町内のごみ
ステーション

燃えるごみ／生ごみ（分別地区のみ）

◎台所の生ごみ

◎リサイクルできない紙類

〜水分をよく切って〜

・ 汚れた紙、洗剤などの臭いのつ
いた箱、写 真、レシートなどの
感熱紙、カーボン紙など

※ 生ごみ処理機器の購入補助が
あります(24ページ参照)。

◎革・布製品

◎リサイクルできない衣類

（靴やカバンなど）

◎草・葉
・ 草、落ち葉は1回につき2袋程度までとしてください。
・ 草は乾燥させて砂を落としてください。
・ 堆肥化するなど、資源化に努めましょう。
・ 分別地区の方は、
「生ごみ」の収集日に出せます。

◎紙おむつ

・ 汚れ、破れがあるもの、穴の開
いたもの、カビているもの
・ 綿入りの衣類
・ ペット用に使った毛布やタオル

◎その他
・ 使い捨てカイロなど。詳しくは13ページからの
「分別早見表」を参照

〜汚物を取り除いて〜

◎生ごみ（分別地区のみ）

◎プラスチック製品
・ おもちゃ、CD、ビデオテープ、バケツ、プランターなど

・肉魚の骨、貝殻、野菜くず、食事の残りものなど
※ 週 2回が「生ごみ」の日です
が、やむを得ない場合は「燃
えるごみ」の日に生ごみを出
しても構いません。

・ プラマークのついたもので、
軽く洗っても汚 れ が 取れな
いもの (マヨネーズの容器や
歯磨き粉などのチューブ類)

町内のごみ
ステーション

燃えないごみ

◎ガラス・せともの・刃物など

◎使い捨てライター

◎かさ

中身を使
い 切 って
ください。

キ ケン な も
の は 紙 に包
んでください。

指定袋は
大 で出し
てください。

◎金属類 ◎針金ハンガー ◎その他（詳しくは１3ページからの「分別早見表」を参照）
※ スプレー缶・カセットコンロ用ボンベは、資源ごみ
（カン）として出してください。
（出し方は6ページ参照）

【指定袋の価格】※ ごみ処理手数料は、１ℓあたり１円です。
燃えるごみ
指定袋のサイズ
販売価格（10枚セット）
1枚あたりの価格

燃えないごみ

40ℓ(大)

25ℓ(中)

10ℓ(小)

5ℓ(極小)

45ℓ(大)

10ℓ(小)

400円

250円

100円

50円

450円

100円

40円

25円

10円

5円

45円

10円
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戸別収集

粗大ごみ

燃えるごみ、燃えないごみの指定袋に入らないもので
①最長辺が２ｍ未満であること
②重量が６０㎏未満であること が条件となります。

※ 指定袋に入るものでも、
粗大ごみとなるものがあります。
（鉄アレイ、ダンベルなどの重り、機械処理ができないスキー靴など）

◎家具類

◎布団類 〜しばって〜

◎自転車

◎家電製品
※ テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、
冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコンは収集しません。
（11 ページの「家電リサイクル対象品目」
、1２ページの「家庭用パソコン」を参照）

◎その他（詳しくは１3 ページからの「分別早見表」を参照）
・ホットカーペット、
電気毛布、じゅうたんなど

【申込み方法・出し方】

１．
申し込む

◎収集指定日の１ヶ月前から１週間前までに電話で申し込んでください。
◎申込み受付時に確認する事項は、
①住所・氏名・電話番号
②粗大ごみの品目と数量（１回につき５個まで） です。
※ 各品目の料金は 1３ページからの
「分別早見表」
を参照

◎受付の際にお知らせした金額の「粗大ごみ
処理券」を、スーパー・コンビニ・ドラッグ
ストア・ホームセンターなどで購入し、粗大
ごみごとに貼ってください。

２．
処理券を購入

処理券

粗大ごみのサイズ

（運搬費含む） 販売価格（１枚）

大

中

小

900 円

600 円

300 円

※ 市指定収集運搬業者・市役所では粗大ごみ処理券の販売はしていません。

◎お知らせした収集日当日の 早朝から朝８時まで に
自宅前（共同住宅の場合は、共用の出入り口付 近
など）に出す。収集に立ち会う必要はありません。

３．
ごみを出す

※ 家の中まで入っての収集はしません。
家の外に出しておいてください。
※ 収集日前から粗大ごみを出すと、
付近にごみが不法に捨てられる原因となりますのでご注意ください。
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【申込み先】市指定収集運搬業者
※ 市指定収集運搬業者は、毎年3月発行の家庭ごみカレンダー「粗大ごみ」欄でご確認ください。

【電話受付の日時】 月〜金 8時30分〜17時

※ 土、
日、
祝日、年末年始を除く

【収集日】※ 土、日、祝日、年末年始を除く
行政区

曜日
月

本町１〜４丁目、新町１〜３丁目、嶺崎１･２丁目、細越１･２丁目、島切窪町、石地町、庄川町、
西山町、町屋町、堀溝町、杉澤町

火

学校町１･２丁目、本所１･２丁目、昭和町１丁目、元町１･２丁目、戸代新田町

水

南本町１〜３丁目、双葉町、月見台２丁目、緑町、椿澤町、田井町、栃栄町、山崎町、耳取町、
鳥屋脇町、熱田町、名木野町、明晶町、下新町、太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、
牛ヶ嶺町、神保町

木

葛巻１･２丁目、昭和町２丁目、反田町、六本木町、中村町、北野町、傍所町、鹿熊町、青木町、
山吉町、速水町、柳橋町、福島町、市野坪町、加坪川町、漆山町、白銀町、松の木町、東町、
四ツ屋町、西の上町、西の下町、千刈町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、芝野町

金

今町１〜７丁目、上新田町、下関町、釈迦塚町、三林町、田之尻町、坂井町

清掃センター
☎ ６３-３５６４
椿澤町滝ノ入 4834 番地

持ち込み時間
【月〜金】9時〜16時 【土】9時〜12時
（日、祝日、年末年始を除く）

【清掃センターへ直接持ち込みできる場合は、
限定されています】
①引越しや冠婚葬祭などで、一時的に大量のごみが出る場合
②引越しの日が決まっているなど、収集日まで待てない緊急性がある場合
※ ①または②の特別な事情がない場合は、
清掃センターへ直接持ち込むことはできません。
※ 草や落ち葉で量が多い場合は、1回につき2袋程度の量で、何度かに分けて
「各町内のごみステーション」へ出すようにしてください。

【持ち込む際の注意事項】
①「廃棄物処理施設直接搬入届出書」に必要事項をご記入のうえ清掃センターに提出いただきます。
※ 事前にご記入いただくと、
持ち込みの際、窓口での手続きがスムーズになります。

【届出用紙の配布施設】
◎市民生活課生活環境係 窓口 ◎今町出張所 窓口 ◎ネーブルみつけ ◎中央公民館
◎北谷公民館 ◎葛巻公民館 ◎新潟公民館 ◎上北谷公民館 ◎今町公民館 ◎保健福祉
センター ◎北谷南部地区ふるさとセンター
※ 市ホームページからもダウンロードできます。

② 燃えるごみ、燃えないごみの料金は10kgにつき100円となりますので、指定袋には入れないでください。
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③粗大ごみは、
事前に「粗大ごみ処理券」
を貼って 持ち込んでください。
（各品目の料金は13ページからの
「分別早見表」を参照）
※ 清掃センター・市役所では「粗大ごみ処理券」は販売していません。
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・ホームセンターなどで販売しています。

【清掃センターへ直接持ち込んでください】
※ 次のごみは、
町内のごみステーションには出さないでください。

◎チップ用剪定枝（無料）

チップは無料で差し上げます！

・ 直径が1cm以上10cm以下、

回収した剪 定 枝から生まれたチップ
は、敷きつめれば雑草の発生を抑制する
ことができ、完熟させれば堆肥として利
用することができます。清掃センターに
て無料配布していますので、ぜひご利用
ください。配布時期については、清掃セン
ターへお気軽にお問い合わせください。

長さが１ｍ以内で葉がついて
いないものが対象です。
・ 葉がついた小枝は、
「燃えるごみ」として町内の
ごみステーションへ出してください。
・ 資源としてチップ化できる枝木が対象です。
（杉、松などの針葉樹はチップ化できません）
※チップ用剪定枝は、葛巻資源回収棟でも回収します。

◎その他（有料）
・ 灰、砂のついた落ち葉、
犬や猫などの死体
（体長70㎝程度まで）
、ペットトイレの砂
・ 料金は10kgにつき100円となりますので、
指定袋には入れないでください。

・ 農薬、劇薬、工業薬品、
その他薬品類

危

LPガス

◎有害性のあるもの

LPガス

処理困難ごみ

◎爆発のおそれのあるもの
・ 消火器、ボンベ（ガス・プロパン）
、火薬類

◎引火性のあるもの
・ ガソリン、
軽油、灯油、重油、
エンジンオイル、油性塗料、廃油、燃料油脂類

◎その他
・ 自動車などの部品
（バッテリー、タイヤ、
ホイールなど）、
農機具・農業用ハウスなどの廃材、
建築廃材 ほか

処理は販売店・取扱店
や一般廃棄物許可業者
へご相談ください。
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〈連絡先〉一般廃棄物許可業者 順不同
㈱髙橋産業

上新田町5-19

☎66-2986

㈱小林先二商店

今町5-3-5

☎66-2388

㈱越佐

新町1-12-3

☎62-2326

㈲寺尾産業

今町3-3-10

☎61-2348

※一般廃棄物許可業者が処理できないものについては、販売店・取扱店にご相談ください。

市では収集
できないもの

①家電リサイクル対象品目

「家電リサイクル法」の対象４品目は、家電メーカーによるリサイクルが義務付けられているため、市では
収集できません。下記の方法で処理してください。

【家電リサイクル対象品目】
◎テレビ（ブラウン管式、プラズマ式、
液晶式）
◎洗濯機・衣類乾燥機
◎冷蔵庫・冷凍庫
◎エアコン

リサイクル料金

平成29年4月1日現在

◎テレビ

15型以下 1,836円 ／ 16型以上 2,916円

◎洗濯機・衣類乾燥機

2,484円

◎冷蔵庫・冷凍庫

170ℓ以下 3,672円 ／ 171ℓ以上 4,644円

◎エアコン

972円

※ メーカーによって料金が異なる場合や料金が変更になる場合があります。
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。

〈家電リサイクル券センター〉

☎ 0120-319640

fax03-3903-7551

受付時間：9時〜17時（日、祝日を除く） ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp/

【処理の方法】
◎家電販売店に引き取りを依頼する場合
・ 購入した店か、買い替えをしようとする店に、
リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、
引き取りを依頼します。

◎廃棄物許可業者に引き取りを依頼する場合
（買い替えしない場合、購入店がわからない場合）
・ 廃棄物許可業者に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、
引き取りを依頼します。

◎郵便局でリサイクル券を購入し、
下記へ直接持ち込む場合
（買い替えしない場合、購入店がわからない場合）

持ち込み先
㈱豊和商事
日本通運㈱

中越支店

長岡市新組町字筒場2474-1

☎ 24-6322

長岡市要町1-4-44

☎ 36-4400
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市では収集
できないもの

②家庭用パソコン

家庭で不要になったパソコンは、
「資源有効利用促進法」に基づき、メーカーなどに回収・再資源化が義
務付けられているため、市では収集できません。下記の方法で処理してください。

◎デスクトップパソコン本体
◎ノート型パソコン
◎ＣＲＴディスプレイ
◎液晶ディスプレイ
その他対象となるもの

対象とならないもの

マウス、キーボード、スピーカー、
ケーブルなど、購入時の標準添付品

プリンター、スキャナーなどの周辺機器、CD-ROM媒体
などの記録メディア、ワープロなど

【出し方】

このマークが目印です！

◎ＰＣリサイクルマークがついている場合

・ メーカー受付窓口に回収を申し込んでください。
回収・資源化料金は購入価格に上乗せされているので、排出の際に費用はかかりません。
※ ＰＣマークがついていても、倒産などによりメーカーが存在しない場合は、
「ＰＣマークがついてい
ない場合」
と同様に処理を依頼してください。

◎ＰＣリサイクルマークがついていない場合

①②いずれかの方法で処理してください。

①メーカー受付窓口に回収を申し込む（メーカーが存在する場合）
②パソコン３Ｒ推進協会に回収を申し込む
（メーカーが存在しない場合や自作パソコンなど）
※ 回収・再資源化料金、リサイクル処理料金は、品目やメーカーにより異なります。

詳しくは
「一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会」へ

受付時間：9時〜12時・13時〜17時
（土、日、祝日、
年末年始を除く）
☎ 03-5282-7685
ホームページ：http://www.pc3r.jp/

市では収集
できないもの

③在宅医療廃棄物

注射針などの鋭利なもの
提供を受けた医療機関
または薬局などに
ご相談ください。

次のものは
「燃えるごみ」へ出してください。
◎栄養剤バッグ
◎チューブ類・カテーテル類
（50㎝以内に切る）
◎透析用CAPDバッグ

医療機関・薬局へ
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◎プラスチック製栄養剤注射器
（針はもともとついていません）

