・古布は透明または半透明の袋に入れてください。

・ 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５０㎏まで無料ですが、それ以上は１０㎏毎につき１６５円（消費税込み）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、下記の一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。

※ 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（１０ｋｇ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。

【問い合わせ】 碓氷川クリーンセンター TEL：０２７－３８１－０７４７



市では処理ができないもの

不法投棄は犯罪です！不法投棄を許さない環境整備を!

処理ができないものの例
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○ 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」（１5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。

新規に購入した店や販

売店に相談してくださ

販売店や専門処理業者に相談してくださ

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】

・（株）消火器リサイクル推進センター

TEL：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

TEL：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）

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

TEL：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

TEL：０５０－３７８６－７７５５

受付時間平日9:00～18：００（土日

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：碓氷川クリーンセンター内環境政策課 ・ 松井田庁舎総務管理課

建築廃材 農薬・劇薬 廃油（エンジンオイル

消火器 タイヤ 草刈り機（エンジン 二輪車・自動車

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。）



高崎市正観寺町１１７５

 日通群馬物流（株）前橋取扱所 高崎市下之城町８３９
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 （有）安中ハイヂーン ０２７－３８１－３３１９

０２７－３８１－３７３７

０２７－３９３－１９６６

 ウブカタ資源(株) 安中事業所

 （有）松井田総合衛生センター 安中市松井田町二軒在家７６４－１

安中市鷺宮小金原８５７－１

安中市安中５丁目１２－３８

家電４品目

指定引取場所 住所 電話番号

０２７－３７２－１１１０ ウブカタ資源(株) 高崎

使用済パソコン

０２７－３８４－４１１１

指定引取場所 住所 電話番号

家電リサイクル法の施行に伴い、上記の家電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．購入した販売店がわからない場合

【 ① 直接持ち込む場合 】

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）

家電リサイクル券センター TEL : 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、家庭で不要と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、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。

（社）パソコン３R推進協会 TEL：０３－５２８２－７６８５

ホームページ http://www.pc3r.jp

PCリサイクル

マーク

テレビ（ブラウン管・ 液晶・プラズマ） 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・洗濯乾燥機 エアコン

！

【 ② 回収を希望する場合 】

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、下記一般廃棄物収集運搬業者へ

依頼する。

（リサイクル料金と運搬料金がかかります。料金については、許可業者へお問い合わせください）

市と協定を締結しているリネットジャパンリサイクル(株)が、回収を行います。

・パソコン（本体）を含む段ボール1箱分（縦・横・高さ合計で14cm、重さ20kgまで）の

回収料金が無料になります。なお、プリンターなどの周辺機器や小型家電も一緒に回収できます。

・インターネット（https://www.renet.jp)、FAX（申込用紙は市HP、市役所窓口で配布）、

TEL（0570-085-800）でお申込みください。

※ブラウン管ディスプレイの回収、データ消去サービスなど料金がかかる場合もありますので

詳細はお問い合わせください。

宅配便による無料回収

パソコンメーカーによる回収



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無許可」の回収業者の利用にはご注意ください
　　　　　　廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分の際に
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有価物集団回収について

ホームページ http://www.pc3r.jp

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、「家電4品目、パソコンの処分について」（１４ページ）および「粗大ごみの出し

方」（１２ページ）をご覧ください。

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。

回収品目の例 （団体により回収品目は異なります）

１．古紙（新聞，ダンボール，紙パック，雑誌・雑がみ）
○ 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」（６，７ページ）を

ご覧ください。

２．古着・古布
○洗濯して乾かしてから透明か半透明の袋に入れて、しっかりしばって出してください。

○古着・古布の詳細につきましては、「資源ごみの出し方」（８ページ）をご覧ください。

古着・古布の例

３．アルミ缶（飲料用）
○ 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。

スーツ・ジャケッ ジャンパー コート ワイシャツ・ブラウ Ｔシャツ・ポロシャ

スラックス・ジーン かばん・バッグ 帽子セーター スカート・ワンピー

！

※ スーツケース、学生

かばん等を除く など



ペットボトル・空き缶回収機
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③ 容器を投入口にゆっくり１本ずつ投入してください。

軽く水洗いしたペットボトルのラベルとキャップを

取り外し、頭から入れてください。
※ 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。

※詰まる原因の大半は投入したペットボト

ルの汚れです。べたべたしているものなど

は投入しないでください。

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

①空き缶回収機、ペットボトル回収機のどちらかの機械を選んでください。

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

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。）

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。



○ 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 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

○ 回収機稼働時間

○ 加盟店一覧表

（有）安中ハイヂーン

（有）石井商店

エーコープ安中店

（有）しげた

（株）多胡電化

山崎商店

アメリカンベーカリー

エーコープ松井田店

（有）小川土松商店

小板橋電気商会

小林クリーニング

（株）三文字屋

（有）スーパーオギノ

大黒屋商店

辻中薬局

トピック・キタ

（有）肉のてんじん

ハートスプリング

松井田薬局

吉田屋和洋菓子店

○ カードの配布場所

市役所本庁舎総合案内 環境政策課（碓氷川クリーンセンター内） 総務管理課（松井田庁舎内）

上記加盟店 旧安中地区公民館 安中市松井田商工会

五料JA碓氷安中朝市会 九十九地区生涯学習センター 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 環境政策課（碓氷川クリーンセンター内） 総務管理課（松井田庁舎内）

○ 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。
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※加盟店の新規加入につきましては、環境政策課廃棄物対策係までお問い合わせください。

（※はペットボトル専用大型回収機設置場所）

（株）エコマテリアル　　　　　　　TEL ： ０７０－８３４８－２５３４
環境政策課廃棄物対策係・総務管理課管理係　　 　　TEL ： ０２７－３８２－１１１１

加盟店 住所

　　　　　　　　　　　　　　ペットボトル・空き缶回収機 　 … ６：００ ～ ２２：００
　　　　　　　　　　　　　　ペットボトル専用大型回収機  … ９：００ ～ １８：００

旧安中地区

旧松井田地区

安中５－１２－３８

東上秋間１７３７－１

原市６３４

板鼻１－５－１１

安中３－２２－２３

松井田町松井田２６４－５

松井田町松井田５７６

松井田町新堀３５５

松井田町松井田４２７

安中４－５－１７

松井田町松井田５２６

松井田町松井田３０５

松井田町松井田５７９

松井田町新堀１２３７

松井田町松井田６２１

松井田町松井田４００（有）日新堂

松井田町松井田３９３

松井田町松井田４３７

松井田町松井田５７８

松井田町松井田５００

松井田町松井田５６８

松井田町新堀１０

（有）保坂家具店

ミート＆デリカHOSONO

（有）虎屋金物店

松井田町新堀３０９

松井田町二軒在家６５０－２８

松井田町松井田３８９

（有）岩井花店

オーツカヤ

小栗燃料店

古久屋商店

（有）坂部燃料店

(有)シューワールドヨシダ

ずうむ

（有）俵屋
（有）トータル寝具おおのや

高嶋屋

（有）半田商会

松井田町松井田５５９－１

松井田町松井田２８２

原市１－１３－１８

九十九地区生涯学習センター

松井田町松井田４００－６

松井田町二軒在家４５１

松井田町松井田４８５

松井田町松井田４９１

松井田町松井田５７１

松井田町松井田６１９

住所

安中２－５－５

郷原８４－４

板鼻２－４－２５

安中３－１２－１５

加盟店

飯島屋

いちかわ酒店
（有）グリーンマートかわしま

恵みの湯 安中市磯部３－３－４１ 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 松井田町坂本１２２２

碓氷峠鉄道文化むら 松井田町横川４０７－１６


