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資源とごみの資源とごみの資源とごみの
出し方ガイド

町田市エコキャラクター スケルトンごみ収集車

町田市

リデュースリデュース

リユース

リサイクル3R

Android端末用
町田市の資源とごみの出し方や、収集日の確認をスマホで簡単に行えます。
表記のQRコードからダウンロードページへアクセス！（ダウンロードは無料ですが、通信料は自己負担となります）

町田市“ごみ分別アプリ”配信中です！
iOS端末用
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2021年度版 資

源と
ごみの分別で

〈 小川・金森・金森東・つくし野・南つくし野・鶴間・南町田・成瀬が丘の全域 〉
容器包装プラスチック分別収集対応版
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町田市役所代表電話
042-722-3111

年中無休　午前7時～午後7時

お問合せ先

資源とごみの分別を
スマホで簡単チェック！

収集日の確認も行えます。

町田市ごみ分別アプリ

粗大ごみの収集や
持込みについて

まちだエコライフ推進公社
042-797-1651

月～土（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

一般財団法人

※事業に伴い出た粗大ごみは受付（収集）できません

iOS端末用

無料ダウンロードはこちらから！（通信料は自己負担です）

Android端末用

発行／2021年3月
編集／町田市環境資源部３Ｒ推進課
〒194-0202　
町田市下小山田町3160　☎042-797-7111
《刊行物番号》20-71

この冊子は4,500部作成し、1部あたりの単価は144円です。（職員人件費を含みます。）

廃棄物をみだりに投棄すると法律により罰せられる場合があります。
５年以下の懲役または１千万円以下の罰金もしくはその両方

市では不法投棄されたものを調査して厳しく指導を行っています。

・ごみの分別、出し方について
・工場へのごみの持込み
・ごみの集積所について
・不法投棄のご相談
・ふれあい収集について
・動物の死体収容
・ごみの減量・資源化について
・地域資源回収
 （特別指定団体を含む）について
・リサイクル広場について
・生ごみ処理機等の補助制度について
・その他ごみに関すること
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この冊子は、容器包装プラスチックの分別
収集対象地域である

この冊子は、家庭から排出される資源とごみの分別や出し方を案内しています。
事務所やお店などから排出される資源やごみは出すことができません。もくじ
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ビン・カン・スプレー缶
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容器包装プラスチック

ら

わ

品　　　名 分別区分 備　　　考

ら
ランドセル 燃やせるごみ
ランドセルカバー 燃やせるごみ

り

リール 燃やせないごみ 金属製のものは ｢リサイクル広場」に無料で持ち込めます

リボン 燃やせるごみ

リモコン
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [有害ごみ ]

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [有害ごみ ]

リヤカー 粗大ごみ
リュックサック 燃やせるごみ
料理くず 燃やせるごみ
旅行カバン 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [燃やせないごみ ]

りんご箱（木製） 燃やせるごみ

る
ルーペ 燃やせないごみ
ルームランナー 粗大ごみ

れ

冷蔵庫 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

冷凍庫 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

レーザーディスク・レコード 燃やせないごみ
レーザーディスク・レコードのジャケット 古紙・古着

レーザーディスク・レコードプレーヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [粗大ごみ ]

レシート（感熱紙） 燃やせるごみ 普通紙は [古紙・古着 ]

レジ袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
レジャーシート 燃やせるごみ 60cm以下に切ってください

レジャーシートの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
レトルトパック 容器包装プラスチック 中をゆすいでください

レンジ台 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [燃やせないごみ ]

レンジパネル 燃やせないごみ
レンガ 燃やせないごみ 1回に5リットルの指定袋で1袋まで　持ち込みは1日に30kgまで

レンズ 燃やせないごみ
練炭 燃やせるごみ

ろ

ローションの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ロープ 燃やせるごみ 60cm以下に切ってください
指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [粗大ごみ ]

ローラーブレード（スケート） 燃やせないごみ
ろうそく 燃やせるごみ
ロッカー 粗大ごみ

わ

ワープロ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34ページをご覧ください

燃やせないごみ

ワイシャツ 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [燃やせるごみ ]

ワイシャツの外包装、プラスチック製のク
リップ、えりのキーパー 容器包装プラスチック

ワインセラー 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

わさびのチューブ 容器包装プラスチック
綿入れの服（はんてん、羽織など） 燃やせるごみ
わりばし 燃やせるごみ
わりばしの袋（紙製） 古紙・古着
わりばしの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
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燃やせるごみの袋の中燃やせるごみの袋の中燃やせるごみの袋の中

分ければ資源
混ぜればごみ

生ごみもリサイクル
できるよ！

きちんとリサイクル
すれば、ごみが
だいぶ小さくなるね！

容器包装プラスチックの
分別にご協力お願いいた
します。
くわしくは 12ページを
ご覧ください。

3R（さんあーる）とは
“R”からはじまる、ごみを減らすための３つのキーワードです

（ごみを作らない） （分けて資源にする）（くりかえし大切に使う）

3R推進キャラクター
エコバッグちゃんファミリー

収集のオジさん エコバッグちゃん

マイボトルくん ハシブト

ごみのことなら
なんでも知ってる
やさしいおじさん

なんでも知りたがりの
明るい女の子
お買い物が大好き！

お外で遊ぶのが
大好きな男の子

とってもおっちょこちょいな
男の子（九官鳥）
みんなに愛されてます

プラスチック
12％

☆買い物に行くときはエコバッ
グを持っていき、レジ袋をこ
とわる。
☆物を買うときは良く考えて、
使える分・食べられる分だけ
買う。

☆物が壊れてしまってもすぐに買
い換えないで修理してながく使
う。
☆まだ使えるものは欲しい人に
譲ったり、リサイクルショップ
などに引きとってもらう。

☆物を捨てる前によく考えて種
類ごとに分別して、スーパー
の拠点回収ボックスや資源の
集積所に出す。

「燃やせるごみ」組成結果一覧表
2021年2月実施

その他
17％繊維類

3％
木・草類
2％

資源に
できる紙類
7％

資源に
できない
紙類10％

生ごみ
49％

この冊子は、家庭から排出される資源とごみの分別や出し方を案内しています。
事務所やお店などから排出される資源やごみは出すことができません。
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サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

中 20リットル 160円

大 40リットル 320円

右袋外の、にけ向方の者いが障覚視 ※
辺中央部と袋本体の持ち手の片側部分に穴が開いています。

と部上右袋外の、にけ向方の者いが障覚視 ※
袋本体の持ち手の中央しばり口部分に穴が開いています。

　　　　　　　　　　　　の指定収集袋は、ＪＲ横浜線より南の地域とその近辺で販売
しています。くわしくは、36～43ページをご覧ください。（最新情報は、町田市
ホームページでご確認ください。）

燃やせるごみ（黄色）

燃やせないごみ（緑色）

容器包装プラスチック（ピンク色）

市指定の収集袋は、お近くの販売店（取扱店）でお買い求め
ください。
取扱店一覧は、36～43 ページまたは町田市ホームページ
をご覧ください。

購入方法

（参考）

指定収集袋のサイズ

高さ

横幅

燃やせるごみ・燃やせないごみ
高さ 横幅 マチ

ミニ 5 ㍑

小 10㍑

中 20㍑

大 40㍑

30 18 6

37.5 26 7
45 35 7.5
58 45 10

センチメートル

センチメートル

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

容器包装プラスチック
高さ 横幅 マチ

中 20㍑

大 40㍑

45 35 7.5

58 45 10

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

町田市指定収集袋

燃やせないごみ

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

取扱店はこのようなステッカーを
表示しています

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

中 20リットル 160円

大 40リットル 320円

右袋外の」クッチスラプ装包器容「、にけ向方の者いが障覚視 ※
辺中央部と袋本体の持ち手の片側部分に穴が開いています。

と部上右袋外の」みごいなせや燃「、にけ向方の者いが障覚視 ※
袋本体の持ち手の中央しばり口部分に穴が開いています。

「容器包装プラスチック」の指定収集袋は、ＪＲ横浜線より南の地域とその近辺で販
売しています。くわしくは、38～45ページをご覧ください。（最新情報は、町田市
ホームページでご確認ください。）

燃やせるごみ（黄色）

燃やせないごみ（緑色）

容器包装プラスチック（ピンク色）

取扱店はこのようなステッカーを
表示しています

市指定の収集袋は、お近くの販売店（取扱店）でお買い求め
ください。
取扱店一覧は、38～45 ページまたは町田市ホームページ
をご覧ください。

購入方法

（参考）

指定収集袋のサイズ

高さ

横幅

燃やせるごみ・燃やせないごみ
高さ 横幅 マチ

ミニ 5 ㍑

小 10㍑

中 20㍑

大 40㍑

30 18 6

37.5 26 7
45 35 7.5
58 45 10

センチメートル

センチメートル

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

容器包装プラスチック
高さ 横幅 マチ

中 20㍑

大 40㍑

45 35 7.5

58 45 10

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

町田市指定収集袋

おむつや蓄尿便袋（ストマなど）を使用している方は、おむつ専用の
無料の指定収集袋を利用できます。

排出方法
・汚物はトイレに流してください。
・おむつや蓄尿便袋（ストマなど）以外は入れないでください。

 ・ の収集当日の朝、8時 30分までに決められた場
所に出してください。

配付方法
各配付場所の窓口にある「交付依頼」に、住所・氏名を記入し、交付
を受けてください。

町内会・自治会などの団体または個人で、公園や道路などの公共の場所
しを清掃 たときに集めたごみは、無料のボランティア袋を利用できます。

ボランティア袋のご利用には、事前に団体登録または個人登録が必要です。

各配付場所の窓口に登録カードを持参・提示し、「交付依頼」に登録番号を記入して交付を受けてください。

・必ず登録番号を記入して出してください。
・ を分別し、それぞれの収集当日の朝、
　８時３０分までに決められた場所に出してください。

・ボランティア袋配付場所にある申込書に必要事項を記入し、窓口に提出する。
・ハガキまたはファックスで申込む。
　申込者の住所、氏名（団体登録の場合は団体名、代表者名）、電話番号、
　主な清掃場所、ボランティア袋の登録であることを明記してください。

排出方法

 

登録方法

　

配付方法

送り先
〒194-0202　町田市下小山田町 3160 町田リサイクル文化センター　3R推進課
（☎042-797-7111）　　FAX：042-797-5325

容量 配付枚数
20

リットル 1回に30枚まで

容量 配付枚数
20

リットル
  個人：1回に20枚まで
  団体：1回に300枚まで
20リットル・40リットル

合計枚数
40

リットル

おむつ専用袋

ボランティア袋

後日、登録カードを送付します
次のいずれかの方法でご登録ください。

※生活ごみは入れないでください。
燃やせるごみ

燃やせるごみ 燃やせないごみ

おむつ専用袋の配付場所は、33ページをご覧ください。

ボランティア袋の配付場所は、33ページをご覧ください。
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サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

中 20リットル 160円

大 40リットル 320円

右袋外の、にけ向方の者いが障覚視 ※
辺中央部と袋本体の持ち手の片側部分に穴が開いています。

と部上右袋外の、にけ向方の者いが障覚視 ※
袋本体の持ち手の中央しばり口部分に穴が開いています。

　　　　　　　　　　　　の指定収集袋は、ＪＲ横浜線より南の地域とその近辺で販売
しています。くわしくは、36～43ページをご覧ください。（最新情報は、町田市
ホームページでご確認ください。）

燃やせるごみ（黄色）

燃やせないごみ（緑色）

容器包装プラスチック（ピンク色）

市指定の収集袋は、お近くの販売店（取扱店）でお買い求め
ください。
取扱店一覧は、36～43 ページまたは町田市ホームページ
をご覧ください。

購入方法

（参考）

指定収集袋のサイズ

高さ

横幅

燃やせるごみ・燃やせないごみ
高さ 横幅 マチ

ミニ 5 ㍑

小 10㍑

中 20㍑

大 40㍑

30 18 6

37.5 26 7
45 35 7.5
58 45 10

センチメートル

センチメートル

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

容器包装プラスチック
高さ 横幅 マチ

中 20㍑

大 40㍑

45 35 7.5

58 45 10

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

町田市指定収集袋

燃やせないごみ

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

取扱店はこのようなステッカーを
表示しています

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

ミニ 5リットル 80円

小 10リットル 160円

中 20リットル 320円

大 40リットル 640円

サイズ 容量 価格
（10枚 1パック）

中 20リットル 160円

大 40リットル 320円

右袋外の」クッチスラプ装包器容「、にけ向方の者いが障覚視 ※
辺中央部と袋本体の持ち手の片側部分に穴が開いています。

と部上右袋外の」みごいなせや燃「、にけ向方の者いが障覚視 ※
袋本体の持ち手の中央しばり口部分に穴が開いています。

「容器包装プラスチック」の指定収集袋は、ＪＲ横浜線より南の地域とその近辺で販
売しています。くわしくは、38～45ページをご覧ください。（最新情報は、町田市
ホームページでご確認ください。）

燃やせるごみ（黄色）

燃やせないごみ（緑色）

容器包装プラスチック（ピンク色）

取扱店はこのようなステッカーを
表示しています

市指定の収集袋は、お近くの販売店（取扱店）でお買い求め
ください。
取扱店一覧は、38～45 ページまたは町田市ホームページ
をご覧ください。

購入方法

（参考）

指定収集袋のサイズ

高さ

横幅

燃やせるごみ・燃やせないごみ
高さ 横幅 マチ

ミニ 5 ㍑

小 10㍑

中 20㍑

大 40㍑

30 18 6

37.5 26 7
45 35 7.5
58 45 10

センチメートル

センチメートル

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

容器包装プラスチック
高さ 横幅 マチ

中 20㍑

大 40㍑

45 35 7.5

58 45 10

センチメートル

センチメートル

※ごみの形状によって入らない場合が
　あります。
　寸法は目安としてお考えください。

町田市指定収集袋

おむつや蓄尿便袋（ストマなど）を使用している方は、おむつ専用の
無料の指定収集袋を利用できます。

排出方法
・汚物はトイレに流してください。
・おむつや蓄尿便袋（ストマなど）以外は入れないでください。

 ・ の収集当日の朝、8時 30分までに決められた場
所に出してください。

配付方法
各配付場所の窓口にある「交付依頼」に、住所・氏名を記入し、交付
を受けてください。

町内会・自治会などの団体または個人で、公園や道路などの公共の場所
しを清掃 たときに集めたごみは、無料のボランティア袋を利用できます。

ボランティア袋のご利用には、事前に団体登録または個人登録が必要です。

各配付場所の窓口に登録カードを持参・提示し、「交付依頼」に登録番号を記入して交付を受けてください。

・必ず登録番号を記入して出してください。
・ を分別し、それぞれの収集当日の朝、
　８時３０分までに決められた場所に出してください。

・ボランティア袋配付場所にある申込書に必要事項を記入し、窓口に提出する。
・ハガキまたはファックスで申込む。
　申込者の住所、氏名（団体登録の場合は団体名、代表者名）、電話番号、
　主な清掃場所、ボランティア袋の登録であることを明記してください。

排出方法

 

登録方法

　

配付方法

送り先
〒194-0202　町田市下小山田町 3160 町田リサイクル文化センター　3R推進課
（☎042-797-7111）　　FAX：042-797-5325

容量 配付枚数
20

リットル 1回に30枚まで

容量 配付枚数
20

リットル
  個人：1回に20枚まで
  団体：1回に300枚まで
20リットル・40リットル

合計枚数
40

リットル

おむつ専用袋

ボランティア袋

後日、登録カードを送付します
次のいずれかの方法でご登録ください。

※生活ごみは入れないでください。
燃やせるごみ

燃やせるごみ 燃やせないごみ

おむつ専用袋の配付場所は、33ページをご覧ください。

ボランティア袋の配付場所は、33ページをご覧ください。
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収集当日の朝、8時30分までに町田市の指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。

生ごみ 革製品

ゴム製品 布製品

資源にならない紙類 木製品・加工材

在宅医療で使用したもの保冷剤・カイロ・その他

※水分をよく切ってください

※60cm以下に切って出してくださ

※バックルは燃やせないごみとして
　出してください

い※ゴルフボールは燃やせないごみ

靴

雨ガッパ ぬいぐるみ まくら

座布団 汚れた衣類
ホース

長靴

ボール

ベルト

財布

ランドセル

洗剤の箱

※水でしめらせてください

写真 お盆・木のうつわ まな板

せんす・うちわ

加工材

ティッシュや汚れた紙

マスク・わりばし

チューブ類 カテーテル類ビニール
バッグ類

使用したガーゼ・
脱脂綿

保冷剤（袋タイプ）・カイロ

花火

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは28ページをご覧ください。

※ 直径 10㎝以下で建築廃材
ではないもの

生ごみは、生ごみ処理
機を利用しよう！
詳しくは30ページを
見てね

代表的なもの 指定収集袋以外で出せるもの
おむつ専用袋 ボランティア袋

おむつと蓄尿便袋（ストマ
など）のみ入れられます。

公共の場所を清掃した時に
集めたごみを出すことがで
きます。
詳しくは5ページをご覧く
ださい。

必ず登録番号を記入
してください

収集日当日の朝、８時３０分までにお出しください。
（収集日は、資源とごみの収集カレンダーをご覧ください。）

◆袋の口をしばって、ごみがは
み出ないようにしてください。
◆40ℓの指定収集袋に入らな
いもの、単体の重さが10kgを
超えるものは、 と
なります。

戸建住宅の方
道路に接した敷地内

集合住宅の方
指定された置き場

出す場所

詳しくは5ページをご覧く
ださい。

※生活ごみが入っている場合は、
　収集できません。

剪定枝（資源）として出せない植物

対象となるもの
＜毒性がある植物＞
アセビ、ウルシ、カクレミノ、キョウチクトウ
ユズリハ、ユーカリ
＜繊維質が多く、資源化に適さない植物＞
シュロ、ソテツ、竹、笹、シノ
＜その他＞
草、花、雑草、落葉、樹木の根っこ、剪定くず、
つる、茎

45ℓ45ℓ

６０cm以内

３０cm以内

45ℓまでの透明・半透
明の袋に入れてお出しく
ださい。1 回に出せる量
は90ℓ相当です。

袋に入らないものは、束ねて2束ま
で出せます。

丸太・加工された木材は、　　　　として出せません。
太さ、長さを確認のうえ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 として出してください。燃やせるごみ 粗大ごみ

粗大ごみ

剪定枝

燃やせないごみ

収集当日の朝、8時30分までに指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。

生ごみ 革製品

ゴム製品 布製品

資源にならない紙類 木製品・加工材

在宅医療で使用したもの保冷剤・カイロ・その他

※水分をよく切ってください

※60cm以下に切って出してくださ

※バックルは燃やせないごみとして
　出してください

い※ゴルフボールは燃やせないごみ

靴

雨ガッパ ぬいぐるみ まくら

座布団 汚れた衣類
ホース

長靴

ボール

ベルト

財布

ランドセル

洗剤の箱

※水でしめらせてください

写真 お盆・木のうつわ まな板

せんす・うちわ

加工材

ティッシュや汚れた紙

マスク・わりばし

チューブ類 カテーテル類ビニール
バッグ類

使用したガーゼ・
脱脂綿

保冷剤（袋タイプ）・カイロ

花火

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは32ページをご覧ください。

※ 直径 10㎝以下で建築廃材
ではないもの

生ごみは、生ごみ処理
機を利用しよう！
詳しくは34ページを
見てね

代表的なもの

燃やせるごみ燃やせるごみ 収集回数：週に2回
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収集当日の朝、8時30分までに町田市の指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。

生ごみ 革製品

ゴム製品 布製品

資源にならない紙類 木製品・加工材

在宅医療で使用したもの保冷剤・カイロ・その他

※水分をよく切ってください

※60cm以下に切って出してくださ

※バックルは燃やせないごみとして
　出してください

い※ゴルフボールは燃やせないごみ

靴

雨ガッパ ぬいぐるみ まくら

座布団 汚れた衣類
ホース

長靴

ボール

ベルト

財布

ランドセル

洗剤の箱

※水でしめらせてください

写真 お盆・木のうつわ まな板

せんす・うちわ

加工材

ティッシュや汚れた紙

マスク・わりばし

チューブ類 カテーテル類ビニール
バッグ類

使用したガーゼ・
脱脂綿

保冷剤（袋タイプ）・カイロ

花火

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは28ページをご覧ください。

※ 直径 10㎝以下で建築廃材
ではないもの

生ごみは、生ごみ処理
機を利用しよう！
詳しくは30ページを
見てね

代表的なもの 指定収集袋以外で出せるもの
おむつ専用袋 ボランティア袋

おむつと蓄尿便袋（ストマ
など）のみ入れられます。

公共の場所を清掃した時に
集めたごみを出すことがで
きます。
詳しくは5ページをご覧く
ださい。

必ず登録番号を記入
してください

収集日当日の朝、８時３０分までにお出しください。
（収集日は、資源とごみの収集カレンダーをご覧ください。）

◆袋の口をしばって、ごみがは
み出ないようにしてください。
◆40ℓの指定収集袋に入らな
いもの、単体の重さが10kgを
超えるものは、 と
なります。

戸建住宅の方
道路に接した敷地内

集合住宅の方
指定された置き場

出す場所

詳しくは5ページをご覧く
ださい。

※生活ごみが入っている場合は、
　収集できません。

剪定枝（資源）として出せない植物

対象となるもの
＜毒性がある植物＞
アセビ、ウルシ、カクレミノ、キョウチクトウ
ユズリハ、ユーカリ
＜繊維質が多く、資源化に適さない植物＞
シュロ、ソテツ、竹、笹、シノ
＜その他＞
草、花、雑草、落葉、樹木の根っこ、剪定くず、
つる、茎

45ℓ45ℓ

６０cm以内

３０cm以内

45ℓまでの透明・半透
明の袋に入れてお出しく
ださい。1 回に出せる量
は90ℓ相当です。

袋に入らないものは、束ねて2束ま
で出せます。

丸太・加工された木材は、　　　　として出せません。
太さ、長さを確認のうえ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 として出してください。燃やせるごみ 粗大ごみ

粗大ごみ

剪定枝

燃やせないごみ

収集当日の朝、8時30分までに指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。

生ごみ 革製品

ゴム製品 布製品

資源にならない紙類 木製品・加工材

在宅医療で使用したもの保冷剤・カイロ・その他

※水分をよく切ってください

※60cm以下に切って出してくださ

※バックルは燃やせないごみとして
　出してください

い※ゴルフボールは燃やせないごみ

靴

雨ガッパ ぬいぐるみ まくら

座布団 汚れた衣類
ホース

長靴

ボール

ベルト

財布

ランドセル

洗剤の箱

※水でしめらせてください

写真 お盆・木のうつわ まな板

せんす・うちわ

加工材

ティッシュや汚れた紙

マスク・わりばし

チューブ類 カテーテル類ビニール
バッグ類

使用したガーゼ・
脱脂綿

保冷剤（袋タイプ）・カイロ

花火

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは32ページをご覧ください。

※ 直径 10㎝以下で建築廃材
ではないもの

生ごみは、生ごみ処理
機を利用しよう！
詳しくは34ページを
見てね

代表的なもの

燃やせるごみ燃やせるごみ 収集回数：週に2回
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製品プラスチック

金属類

細長いもの

在宅医療で使用したもの

電気製品

その他

石、陶器、ガラス類

※ごみ袋からはみ出す場
合は 40ℓの指定収集袋
を使用してください

詳しくは9ページを
ご覧ください

※他の燃やせないごみと袋を分けて、単体で出してください。

針は収集できません！
（針は、病院もしくは薬局に

処分を依頼してください）

※１回に５リットル袋で
１袋まで

プラスチックのおもちゃ

傘

電気ポット・トースター

レンガ

食器・陶器・ガラス製品

電子レンジ 掃除機

ゴルフクラブ・バット・ラケット

ポリタンク

保冷剤 バケツ

鉄アレイ

ペン型自己注射カートリッジ
経管栄養注射器 等

電源コード

ヘルメット CD・DVD

丸太
ホチキス・クリップ・工具類

白熱電球・LED電球

ペン型自己注射器

注射筒

※新聞・ガムテープなど
で保護してください

鏡・
はさみ・
包丁

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは28ページをご覧ください。

代表的なもの

くぎ・針金

※直径 10cm～ 15cm

突っ張り棒・ほうき

タイヤチェーン

燃やせないごみ 収集回数：2週に1回

細長いもの

収集日当日の朝、８時３０分までにお出しください。
（収集日は、資源とごみの収集カレンダーをご覧ください。）

◆袋の口をしばって、ごみがは
み出ないようにしてください。

戸建住宅の方
道路に接した敷地内

集合住宅の方
指定された置き場

40ℓの の袋で出すこと
ができます。
長さ・重さが基準を超えるものは粗大
ごみとなります。

重さ：10kg 以下

このように出してください

対象となるもの
かさ、ラケット、突っ張り棒、
掃除機の柄、ほうき、
スコップ、釣りざお、バット、
ゴルフクラブなど

小型家電やインクカートリッジは、リサイクルも
できるんだ。詳しくは 20～ 21ページを見てね

出す場所

正しい出し方

◆40ℓの指定収集袋に入らな
ないもの、又は、単体の重さ
10kg・長さ140cm・直径15cm
のいずれかを超えるものは、

となります。

燃やせないごみ

粗大ごみ

収集当日の朝、8時30分までに町田市の指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。
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製品プラスチック

金属類

細長いもの

在宅医療で使用したもの

電気製品

その他

石、陶器、ガラス類

※ごみ袋からはみ出す場
合は 40ℓの指定収集袋
を使用してください

詳しくは9ページを
ご覧ください

※他の燃やせないごみと袋を分けて、単体で出してください。

針は収集できません！
（針は、病院もしくは薬局に

処分を依頼してください）

※１回に５リットル袋で
１袋まで

プラスチックのおもちゃ

傘

電気ポット・トースター

レンガ

食器・陶器・ガラス製品

電子レンジ 掃除機

ゴルフクラブ・バット・ラケット

ポリタンク

保冷剤 バケツ

鉄アレイ

ペン型自己注射カートリッジ
経管栄養注射器 等

電源コード

ヘルメット CD・DVD

丸太
ホチキス・クリップ・工具類

白熱電球・LED電球

ペン型自己注射器

注射筒

※新聞・ガムテープなど
で保護してください

鏡・
はさみ・
包丁

※リサイクル広場に無料で持込める品目もあります。詳しくは28ページをご覧ください。

代表的なもの

くぎ・針金

※直径 10cm～ 15cm

突っ張り棒・ほうき

タイヤチェーン

燃やせないごみ 収集回数：2週に1回

細長いもの

収集日当日の朝、８時３０分までにお出しください。
（収集日は、資源とごみの収集カレンダーをご覧ください。）

◆袋の口をしばって、ごみがは
み出ないようにしてください。

戸建住宅の方
道路に接した敷地内

集合住宅の方
指定された置き場

40ℓの の袋で出すこと
ができます。
長さ・重さが基準を超えるものは粗大
ごみとなります。

重さ：10kg 以下

このように出してください

対象となるもの
かさ、ラケット、突っ張り棒、
掃除機の柄、ほうき、
スコップ、釣りざお、バット、
ゴルフクラブなど

小型家電やインクカートリッジは、リサイクルも
できるんだ。詳しくは 20～ 21ページを見てね

出す場所

正しい出し方

◆40ℓの指定収集袋に入らな
ないもの、又は、単体の重さ
10kg・長さ140cm・直径15cm
のいずれかを超えるものは、

となります。

燃やせないごみ

粗大ごみ

収集当日の朝、8時30分までに町田市の指定収集袋に入れて決められた場所に出してください。
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容器包装プラスチック

①「プラマーク」が表記されているもの
②商品を取り出したり、使い切った後に不要となる
　容器や包装（包み）など
※「プラマーク」が表記されていない

もあります容器包装プラスチック
「プラマーク」

このマークが
目印だよ

って何？

プラスチック容器 チューブ類

発泡スチロール類 ポリ袋類

カップ類 ラップ類

ボトル類 その他

卵のケース、食品の容器など 調味料、歯磨き粉のチューブなど

レジ袋、商品の袋など

食品、飲料のカップなど
※ふたがプラスチック製でない
　場合は、外してください。

カップ麺の容器、トレイ
緩衝材など
※指定収集袋に入らない場合は、
　適当な大きさに切ってください。

洗剤、シャンプーのボトルなど
※ 中身を使い切って、ゆすいでか
ら出してください。ふた・ポン
プ・ノズル部分はボトルから外
した状態で出してください。

商品を包んだフィルムなど
※家庭で使用したラップは該当
　しません。

代表的なもの

 

お弁当のおかず入れ ペットボトルのキャップ

気泡緩衝材

エアークッション 果物・野菜のネット

錠剤のシート

「プラマーク」が表記されていないものも
あります。

「プラマーク」が表記されていないものも
あります。

収集回数：週に1回

戸建住宅の方
道路に接した敷地内

集合住宅の方
指定された置き場

と
  同じ場所なんだね！

納豆などの容器 シャンプーのボトル

お菓子の袋
化粧品の容器など

食器洗いの残り水な
どでゆすいでくださ
い。

キャップやポンプを
外し、ゆすいでくだ
さい。
※ キャップやポンプ
部分も容器包装プ
ラスチックです。

残ったくずをたたい
て出してください。
ゆすぐ必要はありま
せん。

ゆすがない場合は、やわ
らかい紙などで汚れをふ
き取ってください。

※材質により 又は

◆袋の口をしばって 、ごみがは
み出ないようにしてください。

◆中身が見えるように、直接指定
収集袋に入れてください。

◆40ℓの指定収集袋に入らない
ものは となります。粗大ごみ

二重袋では
出さないで
ください!!

収集日当日の朝、８時３０分までにお出しください。
（収集日は、資源とごみの収集カレンダーをご覧ください。）

容器包装プラスチックの出し方

燃やせるごみ 燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

容器包装プラスチックとして出せるもの 容器包装
プラスチック

で出していただくことになります

中身が残っている・汚れが落ちない場合は
容器包装プラスチックでは出せません！
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ペットボトル

容器包装プラスチックは、収集した後
資源化するため手選別作業をしています

容器包装プラスチックの資源化の妨げになる
以下の不適物は絶対に入れないでください！

※袋を機械で破き、コンベアに載せて作業員が袋の中身を確認し不適物を除去

汚れの付着した容器包装
プラスチック

燃やせるごみで出してください
（6～7ページをご覧ください）

※容器包装プラスチックとしてではなく、
　ペットボトルの収集に出してください。

燃やせないごみで出してください
（8～9ページをご覧ください）

ペットボトルで出してください
（19ページをご覧ください）

クッションや枕の中身（青色
）品製クッチスラプ（）状粒の
注射筒（針付きは収集不可） プランターなど

（プラスチック製品）

容器包装プラスチックで出せ
ないものは、それぞれ出し方
と収集日を確認して適切に
排出してください。

さまた

容器包装プラスチックで出す際に
注意していただきたいこと

《プラマークが表記されていても、全部が とは限りません》

複数表記されている商品は、確認してそれぞれの分別方法で出してください。

ボトル類は、キャップを外した
状態で出してください。

値札シールが
簡単にはがれ
ない場合は、
そのまま出して
ください。

発泡トレイ（白色）は拠点回収ボックス
へ出すこともできます。

ページからの50音別分別ガイドを
参考にして、容器包装プラスチックの
適切な分別排出にご協力をお願い
します。

☆ペットボトル（ボトル本体）
→ラベル、キャップを外して

として資源集積
所に出してください。
☆プラ（キャップ・ラベル）
→ として
　出してください。

※回収拠点に出すこともできます。
（34 ページをご覧ください）

指定収集袋での排出もできますが、スーパーなどの店頭
や公共施設などにある回収ボックスでも無料で回収して
います。今後も引き続きご利用ください。（回収拠点は
34 ページをご覧ください）

※キャップやポンプ
も容器包装プラ
スチックです。

資源集積所（設置例）

注目！！

をレジ袋などの小袋に
入れてから指定収集袋
に入れる行為（二重袋）
は、袋の中身を確認する
作業の妨げとなります。
二重袋は絶対にしないでください！

化するため、収集した袋の中に　　　　　　　　　　  以外の物（不適物）が
混じっていないかなどを手作業ですべて確認しています。

容器包装プラスチック
   は資源燃やせるごみ 燃やせないごみ 容器包装プラスチックや  　　　　　　　と異なり、

ペットボトル

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

10～11ページの分別・出し方や46
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古紙・古着

ひもで束ねる

ひもで束ねる

紙袋に入れ
口を閉じる

洗い、乾かし
開いて

ひもで束ねる

たたんで
ひもで束ねる

新　

み
が
雑 紙袋に入れるか

雑誌等に
はさみ込み、
ひもで束ねる

これは雑がみで出せます
●お菓子や食品の空き箱　●包装紙　●メモ用紙　●はがき　●チラシ　●封筒（窓付き封筒のフィルムは取り除く）
●便箋　●箸袋　●ティッシュの箱（取り出し口のビニールは取り除く）　●紙製のカレンダー　●半紙・画用紙　
●トイレットペーパーやラップの芯　など　

●酒類の紙パック（裏が銀色のもの）は、資源として回収できません。

●プラスチックの注ぎ口がついているものは、切り取ってから出してください。プラスチックの注ぎ口は、
の日に出してください。

収集回数：週に 1回

収集当日の朝、8時 30分までに資源集積所に出してください。

種類ごとに分けて、ひもで束ねて出してください。
紙以外のものは取り除いてください。
※古紙は雨の日でも出せます。

古着は、雨の日や資源集積所が濡れている時は出
さないでください。
カビの原因となり、リサイクルできなくなります。

ボタン・ファスナーなどは
取らずに出してください。

古紙 古着

出す場所

洗い、乾かし透明
または半透明の袋
に入れる

※古紙を出すときは、個人情報の取り扱いに注意してください
★地域資源回収として、町内会・自治会等が独自に古紙等の資源物収集を行っている場合があります。
　地域資源回収については、実施団体へ直接お尋ねください。

の日に指定収集袋でお出しください。

 

の日に
指定収集袋で出してね。

●汚れているもの（泥、油、ペンキ、カビなど）
●ひどい破れや大きな穴が開いているもの
●名前や会社名が入っている制服、作業服
●布団、まくら、座布団　●カーペット　●くつ　
●おむつカバー、便座カバー　●スキーウェア（ズボン、
つなぎ）　●毛糸　●レース製品　●帯、ベルト　
●ストッキング　●ぬいぐるみ
●ペット用のもの、ペットに使用したもの　など　

古紙として出せないもの古紙として出せないもの 古着として出せないもの古着として出せないもの
●ビニールコート紙　●油紙　●圧着はがき 
●紙コップなどの防水加工紙　●金紙・銀紙　●写真
●感熱紙（レシート等）　●カーボン紙・ノンカーボン紙
●ワックス加工紙　●汚れた紙　●昇華転写紙（捺染紙、
アイロンプリント紙）など

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
た
紙

古
　着

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

容器包装プラスチック

・古くなった衣類（Ｔシャツ、ワイシャツ、ダウン
 ジャケット、革製衣類、くつ下、着物など）
・生地（布切れ）

の日に出してください。（リサイクル広場に
無料で持込むことができます。詳しくは28ページをご覧ください）
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◆割れた蛍光管、水銀体温計は、透明・半透明の袋に入れて、資源集積所の白色のかごに出してください。

アルコール体温計・電子体温計、白熱電球、ＬＥＤ電球
※ 蛍光管、水銀体温計の購入時の包装材は、雑がみとして 　　　　　の日に出してください。

中を洗浄して、

ビン・カン
☆収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所（かご）に出してください。
　天候などの理由により、かごの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

☆収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所（かご）に出してください。
　天候などの理由により、かごの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

有害ごみ

動物の死体処理 ☆3R推進課（☎042-797-7111）へご連絡ください。

アルミ缶・スチール缶・スプレー缶・カセットボンベ等のカン
※特別指定団体は、スプレー缶・カセットガスボンベを「有害ごみ」として出してください。

☆アルミ缶はアルミ製品やアルミ缶へ、スチール缶は建材やスチール缶へリサイクルされます。

コイン型電池
（形式記号CR・BRのみ）

出せないもの
・ボタン型電池（型式記号ＬＲ・ＳＲ・ＰＲなど）
・充電式電池（デジタルカメラや携帯電話など）

回収協力店に設置されたボタン電池回収缶へ

販売店等のリサイクルボックスへ

※ボタン型電池回収缶設置店は一般社団法人電池工業会のホームページで、充電式電池リサイクルボックス設置店は
一般社団法人JBRCのホームページで検索できます。

※ビンとして出せないもののうち、「リサイクル広場」に無料で持ち込める場合があります。　詳しくは、28ページをご覧ください。

※カンとして出せないもののうち、「リサイクル広場」に無料で持ち込める場合があります。　詳しくは、28ページをご覧ください。

出せないもの
に出してください

＋
BR
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かごに出してください。

16



◆割れた蛍光管、水銀体温計は、透明・半透明の袋に入れて、資源集積所の白色のかごに出してください。

アルコール体温計・電子体温計、白熱電球、ＬＥＤ電球
※ 蛍光管、水銀体温計の購入時の包装材は、雑がみとして 　　　　　の日に出してください。

中を洗浄して、

ビン・カン
☆収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所（かご）に出してください。
　天候などの理由により、かごの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

☆収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所（かご）に出してください。
　天候などの理由により、かごの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

有害ごみ

動物の死体処理 ☆3R推進課（☎042-797-7111）へご連絡ください。

アルミ缶・スチール缶・スプレー缶・カセットボンベ等のカン
※特別指定団体は、スプレー缶・カセットガスボンベを「有害ごみ」として出してください。

☆アルミ缶はアルミ製品やアルミ缶へ、スチール缶は建材やスチール缶へリサイクルされます。

コイン型電池
（形式記号CR・BRのみ）

出せないもの
・ボタン型電池（型式記号ＬＲ・ＳＲ・ＰＲなど）
・充電式電池（デジタルカメラや携帯電話など）

回収協力店に設置されたボタン電池回収缶へ

販売店等のリサイクルボックスへ

※ボタン型電池回収缶設置店は一般社団法人電池工業会のホームページで、充電式電池リサイクルボックス設置店は
一般社団法人JBRCのホームページで検索できます。

※ビンとして出せないもののうち、「リサイクル広場」に無料で持ち込める場合があります。　詳しくは、28ページをご覧ください。

※カンとして出せないもののうち、「リサイクル広場」に無料で持ち込める場合があります。　詳しくは、28ページをご覧ください。

出せないもの
に出してください

＋
BR

＋CR20323V

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ
古紙・古着

燃やせないごみ

有害ごみ

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

収集回数：週に1回 収集回数：月に2回

資源集積所のオレンジの
かごに出してください。

資源集積所のブルーの
かごに出してください。

資源集積所まで使用した袋などは
必ずお持ち帰りください。

資源集積所まで使用した袋などは
必ずお持ち帰りください。

資源集積所の茶色の
かごに出してください。

資源集積所の白色の
かごに出してください。

17



キャップ・ラベル
を取る

中を洗浄し
乾かす

つぶす

このマークが目印です

ペットボトルとして出せないもの
●食用油が入っていたもの
●焼肉のたれなど食用油脂を使用しているものが入って
　いたもの
●色のついたペットボトルは　　　　　　　　　　  の
　日に指定収集袋で出してください。

収集当日の朝、8時30分までに資源集積所に出してください。

◆資源集積所のネットに出してください。
◆資源集積所まで使用した袋などは必ずお持ち帰りください。
※天候などの理由により、かごとネットの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

回収拠点に出すこともできます。
（詳しくは34ページをご覧ください）

やわらかいものは

かたいものは

の日に指定収集袋で出してね

※詳しくは28ページをご覧ください。

ペットボトル 収集回数：2週に1回

町田市剪定枝資源化センターへ持込めます

※このセンターでは、たい肥の販売も行っています。

ひもで束ねて資源集積所へ出してください。
※ひもを必要以上に巻かないでください。

対象となるもの

持込めません。

＜毒性がある植物＞
アセビ、ウルシ、カクレミノ、キョウチクトウ
ユズリハ、ユーカリ

＜繊維質が多く、資源化に適さない植物＞
シュロ、ソテツ、竹、笹、シノ
＜その他＞
草、花、雑草、落葉、樹木の根っこ、剪定くず、
つる、茎

45ℓ45ℓ

６０cm以内

３０cm以内

袋に入らないものは、束ねて2束まで
出せます。

丸太・加工された木材は、　　　　として出せません。
太さ、長さを確認のうえ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 として出してください。

剪定枝（資源）として出せない植物
せん てい し

収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所に出してください。

45ℓまでの透明・半透
明の袋に入れてお出し
ください。1回に出せる
量は90ℓ相当です。

燃やせるごみ 粗大ごみ

剪定枝

燃やせないごみ

出し方

・枝 1本の太さ　直径 10cm以内
・長さ　　　　　 60cm以内
・1束の太さ　　 直径 30cm以内

収集回数：月に2回剪定枝
せん てい し

燃やせるごみ

燃やせないごみ

キャップ・ラベルは
の日に出してね。キャップ（飲料用のみ）は
「リサイクル広場」に無料で持込むことも
できるよ

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック

　　　　　　  収集当日の朝、午前8時30分
までに、決められた場所に出してください。
燃やせるごみ 朝、午前8時30分
まで

18



キャップ・ラベル
を取る

中を洗浄し
乾かす

つぶす

このマークが目印です

ペットボトルとして出せないもの
●食用油が入っていたもの
●焼肉のたれなど食用油脂を使用しているものが入って
　いたもの
●色のついたペットボトルは　　　　　　　　　　  の
　日に指定収集袋で出してください。

収集当日の朝、8時30分までに資源集積所に出してください。

◆資源集積所のネットに出してください。
◆資源集積所まで使用した袋などは必ずお持ち帰りください。
※天候などの理由により、かごとネットの設置が遅れたり、設置されないことがあります。

回収拠点に出すこともできます。
（詳しくは34ページをご覧ください）

やわらかいものは

かたいものは

の日に指定収集袋で出してね

※詳しくは28ページをご覧ください。

ペットボトル 収集回数：2週に1回

町田市剪定枝資源化センターへ持込めます

※このセンターでは、たい肥の販売も行っています。

ひもで束ねて資源集積所へ出してください。
※ひもを必要以上に巻かないでください。

対象となるもの

持込めません。

＜毒性がある植物＞
アセビ、ウルシ、カクレミノ、キョウチクトウ
ユズリハ、ユーカリ

＜繊維質が多く、資源化に適さない植物＞
シュロ、ソテツ、竹、笹、シノ
＜その他＞
草、花、雑草、落葉、樹木の根っこ、剪定くず、
つる、茎

45ℓ45ℓ

６０cm以内

３０cm以内

袋に入らないものは、束ねて2束まで
出せます。

丸太・加工された木材は、　　　　として出せません。
太さ、長さを確認のうえ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 として出してください。

剪定枝（資源）として出せない植物
せん てい し

収集当日の朝、午前8時30分までに資源集積所に出してください。
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☆家電製品に使われている希少金属（レアメタル）や貴金属類を
   リサイクルすることで、限られた資源の有効活用を図ります。

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブル音楽プレイ
ヤー、ゲーム機、電卓、電子辞書、リモコン、ドライヤー、電
気シェーバーなど

宅配回収では
携帯電話・PHS・
スマートフォンも
回収対象です

小型家電

携帯電話 ☆回収拠点に出してください。

◆無理矢理投入口に入れようとしないでください。入らない場
合は　　　　　　　　　　　　　として出してください。

◆パソコンは「宅配便による回収」をご利用ください。
◆電池・取り外し可能なバッテリーは外してください。
◆個人情報は、排出される方の責任で消去してください。
◆投入した小型家電等は取り出せません。

＜回収拠点は34ページを
　 　ご覧ください。＞ ☆メーカーごとに仕分けられ、各メーカーが責任をもってリサイクルしています。

回収拠点は 34ページを
ご覧ください

インクカートリッジ 回収拠点に出してください

「宅配便」による回収 市と提携した認定業者が回収

回収拠点に出してください。
＜回収拠点は34ページをご覧ください。＞

☆携帯電話・スマートフォン本体も
使用済小型家電回収ボックスに
入れることができます。引き続
き携帯電話の資源化にご協力を
お願いします。

◆個人情報は排出される方の
　責任で消去してください。

◆販売店にお持ちいただくことも
　できます

☆回収拠点に出してください。
  30センチ×15センチ の投入口に入る小さい家電製品が対象です。

燃やせないごみ 粗大ごみ

☆インターネットまたは FAX（専用申込書）で回収をお申込みください。FAX 専用申込書は小型家
電回収ボックス、町田市庁舎７階環境政策課、町田リサイクル文化センターにあるほか、町田市
ホームページからダウンロードもできます。

●回収料金：１箱１，５００円（税抜）、パソコンを含む場合は無料
　（２箱同時申込みの場合は１箱のみ無料）
●支払い方法：クレジットカード・銀行ネット決済・現金（代金引換払い）
　※FAX申込みの場合、代金引換払いのみ
※１箱あたり２０kgまで。家電リサイクル法が適用される製品や、石油・ガスを利用する
　製品は対象外。
※ ブラウン管（CRT）モニターについては、オプション（別料金）となります。

3辺合計140センチ
以内のダンボール箱
等に入る家電製品が
対象。

① 申込み ② 詰める ③ 回収

回収品目
・パソコン（入れば料金無料）
・携帯電話　・小型家電

リネットジャパン 検索申込み・詳細はこちら
ホームページ：http://www.renet.jp
ナビダイヤル：0570-085-800 （10:00-18:00 日・祝は17:00まで）　

ブラザー・キヤノン・エプソン・日本ＨＰの純正インクカートリッジ
上記4社以外のインクカートリッジの回収方法につきましては、各メーカーに
お問合せください。また、　　　　　　　　として出すこともできます。

◆回収対象外： ①事業者から排出されるもの
 ②トナーカートリッジ（※各メーカーにお問合せください。）

燃やせないごみ
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粗大ごみ

家電リサイクル法対象製品やパソコンなど市で処分できないものは収集や持ち込みができません。
25ページ、27ページまたは５０音別分別ガイド（46ページ～）をご覧ください。  

予 約 方 法（ 1.戸別収集、2.直接持込み ）

①インターネット、専用ダイヤルから予約する

②処理券を購入する

③粗大ごみを出す

　　　　  は、４０ℓの指定収集袋に入らないもの、単体の重さ１０㎏、長さ１４０cm、直径１５cm を
越えるものです。
　　　　  の処理は、戸別収集と直接持込みがありますので、まちだエコライフ推進公社へ事前予約
をしてください。

粗大ごみ

粗大ごみ

〇粗大ごみの処理は事前予約が必要です。
〇町田市の許可を受けていない不用品回収業者は利用しないで下さい。
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インターネット予約 電話予約

予約専用ダイヤルまちだエコライフ推進公社
ホームページ

【受付時間】
　・24時間（メンテナンス期間除く）
　※パソコン、スマートフォンから予約可能

まちだエコライフ推進公社 検索

（☎042-797-1651）
【受付時間】
・月曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）　
・8：30～ 17：00

※月曜日・火曜日の終日と水曜日から土曜日の12時から13時は
大変込合います。時間を空けてお掛け直しください。

1.戸別収集　　　　※ご利用が初めての方は、予約専用ダイヤルからお申し込みください。

2.清掃工場へ直接持込み　　　※町田市内のご家庭から出た　　　　  を持込めます。

・インターネット予約は入力画面に沿って入力し確定してください。
・電話予約は住所、氏名、電話番号、品目・大きさ・数量等をお聞きし、収集日・収集料金をご案内します。

粗大ごみ処理券取扱店で予約時に案内された金額分の
粗大ごみ処理券を購入し受付番号を記入する。

購入した粗大ごみ処理券を　　　　  に貼り、 予約した収集日の
朝８時３０分までに指定場所に出してください。 

※収集日と受付番号を控えてください。

※粗大ごみ処理券取扱店は、36～43ページをご覧ください。

※収集依頼（受付番号の記入）がないものは、収集できません。
※当日の立会いは不要です。

①インターネット、専用ダイヤルから予約する
・インターネット予約：入力画面に沿って入力し確定してください。
・電話予約：住所、氏名、電話番号、　　　　  の品目、持込日等をお聞きします。
※予約番号を控えてください。

②清掃工場に　　　　  を持込む
・計量器に載り、予約番号を伝える。
※運転免許証等で本人確認をします。

③粗大ごみを降ろす
・係員の指示に従い　　　　  を降ろす。
※　　　　  以外はお持ち帰り頂きます。
※原則、荷降ろしはご自身でお願いします。

※支払いは、現金のみです。粗大ごみ処理券や指定収集袋は使えません。

④処理手数料の支払い
・計量器に載り、荷降ろし後の重量を計量します。
・10㎏ごとに250円（税込）

〒194-0202
町田市下小山田町3160番地
町田リサイクル文化センター内清掃工場

月曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）
8：30～11：30、13：00～16：00粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ
粗大ごみ

粗大ごみ

【持込場所】

【持込時間】

受付（計量棟）

料金所
粗
大
ご
み
持
込
み
入
口

至桜美林学園 至市立室内プール

町田
リサイクル
文化センター

建替え工事中
（2022年度完成予定）
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粗大ごみ

家電リサイクル法対象製品やパソコンなど市で処分できないものは収集や持ち込みができません。
25ページ、27ページまたは５０音別分別ガイド（46ページ～）をご覧ください。  

予 約 方 法（ 1.戸別収集、2.直接持込み ）

①インターネット、専用ダイヤルから予約する

②処理券を購入する

③粗大ごみを出す

　　　　  は、４０ℓの指定収集袋に入らないもの、単体の重さ１０㎏、長さ１４０cm、直径１５cm を
越えるものです。
　　　　  の処理は、戸別収集と直接持込みがありますので、まちだエコライフ推進公社へ事前予約
をしてください。

粗大ごみ

粗大ごみ

〇粗大ごみの処理は事前予約が必要です。
〇町田市の許可を受けていない不用品回収業者は利用しないで下さい。
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粗大ごみ処理券取扱店で予約時に案内された金額分の
粗大ごみ処理券を購入し受付番号を記入する。

購入した粗大ごみ処理券を　　　　  に貼り、 予約した収集日の
朝８時３０分までに指定場所に出してください。 

※収集日と受付番号を控えてください。

※粗大ごみ処理券取扱店は、36～43ページをご覧ください。

※収集依頼（受付番号の記入）がないものは、収集できません。
※当日の立会いは不要です。

①インターネット、専用ダイヤルから予約する
・インターネット予約：入力画面に沿って入力し確定してください。
・電話予約：住所、氏名、電話番号、　　　　  の品目、持込日等をお聞きします。
※予約番号を控えてください。

②清掃工場に　　　　  を持込む
・計量器に載り、予約番号を伝える。
※運転免許証等で本人確認をします。

③粗大ごみを降ろす
・係員の指示に従い　　　　  を降ろす。
※　　　　  以外はお持ち帰り頂きます。
※原則、荷降ろしはご自身でお願いします。

※支払いは、現金のみです。粗大ごみ処理券や指定収集袋は使えません。

④処理手数料の支払い
・計量器に載り、荷降ろし後の重量を計量します。
・10㎏ごとに250円（税込）

〒194-0202
町田市下小山田町3160番地
町田リサイクル文化センター内清掃工場

月曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）
8：30～11：30、13：00～16：00粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ
粗大ごみ

粗大ごみ

【持込場所】

【持込時間】

受付（計量棟）

料金所
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口

至桜美林学園 至市立室内プール

町田
リサイクル
文化センター

建替え工事中
（2022年度完成予定）
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家電リサイクル法対象製品

リサイクル料金に関するお問い合わせ
家電リサイクル券センター（☎0120-319-640）

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機液晶・プラズマテレビ
ブラウン管テレビ

以下の家電リサイクル法対象製品は、市では収集及び持込みによる処理を行いません。

以下の方法でリサイクルしてください。(いずれの方法でも「家電リサイクル料金」がかかります。
リサイクル料金は下記のお問い合わせ先でご確認をお願いいたします。）

Ａ．買い替えをするお店・購入したお店に引き取りを依頼する。
　家電リサイクル料金と処理手数料（店によって異なる）がかかります。　
　Ａの方法が難しい場合は、以下のいずれかの方法となります。

Ｂ．小売店（購入店舗以外）に自宅まで取りに来てもらう、または自分で持込む。
　①メーカーや型番を控える。

　③自宅まで取りに来てもらう、またはお店へ持込む（事前に各業者へご確認ください）。
　②対象製品の処分を受けている小売店で、家電リサイクル料金と処理手数料を支払う。

　市の委託業者や許可業者以外の者が行う家庭ごみの収集・運搬は、違法行
為です。このような業者を利用したことで、不当な料金を請求される等のト
ラブルに巻き込まれたり、収集したごみが不法投棄されたりといった事例が
報告されています。無許可の不用品回収業者は利用しないでください。

ご注意
ください

業者名 電話番号 業者名 電話番号
ヨドバシカメラ
マルチメディア町田店（原町田） ☎ 042-721-1010 カインズホーム

町田多摩境店（小山ヶ丘） ☎ 042-798-1555

※2021年1月現在の情報です。

※2021年1月現在、収集運搬業者で家電リサイクル券を取り扱えるのは1社のみです。

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。

でんかのヤマグチ（忠生） ☎ 042-793-4738 ヤマダ電機テックランド
レミィ町田店（原町田） ☎ 042-727-5210

はまざき家電（金井町） ☎ 042-735-1192 カネコデンキ（旭町） ☎ 042-728-7091

上新電機 鶴川店（金井） ☎ 042-734-4751 ノジマ忠生店（木曽西） ☎ 042-792-3151

業者名 電話番号
（株）三凌商事（木曽東） ☎ 042-726-2647

業者名 電話番号 業者名 電話番号
（株）三凌商事（木曽東） ☎ 042-726-2647
（株）町田清掃社（木曽東） ☎ 042-722-1973

( 有 )アース（真光寺町） ☎ 042-708-1371
( 有 ) 佐々木商事（野津田町） ☎ 042-734-8826

Ｃ．収集運搬業者（家電リサイクル券取扱業者）に自宅まで取りに来てもらう。
①あらかじめメーカーや型番を控える。
②収集運搬業者に予約をして自宅まで取りに来てもらう。
③家電リサイクル料金と収集運搬手数料を支払う。

Ｄ．家電リサイクル料金を郵便局でお支払い後、収集運搬業者に自宅まで取りに来てもらう。
①あらかじめメーカーや型番を控えた上で郵便局に行き、家電リサイクル料金を支払う。
②収集運搬業者に予約をして自宅まで取りに来てもらう。
③収集運搬手数料を支払う。

持込み先事業所 住所・電話番号

日通東京西運輸（株）　東京府中取扱所  ☎ 042-366-7602
東亜物流（株）　神奈川営業所
日本通運（株）　神奈川東支店緑物流センター
トナミ首都圏物流株式会社　湘南流通センター

府中市美好町3-20-1
西濃運輸株式会社　八王子支店 ☎ 042-642-2724八王子市石川町 2968-9

☎ 045-620-5618横浜市瀬谷区五貫目町 21-5
☎ 045-929-6122横浜市都筑区佐江戸町 433
☎ 046-237-2021海老名市門沢橋 6-8-41

E．家電リサイクル料金を郵便局でお支払い後、自分で指定引取場所に持込む。
①あらかじめメーカーや型番を控えた上で郵便局に行き、家電リサイクル料金を支払う。
②指定引取場所へ持込む（処理手数料無料） 。

契約までの流れ

収集のオジさん

たくさんのごみが出るときはご相談ください

やや でで

※料金は事業者によって異なります。　※許可番号順

事業者名 連絡先
内藤産業（株） 042-734-0538

（株）三凌商事 042-726-2647

多摩興運（株） 0120-532-415

（株）加藤商事 03-3480-5111

ティーエスエンバイロ（株） 0120-828-605

合同資源サービス（株）0800-555-5010

家庭系臨時ごみ許可業者一覧

2

3

通常のごみ収集だと
たくさん出したいときに困るわ…

☎ 042・797・7111３Ｒ推進課
さん あーる

連絡先

　市では、家庭からごみが多量に発生する場合に、市民の
みなさんから市が許可した事業者へ整理・分別・収集まで
一括で依頼できるようになりました。
　事業者への依頼には、市での事前受付が必要です。
　まずは３Ｒ推進課へご相談ください。

市から受付番号
の交付を受ける

1
市へ電話で相談

4 許可業者による
収集・運搬

依頼者から許可業者に連絡し、
見積もり徴取後、依頼者・事業者間で契約
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家電リサイクル法対象製品

リサイクル料金に関するお問い合わせ
家電リサイクル券センター（☎0120-319-640）

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機液晶・プラズマテレビ
ブラウン管テレビ

以下の家電リサイクル法対象製品は、市では収集及び持込みによる処理を行いません。

以下の方法でリサイクルしてください。(いずれの方法でも「家電リサイクル料金」がかかります。
リサイクル料金は下記のお問い合わせ先でご確認をお願いいたします。）

Ａ．買い替えをするお店・購入したお店に引き取りを依頼する。
　家電リサイクル料金と処理手数料（店によって異なる）がかかります。　
　Ａの方法が難しい場合は、以下のいずれかの方法となります。

Ｂ．小売店（購入店舗以外）に自宅まで取りに来てもらう、または自分で持込む。
　①メーカーや型番を控える。

　③自宅まで取りに来てもらう、またはお店へ持込む（事前に各業者へご確認ください）。
　②対象製品の処分を受けている小売店で、家電リサイクル料金と処理手数料を支払う。

　市の委託業者や許可業者以外の者が行う家庭ごみの収集・運搬は、違法行
為です。このような業者を利用したことで、不当な料金を請求される等のト
ラブルに巻き込まれたり、収集したごみが不法投棄されたりといった事例が
報告されています。無許可の不用品回収業者は利用しないでください。

ご注意
ください

業者名 電話番号 業者名 電話番号
ヨドバシカメラ
マルチメディア町田店（原町田） ☎ 042-721-1010 カインズホーム

町田多摩境店（小山ヶ丘） ☎ 042-798-1555

※2021年1月現在の情報です。

※2021年1月現在、収集運搬業者で家電リサイクル券を取り扱えるのは1社のみです。

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。

でんかのヤマグチ（忠生） ☎ 042-793-4738 ヤマダ電機テックランド
レミィ町田店（原町田） ☎ 042-727-5210

はまざき家電（金井町） ☎ 042-735-1192 カネコデンキ（旭町） ☎ 042-728-7091

上新電機 鶴川店（金井） ☎ 042-734-4751 ノジマ忠生店（木曽西） ☎ 042-792-3151

業者名 電話番号
（株）三凌商事（木曽東） ☎ 042-726-2647

業者名 電話番号 業者名 電話番号
（株）三凌商事（木曽東） ☎ 042-726-2647
（株）町田清掃社（木曽東） ☎ 042-722-1973

( 有 )アース（真光寺町） ☎ 042-708-1371
( 有 ) 佐々木商事（野津田町） ☎ 042-734-8826

Ｃ．収集運搬業者（家電リサイクル券取扱業者）に自宅まで取りに来てもらう。
①あらかじめメーカーや型番を控える。
②収集運搬業者に予約をして自宅まで取りに来てもらう。
③家電リサイクル料金と収集運搬手数料を支払う。

Ｄ．家電リサイクル料金を郵便局でお支払い後、収集運搬業者に自宅まで取りに来てもらう。
①あらかじめメーカーや型番を控えた上で郵便局に行き、家電リサイクル料金を支払う。
②収集運搬業者に予約をして自宅まで取りに来てもらう。
③収集運搬手数料を支払う。

持込み先事業所 住所・電話番号

日通東京西運輸（株）　東京府中取扱所  ☎ 042-366-7602
東亜物流（株）　神奈川営業所
日本通運（株）　神奈川東支店緑物流センター
トナミ首都圏物流株式会社　湘南流通センター

府中市美好町3-20-1
西濃運輸株式会社　八王子支店 ☎ 042-642-2724八王子市石川町 2968-9

☎ 045-620-5618横浜市瀬谷区五貫目町 21-5
☎ 045-929-6122横浜市都筑区佐江戸町 433
☎ 046-237-2021海老名市門沢橋 6-8-41

E．家電リサイクル料金を郵便局でお支払い後、自分で指定引取場所に持込む。
①あらかじめメーカーや型番を控えた上で郵便局に行き、家電リサイクル料金を支払う。
②指定引取場所へ持込む（処理手数料無料） 。

契約までの流れ

収集のオジさん

たくさんのごみが出るときはご相談ください

やや でで

※料金は事業者によって異なります。　※許可番号順

事業者名 連絡先
内藤産業（株） 042-734-0538

（株）三凌商事 042-726-2647

多摩興運（株） 0120-532-415

（株）加藤商事 03-3480-5111

ティーエスエンバイロ（株） 0120-828-605

合同資源サービス（株）0800-555-5010

家庭系臨時ごみ許可業者一覧

2

3

通常のごみ収集だと
たくさん出したいときに困るわ…

☎ 042・797・7111３Ｒ推進課
さん あーる

連絡先

　市では、家庭からごみが多量に発生する場合に、市民の
みなさんから市が許可した事業者へ整理・分別・収集まで
一括で依頼できるようになりました。
　事業者への依頼には、市での事前受付が必要です。
　まずは３Ｒ推進課へご相談ください。

市から受付番号
の交付を受ける

1
市へ電話で相談

4 許可業者による
収集・運搬

依頼者から許可業者に連絡し、
見積もり徴取後、依頼者・事業者間で契約
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・プラスチックの注ぎ口がついているものは、切り取ってから出してください。
　プラスチックの注ぎ口は の日に指定収集袋に入れて出してください。

白色発泡トレイは、白色発泡トレイ等にリサイクルされます。

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

・納豆、カップ麺など、においのあるものや汚れのあるものは出せません。
 の日に指定収集袋に入れてお出しください。
・回収拠点によっては、白色以外も回収しています。
　詳しくは、各回収拠点にお問合せください。

回収拠点は34ページを
ご覧ください

洗浄する

洗浄する

乾かす

切り開いて
よく乾かす

回収拠点に出してください。
＜回収拠点は34ページを
ご覧ください。＞

回収拠点に出してください。
※回収拠点は 34ページを
　ご覧ください。

リサイクル推進店（回収拠点）に出してください。

資源集積所へ出してください。

紙パック

白色発泡トレイ 回収拠点に出してください

回収拠点に出してください

　　　　　　　　　　として指定収集袋に
入れて出すこともできます。
（詳しくは10ページをご覧ください）

容器包装プラスチック

・酒類の紙パック（裏が銀色または白色のコーティングのあるもの）は、資源として回収できません。
  　　　　　　  の日に指定収集袋に入れて出してください。
※「リサイクル広場」に無料で持込むことができます。
   （28ページをご覧ください）

燃やせるごみ
回収拠点は34ページを
ご覧ください

（詳しくは14 ページをご覧ください）

古紙を出す日の朝、8時 30分までに資源集積所に出すこともできます（14ページをご覧ください）。

燃やせるごみ

容器包装プラスチック

消火器

市では処理できないもの

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。◎市内のリサイクル申込み窓口
業者名 住所 電話番号

（有）マチダ防災システム ☎ 042-734-7436
中央消防機器（株） ☎ 042-791-4283
（株）鶴間防災システム  ☎ 042-795-0677

◎お近くに窓口が無い場合は郵送でも処分できます。
　※事前に、電話またはインターネットでの申込みが必要です

【申込先】 エコサイクルセンター　（☎ 0120-822-306）
【受付時間】10時～ 12時、13時～ 17時

※土、日、祝日、指定定休日を除く

広袴 3-1-28
木曽西 5-20-7
小川3-14-16

下記のものは購入店、販売店、取扱店等に処理を依頼してください。
オイル、オートバイ、オートバイ用部品、化学薬品、ガソリン、軽油、自動車用部品、充電式電池、耐火金庫、
タイヤ、注射針、灯油、農薬、墓石、バッテリー、ピアノ、ボタン型電池、ボウリングの球など 

パソコン
パソコン（本体・ディスプレイ）は市では収集及び持込みによる処理を行いません。

　その他の処分方法
　　・お持ちのパソコンのメーカーがわかる場合
　　　　　　各メーカーの受付窓口へお申込みください。
　　・自作パソコン、メーカーが回収していないパソコンなど
　　　　　　パソコン３Ｒ推進協会へお申込みください。

パソコンや小型家電の回収サービス
を行っています。
詳しくは 21ページをご覧ください。

　［宅配便による回収］ 

・2003年 9月30日以前に購入したパソコンには「回収再資源化料金」が課せられ
ます。
2003 年 10 月 1 日以降に購入したパソコンには左記の「PCリサイクルマーク」が
表示されています。このマークが表示されたものは「回収再資源化料金」を負担
する必要はありません。リサイクル

※詳しくは、「パソコン３Ｒ推進協会」ホームページ＜http://www.pc3r.jp＞をご確認ください。 
☎ 03-5282-7685　　FAX 03-3233-6091

・ 市では収集及び持込みによる処理を行いません。
 消火器の処分は、（社）日本消火器工業会が地域の販売代理店（リサイクル申込み窓口）と協力して行っています。
・ ただし、スプレー式の消火器は、中身を排出したうえで、カンとして出してください。
 カンについては、1６ページをご覧ください。
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・プラスチックの注ぎ口がついているものは、切り取ってから出してください。
　プラスチックの注ぎ口は の日に指定収集袋に入れて出してください。

白色発泡トレイは、白色発泡トレイ等にリサイクルされます。

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

・納豆、カップ麺など、においのあるものや汚れのあるものは出せません。
 の日に指定収集袋に入れてお出しください。
・回収拠点によっては、白色以外も回収しています。
　詳しくは、各回収拠点にお問合せください。

回収拠点は34ページを
ご覧ください

洗浄する

洗浄する

乾かす

切り開いて
よく乾かす

回収拠点に出してください。
＜回収拠点は34ページを
ご覧ください。＞

回収拠点に出してください。
※回収拠点は 34ページを
　ご覧ください。

リサイクル推進店（回収拠点）に出してください。

資源集積所へ出してください。

紙パック

白色発泡トレイ 回収拠点に出してください

回収拠点に出してください

　　　　　　　　　　として指定収集袋に
入れて出すこともできます。
（詳しくは10ページをご覧ください）

容器包装プラスチック

・酒類の紙パック（裏が銀色または白色のコーティングのあるもの）は、資源として回収できません。
  　　　　　　  の日に指定収集袋に入れて出してください。
※「リサイクル広場」に無料で持込むことができます。
   （28ページをご覧ください）

燃やせるごみ
回収拠点は34ページを
ご覧ください

（詳しくは14 ページをご覧ください）

古紙を出す日の朝、8時 30分までに資源集積所に出すこともできます（14ページをご覧ください）。

燃やせるごみ

容器包装プラスチック

消火器

市では処理できないもの

※2021年1月現在の情報です。念のため各事業者に確認をお願いします。◎市内のリサイクル申込み窓口
業者名 住所 電話番号

（有）マチダ防災システム ☎ 042-734-7436
中央消防機器（株） ☎ 042-791-4283
（株）鶴間防災システム  ☎ 042-795-0677

◎お近くに窓口が無い場合は郵送でも処分できます。
　※事前に、電話またはインターネットでの申込みが必要です

【申込先】 エコサイクルセンター　（☎ 0120-822-306）
【受付時間】10時～ 12時、13時～ 17時

※土、日、祝日、指定定休日を除く

広袴 3-1-28
木曽西 5-20-7
小川3-14-16

下記のものは購入店、販売店、取扱店等に処理を依頼してください。
オイル、オートバイ、オートバイ用部品、化学薬品、ガソリン、軽油、自動車用部品、充電式電池、耐火金庫、
タイヤ、注射針、灯油、農薬、墓石、バッテリー、ピアノ、ボタン型電池、ボウリングの球など 

パソコン
パソコン（本体・ディスプレイ）は市では収集及び持込みによる処理を行いません。

　その他の処分方法
　　・お持ちのパソコンのメーカーがわかる場合
　　　　　　各メーカーの受付窓口へお申込みください。
　　・自作パソコン、メーカーが回収していないパソコンなど
　　　　　　パソコン３Ｒ推進協会へお申込みください。

パソコンや小型家電の回収サービス
を行っています。
詳しくは 21ページをご覧ください。

　［宅配便による回収］ 

・2003年 9月30日以前に購入したパソコンには「回収再資源化料金」が課せられ
ます。
2003 年 10 月 1 日以降に購入したパソコンには左記の「PCリサイクルマーク」が
表示されています。このマークが表示されたものは「回収再資源化料金」を負担
する必要はありません。リサイクル

※詳しくは、「パソコン３Ｒ推進協会」ホームページ＜http://www.pc3r.jp＞をご確認ください。 
☎ 03-5282-7685　　FAX 03-3233-6091

・ 市では収集及び持込みによる処理を行いません。
 消火器の処分は、（社）日本消火器工業会が地域の販売代理店（リサイクル申込み窓口）と協力して行っています。
・ ただし、スプレー式の消火器は、中身を排出したうえで、カンとして出してください。
 カンについては、1６ページをご覧ください。
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指定収集袋に入れていた家庭ごみの中から、再資源化できるものを分別し持込んでいただく広場です。
対象品目であれば持込みは無料です。直接広場へお越しください。
なお、特典として、広場を利用した際にポイントをお付けし、ポイントに応じて景品と交換します。

リサイクル広場

対象品目

陶磁器・ガラス食器 紙　容　器

インクカートリッジ

洗剤の計量スプーン・パン袋留め具
（プラスチック製）ペットボトルのキャップ（飲料用）

廃　食　用　油

家　庭　金　物

小型家電・携帯電話

ビデオテープ

レンガ、板ガラス、鏡、汚れているもの 発泡素材がついているもの

柔らかいプラスチックのスプーン
しょう油など調味料のふた

上記4社以外のもの

カセットテープ、CD、MD、DVD、BDなど指定収集袋に入らないもの

機械油など食用以外の油、ドロドロに固まった油

◆指定収集袋で出せるものに限ります（重さが10kg以内のものまで）。

割れているもの、欠けてい
るものも回収します

　　マークのあるもので、きれいに
洗ってあるもの、内側にアルミが着
いているものも回収します

揚げカスの混入、賞味期限切れ、
酸化しているものも回収します

台所用品、大工道具は、取っ手や
柄付きのものなど大部分が金属で
できているもの

ＶＨＳ、ベータ、８ミリなど、
ケース・ラベルの混入可

・30センチ×15センチの投入口
に入る小さい家電製品
・携帯電話・スマートフォン

ブラザー、キヤノン、
エプソン、日本ＨＰ、の純正品
（インクカートリッジ里帰り
プロジェクト）

持込めません 持込めません

持込めません

持込めません

持込めません持込めません

持込めません

パソコン

持込めません

開催場所・日時
広場によって開催日が違いますので、

ご注意ください

子どもセンターばあん
【金森4-5-7】

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

成瀬クリーンセンター
【南成瀬8-1-1】

●毎月第1土曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

小型家電は宅配便を利用した回収制
もあります。
詳しくは 25ページをご覧ください

度

子どもセンターばあん

バス停南農協前　

至成瀬

至大和
南一小

南市民センター

消防署

町谷原

町田市庁舎
【森野2-2-22】

●毎月第3水曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

バス停
町田市役所
市民ホール前　

至八王子

至小田原

至新宿

至横浜

町田駅前通り

道
街
倉
鎌

市民ホール

町田
市役所

森野南

町田市庁舎 JR町田駅

駅
田
町
線
急
田
小

リサイクル広場

対象品目

陶磁器・ガラス食器 紙　容　器

インクカートリッジ

洗剤の計量スプーン・パン袋留め具
（プラスチック製）ペットボトルのキャップ（飲料用）

廃　食　用　油

家　庭　金　物

小型家電・携帯電話

ビデオテープ

レンガ、板ガラス、鏡、汚れているもの 発泡素材がついているもの

柔らかいプラスチックのスプーン
しょう油など調味料のふた

・上記4社以外のもの　・トナーカートリッジ

カセットテープ、CD、MD、DVD、BDなど指定収集袋に入らないもの

機械油など食用以外の油、ドロドロに固まった油

◆指定収集袋で出せるものに限ります（重さが10kg以内のものまで）。

割れているもの、欠けてい
るものも回収します

　　マークのあるもので、きれいに
洗ってあるもの、内側にアルミが着
いているものも回収します

揚げカスの混入、賞味期限切れ、
酸化しているものも回収します

台所用品、大工道具は、取っ手や
柄付きのものなど大部分が金属で
できているもの

ＶＨＳ、ベータ、８ミリなど、
ケース・ラベルの混入可

・30センチ×15センチの投入口
に入る小さい家電製品
・携帯電話・スマートフォン

ブラザー、キヤノン、
エプソン、日本ＨＰ、の純正品
（インクカートリッジ里帰り
プロジェクト）

持込めません 持込めません

持込めません

持込めません

持込めません持込めません

持込めません

パソコン（投入口に入らないもの）

持込めません

開催場所・日時
広場によって開催日が違いますので、

ご注意ください

成瀬クリーンセンター
【南成瀬8-1-1】

●毎月第1土曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

子どもセンターばあん
【金森4-5-7】

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

子どもセンターばあん

バス停南農協前　

至成瀬

至大和
南一小

南市民センター

消防署

町谷原

リサイクルできる対象品目をごみにしないで広場に持込んでいただければ、新しいものに生まれ
変わります。持込は無料です。直接広場へお越しください。
なお、特典として、広場を利用した際にポイントをお付けし、ポイントに応じて景品と交換します。

リサイクル広場・真光寺
【真光寺3-21（真光寺3丁目町内会館横）】

●毎週日曜日　午前10時～午後2時（年末年始を除く）

淡嶋神社入口

淡嶋神社

リサイクル広場・根岸
【根岸2-7-1（淡嶋神社隣地）】

●毎月第3日曜日　午前10時～午後2時

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

境川クリーンセンター横
【木曽東2-1-1】

●毎月第4土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

鶴川団地センター名店街広場
【鶴川6-7-4】

●毎月第4土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

相原中央公園
【相原町2018】

玉川学園商店会
【玉川学園2-7-4付近（ポケットパーク）】

●毎月第2水曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

鶴川市民センター
【大蔵町1981-4】

●毎月第2土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

山崎団地名店街中央
【山崎町2200山崎団地名店街中央（3-19）】

●毎月第2火曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

成瀬団地商店会
【成瀬7-10-6付近（都営成瀬団地6号棟下）】

●毎月第3木曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

リサイクル広場まちだ
【下小山田町3267-20】（☎ 090-2492-7975）

●月～土曜日　午前8時30分～午後4時（祝日・年末年始を除く）

相原中央公園

バス乗り場バス乗り場

至町田

図師大橋

至
鶴
川

至
高
尾

馬駈
忠生四

根岸
根岸西

桜美林学園東

桜美林学園
●

●●

町田街道 大賀ぐうし館 ●

日大三高入口日大三高入口

市立市内プール

芝浦
街道

リサイクル広場まちだ

町田リサイクル
文化センター

境川クリーンセンター公社
境川団地

リサイクルショップ
まちエコ

境川クリーンセンター横

至町田駅

● そば屋● 銀行

至玉川大学 ●

スーパー

玉川学園商店会広場

玉川学園駅

町田市庁舎
【森野2-2-22】

●毎月第3水曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

バス停
町田市役所
市民ホール前　

至八王子

至小田原

至新宿

至横浜

町田駅前通り

道
街
倉
鎌

市民ホール
町田
市役所

森野南

町田市庁舎 JR町田駅

駅
田
町
線
急
田
小小型家電は宅配便を利用した回収制度

もあります。
詳しくは21ページをご覧ください
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指定収集袋に入れていた家庭ごみの中から、再資源化できるものを分別し持込んでいただく広場です。
対象品目であれば持込みは無料です。直接広場へお越しください。
なお、特典として、広場を利用した際にポイントをお付けし、ポイントに応じて景品と交換します。

リサイクル広場

対象品目

陶磁器・ガラス食器 紙　容　器

インクカートリッジ

洗剤の計量スプーン・パン袋留め具
（プラスチック製）ペットボトルのキャップ（飲料用）

廃　食　用　油

家　庭　金　物

小型家電・携帯電話

ビデオテープ

レンガ、板ガラス、鏡、汚れているもの 発泡素材がついているもの

柔らかいプラスチックのスプーン
しょう油など調味料のふた

上記4社以外のもの

カセットテープ、CD、MD、DVD、BDなど指定収集袋に入らないもの

機械油など食用以外の油、ドロドロに固まった油

◆指定収集袋で出せるものに限ります（重さが10kg以内のものまで）。

割れているもの、欠けてい
るものも回収します

　　マークのあるもので、きれいに
洗ってあるもの、内側にアルミが着
いているものも回収します

揚げカスの混入、賞味期限切れ、
酸化しているものも回収します

台所用品、大工道具は、取っ手や
柄付きのものなど大部分が金属で
できているもの

ＶＨＳ、ベータ、８ミリなど、
ケース・ラベルの混入可

・30センチ×15センチの投入口
に入る小さい家電製品
・携帯電話・スマートフォン

ブラザー、キヤノン、
エプソン、日本ＨＰ、の純正品
（インクカートリッジ里帰り
プロジェクト）

持込めません 持込めません

持込めません

持込めません

持込めません持込めません

持込めません

パソコン

持込めません

開催場所・日時
広場によって開催日が違いますので、

ご注意ください

子どもセンターばあん
【金森4-5-7】

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

成瀬クリーンセンター
【南成瀬8-1-1】

●毎月第1土曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

小型家電は宅配便を利用した回収制
もあります。
詳しくは 25ページをご覧ください

度

子どもセンターばあん

バス停南農協前　

至成瀬

至大和
南一小

南市民センター

消防署

町谷原

町田市庁舎
【森野2-2-22】

●毎月第3水曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

バス停
町田市役所
市民ホール前　

至八王子

至小田原

至新宿

至横浜

町田駅前通り

道
街
倉
鎌

市民ホール

町田
市役所

森野南

町田市庁舎 JR町田駅

駅
田
町
線
急
田
小

リサイクル広場

対象品目

陶磁器・ガラス食器 紙　容　器

インクカートリッジ

洗剤の計量スプーン・パン袋留め具
（プラスチック製）ペットボトルのキャップ（飲料用）

廃　食　用　油

家　庭　金　物

小型家電・携帯電話

ビデオテープ

レンガ、板ガラス、鏡、汚れているもの 発泡素材がついているもの

柔らかいプラスチックのスプーン
しょう油など調味料のふた

・上記4社以外のもの　・トナーカートリッジ

カセットテープ、CD、MD、DVD、BDなど指定収集袋に入らないもの

機械油など食用以外の油、ドロドロに固まった油

◆指定収集袋で出せるものに限ります（重さが10kg以内のものまで）。

割れているもの、欠けてい
るものも回収します

　　マークのあるもので、きれいに
洗ってあるもの、内側にアルミが着
いているものも回収します

揚げカスの混入、賞味期限切れ、
酸化しているものも回収します

台所用品、大工道具は、取っ手や
柄付きのものなど大部分が金属で
できているもの

ＶＨＳ、ベータ、８ミリなど、
ケース・ラベルの混入可

・30センチ×15センチの投入口
に入る小さい家電製品
・携帯電話・スマートフォン

ブラザー、キヤノン、
エプソン、日本ＨＰ、の純正品
（インクカートリッジ里帰り
プロジェクト）

持込めません 持込めません

持込めません

持込めません

持込めません持込めません

持込めません

パソコン（投入口に入らないもの）

持込めません

開催場所・日時
広場によって開催日が違いますので、

ご注意ください

成瀬クリーンセンター
【南成瀬8-1-1】

●毎月第1土曜日　午前10時～午後3時（祝日・年末年始を除く）

子どもセンターばあん
【金森4-5-7】

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

子どもセンターばあん

バス停南農協前　

至成瀬

至大和
南一小

南市民センター

消防署

町谷原

リサイクルできる対象品目をごみにしないで広場に持込んでいただければ、新しいものに生まれ
変わります。持込は無料です。直接広場へお越しください。
なお、特典として、広場を利用した際にポイントをお付けし、ポイントに応じて景品と交換します。

リサイクル広場・真光寺
【真光寺3-21（真光寺3丁目町内会館横）】

●毎週日曜日　午前10時～午後2時（年末年始を除く）

淡嶋神社入口

淡嶋神社

リサイクル広場・根岸
【根岸2-7-1（淡嶋神社隣地）】

●毎月第3日曜日　午前10時～午後2時

●毎月第3土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

境川クリーンセンター横
【木曽東2-1-1】

●毎月第4土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

鶴川団地センター名店街広場
【鶴川6-7-4】

●毎月第4土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

相原中央公園
【相原町2018】

玉川学園商店会
【玉川学園2-7-4付近（ポケットパーク）】

●毎月第2水曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

鶴川市民センター
【大蔵町1981-4】

●毎月第2土曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

山崎団地名店街中央
【山崎町2200山崎団地名店街中央（3-19）】

●毎月第2火曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

成瀬団地商店会
【成瀬7-10-6付近（都営成瀬団地6号棟下）】

●毎月第3木曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

リサイクル広場まちだ
【下小山田町3267-20】（☎ 090-2492-7975）

●月～土曜日　午前8時30分～午後4時（祝日・年末年始を除く）

相原中央公園

バス乗り場バス乗り場

至町田

図師大橋

至
鶴
川

至
高
尾

馬駈
忠生四

根岸
根岸西

桜美林学園東

桜美林学園
●

●●

町田街道 大賀ぐうし館 ●

日大三高入口日大三高入口

市立市内プール

芝浦
街道

リサイクル広場まちだ

町田リサイクル
文化センター

境川クリーンセンター公社
境川団地

リサイクルショップ
まちエコ

境川クリーンセンター横

至町田駅

● そば屋● 銀行

至玉川大学 ●

スーパー

玉川学園商店会広場

玉川学園駅

町田市庁舎
【森野2-2-22】

●毎月第3水曜日　午前10時～午後3時（祝日を除く）

バス停
町田市役所
市民ホール前　

至八王子

至小田原

至新宿

至横浜

町田駅前通り

道
街
倉
鎌

市民ホール
町田
市役所

森野南

町田市庁舎 JR町田駅

駅
田
町
線
急
田
小小型家電は宅配便を利用した回収制度

もあります。
詳しくは21ページをご覧ください
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生ごみを投入すると、たい肥のもとが取り出せて、資源として有効に活用できます。
10世帯以上の団体（町内会・自治会や団地、管理組合など）を対象に、無料で貸出ししています。
設置工事費やリース料、電気代は市が負担します。※設置までに時間を要します。

設置場所・利用世帯にあわせたタイプを設置できます

〈貸与期間〉５年以上
〈貸与対象〉
　・ 市内に住所があり、設置場所を無償で市に貸与できる、10世帯以上で構成される団体（学校や事業所を除く）
　・ 処理機からできる「たい肥のもと」を地域で使用すること

　

　

〈補助対象〉
・処理機等購入日現在で町田市内に住
所があり、5年以上（ダンボールコ
ンポストは3ヶ月以上）町田市に居
住する予定の方
・処理機等を自家用として継続して適
正に使用できる方
・処理機等を購入後、12ヶ月（ダンボ
ールコンポストは3ヶ月）を経過す
る日までに申請した方

30kg/ 日 処理タイプ（50世帯用） 16kg/ 日 処理タイプ（25世帯用）

生ごみ投入の様子 水分をよく切って、入れます たい肥のもととして、利用できます！

詳細については３R推進課（☎０４２－７９７－０５３０）にお問合せください！

詳細については３R推進課（☎０４２－７９７－０５３０）にお問合せください！

ご家庭でも、家庭用生ごみ処理機で、生ごみを資源として有効活用することができます。
市では、生ごみ処理機を広めるため、購入費の一部を補助しています。

生ごみを投入します 「たい肥のもと」で
きれいなお花に！

生ごみから「たい肥
のもと」ができます

たい肥化容器の例

利用者の声
いつでも生ごみを処理できる！

キッチンがきれいになった！

ごみ袋が小さくなった！

生ごみがたい肥として使える！

カラス被害も減った！

たい肥化容器・生ごみ処理機購入費補助制度

大型生ごみ処理機貸出し制度（無料）

「もっと環境やごみについて詳しくなりたい！」「分別のことをいろいろ聞いてみたい」という方のた
めに を実施しています。この講座ではごみ減量の方法やＤＶＤを使って普
段は見る機会の少ない、ごみ収集の仕組みや清掃工場でのごみ処理の現場の仕組みを学習できます。

楽しみながら学べる紙芝居
（子ども向け 1話 5分程度） DVD（資源とごみのゆくえ）を鑑賞

実施までの流れ
①まずは、電話でお申込み。

②事前の打合せ。（会場などの下見を含め15分程度）

③出前講座の実施。

お申込み・お問合せ　　3R推進課  推進係　　（☎042-797-0530）

È

È

市内の町内会、自治会、子ども会
などを対象にごみを減らすための
方法をお伝えします。

出前講座って、
どんな内容なの？

なんか、
むずかしそう……

ごみの出し方って、
よくわからない。

ハシブト

エコバッグちゃん
収集のオジさん

マイボトルくん

資源とごみの出前講座

全国でも珍しい中身が見える
スケルトンごみ収集車‘みえるくん’
でのごみ収集体験（展示場所が必要）

生ごみも、心がけひ
とつで、資源として
生まれ変わることが
できるんだよ！

生ごみ処理機の例 ダンボール
コンポストの例

ごみを減らすためのキーワード
3Ｒ（さんあーる）について
説明します。

講座では、ごみの出し方や
分別の仕方についても職員が丁寧に
お伝えします。質問もできるよ。
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生ごみを投入すると、たい肥のもとが取り出せて、資源として有効に活用できます。
10世帯以上の団体（町内会・自治会や団地、管理組合など）を対象に、無料で貸出ししています。
設置工事費やリース料、電気代は市が負担します。※設置までに時間を要します。

設置場所・利用世帯にあわせたタイプを設置できます

〈貸与期間〉５年以上
〈貸与対象〉
　・ 市内に住所があり、設置場所を無償で市に貸与できる、10世帯以上で構成される団体（学校や事業所を除く）
　・ 処理機からできる「たい肥のもと」を地域で使用すること

　

　

〈補助対象〉
・処理機等購入日現在で町田市内に住
所があり、5年以上（ダンボールコ
ンポストは3ヶ月以上）町田市に居
住する予定の方
・処理機等を自家用として継続して適
正に使用できる方
・処理機等を購入後、12ヶ月（ダンボ
ールコンポストは3ヶ月）を経過す
る日までに申請した方

30kg/ 日 処理タイプ（50世帯用） 16kg/ 日 処理タイプ（25世帯用）

生ごみ投入の様子 水分をよく切って、入れます たい肥のもととして、利用できます！

詳細については３R推進課（☎０４２－７９７－０５３０）にお問合せください！

詳細については３R推進課（☎０４２－７９７－０５３０）にお問合せください！

ご家庭でも、家庭用生ごみ処理機で、生ごみを資源として有効活用することができます。
市では、生ごみ処理機を広めるため、購入費の一部を補助しています。

生ごみを投入します 「たい肥のもと」で
きれいなお花に！

生ごみから「たい肥
のもと」ができます

たい肥化容器の例

利用者の声
いつでも生ごみを処理できる！

キッチンがきれいになった！

ごみ袋が小さくなった！

生ごみがたい肥として使える！

カラス被害も減った！

たい肥化容器・生ごみ処理機購入費補助制度

大型生ごみ処理機貸出し制度（無料）

「もっと環境やごみについて詳しくなりたい！」「分別のことをいろいろ聞いてみたい」という方のた
めに を実施しています。この講座ではごみ減量の方法やＤＶＤを使って普
段は見る機会の少ない、ごみ収集の仕組みや清掃工場でのごみ処理の現場の仕組みを学習できます。

楽しみながら学べる紙芝居
（子ども向け 1話 5分程度） DVD（資源とごみのゆくえ）を鑑賞

実施までの流れ
①まずは、電話でお申込み。

②事前の打合せ。（会場などの下見を含め15分程度）

③出前講座の実施。

お申込み・お問合せ　　3R推進課  推進係　　（☎042-797-0530）

È

È

市内の町内会、自治会、子ども会
などを対象にごみを減らすための
方法をお伝えします。

出前講座って、
どんな内容なの？

なんか、
むずかしそう……

ごみの出し方って、
よくわからない。

ハシブト

エコバッグちゃん
収集のオジさん

マイボトルくん

資源とごみの出前講座

全国でも珍しい中身が見える
スケルトンごみ収集車‘みえるくん’
でのごみ収集体験（展示場所が必要）

生ごみも、心がけひ
とつで、資源として
生まれ変わることが
できるんだよ！

生ごみ処理機の例 ダンボール
コンポストの例

ごみを減らすためのキーワード
3Ｒ（さんあーる）について
説明します。

講座では、ごみの出し方や
分別の仕方についても職員が丁寧に
お伝えします。質問もできるよ。
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町田市内に居住する次のいずれかに該当する方で、資源物及びごみを持ち出すことが困難で、かつ、隣人その
他の協力が得られない方。
1. 65 歳以上のみの世帯で、その世帯の全員が要介護2以上、又はそれと同等の状態と認められる方。
2. 身体障害者手帳又は、愛の手帳の交付を受けている方のみの世帯。
3. 市長が特に必要と認める世帯。

ケアマネージャー等にご相談の上、町田市高齢者等訪問収集事業利用申請書を提出してください。
〈お申込み・お問合せ先〉 3R 推進課（☎042-797-7111）
 町田市下小山田町 3160　町田リサイクル文化センター内

資源やごみを出すことが困難な高齢者及び障がい者の方々の世帯に対して、決
まった曜日に訪問し、玄関先での収集を行います。あわせて、声かけ希望され
た方やごみが出ていなかった場合は、声をおかけして安否の確認を行います。

ふれあい収集（高齢者等訪問収集）

　事業系一般廃棄物は、「町田リサイクル文化センターに直接持ち込む」・「委託契約した収集運搬許可業者に
処理を委託」のどちらかが原則的な自己処理方法です。しかし、事業系一般廃棄物が少量の事業所については、
規定量の範囲内であれば登録後、特例的に市で収集いたします。

以下の項目にすべて該当する事業所
　①町田市内の事業所
　②１回の排出量が事業系ごみ専用袋２袋以内
　③一般廃棄物処理業許可業者の委託と併用しない
すべての項目に該当しない場合は、本制度は利用できません。
一般廃棄物処理業許可業者へ処理を委託するか、直接町田リサイクル文化センターへ持ち込ん
でください。

対象となる事業者

対象となる廃棄物

利用開始までの流れ

リサイクルできる資源を除いた事業系一般廃棄物
※家庭ごみにおける　　　　　　  とは分類が異なります。
　詳しくは町田市ホームページで「事業系廃棄物適正処理ルールブック」をご確認ください。

容　量 価　格
（10枚1パック）

30リットル 1,800円

送り先　〒194-0202　町田市下小山田町3160町田リサイクル文化センター　３Ｒ推進課　
 （電話：042-797-7111　FAX:042-797-5325　メール：kshigen050@city.machida.tokyo.jp）

事業系のごみ

①申請書にて少量排出事業者登録申込書を提出
　※市のホームページからダウンロードし必要事項を記入した上、３Ｒ推進課（町田リサイクル文化
　　センター）または環境政策課（市庁舎7階）に郵送もしくは直接お持ちください。
　　メール・ＦＡＸでも提出可能です。
②申請内容の確認と、申請者立会いのもと申請事業所の状況確認
③認定後、少量排出事業者登録番号を附番
④収集開始
　※収集開始希望日の2週間までには登録申請を行ってください。

事業ごみ専用袋

取扱店一覧は、
36～43ページをご覧ください。

収集回数 
週に2回 の収集日燃やせるごみ

燃やせるごみ
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町田市内に居住する次のいずれかに該当する方で、資源物及びごみを持ち出すことが困難で、かつ、隣人その
他の協力が得られない方。
1. 65 歳以上のみの世帯で、その世帯の全員が要介護2以上、又はそれと同等の状態と認められる方。
2. 身体障害者手帳又は、愛の手帳の交付を受けている方のみの世帯。
3. 市長が特に必要と認める世帯。

ケアマネージャー等にご相談の上、町田市高齢者等訪問収集事業利用申請書を提出してください。
〈お申込み・お問合せ先〉 3R 推進課（☎042-797-7111）
 町田市下小山田町 3160　町田リサイクル文化センター内

資源やごみを出すことが困難な高齢者及び障がい者の方々の世帯に対して、決
まった曜日に訪問し、玄関先での収集を行います。あわせて、声かけ希望され
た方やごみが出ていなかった場合は、声をおかけして安否の確認を行います。

ふれあい収集（高齢者等訪問収集）

　事業系一般廃棄物は、「町田リサイクル文化センターに直接持ち込む」・「委託契約した収集運搬許可業者に
処理を委託」のどちらかが原則的な自己処理方法です。しかし、事業系一般廃棄物が少量の事業所については、
規定量の範囲内であれば登録後、特例的に市で収集いたします。

以下の項目にすべて該当する事業所
　①町田市内の事業所
　②１回の排出量が事業系ごみ専用袋２袋以内
　③一般廃棄物処理業許可業者の委託と併用しない
すべての項目に該当しない場合は、本制度は利用できません。
一般廃棄物処理業許可業者へ処理を委託するか、直接町田リサイクル文化センターへ持ち込ん
でください。

対象となる事業者

対象となる廃棄物

利用開始までの流れ

リサイクルできる資源を除いた事業系一般廃棄物
※家庭ごみにおける　　　　　　  とは分類が異なります。
　詳しくは町田市ホームページで「事業系廃棄物適正処理ルールブック」をご確認ください。

容　量 価　格
（10枚1パック）

30リットル 1,800円

送り先　〒194-0202　町田市下小山田町3160町田リサイクル文化センター　３Ｒ推進課　
 （電話：042-797-7111　FAX:042-797-5325　メール：kshigen050@city.machida.tokyo.jp）

事業系のごみ

①申請書にて少量排出事業者登録申込書を提出
　※市のホームページからダウンロードし必要事項を記入した上、３Ｒ推進課（町田リサイクル文化
　　センター）または環境政策課（市庁舎7階）に郵送もしくは直接お持ちください。
　　メール・ＦＡＸでも提出可能です。
②申請内容の確認と、申請者立会いのもと申請事業所の状況確認
③認定後、少量排出事業者登録番号を附番
④収集開始
　※収集開始希望日の2週間までには登録申請を行ってください。

事業ごみ専用袋

取扱店一覧は、
36～43ページをご覧ください。

収集回数 
週に2回 の収集日燃やせるごみ

燃やせるごみ

配付場所 おむつ
専用袋

ボラン
ティア袋 配付時間 配付ができない日 注 5 所在地

相原町

こうさぎ保育園 ○ 8:00 ～ 18:00 日・祝日 相原町 792
堺市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 相原町 795-1
子どもセンターぱお ○ 10:00 ～ 18:00 火曜・祝日の翌日 相原町 2025-2
大地沢青少年センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 火曜・祝日の翌日  注２ 相原町 5307-2

旭町 町田市民病院 ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日 旭町 2-15-41

大蔵町

子どもセンターつるっこ ○ 10:00 ～ 18:00 火曜・祝日の翌日 大蔵町 1913
鶴川市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 大蔵町 1981-4
大蔵保育園 ○ 8:00 ～ 18:00 日・祝日 大蔵町 1984
ふれあいいちょう館 ○ 9:00 ～ 16:00 月曜・祝日　　注３ 大蔵町 1984-1

小野路町 小野路宿里山交流館 ○ ○ 9:00 ～ 17:00 年末・年始 小野路町 888-1

小山町 小山子どもクラブさん ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 小山町 1165-3
小山市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 小山町 2507-1

小山ヶ丘 子どもセンターぱお分館
ＷＡＡＡＯ（わーお） ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 小山ヶ丘4-1-13

ｹﾞｰﾄﾋﾙｽﾞ多摩境ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄ 3F

金森 南市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 金森 4-5-6
子どもセンターばあん ○ 10:00 ～ 18:00 火曜・祝日の翌日 金森 4-5-7

金森東 金森保育園 ○ 8:00 ～ 18:00 日・祝日 金森東 1-12-16
ふれあいもみじ館 ○ 9:00 ～ 16:00 月曜・祝日　　注３ 金森東 3-17-14

木曽東 木曽森野コミュニティセンター ○ ○ 9:00 ～ 17:00 土・日・祝日・第２水曜 木曽東 1-2
木曽子どもクラブきそっち ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 木曽東 1-6-40

下小山田町 町田リサイクル文化センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 日曜 下小山田町 3160

忠生 子どもセンターただＯＮ ○ 10:00 ～ 18:00 火曜・祝日の翌日 忠生 1-11-1
忠生市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 忠生 3-14-2

玉川学園
玉川学園駅前連絡所

（玉川学園コミュニティセンター） ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日
※5 月19 日まで
　玉川学園 2-18-35 ｰ 1Ｆ
※5 月22 日から
　玉川学園 2-19-12

玉川学園子どもクラブころころ児童館 ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 玉川学園 3-35-45
つくし野 つくし野コミュニティセンター ○ ○ 9:00 ～ 17:00 土・日・祝日・第３水曜 つくし野 2-26-5

鶴間 南町田駅前連絡所
（南町田リエゾン） ○ ○ 8:30 ～ 19:00

土日 10:00 ～ 17:00 祝日 鶴間 3-10-2  東急南町田ﾋﾞﾙ 1F
（ｾﾐﾅｰﾌﾟﾗｽ南町田）

中町 子どもセンターまあち ○ 10:00 ～ 18:00 火曜・祝日の翌日 中町 1-31-22
町田市保健所中町庁舎 ○ 8:30 ～ 17：00 土・日・祝日 中町 2-13-3

西成瀬 成瀬コミュニティセンター　　 ○ ○ 9:00 ～ 17:00 土・日・祝日・第２火曜 西成瀬 2-49-1

能ヶ谷 鶴川駅前連絡所 ○ ○ 8:30 ～ 19:00
土日 10:00 ～ 17:00 祝日・第１第３月曜 能ヶ谷 1-2-1

和光大学ﾎﾟﾌﾟﾘﾎｰﾙ鶴川 1F

原町田

町田市民フォーラム（市民協働推進課） ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日 原町田 4-9-8
町田市民ﾌｫｰﾗﾑ 3F

健康福祉会館（保健予防課） ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日 原町田 5-8-21

町田駅前連絡所 ○ ○ 8:30 ～ 19:00
土日 10:00 ～ 17:00 祝日 原町田 6-12-20

（小田急百貨店 3F）
町田保育園 ○ 8:00 ～ 18:00 日・祝日 原町田 6-26-15

本町田 ひなた村 ○ ○ 9:00 ～ 17:00 第１第３火曜・祝日の翌日 本町田 2863
南大谷 南大谷子どもクラブ ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 南大谷 264

南成瀬 なるせ駅前市民センター ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１ 南成瀬 1-2-5
成瀬クリーンセンター（水再生センター） ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日 南成瀬 8-1-1

三輪緑山 三輪子どもクラブ MIWA ～ GO ○ 10:00 ～ 18:00 日・祝日 三輪緑山 3-25-2
三輪コミュニティセンター ○ ○ 9:00 ～ 17:00 土・日・祝日・第３水曜 三輪緑山 4-14-1

森野

町
田
市
庁
舎

広聴課 【108】注4 ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日

森野 2-2-22

高齢者福祉課 【112】注4 ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日
障がい福祉課 【114】注4 ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日
市政情報課 【115】注4 ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日
子ども総務課 【202】注4 ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日　　注１

環境政策課 【701】注4 ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日
山崎 山崎保育園 ○ 8:00 ～ 18:00 日・祝日 山崎 1-2-14

山崎町 木曽山崎コミュニティセンター
（木曽山崎連絡所） ○ ○ 8:30 ～ 17:00 土・日・祝日 山崎町 2160-4

おむつ袋・ボランティア袋の配付場所一覧 2021 年 3 月 1 日現在

注１：第２・第４日曜日は開所　
注２：春休み、夏休み中は無休　
注３：月曜日が祝日の時は火曜日も休館、敬老の日は開館

注４：町田市庁舎の窓口番号　
注 5：年末年始は、原則、配付していません
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発泡トレイ・紙パック・ペットボトル等回収拠点一覧

町名 店舗名及び公共施設名 所在地 白色発泡
トレイ 紙パック ペット

ボトル
小型家電・
携帯電話

インク
カート
リッジ

相原町
堺市民センター 相原町 795-1 ○ ○ ○ ○ ○

いなげや　町田相原駅前店 相原町 1232 ◎ ○ ○

旭町 サン町田旭体育館 旭町 3-20-60 〇

大蔵町
マルエツ　町田鶴川店 大蔵町 443 ◎ ○ ○

鶴川市民センター 大蔵町 1981-4 ○ ○ ○ ○ ○

小川 オーケー　町田小川店 小川 6-13-19 ○

小山町
クリエイト S・D　新町田小山店 小山町 772-5 ○

ビッグヨーサン　小山店 小山町 981-2 ○ ○ ○

小山市民センター 小山町 2507-1 ○ ○ ○ ○ ○

小山ヶ丘 スーパーアルプス　多摩境店 小山ヶ丘 4-5-2 ◎ ○ ○

小山田桜台 三和　小山田店 小山田桜台 1-20 ◎ ○ ○

金井
三和　金井店 金井 1-44 ◎ ○ ○

クリエイトＳ・Ｄ　町田金井店 金井 4-23-33 ○ ○

金森

クリエイトＳ・Ｄ　町田金森店 金森 2-21-15 ○ ○

三和　小川店 金森 4-1 ◎ ○ ○

アグリハウスみなみ 金森 4-5-3 ○ ○ ○

南市民センター 金森 4-5-6 ○ ○ ○ ○ ○

金森東
金森図書館 金森東 3-5-1 ○ ○ ○

ふれあいもみじ館 金森東 3-17 ○ ○

木曽東
木曽森野コミュニティセンター 木曽東 1-2 ○ ○ ○ ○

三和　境川店 木曽東 1-37-22 ◎ ○ ○

三和　木曽店 木曽東 4-18-1 ◎ ○ ○

木曽西
三和　忠生店 木曽西 2-17-21 ◎ ○ ○

サンドラッグ　町田木曽店 木曽西 3-19-1 ○ ○

クリエイト S・D　町田山崎店 木曽西 5-43-30 ○ ○

下小山田町
町田リサイクル文化センター 下小山田町 3160 ○ ○ ○ ○ ○

リサイクル広場まちだ 下小山田町 3267-20 ○ ○

ふれあい桜館 下小山田町 3580 ○

真光寺 三和　鶴川店 真光寺 1-25-1 ◎ ○ ○

図師町
業務スーパーリカーキング　町田図師店 図師町 1344-1 ○ ○ ○

市立室内プール 図師町 199-1 ○ ○ ○ ○

忠生 忠生市民センター 忠生 3-14-2 ○ ○ ○ ○ ○

玉川学園
三和　玉川学園店 玉川学園 2-11-26 ◎ ○ ○

玉川学園コミュニティセンター（玉川学園駅前連絡所） 玉川学園 2-18-35 ○

Odakyu　OX　玉川学園店 玉川学園 2-21-9 ◎ ○ ○

つくし野
東急ストア　つくし野店 つくし野 1-30-1 ◎ ○ ○

つくし野コミュニティセンター つくし野 2-26-5 ○ ○

鶴川
コープみらい　鶴川店 鶴川 1-21-7 ◎ ○ ○

スーパーヤマザキ　鶴川店 鶴川 6-7-2 ○ ○ ○

※発泡トレイの◎印の回収拠点は、白色以外のトレイも回収しています。詳細については、直接店舗でお問い合わせください。
※回収日は、定休日及び閉庁日を除く毎日です。
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★下記の店舗は町田市が「リサイクル推進店」として認定し、ごみの減量とリサイクルにご協力いただいています。
は公共施設です。 2021年3月1日現在

町名 店舗名及び公共施設名 所在地 白色発泡
トレイ 紙パック ペット

ボトル
小型家電・
携帯電話

インク
カート
リッジ

鶴間 東急ストア　南町田店 鶴間 3-4-1 ◎ ○ ○

常盤町 コープみらい　ときわ店 常盤町 3170-1 ◎ ○ ○

中町
三和　栄通り中町店 中町 1-8-2 ◎ ○ ○

さるびあ図書館 中町 2-13-23 ○ ○ ○

成瀬
三徳　成瀬店 成瀬 4-1-7 ◎ ○ ○

コープみらい　成瀬店 成瀬 8-2-4 ◎ ○ ○

成瀬が丘 ビッグヨーサン　成瀬店 成瀬が丘 2-25-5 ○ ○ ○

成瀬台
いなげや　町田成瀬台店 成瀬台 2-3-1 ◎ ○ ○

グルメシティ　成瀬台店 成瀬台 3-6-6 ○ ○ ○

西成瀬 成瀬コミュニティセンター 西成瀬 2-49-1 ○

根岸 リカーランドトップ 3 根岸 2-32-6 ○

能ヶ谷
鶴川駅前連絡所 能ヶ谷 1-2-1 ○

マルエツ　鶴川店 能ヶ谷 1-7-5 ◎ ○ ○

原町田

中央図書館 原町田 3-2-9 ○ ○ ○ ○

町田市民文学館ことばらんど 原町田 4-16-17 ○

せりがや会館 原町田 4-24-6 ○

生涯学習センター（町田センタービル内） 原町田 6-8-1 ○

東急百貨店　町田店 原町田 6-9-7 ◎ ○ ○

小田急百貨店　町田店 原町田 6-12-20 ○

町田駅前連絡所 原町田 6-12-20 ○

本町田
食品の店おおた　町田木曽店 本町田 2507-7 ○ ○ ○

A コープ　藤の台店 本町田 3486-1-54 ○ ○ ○

南大谷
三徳　本町田店 南大谷 82 ○ ○ ○

三和　町田大谷店 南大谷 216-1 ○ ○ ○

南成瀬
なるせ駅前市民センター 南成瀬 1-2-5 ○ ○ ○ ○ ○

そうてつローゼン　成瀬店 南成瀬 1-3-5 ○ ○ ○

総合体育館 南成瀬 5-12 ○ ○ ○ ○

三輪町 三和　町田三輪店 三輪町 281-1 ○ ○ ○

三輪緑山
グルメシティ　鶴川緑山店 三輪緑山 1-2-2 ○ ○ ○

三輪コミュニティセンター 三輪緑山 4-14-1 ○ ○

森野

西友　町田店 森野 1-14-17 ○ ○ ○

町田市役所 森野 2-2-22 ○ ○ ○ ○ ○

オーケー　町田森野店 森野 3-15-15 ○ ○ ○

フードワン　森野店 森野 3-15-22 ◎ ○ ○

薬師台 そうてつローゼン　薬師台店 薬師台 2-13-1 ○ ○ ○

山崎町
三和　山崎店 山崎町 1343-2 ◎ ○ ○

木曽山崎コミュニティセンター（木曽山崎連絡所） 山崎町 2160-4 ○ ○ ○

三徳　町田山崎店 山崎町 2200 ○ ○ ○

※発泡トレイの◎印の回収拠点は、白色以外のトレイも回収しています。詳細については、直接店舗でお問い合わせください。
※回収日は、定休日及び閉庁日を除く毎日です。
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指定収集袋・粗大ごみ処理券　取扱店一覧

2021年3月1日現在

※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

相原町

町田市農業協同組合 アグリハウスさかい ○ 相原町 675 779-0525
マム相原 ○ ○ 相原町 1139 772-4042
ローソン・スリーエフ 町田相原駅前店 ○ ○ 相原町 1158-4 779-7639
ローソン 町田相原駅西口店 ○ ○ 相原町 1165-1 773-3862
いなげや 町田相原駅前店 相原町 1232 774-6111
セブンイレブン 町田相原駅西店 ○ 相原町 1266-1 773-5411
ハッピーストアー ○ ○ 相原町 1734 773-9716
吉川酒店 ○ ○ 相原町 2091 772-3055
セブンイレブン 町田相原店 相原町 2177-1 770-6792
町田ゆめ工房 ○ ○ 相原町 2983-157 782-1491
ファミリーマート 秀栄相原町店 ○ 相原町 3308 783-6789
ウエルシア 町田相原店 相原町 3336-1 783-7847
ローソン 町田法政大学前店 ○ ○ 相原町 4303-3 782-1106

旭町

ドラッグストアウェルパーク町田旭町店 ○ ○ ○ 旭町 1-8-5 710-0788
ミニストップ 町田街道旭店 ○ 旭町 1-20-15 720-0552
スギ薬局 町田旭町店 ○ 旭町 1-24-1 ままともプラザ町田店 地下 1 階 860-7882
ミニストップ 町田旭町店 ○ ○ 旭町 1-25-16 726-7443
かねこ薬局 ○ 旭町 2-2-29 723-7383
露木商店　旭町支店 ○ ○ ○ 旭町 3-14-24 722-1918

大蔵町

自家精米 大蔵屋 大蔵町 155-1 735-5571
ショップ・スエヒロヤ ○ ○ 大蔵町 161 735-5236
町田市農業協同組合 アグリハウス鶴川店 ○ 大蔵町 438-1 736-1346
マルエツ 町田鶴川店 ○ 大蔵町 443 737-7380
セブンイレブン 町田大蔵店 ○ ○ 大蔵町 560-1 736-2777
ファミリーマート 町田大蔵町店 ○ 大蔵町 955 737-3040
セブンイレブン 町田金井入口店 ○ 大蔵町 2164-1 735-4601

小川

セブンイレブン 町田小川２丁目店 ○ ○ 小川 2-25-3 706-4078
ミニストップ 町田小川２丁目店 ○ ○ 小川 2-27-1 795-3421
スギドラッグ　町田小川店 ○ ○ 小川 4-17-18 850-6126
サンドラッグ 町田小川店 ○ ○ 小川 4-22-3 788-2470
セブンイレブン 町田小川 4 丁目店 ○ ○ 小川 4-22-6 799-7114
ファミリーマート 秀栄町田小川店 ○ ○ 小川 5-10-20 788-4121
ミニストップ 町田小川店 ○ ○ ○ 小川 6-13-7 795-4403
オーケー町田小川店 ○ ○ 小川 6-13-19 706-8781
クリエイトエス・ディー町田小川店 ○ ○ 小川 7-2-1 799-8621
ファミリーマート 東名町田店 ○ ○ 小川 7-8-3 706-3261

小野路町
リサイクルショップ 喫茶 Do ○ 小野路町 1733 737-7676
せき商店 ○ ○ 小野路町 1861-6 734-0201
デイリーヤマザキ 町田小野路町店 ○ ○ 小野路町 2404-1　1 階 708-1755

小山ヶ丘

ミニストップ 町田小山ヶ丘店 ○ ○ 小山ヶ丘 1-3-1 797-2445
セブンイレブン 町田小山ヶ丘 3 丁目店 ○ 小山ヶ丘 3-2-7 798-0028
カインズホーム 町田多摩境店 ○ 小山ヶ丘 3-6-6 798-1555
ファミリーマート 町田小山ヶ丘三丁目店 ○ 小山ヶ丘 3-22-16 775-7260
セブンイレブン 町田多摩境駅前店 ○ 小山ヶ丘 3-28 770-1110
スーパーアルプス 多摩境店 ○ ○ 小山ヶ丘 4-5-2 700-0511
スギドラッグ コピオ多摩境店 ○ 小山ヶ丘 4-5-2 コピオ多摩境店内 703-8656
セブンイレブン 町田小山ヶ丘４丁目店 ○ 小山ヶ丘 4-9-2 771-1019
ファミリーマート 町田多摩境店 ○ 小山ヶ丘 5-1-4 775-7786
スパークル クリーニング 多摩境店 ○ 小山ヶ丘 5-24-1 772-7692
ミスターマックス 町田多摩境店 ○ 小山ヶ丘 6-1-10 775-2311
フードワン 多摩境店 ○ ○ 小山ヶ丘 6-1-10 779-8541
マツモトキヨシ 町田多摩境店 小山ヶ丘 6-1-10 770-1561
セブンイレブン 町田小山ヶ丘６丁目店 ○ 小山ヶ丘 6-2-1 771-5686

小山田桜台 三和 小山田店 ○ ○ 小山田桜台 1-20 797-2821

小山町 ウエルシア 町田小山町店 小山町 5-3 798-6389
たばこセンター こみね ○ 小山町 210 797-4623
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

小山町

クリエイトエス・ディー 新町田小山店 ○ 小山町 772-5 798-6731
セブンイレブン 町田堺店 杉山商店 ○ ○ 小山町 828-1 797-3008
業務スーパー　リカーキング町田小山店 小山町 961-2 794-8676
ビッグヨーサン 町田小山店 小山町 981-2 797-8211
ローソン 町田小山町店 ○ ○ 小山町 1165-1 798-6207
オレンジマートわだや ○ ○ 小山町 2449 797-3037
セブンイレブン 町田小山町店 ○ 小山町 2502-1 797-7106
ローソン・スリーエフ 町田多摩境店 ○ ○ 小山町 3161 773-0754
ファミリーマート 町田小山町店 ○ ○ 小山町 704-1 798-4020
佐藤商店 ○ 小山町 3214 772-2350

金井

セブンイレブン 町田藤の台東店 ○ 金井 1-1-18 734-7177
三和 金井店 ○ ○ 金井 1-44 734-7022
ローソン 町田金井町店 ○ ○ 金井 2-19-14 736-0637
クリエイトエス・ディー 町田金井木倉店 ○ 金井 2-19-19 737-7772
ローソン 町田金井三丁目店 ○ ○ 金井 3-31-2 734-4730
クリエイトエス・ディー 町田金井店 ○ 金井 4-23-33 737-7231

金井ヶ丘
セブンイレブン 町田金井ヶ丘店 ○ 金井ヶ丘 2-24-29 735-7781
セキチュー 鶴川店 ○ ○ 金井ヶ丘 2-43-5 862-0330
ファミリーマート 町田金井町店 ○ ○ 金井ヶ丘 4-1-21 737-8688

金森

ますかわや酒店 ○ ○ ○ 金森 1-36-12 726-6580
加藤商店 ○ 金森 2-11-41 722-3661
コンビニ HIRAMOTO ○ ○ ○ 金森 2-12-13 722-4590
クリエイトエス・ディー 町田金森店 ○ ○ 金森 2-21-15 728-5021
セブンイレブン 町田金森店 ○ ○ 金森 2-21-17 725-2007
ファミリーマート 町田金森店 ○ ○ ○ 金森 2-30-3 709-6040
ファミリーマート 金森町田街道店 ○ ○ ○ 金森 2-39-9 739-5901
ウェルパーク町田金森店 ○ ○ ○ 金森 3-7-20 850-5433
三和 小川店 ○ ○ ○ 金森 4-1-2 795-9341
ローソン 町田金森四丁目店 ○ ○ 金森 4-3-6 795-6657
町田市農業協同組合 アグリハウスみなみ ○ ○ 金森 4-5-3 788-3541
電化の総合サービス ECS ○ ○ 金森 4-29-8 796-4558
セブンイレブン 町田金森南店 ○ ○ 金森 6-5-1 796-1571

金森東 スギドラッグ 町田金森東店 ○ ○ 金森東 2-9-25 709-3746

木曽西

蔵家 ○ ○ 木曽西 1-1-15 793-2176
デイリーヤマザキ 境川店 ○ 木曽西 1-1-20 792-0631
セブンイレブン 町田木曽西１丁目店 ○ 木曽西 1-18-2 793-6171
ビッグ・エー 町田木曽町店 ○ 木曽西 2-13-3 789-4275
三和 忠生店 ○ ○ 木曽西 2-17-21 793-1681
オリンピック 町田忠生店 ○ 木曽西 2-17-21 792-3777
パッケージプラザ町田木曽店 ○ ○ 木曽西 3-1-8 794-9100
サンドラッグ 町田木曽店 ○ 木曽西 3-19-1 791-1471
セブンイレブン 町田忠生公園入口店 ○ 木曽西 3-25-5 791-7875
ビーバープロ 町田木曽店 木曽西 3-26-7 789-6488
弘文堂 ○ 木曽西 4-9-3 792-2141
クリエイトエス・ディー町田木曽西店 ○ 木曽西 5-6-3 789-2591
矢口商店 ○ ○ 木曽西 5-28-19 791-0325
クリエイトエス・ディー 町田山崎店 ○ 木曽西 5-43-30 792-8301

木曽東

セブンイレブン 町田木曽東１丁目店 ○ 木曽東 1-7-5 722-4040
ファミリーマート 町田木曽東一丁目店 ○ ○ 木曽東 1-15-11 739-6221
三和 境川店 ○ ○ 木曽東 1-37-22 722-8201
リサイクルショップ・まちエコ ○ 木曽東 2-1-1　境川クリーンセンター 785-4023
ウエルシア 町田境川店 木曽東 2-10-1 789-5220
住吉屋 境川店 ○ ○ 木曽東 2-10-12 791-4507
中里孝一商店 ○ ○ 木曽東 3-1-31 722-2727
読売センター 町田木曽 木曽東 3-8-22 722-3877
セブンイレブン 町田市木曽町店 ○ 木曽東 4-2-2 723-9119
三和 木曽店 ○ ○ 木曽東 4-18-1 791-4851
セブンイレブン 町田木曽東４丁目店 ○ 木曽東 4-20-18 792-5130
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

木曽町 ウエルシア 町田滝の沢店 木曽町 120 710-4782
ドラッグセイムス 町田木曽店 ○ 木曽町 493-2 709-0131

高ヶ坂

セブンイレブン 町田高ヶ坂２丁目店 ○ 高ヶ坂 2-36-24 724-2477
リカーズだるまや ○ ○ 高ヶ坂 3-1-1 723-4579
ファミリーマート 町田高ヶ坂店 ○ ○ 高ヶ坂 5-12-17 739-9331
スギ薬局 町田高ヶ坂店 ○ 高ヶ坂 5-15-14 710-8571
ローソン　町田高ヶ坂五丁目店 ○ ○ 高ヶ坂 5-17-11 729-7404

下小山田町

コンフォート ロイヤルライフ多摩内 売店 ○ ○ 下小山田町 1461 797-6611
薄井米穀店 ○ ○ 下小山田町 2564 797-0818
町田市大賀藕絲館 下小山田町 3267 797-1616
ローソン 小山田桜台店 ○ ○ 下小山田町 3352-5 797-6966
リカーショップみさわ ○ ○ 下小山田町 3368-61 798-7233

真光寺 三和 鶴川店 ○ ○ 真光寺 1-25-1 734-1161
セブンイレブン 町田真光寺店 真光寺 3-21-20 737-1778

真光寺町 ミニストップ 町田和光学園前店 ○ 真光寺町 1339-5 735-0805

図師町

ローソン 町田図師町店 ○ ○ 図師町 612 794-0521
業務スーパー　リカーキング図師店 図師町 1344-1 794-6202
コメリハードアンドグリーン 町田図師店 図師町 1752 789-2560
ファミリーマート 町田図師店 ○ 図師町 1896-6 789-5840

忠生

ファミリマート 町田忠生店 ○ ○ 忠生 1-27-8 789-8001
ミニストップ 町田忠生店 ○ ○ 忠生 2-1-1 792-1480
ローソン 町田忠生二丁目店 ○ ○ 忠生 2-28-9 793-0065
ツルハドラッグ 町田忠生店 ○ 忠生 3-1-12 789-7268
町田市農業協同組合 アグリハウス忠生店 ○ ○ 忠生 3-7-18 792-2711
ヤマグチ忠生店修理処 ○ 忠生 4-1-3 793-4698
セブンイレブン 町田忠生４丁目店 ○ 忠生 4-4-1 793-3900
初日屋 ○ ○ 忠生 4-11-11 792-0777

玉川学園

自然食品 あしたば 玉川学園 2-1-32 729-5015
セブンイレブン 玉川学園 2 丁目店 ○ ○ 玉川学園 2-8-24 727-0400
ツルハドラッグ 玉川学園前店 ○ 玉川学園 2-11-1 ヴェルデ玉川 1-D 726-8551
三和 玉川学園店 ○ ○ 玉川学園 2-11-26 728-5231
Odakyu OX 玉川学園店 ○ 玉川学園 2-21-9 726-3311
トモズ 小田急マルシェ玉川学園 ○ 玉川学園 2-21-37 860-7714
大黒屋食料品店 ○ ○ 玉川学園 3-36-14 723-4626
セブンイレブン 町田玉川学園５丁目店 ○ 玉川学園 5-1-3 723-3508
ファミリーマート 秀栄玉川学園南店 ○ 玉川学園 7-4-6 710-0975
ファミリーマート 玉川学園店 ○ 玉川学園 7-8-1 721-8191

つくし野
つくし野東急ストア ○ ○ ○ つくし野 1-30-1 795-2061
ハックドラッグ つくし野駅前薬局 ○ つくし野 2-25-3 796-8960
石澤酒店 ○ ○ ○ つくし野 3-1-19 796-6478

鶴川

生活協同組合 コープみらい 鶴川店 ○ 鶴川 1-21-7 735-2042
ファミリーマート みなとや鶴川店 ○ ○ 鶴川 2-10-7 735-1708
ドラッグストアスマイル 鶴川団地店 ○ 鶴川 2-14-1 737-7555
須崎米穀店 鶴川 2-14-26 735-5190
清水米穀商店 ○ ○ ○ 鶴川 3-14-10 735-5176
こばやし酒店 ○ ○ 鶴川 3-15-4 735-2643
セブンイレブン 町田鶴川団地店 ○ 鶴川 5-7-7 736-0705
日曜大工用品 マルキ 鶴川 5-10-22-203 734-7827
スーパーヤマザキ 鶴川店 ○ ○ 鶴川 6-7-2 735-1516
愛誠堂 鶴川団地店 鶴川 6-7-3-103 735-5150

鶴間

セブンイレブン 南町田駅北口店 ○ ○ ○ 鶴間 1-16-10 795-3313
東急ストア南町田店 ○ ○ ○ 鶴間 3-3-1 796-0109
ココカラファイン 南町田グランベリーパーク店 ○ ○ 鶴間 3-3-1　南町田グランベリーパーク 1 階 850-5878
ローソン　町田鶴間三丁目店 ○ ○ 鶴間 3-15-20 795-3502
ローソン +toks 南町田グランベリーパーク駅店 ○ ○ 鶴間 3-3-1 850-6855
ニューヤマザキデイリーストア 南町田病院店 ○ ○ 鶴間 4-4-1 796-1976
セブンイレブン 南町田店 ○ ○ 鶴間 5-10-1 795-0739
セブンイレブン 東名町田インター店 ○ ○ 鶴間 8-15-21 795-0761
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。
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常盤町

セブンイレブン 町田常盤店 ○ 常盤町 3163-4 797-4022
生活協同組合 コープみらい ときわ店 ○ 常盤町 3170-1 798-0090
岩下商店 ○ ○ 常盤町 3487 797-1711
ローソン 町田常盤町店 ○ ○ 常盤町 3518 860-1922
セブンイレブン 町田桜美林学園北店 ○ 常盤町 3650 797-3430

中町

ローソン 町田中町店 ○ ○ 中町 1-2-2 722-1317
ドラッグセイムス 町田中町店 ○ 中町 1-2-5 SHELL MIYAKO V 1 階 851-8250
セイジョーいわい 町田中町店 中町 1-5-4 ダイヤパレス 1 階 722-6581
三和 栄通り中町店 ○ ○ 中町 1-8-2 723-1935
ファミリーマート 町田あけぼの病院前店 ○ ○ 中町 1-10-16 710-5215
ファミリーマート 町田中町店 ○ ○ 中町 1-18-3 709-4045
ファミリーマート 町田中町二丁目店 ○ ○ 中町 2-5-4 710-1115
セブンイレブン 町田中町２丁目店 ○ ○ 中町 2-18-4 723-1571
三和　中町店 ○ ○ 中町 3-1-11 720-5561
ファミリーマート 町田中町三丁目店 ○ ○ 中町 3-14-7 710-7805

成瀬

ファミリーマート 町田成瀬台店 ○ ○ 成瀬 2-15-4 732-1766
ココカラファイン 成瀬店 ○ 成瀬 4-1-3 739-3621
三徳 成瀬店 ○ 成瀬 4-1-7 722-3109
ローソン 町田成瀬街道店 ○ ○ 成瀬 6-6-14 785-4625
ウェルパーク 町田成瀬店 ○ ○ ○ 成瀬 6-10-37 729-0717
セブンイレブン 成瀬店 ○ 成瀬 7-1-20 723-6902
旭屋米店 ○ ○ 成瀬 7-10 6-105 728-7341
生活協同組合 コープみらい 成瀬店 ○ 成瀬 8-2-4 724-1225
社会福祉法人　地の星 ○ ○ 成瀬 8-9-14 728-9301

成瀬が丘

ファミリーマート 町田成瀬が丘店 ○ ○ ○ 成瀬が丘 1-30-2 788-5932
セブンイレブン 町田成瀬駅南口店 ○ ○ 成瀬が丘 2-24-1 799-6362
ビッグヨーサン 成瀬店 ○ 成瀬が丘 2-25-5 796-4343
くすりセイジョー 成瀬南口店 ○ ○ 成瀬が丘 2-25-13 788-2133
井上米店 ○ ○ 成瀬が丘 3-6-10 796-1854

成瀬台

ASA 玉川学園 成瀬台 1-12-1 728-8891
セブンイレブン 町田ポプラヶ丘店 ○ ○ 成瀬台 2-1-2 725-5032
いなげや 町田成瀬台店 成瀬台 2-3-1 720-2711
ドラッグストアスマイル 成瀬台店 ○ 成瀬台 2-32-2 725-6781
グルメシティ 成瀬台店 ○ 成瀬台 3-6 726-3102
セブンイレブン 町田成瀬台３丁目店 ○ ○ 成瀬台 3-8-7 729-5833

西成瀬 風 タピオラ ○ ○ 西成瀬 3-6-14 851-7726

根岸

でんかのヤマグチ 根岸店 ○ ○ ○ 根岸 1-13-5 793-2278
ローソン 町田忠生店 ○ ○ 根岸 1-13-24 794-9004
アメリア三和町田根岸店 ○ ○ 根岸 2-18-1 794-3388
マツモトキヨシ アメリア町田根岸店 根岸 2-18-1 789-0023
井上金物店 根岸 2-24-14 791-4131
リカーランドトップ３ 町田店 根岸 2-32-6 792-0103

根岸町 ミニストップ 町田根岸店 ○ 根岸町 1001-26 791-8721
ローソン 町田根岸町店 ○ ○ 根岸町 1009-8 798-6420

能ヶ谷

ファミリーマート 鶴川駅西店 ○ 能ヶ谷 1-1-3 737-2006
ファミリーマート 町田鶴川駅北店 ○ ○ 能ヶ谷 1-3-2 737-6851
セブンイレブン 町田鶴川駅前店 ○ ○ 能ヶ谷 1-4-6 736-5582
セブンイレブン 小田急マルシェ鶴川店 ○ 能ヶ谷 1-6-2 708-1457
Odakyu OX 鶴川店 ○ 能ヶ谷 1-6-6 708-0377
トモズ 鶴川店 ○ 能ヶ谷 1-7-1 ダイヤモンド会館 1 階 708-8850
マルエツ 鶴川店 ○ ○ 能ヶ谷 1-7-5 736-0585
セブンイレブン 町田鶴川駅北口店 ○ ○ 能ヶ谷 1-8-1 神蔵ビル 1 階 735-5077
生鮮 & 業務スーパー 鶴川店 能ヶ谷 2-4-9 860-3328
ウェルパーク 町田鶴川店 ○ ○ 能ヶ谷 2-24-9 737-2001
セブンイレブン 能ヶ谷４丁目店 ○ 能ヶ谷 4-6-1 734-8694
ファミリーマート 町田能ヶ谷町店 ○ ○ 能ヶ谷 4-19-15 737-3270
久美乃屋酒店 ○ ○ 能ヶ谷 6-13-9 735-3371
ASA 鶴川 ○ ○ 能ヶ谷 7-5-1 735-0850

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

木曽町 ウエルシア 町田滝の沢店 木曽町 120 710-4782
ドラッグセイムス 町田木曽店 ○ 木曽町 493-2 709-0131

高ヶ坂

セブンイレブン 町田高ヶ坂２丁目店 ○ 高ヶ坂 2-36-24 724-2477
リカーズだるまや ○ ○ 高ヶ坂 3-1-1 723-4579
ファミリーマート 町田高ヶ坂店 ○ ○ 高ヶ坂 5-12-17 739-9331
スギ薬局 町田高ヶ坂店 ○ 高ヶ坂 5-15-14 710-8571
ローソン　町田高ヶ坂五丁目店 ○ ○ 高ヶ坂 5-17-11 729-7404

下小山田町

コンフォート ロイヤルライフ多摩内 売店 ○ ○ 下小山田町 1461 797-6611
薄井米穀店 ○ ○ 下小山田町 2564 797-0818
町田市大賀藕絲館 下小山田町 3267 797-1616
ローソン 小山田桜台店 ○ ○ 下小山田町 3352-5 797-6966
リカーショップみさわ ○ ○ 下小山田町 3368-61 798-7233

真光寺 三和 鶴川店 ○ ○ 真光寺 1-25-1 734-1161
セブンイレブン 町田真光寺店 真光寺 3-21-20 737-1778

真光寺町 ミニストップ 町田和光学園前店 ○ 真光寺町 1339-5 735-0805

図師町

ローソン 町田図師町店 ○ ○ 図師町 612 794-0521
業務スーパー　リカーキング図師店 図師町 1344-1 794-6202
コメリハードアンドグリーン 町田図師店 図師町 1752 789-2560
ファミリーマート 町田図師店 ○ 図師町 1896-6 789-5840

忠生

ファミリマート 町田忠生店 ○ ○ 忠生 1-27-8 789-8001
ミニストップ 町田忠生店 ○ ○ 忠生 2-1-1 792-1480
ローソン 町田忠生二丁目店 ○ ○ 忠生 2-28-9 793-0065
ツルハドラッグ 町田忠生店 ○ 忠生 3-1-12 789-7268
町田市農業協同組合 アグリハウス忠生店 ○ ○ 忠生 3-7-18 792-2711
ヤマグチ忠生店修理処 ○ 忠生 4-1-3 793-4698
セブンイレブン 町田忠生４丁目店 ○ 忠生 4-4-1 793-3900
初日屋 ○ ○ 忠生 4-11-11 792-0777

玉川学園

自然食品 あしたば 玉川学園 2-1-32 729-5015
セブンイレブン 玉川学園 2 丁目店 ○ ○ 玉川学園 2-8-24 727-0400
ツルハドラッグ 玉川学園前店 ○ 玉川学園 2-11-1 ヴェルデ玉川 1-D 726-8551
三和 玉川学園店 ○ ○ 玉川学園 2-11-26 728-5231
Odakyu OX 玉川学園店 ○ 玉川学園 2-21-9 726-3311
トモズ 小田急マルシェ玉川学園 ○ 玉川学園 2-21-37 860-7714
大黒屋食料品店 ○ ○ 玉川学園 3-36-14 723-4626
セブンイレブン 町田玉川学園５丁目店 ○ 玉川学園 5-1-3 723-3508
ファミリーマート 秀栄玉川学園南店 ○ 玉川学園 7-4-6 710-0975
ファミリーマート 玉川学園店 ○ 玉川学園 7-8-1 721-8191

つくし野
つくし野東急ストア ○ ○ ○ つくし野 1-30-1 795-2061
ハックドラッグ つくし野駅前薬局 ○ つくし野 2-25-3 796-8960
石澤酒店 ○ ○ ○ つくし野 3-1-19 796-6478

鶴川

生活協同組合 コープみらい 鶴川店 ○ 鶴川 1-21-7 735-2042
ファミリーマート みなとや鶴川店 ○ ○ 鶴川 2-10-7 735-1708
ドラッグストアスマイル 鶴川団地店 ○ 鶴川 2-14-1 737-7555
須崎米穀店 鶴川 2-14-26 735-5190
清水米穀商店 ○ ○ ○ 鶴川 3-14-10 735-5176
こばやし酒店 ○ ○ 鶴川 3-15-4 735-2643
セブンイレブン 町田鶴川団地店 ○ 鶴川 5-7-7 736-0705
日曜大工用品 マルキ 鶴川 5-10-22-203 734-7827
スーパーヤマザキ 鶴川店 ○ ○ 鶴川 6-7-2 735-1516
愛誠堂 鶴川団地店 鶴川 6-7-3-103 735-5150

鶴間

セブンイレブン 南町田駅北口店 ○ ○ ○ 鶴間 1-16-10 795-3313
東急ストア南町田店 ○ ○ ○ 鶴間 3-3-1 796-0109
ココカラファイン 南町田グランベリーパーク店 ○ ○ 鶴間 3-3-1　南町田グランベリーパーク 1 階 850-5878
ローソン　町田鶴間三丁目店 ○ ○ 鶴間 3-15-20 795-3502
ローソン +toks 南町田グランベリーパーク駅店 ○ ○ 鶴間 3-3-1 850-6855
ニューヤマザキデイリーストア 南町田病院店 ○ ○ 鶴間 4-4-1 796-1976
セブンイレブン 南町田店 ○ ○ 鶴間 5-10-1 795-0739
セブンイレブン 東名町田インター店 ○ ○ 鶴間 8-15-21 795-0761

39



※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。
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野津田町

セブンイレブン 町田野津田町店 ○ ○ 野津田町 37-1 736-2010
ベルク 町田野津田店 ○ 野津田町 230 737-7100
セブンイレブン 町田芝溝街道店 ○ ○ 野津田町 810-1 736-7870
ローソン 町田野津田町店 ○ ○ 野津田町 1049 734-1819
サンドラッグ 町田野津田店 ○ 野津田町 1119 737-2081
市川米穀店 ○ 野津田町 2375 735-5717

原町田

ファミリーマート 町田駅南口店 ○ ○ ○ 原町田 1-3-9 710-1163
mini ピアゴ原町田２丁目店 ○ 原町田 2-6-14 722-9918
小林紙袋店 ○ 原町田 2-11-20 722-3503
セブンイレブン 原町田店 ○ ○ 原町田 2-25-12 721-8655
ココカラファイン 町田店 ○ ○ 原町田 3-2-1 739-4376
ダイエー 町田店 ○ ○ 原町田 3-2-8 721-1041
スギ薬局 原町田店 ○ ○ 原町田 3-4-2 851-8613
ファミリーマートサンズ原町田三丁目店 ○ ○ ○ 原町田 3-4-16 709-0745
ファミリーマート 版画美術館入口店 ○ ○ 原町田 3-15 710-2400
ローソン 町田原町田四丁目店 ○ ○ 原町田 4-1-10 732-6330
スギ薬局 ミーナ町田店 ○ ○ 原町田 4-1-17 710-0520
富士ガーデン　ミーナ町田店 ○ 原町田 4-1-17 ミーナ町田内 720-5591
ドン・キホーテ 町田駅前店 ○ ○ 原町田 4-2-14 709-5411
矢部商店 ○ ○ 原町田 4-5-9 722-2447
ファミリーマート 町田駅前大通り店 ○ 原町田 4-7-18 732-5123
久美堂 四丁目店 ○ 原町田 4-9-8 1 階 722-6013
ファミリマート 原町田四丁目店 ○ ○ 原町田 4-10-18 710-1672
セブンイレブン 原町田 4 丁目店 ○ 原町田 4-11-18 726-7005
八木商店 原町田 4-17-7 722-3141
アダチ米や ○ 原町田 4-18-3 723-4158
セブンイレブン 原町田５丁目店 ○ 原町田 5-3-10 722-9033
ローソン 町田原町田五丁目店 ○ ○ 原町田 5-6-19 729-7551
平野屋金物店 ○ ○ 原町田 5-7-21 722-2057
ヤマト電材 ○ 原町田 5-15-5 727-2131
ココカラファイン 町田マルイ店 ○ 原町田 6-1-6　町田マルイ 3 階 785-5880
町田東急ストア ○ ○ ○ 原町田 6-4-1 709-4109
ローソン 原町田六丁目店 ○ ○ 原町田 6-7-5 739-7520
ファミリーマート アエタ町田店 ○ 原町田 6-9-7 710-8071
マツモトキヨシ 町田店 原町田 6-9-18 721-5633
セブンイレブン 原町田６丁目店 ○ ○ 原町田 6-10-10 729-5588
サンドラッグ 町田駅前店 ○ 原町田 6-10-15 710-3019
ファミリーマート小田急町田駅前店 ○ 原町田 6-10-17 732-5947
久美堂 本店 ○ 原町田 6-11-10 725-1330
ビックカメラ 町田店 原町田 6-12-20 726-1111
重南米穀店 ○ ○ 原町田 6-14-7 722-2664
渋時商店 原町田 6-15-1 722-2075
セブンイレブン 町田駅東口店 ○ 原町田 6-15-12 722-6219
マツモトキヨシ 町田東口店 原町田 6-15-15 722-7515
エスポア　なかのや ○ ○ 原町田 6-20-10 722-2014
セブンイレブン 原町田大通り店 ○ ○ ○ 原町田 6-23-3 724-1070

広袴 ビッグ・エー 町田広袴店 ○ 広袴 3-1-4 735-1611
ローソン・スリーエフ 町田広袴店 ○ ○ 広袴 3-2-1 734-2202

藤の台 A コープ 藤の台店 ○ 藤の台 1-1-54 722-1581

本町田

セブンイレブン 町田本町田中町店 ○ ○ 本町田 250-1 722-2223
米の原敬 ○ 本町田 800-4 722-4669
ローソン 本町田店 ○ ○ 本町田 823-1 721-5509
久美堂 本町田店 ○ 本町田 996 724-5588
山田綜合食品店 ○ ○ 本町田 1850-2 723-2412
ファミリーマート 本町田南店 ○ ○ 本町田 2016-1 710-2580
ウエルシア 町田木曽店 本町田 2507-7 789-7548
あらいや 木曽店 ○ 本町田 2507-7 ハ -14-101 792-3666
フジサワ商店 ○ ○ 本町田 2528　町田木曽住宅ハ -15 791-2926
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。
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本町田

フィットケア・デポ 本町田 ○ 本町田 2925 710-6008
ドラッグセイムス 本町田薬局 ○ 本町田 2943-1 710-2191
ウエルシア 町田本町田店 本町田 3173-1 732-0850
セブンイレブン 本町田店 ○ 本町田 3239 725-7771
越水商店 ○ ○ 本町田 3260 725-2662
町田焙煎珈琲ヒルズ珈房 本町田 3450-12 850-9007
ファミリーマート 町田本町田店 ○ ○ 本町田 4394-1 732-6860

南大谷

サンドラッグ 町田南大谷店 ○ 南大谷 41-2 709-7151
三徳 本町田店 ○ 南大谷 82 727-0123
クリエイトエス・ディー 町田南大谷店 ○ 南大谷 179-1 710-6634
セブンイレブン 町田南大谷店 ○ 南大谷 196-1 728-4007
三和　町田大谷店 ○ 南大谷 216-1 725-3811
ファミリーマート 町田南大谷店 ○ 南大谷 722-3 709-5781

南つくし野 ローソン +toks すずかけ台店 ○ ○ 南つくし野 3-1 795-3336
ココカラファイン薬局 すずかけ台駅前店 ○ ○ 南つくし野 3-5-9 796-8951

南成瀬

ヘアーサロンなるせ ○ 南成瀬 1-1-2 1 階 728-8484
ローソン 町田南成瀬一丁目店 ○ ○ 南成瀬 1-2-2 724-7775
そうてつローゼン 成瀬店 ○ ○ 南成瀬 1-3-5 728-4711
ハックドラッグ 成瀬ローゼン店 ○ 南成瀬 1-3-5 2 階 710-5589
さかや栗原 ○ ○ ○ 南成瀬 1-4-6 727-2655
ローソン 町田成瀬中央通店 ○ ○ 南成瀬 1-7-6 720-3334
セブンイレブン 町田成瀬駅北店 ○ 南成瀬 1-25-26 722-3909
クリエイトエス・ディー 南成瀬店 ○ ○ 南成瀬 4-3-1 729-2630
ビッグ・エー 成瀬北口駅前店 ○ ○ 南成瀬 5-1-2 739-2962
益田屋酒店 ○ ○ ○ 南成瀬 5-2-2 727-2030
セブンイレブン 町田南成瀬さくら通り店 ○ ○ 南成瀬 6-22-1 724-3117

南町田

スギ薬局 南町田店 ○ ○ 南町田 1-13-50 706-8975
セブンイレブン 南町田 1 丁目店 ○ ○ ○ 南町田 1-114-2 796-1611
朝日屋商店 ○ ○ ○ 南町田 2-17-18 795-3111
ファミリーマート 南町田四丁目店 ○ ○ ○ 南町田 4-2-50 799-8366
ファミリーマート 町田鶴間店 ○ ○ ○ 南町田 4-19-5 799-8921
ファミリーマート 南町田北店 ○ ○ ○ 南町田 4-29-1 788-8707
セブンイレブン 町田街道鶴間店 ○ ○ 南町田 5-3-53 795-0711

三輪町

鈴木商店 ○ ○ ○ 三輪町 41-3 044-988-0128
ローソン・スリーエフ 町田三輪店 ○ ○ 三輪町 151-1 044-981-0019
島忠ホームズ 町田三輪店 ○ 三輪町 281-1 044-981-3061
三和　町田三輪店 ○ 三輪町 281-1 044-987-1155
ファミリーマート 町田三輪町店 ○ 三輪町 305-5 044-980-1652
松電社 三輪店 ○ 三輪町 527 044-986-2364

三輪緑山 グルメシティ 鶴川緑山店 ○ 三輪緑山 1-2-2 044-988-5631
鈴木商店 緑山店 ○ ○ ○ 三輪緑山 3-1-14 044-988-7877

森野

セブンイレブン 町田駅西店 ○ 森野 1-1-21 739-2297
セブンイレブン 町田市民ホール前店 ○ ○ 森野 1-8-5 728-7081
ローソン 町田森野一丁目店 ○ ○ 森野 1-13-1 723-1791
西友 町田店 ○ 森野 1-14-17 726-3611
ドラッグイレブン 町田店 森野 1-15-13　パリオ町田１階 739-3811
ファミリーマート 小田急町田駅北口店 ○ ○ 森野 1-19-16 732-5585
セブンイレブン 町田駅前通り店 森野 1-22-5 724-0710
川田屋本店 ○ 森野 1-26-10 722-4327
森谷商店 ○ ○ 森野 1-32-12 722-2959
日本ハウズイング 町田支店 森野 1-35-1 ジアロ町田ビル 4 階 721-2981
セブンイレブン 町田駅北店 ○ ○ 森野 1-36-1 723-7050
豊国屋商店 ○ ○ 森野 1-36-8 722-3368
ローソン 町田駅北口店 ○ ○ 森野 1-39-1 850-8930
ファミリーマート 町田森野一丁目店 ○ 森野 1-39-16 710-3554
ミニストップ 町田市役所店 ○ ○ 森野 2-2-22 728-3455
角屋 ○ 森野 2-17-1 722-3719
町田市農業協同組合 町田支店 ○ 森野 2-29-15 722-2022

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

野津田町

セブンイレブン 町田野津田町店 ○ ○ 野津田町 37-1 736-2010
ベルク 町田野津田店 ○ 野津田町 230 737-7100
セブンイレブン 町田芝溝街道店 ○ ○ 野津田町 810-1 736-7870
ローソン 町田野津田町店 ○ ○ 野津田町 1049 734-1819
サンドラッグ 町田野津田店 ○ 野津田町 1119 737-2081
市川米穀店 ○ 野津田町 2375 735-5717

原町田

ファミリーマート 町田駅南口店 ○ ○ ○ 原町田 1-3-9 710-1163
mini ピアゴ原町田２丁目店 ○ 原町田 2-6-14 722-9918
小林紙袋店 ○ 原町田 2-11-20 722-3503
セブンイレブン 原町田店 ○ ○ 原町田 2-25-12 721-8655
ココカラファイン 町田店 ○ ○ 原町田 3-2-1 739-4376
ダイエー 町田店 ○ ○ 原町田 3-2-8 721-1041
スギ薬局 原町田店 ○ ○ 原町田 3-4-2 851-8613
ファミリーマートサンズ原町田三丁目店 ○ ○ ○ 原町田 3-4-16 709-0745
ファミリーマート 版画美術館入口店 ○ ○ 原町田 3-15 710-2400
ローソン 町田原町田四丁目店 ○ ○ 原町田 4-1-10 732-6330
スギ薬局 ミーナ町田店 ○ ○ 原町田 4-1-17 710-0520
富士ガーデン　ミーナ町田店 ○ 原町田 4-1-17 ミーナ町田内 720-5591
ドン・キホーテ 町田駅前店 ○ ○ 原町田 4-2-14 709-5411
矢部商店 ○ ○ 原町田 4-5-9 722-2447
ファミリーマート 町田駅前大通り店 ○ 原町田 4-7-18 732-5123
久美堂 四丁目店 ○ 原町田 4-9-8 1 階 722-6013
ファミリマート 原町田四丁目店 ○ ○ 原町田 4-10-18 710-1672
セブンイレブン 原町田 4 丁目店 ○ 原町田 4-11-18 726-7005
八木商店 原町田 4-17-7 722-3141
アダチ米や ○ 原町田 4-18-3 723-4158
セブンイレブン 原町田５丁目店 ○ 原町田 5-3-10 722-9033
ローソン 町田原町田五丁目店 ○ ○ 原町田 5-6-19 729-7551
平野屋金物店 ○ ○ 原町田 5-7-21 722-2057
ヤマト電材 ○ 原町田 5-15-5 727-2131
ココカラファイン 町田マルイ店 ○ 原町田 6-1-6　町田マルイ 3 階 785-5880
町田東急ストア ○ ○ ○ 原町田 6-4-1 709-4109
ローソン 原町田六丁目店 ○ ○ 原町田 6-7-5 739-7520
ファミリーマート アエタ町田店 ○ 原町田 6-9-7 710-8071
マツモトキヨシ 町田店 原町田 6-9-18 721-5633
セブンイレブン 原町田６丁目店 ○ ○ 原町田 6-10-10 729-5588
サンドラッグ 町田駅前店 ○ 原町田 6-10-15 710-3019
ファミリーマート小田急町田駅前店 ○ 原町田 6-10-17 732-5947
久美堂 本店 ○ 原町田 6-11-10 725-1330
ビックカメラ 町田店 原町田 6-12-20 726-1111
重南米穀店 ○ ○ 原町田 6-14-7 722-2664
渋時商店 原町田 6-15-1 722-2075
セブンイレブン 町田駅東口店 ○ 原町田 6-15-12 722-6219
マツモトキヨシ 町田東口店 原町田 6-15-15 722-7515
エスポア　なかのや ○ ○ 原町田 6-20-10 722-2014
セブンイレブン 原町田大通り店 ○ ○ ○ 原町田 6-23-3 724-1070

広袴 ビッグ・エー 町田広袴店 ○ 広袴 3-1-4 735-1611
ローソン・スリーエフ 町田広袴店 ○ ○ 広袴 3-2-1 734-2202

藤の台 A コープ 藤の台店 ○ 藤の台 1-1-54 722-1581

本町田

セブンイレブン 町田本町田中町店 ○ ○ 本町田 250-1 722-2223
米の原敬 ○ 本町田 800-4 722-4669
ローソン 本町田店 ○ ○ 本町田 823-1 721-5509
久美堂 本町田店 ○ 本町田 996 724-5588
山田綜合食品店 ○ ○ 本町田 1850-2 723-2412
ファミリーマート 本町田南店 ○ ○ 本町田 2016-1 710-2580
ウエルシア 町田木曽店 本町田 2507-7 789-7548
あらいや 木曽店 ○ 本町田 2507-7 ハ -14-101 792-3666
フジサワ商店 ○ ○ 本町田 2528　町田木曽住宅ハ -15 791-2926
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。

市外

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

森野

ローソンストア 100 町田森野二丁目店 森野 2-31-11 739-6399
中里孝一商店 ○ ○ 森野 3-6-21 722-2727
すずきや 森野 3-8-1 722-1237
オーケー 町田森野店 ○ ○ 森野 3-15-15 710-2900
フードワン 森野店 ○ ○ 森野 3-15-22 726-4007
ローソン 町田森野五丁目店 ○ ○ 森野 5-9-18 710-2414
スギドラッグ 町田森野店 ○ 森野 6-56-1 850-9791

薬師台 そうてつローゼン 薬師台店 ○ 薬師台 2-13-1 708-3431
矢部町 セブンイレブン 町田矢部町店 ○ 矢部町 2833-1 797-7011

山崎町

ミニストップ 町田山崎団地店 ○ ○ 山崎町 1314-1 792-3155
三和 山崎店 ○ ○ 山崎町 1343-2 791-0281
セブンイレブン 町田山崎新道店 ○ 山崎町 1936-1 794-3971
三徳 町田北店 ○ 山崎町 2130 791-1309
ファミリーマート 町田山崎町店 ○ ○ 山崎町 2179-4 789-8012
三徳 町田山崎店 ○ 山崎町 2200 791-3109
プラスハート ○ ○ 山崎町 2200 3-18-110 793-1236

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

稲城市

ウエルシア 稲城若葉台アクロスプラザ店 若葉台 1-55 042-350-6602
ヤオコー フレスポ若葉台店 ○ 若葉台 2-4-2 042-350-5511
三和 若葉台店 ○ 若葉台 2-6 042-331-2301
ユニディ 若葉台店 ○ 若葉台 2-6 042-350-6901

川崎市

くすりセイジョー 柿生駅前店 ○ 麻生区上麻生 5-37-5 044-980-0120
そうてつローゼン 柿生店 麻生区上麻生 5-39-12 044-980-2115
ファミリーマート 柿生駅北口店 ○ 麻生区上麻生 5-39-30 044-980-2227
マルエツ 柿生店 ○ 麻生区上麻生 5-41-1 044-989-1211
ハックドラッグ 川崎柿生店 麻生区上麻生 5-41-1 044-980-8030
ハックドラッグ 下麻生店 麻生区下麻生 2-11-7 044-981-1189
クリエイトエス・ディー 川崎下麻生店 麻生区下麻生 3-25-18 044-981-0391
カワチ薬品 はるひ野店 麻生区はるひ野 4-2 044-980-4681

相模原市

ホームセンターコーナン 相模原小山店 ○ 中央区小山 3-37-1 042-770-7031
オオゼキ 矢部店 中央区淵野辺 1-2-25 042-750-2361
フードワン 淵野辺店 ○ 中央区淵野辺 2-6-30 042-751-3861
マツモトキヨシ 淵野辺店 中央区淵野辺 2-6-30 042-759-2031
ウェルパーク相模原淵野辺店 ○ ○ 中央区淵野辺 2-22-5 042-730-3388
ドラッグセイムス 淵野辺店 ○ 中央区淵野辺 4-32-13 042-786-0651
エスポット 淵野辺店 中央区淵野辺 5-1-9 042-707-4700
グルメシティ 淵野辺本町店 ○ 中央区淵野辺本町 2-15-21 042-757-1711
クリエイトエス・ディー 相模原淵野辺本町店 中央区淵野辺本町 3-1-5 042-730-1710
フードワン 矢部店 中央区矢部 3-2-1 042-750-7770
ロイヤルホームセンター 相模原橋本店 緑区西橋本 3-9-8 042-771-4411
三和 西橋本店 ○ 緑区西橋本 4-1-1 042-770-1215
サンドラッグ 西橋本店 ○ 緑区西橋本 5-1-1 ラ・フロール橋本 1 階 042-700-8812
ホームセンターコーナン 相模原西橋本店 ○ 緑区西橋本 5-4-3 042-700-3691
ザ・ビッグ 相模原二本松店 緑区二本松 3-1-20 042-703-3400
ファミリーマート 橋本五丁目店 ○ 緑区橋本 5-6-18 042-700-7743
イオン 橋本店 ○ 緑区橋本 6-2-1 042-770-1200
ファミリーマート 橋本七丁目店 緑区橋本 7-5-21 042-700-2190
サンドラッグ 城山店 ○ 緑区原宿 3-1-7 042-782-3490
クリエイトエス・ディー 城山店 緑区原宿 3-4-1 042-782-5780
エコス 城山店 緑区原宿 3-5-3 042-783-6080
スーパーアルプス 城山店 ○ 緑区原宿 3-10-1 042-782-4711
ザ・ビッグ 相模原東橋本店 緑区東橋本 3-1-1 042-771-8281
サンドラッグ 東橋本店 ○ 緑区東橋本 4-10-3 042-770-0160
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※燃やせるごみ・燃やせないごみの指定収集袋は、掲載している全ての店舗で取り扱っています。
※市内のばら売り実施店では、「燃やせないごみ専用袋 40リットル」のばら売り(1 枚単位の販売 )を行っています。
　店舗によっては、他の種類についてもばら売りしている場合があります。直接、取扱店にお問い合わせください。
※容器包装プラスチック専用袋は、指定収集袋取扱店のうち、容器包装プラスチック分別収集対象地区内の全店舗と近辺の一部店舗で販売します。
◆取扱店一覧の最新情報は、町田市ホームページでご確認ください。
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ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

相模原市

カインズホーム 城山店 ○ 緑区向原 3-9-7 042-783-5111
クリエイトエス・ディー 相模原鵜野森店 南区鵜野森 2-16-1 042-702-0351
フードワン 大野台店 ○ 南区大野台 2-31-8 042-751-0801
オーケー 古淵店 南区大野台 6-1-1 042-707-1165
ＭＥＧＡドン・キホーテ 古淵店 ○ 南区大野台 6-14-9 042-786-8411
ユニディ 相模大野店 ○ ○ 南区上鶴間 1-15-1 042-702-0511
ライフ 上鶴間店 ○ 南区上鶴間 1-16-2 042-747-7720
クリエイトエス・ディー 相模原上鶴間谷口店 ○ 南区上鶴間本町 4-35-12 042-767-7066
セブンイレブン 相模原境橋店 ○ ○ 南区上鶴間本町 5-3-2 042-741-0122
三和　上鶴間店 ○ 南区上鶴間本町 5-9-26 042-766-1330
ウェルパーク 上鶴間店 ○ ○ 南区上鶴間本町 5-15-8 042-740-2371
クリエイトエス・ディー 相模原上鶴間店 南区上鶴間本町 7-28-16 042-701-4530
ファミリーマート 三河屋上鶴間店 ○ ○ 南区上鶴間本町 8-5-5 042-701-4920
MEGA ドン・キホーテ上鶴間店 ○ ○ 南区上鶴間本町 9-47-30 042-702-2911
ローソンストア１００ 古淵駅前店 南区古淵 1-8-1 042-786-1699
マツモトキヨシ 古淵駅前店 南区古淵 1-9-18 042-704-3133
ファミリーマート 細谷古淵店 ○ 南区古淵 1-34-13 042-752-3306
島忠ホームズ 相模原店 ○ 南区古淵 2-9-1 042-704-3550
イオン 相模原店 ○ 南区古淵 2-10-1 042-769-7468
イトーヨーカ堂 古淵店 南区古淵 3-13-33 042-750-3131
クリエイトエス・ディー 相模原東大沼店 南区東大沼 3-30-22 042-742-0701
クリエイトエス・ディー 相模原東林間店 南区東林間 3-15-20 042-742-8838

多摩市

ファーマーズマーケット 千歳屋 落合 1-39-2 042-337-6333
イトーヨーカ堂 多摩センター店 落合 1-44 042-374-6111
ダイエー foodium 多摩センター店 ○ 落合 2-33 042-313-8411
セブンイレブン 多摩落合６丁目店 落合 6-15-1 042-338-0089
生活協同組合 コープみらい 貝取店 貝取 3-8 042-310-1291
マルエツ 唐木田駅前店 唐木田 1-1-7 042-376-6855
ケーヨーデイツー 唐木田店 唐木田 1-3 042-371-5051
カワチ薬品 多摩ニュータウン店 唐木田 1-22-2 042-674-9437
桜総合管理（株） ○ 鶴牧 1-4-17 042-339-5811
西友 永山店 永山 1-4 042-371-1221
セブンイレブン 多摩南野店 ○ 南野 3-12-11 042-372-8065

八王子市

オーケー多摩大塚店 大塚 629-1 042-670-2580
オーケー 南大沢店 上柚木 3-13-1 042-653-3870
フードワン ゆりのき台店 ○ 館町 2300-1 042-666-1200
スーパーアルプス みなみ野店 ○ 七国 3-6 042-632-7911
イトーヨーカ堂 八王子店 狭間町 1462-1 042-662-5211
ホームセンターコーナン ぐりーんうぉーく多摩店 ○ 別所 2-56 042-670-1570
ベルク ぐりーんうぉーく店 ○ 別所 2-56 042-679-7100
ドン・キホーテ 京王堀之内店 ○ 松木 34-11 042-670-3411
イトーヨーカ堂 南大沢店 南大沢 2-28-1 042-678-1811
三徳 南大沢店 ○ 南大沢 5-14 042-676-3109
サンドラッグ 八王子みなみ野店 ○ みなみ野 1-8-1 042-632-8021
三和 八王子みなみ野店 ○ みなみ野 1-8-1 042-635-3811

大和市

イトーヨーカ堂 大和鶴間店 下鶴間 1-3-1 046-261-1211
カインズホーム りんかんモール店 ○ 中央林間 7-6-1 046-275-5000
クリエイトエス・ディー 大和中央林間店 中央林間 1-5-15 046-271-7102
クリエイトエス・ディー つきみ野店 ○ つきみ野 5-17-3 046-272-2237

横浜市

三和 子供の国店 ○ 青葉区奈良 1-2-1 045-962-7755
サンドラッグ 青葉店 ○ 青葉区奈良 3-20-1 045-960-5121
三和 奈良北店 ○ 青葉区奈良町 1670-224 045-961-9140
サンドラッグ 若草台店 ○ 青葉区若草台 17-1 045-960-0246
マルエツ 長津田駅前店 緑区長津田 2-1-2 045-985-5120
ハックドラッグ　長津田駅北口店 緑区長津田 2-1-2 045-989-1689
スーパービバホーム 長津田店 ○ 緑区長津田みなみ台 4-6-1 045-988-6311
アピタ長津田店 ○ 緑区長津田みなみ台 4-7-1 045-989-0511

町　　名 店　舗　名 容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

粗大ごみ
処理券

事業用
ごみ袋

燃やせない
ごみ袋 (大 )
ばら売り

住　　　所 電話番号

稲城市

ウエルシア 稲城若葉台アクロスプラザ店 若葉台 1-55 042-350-6602
ヤオコー フレスポ若葉台店 ○ 若葉台 2-4-2 042-350-5511
三和 若葉台店 ○ 若葉台 2-6 042-331-2301
ユニディ 若葉台店 ○ 若葉台 2-6 042-350-6901

川崎市

くすりセイジョー 柿生駅前店 ○ 麻生区上麻生 5-37-5 044-980-0120
そうてつローゼン 柿生店 麻生区上麻生 5-39-12 044-980-2115
ファミリーマート 柿生駅北口店 ○ 麻生区上麻生 5-39-30 044-980-2227
マルエツ 柿生店 ○ 麻生区上麻生 5-41-1 044-989-1211
ハックドラッグ 川崎柿生店 麻生区上麻生 5-41-1 044-980-8030
ハックドラッグ 下麻生店 麻生区下麻生 2-11-7 044-981-1189
クリエイトエス・ディー 川崎下麻生店 麻生区下麻生 3-25-18 044-981-0391
カワチ薬品 はるひ野店 麻生区はるひ野 4-2 044-980-4681

相模原市

ホームセンターコーナン 相模原小山店 ○ 中央区小山 3-37-1 042-770-7031
オオゼキ 矢部店 中央区淵野辺 1-2-25 042-750-2361
フードワン 淵野辺店 ○ 中央区淵野辺 2-6-30 042-751-3861
マツモトキヨシ 淵野辺店 中央区淵野辺 2-6-30 042-759-2031
ウェルパーク相模原淵野辺店 ○ ○ 中央区淵野辺 2-22-5 042-730-3388
ドラッグセイムス 淵野辺店 ○ 中央区淵野辺 4-32-13 042-786-0651
エスポット 淵野辺店 中央区淵野辺 5-1-9 042-707-4700
グルメシティ 淵野辺本町店 ○ 中央区淵野辺本町 2-15-21 042-757-1711
クリエイトエス・ディー 相模原淵野辺本町店 中央区淵野辺本町 3-1-5 042-730-1710
フードワン 矢部店 中央区矢部 3-2-1 042-750-7770
ロイヤルホームセンター 相模原橋本店 緑区西橋本 3-9-8 042-771-4411
三和 西橋本店 ○ 緑区西橋本 4-1-1 042-770-1215
サンドラッグ 西橋本店 ○ 緑区西橋本 5-1-1 ラ・フロール橋本 1 階 042-700-8812
ホームセンターコーナン 相模原西橋本店 ○ 緑区西橋本 5-4-3 042-700-3691
ザ・ビッグ 相模原二本松店 緑区二本松 3-1-20 042-703-3400
ファミリーマート 橋本五丁目店 ○ 緑区橋本 5-6-18 042-700-7743
イオン 橋本店 ○ 緑区橋本 6-2-1 042-770-1200
ファミリーマート 橋本七丁目店 緑区橋本 7-5-21 042-700-2190
サンドラッグ 城山店 ○ 緑区原宿 3-1-7 042-782-3490
クリエイトエス・ディー 城山店 緑区原宿 3-4-1 042-782-5780
エコス 城山店 緑区原宿 3-5-3 042-783-6080
スーパーアルプス 城山店 ○ 緑区原宿 3-10-1 042-782-4711
ザ・ビッグ 相模原東橋本店 緑区東橋本 3-1-1 042-771-8281
サンドラッグ 東橋本店 ○ 緑区東橋本 4-10-3 042-770-0160
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白色発泡トレイ

紙パック※

小型家電

インクカートリッジ インクカートリッジ

発泡トレイ
プラスチック製品

トイレットペーパー

基盤・ハンガー
建材など

再生販売

エコセメント

再
　生
　処
　理
　業
　者

[ 燃やせないごみ ]・
[ 粗大ごみ ] の中から
金属・プラスチックを
資源化

※紙パックは、古紙の収集に出すこともできます（14ページをご覧ください）。

（境川クリーンセンター内）
【木曽東】

　

【小野路町】

再
　生
　処
　理
　業
　者

パレット・再生樹脂
など

ビン・グラスウール
カン・建材など

蛍光管・試薬ビン

選別・圧縮施設

たまごパック
繊維製品

再生紙・トイレットペーパー
古着・ウエス

たい肥販売町田市剪定枝資源化センター

回
収
拠
点
（
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
店
）

出された資源とごみはどうなるの？ 　《回収された資源は、各工程を経て新しい製品に生まれ変わります》

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

ペットボトル

ビン・カン

古紙・古着

剪定枝

（体温計・蛍光管・乾電池）
有害ごみ

容器包装プラスチック

町田市清掃工場

東京たまエコセメント化施設

修理・再生

【下小山田町】

【東京都西多摩郡日の出町】

※2022年1月に新施設稼働予定
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白色発泡トレイ

紙パック※

小型家電

インクカートリッジ インクカートリッジ

発泡トレイ
プラスチック製品

トイレットペーパー
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建材など
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　業
　者

[ 燃やせないごみ ]・
[ 粗大ごみ ] の中から
金属・プラスチックを
資源化

※紙パックは、古紙の収集に出すこともできます（14ページをご覧ください）。

（境川クリーンセンター内）
【木曽東】

　

【小野路町】

再
　生
　処
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　業
　者

パレット・再生樹脂
など

ビン・グラスウール
カン・建材など
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再生紙・トイレットペーパー
古着・ウエス

たい肥販売町田市剪定枝資源化センター

回
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点
（
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ル
推
進
店
）

出された資源とごみはどうなるの？ 　《回収された資源は、各工程を経て新しい製品に生まれ変わります》

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

ペットボトル

ビン・カン

古紙・古着

剪定枝

（体温計・蛍光管・乾電池）
有害ごみ

容器包装プラスチック

町田市清掃工場

東京たまエコセメント化施設

修理・再生

【下小山田町】

【東京都西多摩郡日の出町】

※2022年1月に新施設稼働予定
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50 音別分別ガイド 町田市
ホーム
ページ

よくある
ご質問は
こちら

キーワードで探す

分類で探す（ごみの分別）
ごみ分別の検索が
簡単にできます

品　　　名 分別区分 備　　　考

あ

アイスの棒・スプーン・カップ（木製・紙製） 燃やせるごみ 紙製のカップは「リサイクル広場」に無料で持ち込めます

アイスの棒・スプーン（プラスチック製） 燃やせるごみ
アイスの容器・包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
アイスノン 燃やせるごみ
アイスボックス 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

アイマスク 燃やせるごみ

アイロン
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
アイロン台 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ＩＨクッキングヒーター
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

アコーディオン 燃やせないごみ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ
アコーディオンドア 粗大ごみ
アタッシュケース 燃やせないごみ

アダプター
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
厚紙 古紙・古着

油（ガソリンなど引火性のあるものを除く） 燃やせるごみ 布や紙にしみこませるか凝固剤で固化してください
食用油は「リサイクル広場」に無料で持込めます

油紙 燃やせるごみ
油のボトル（プラスチック製） 容器包装プラスチック
油のびん・缶 ビン・カン 農薬、薬品等のカンは除く

編み機 粗大ごみ
網戸 粗大ごみ
編み針・編み棒（木製） 燃やせるごみ
雨ガッパ 燃やせるごみ
アルバム 燃やせるごみ
アルミパイプ洋服かけ 粗大ごみ
アルミ箔（アルミホイル） 燃やせるごみ グラタン容器などの厚手のものは [ 燃やせないごみ ]

アロマオイルの容器 ( プラスチック製） 容器包装プラスチック
安全靴 燃やせないごみ
安全ピン 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

アンテナ（室内用・ＢＳ用） 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさのものは、「リサイクル広場」に無料で持込め
ます　指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

アンプ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

い

育毛剤（プラスチック容器） 容器包装プラスチック
石（砂利） 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日 30kg まで

衣装箱（金属・プラスチック製） 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

衣装箱（ダンボール製） 古紙・古着 防水加工などがほどこされているものは [ 燃やせるごみ ]
開いて、ひもで結んでください

椅子（木製） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせるごみ ]

あ
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50 音別分別ガイド 町田市
ホーム
ページ

よくある
ご質問は
こちら

キーワードで探す

分類で探す（ごみの分別）
ごみ分別の検索が
簡単にできます

品　　　名 分別区分 備　　　考

い

椅子（金属・プラスチック製） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

板 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

板ガラス 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

一輪車（スポーツ用） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

一斗缶 ビン・カン 家庭で使用したもののみ

医薬品（錠剤・顆粒） 燃やせるごみ
医薬品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

衣類（肌着・下着も含む） 古紙・古着
雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
名前や社名入りの制服、スキーウェア（ズボン、つなぎのもの）、
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

衣類乾燥機 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

衣類購入時のカバー（プラスチック製） 容器包装プラスチック
印鑑 燃やせないごみ 木製は [ 燃やせるごみ ]

印鑑ケース 燃やせないごみ
インク 燃やせるごみ 布や紙にしみこませてください

インクカートリッジ 拠点回収 対象でないものは [ 燃やせないごみ ]

印字リボン 燃やせないごみ
インスタント食品の容器

（プラスチックの袋・容器） 容器包装プラスチック 銀色の袋も含む汚れのひどいものは [ 燃やせるごみ ]

インスタント食品の容器（アルミの容器） 燃やせないごみ アルミ箔（ホイル）は [ 燃やせるごみ ]

飲料用のペットボトルのキャップ 容器包装プラスチック 「リサイクル広場」に無料で持込めます

飲料用のペットボトルのラベル 容器包装プラスチック

う

ウイッグ（マネキン首付） 燃やせないごみ 事業系の場合は市では収集しません

ウインドファン 粗大ごみ

植木・刈り込み枝（剪定くず） 燃やせるごみ 45 リットルまでの透明・半透明の袋で 1 回に最大 90 リットル相
当まで

植木鉢 燃やせないごみ 土を取り除いてください
陶磁器製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

植木のポット（やわらかいもの） 燃やせるごみ
ウェットスーツ 燃やせるごみ
ウェットティッシュ 燃やせるごみ
ウェットティッシュの容器（プラスチック製）容器包装プラスチック
ウォーターサーバーの交換ボトル 

（ペットボトルマークがあるもの） ペットボトル

ウォシュレット（温水洗浄便座） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

浮き輪（浮き袋） 燃やせるごみ
ウクレレ 燃やせるごみ
うちわ（紙製） 燃やせるごみ
うちわ（プラスチック製） 燃やせるごみ

ウッドデッキ 粗大ごみ 解体してください
木材は長さ 1m50cm、直径 15cm 以内にしてください

腕時計
拠点回収 電池式で小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入る

もの　詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
腕輪（ブレスレット） 燃やせないごみ
羽毛ふとん 粗大ごみ 1 日に 10 枚まで

梅酒を漬けるびん 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

え
エアコン 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

液体石けんのボトル（プラスチック製） 容器包装プラスチック

あ
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え

枝
（アセビ、ウルシ、カクレミノ、キョウチクトウ、ユズ 
リハ等の毒のある樹木や、シュロ、ソテツ、竹、笹、シノ、 
ユーカリ等たい肥に適さない樹木は［燃やせるごみ］
の日に）

剪定枝
長さ 60cm、1 束の直径 30cm 以内に束ねて剪定枝の収集日に資源
集積所に出してください
枝 1 本の太さは 10cm までです

絵の具のチューブ（プラスチック製） 容器包装プラスチック 金属製のチューブは [ 燃やせないごみ ]

ＭＤ・ＭＯディスク（ケース含む） 燃やせないごみ
ＭＤ・ＭＯディスクの包装フィルム 容器包装プラスチック

ＭＤプレーヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
ＬＥＤ電球 燃やせないごみ
エレクトーン 粗大ごみ
エンジンオイル 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

延長コード（ドラムコード）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
えんぴつ 燃やせるごみ
えんぴつ削り器（手動式） 燃やせないごみ

えんぴつ削り器（電動式）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
えんぴつの外箱（紙製） 古紙・古着
えんぴつの外箱（プラスチック製） 容器包装プラスチック

塩ビパイプ 燃やせないごみ 長さ 140cm、直径 15cm 以下の場合は [ 燃やせないごみ ]　
40 リットルの指定袋で出してください

お

オアシス（生け花用） 燃やせないごみ
オイル 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

オイル缶 ビン・カン 家庭で使用したもののみ

オイルヒーター 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

応接セット 粗大ごみ
オートバイ 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

オーブントースター
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
オーブンレンジ 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

お菓子の缶 ビン・カン
お菓子の袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
おしぼり 燃やせるごみ
おしぼり置き（木製） 燃やせるごみ
オタマ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

落ち葉 燃やせるごみ 45 リットルまでの透明・半透明の袋で 1 回に最大 90 リットル相
当まで

お茶漬け（インスタント）の袋（プラスチッ
ク製） 容器包装プラスチック

お手拭きの包装フィルム 容器包装プラスチック
おでんの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
帯 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

お盆（木製） 燃やせるごみ
お盆（木製以外） 燃やせないごみ
おむつ 燃やせるごみ 無料のおむつ専用袋を利用できます（5 ページをご覧ください）

あ
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お

おむつカバー 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

おもちゃ 燃やせないごみ
木製は [ 燃やせるごみ ]　電池式のものは小型家電回収ボックス

（30cm × 15cm の投入口に入るもの）に入れることができます
詳しくは 34 ページをご覧ください

オルガン 粗大ごみ
温度計（アルコール温度計含む） 燃やせないごみ

温風ヒーター・ファンヒーター 粗大ごみ 石油は抜いてください
指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

か

カーテン（レース） 燃やせるごみ

カーテン（レース除く） 古紙・古着 吊り下げ具は取ってください　雨の日や雨の降りそうな日は出さな
いでください　汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

カーテンレール 燃やせないごみ
40 リットルの指定袋に入れてください

「リサイクル広場」に無料で持ち込めます
ただし、直径 15㎝、長さ 140㎝を超えるものは［粗大ごみ］

カード（紙製） 古紙・古着 コーティングのあるものは [ 燃やせるごみ ]

カード（プラスチック製） 燃やせるごみ
カードケース 燃やせないごみ
ガーゼ 燃やせるごみ
カーボン紙 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

カーペット 粗大ごみ 60㎝角以下に切れば [ 燃やせるごみ ]

貝殻（貝類） 燃やせるごみ

懐中電灯
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

燃やせないごみ 電池は抜いてください  乾電池は [ 有害ごみ ]

カイロ（使い捨て） 燃やせるごみ
カイロの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック

化学薬品 収集しません 販売店等に処理を依頼してください
不明な場合は、資源循環課へお問合せください

鏡 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

カギ 燃やせないごみ
家具 粗大ごみ
角材（直径 10cm 以下） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさのもの

角材（直径 10 ｃｍ超～ 15 ｃｍ） 燃やせないごみ 直径 15cm、長さ 140cm 以内に切って、40 リットルの指定袋に
入れてください

額縁（木製） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

額縁（木製以外） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

傘 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

傘立 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

菓子の袋（紙製） 古紙・古着
菓子の袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック ポテトチップスなどの銀色の袋も含む

菓子の銀紙 燃やせるごみ

加湿器
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ガス給湯器・湯沸器 燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]　指定袋に入らない
ものは [ 粗大ごみ ]

ガスコンロ 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

ガスボンベ（プロパン） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

ガスレンジ 粗大ごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]　指定袋に入る大き
さのものは [ 燃やせないごみ ]

果実酒を漬けるびん 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

か

あ
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か

苛性ソーダ 収集しません 販売店等に処理を依頼してください
不明な場合は、資源循環課へお問い合わせください

カセットコンロ 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

カセットテープ（ケース含む） 燃やせないごみ

カセットデッキ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

カセットガスボンベ ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

ガソリン 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

カッターナイフ 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

かっぱ 燃やせるごみ
カップ麺の容器・包装材・ふた（プラスチッ
ク製） 容器包装プラスチック 汚れのひどいものは [ 燃やせるごみ ]

カップ麺の容器・ふた（紙製） 燃やせるごみ
かつら 燃やせるごみ
蚊取り線香 燃やせるごみ

蚊取り線香（電子蚊取）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
蚊取りマット 燃やせるごみ
画板 燃やせるごみ
カバン（革、布、軟らかいプラスチック製） 燃やせるごみ
カバン（硬いプラスチック・金属製） 燃やせないごみ
カビ取りスプレーの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
画びょう 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

かびん 燃やせないごみ 陶磁器、ガラス製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

壁紙 燃やせないごみ 60cm 以下に切れば [ 燃やせるごみ ]

鎌 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください
無料のおむつ専用袋を利用できます（5 ページをご覧ください）

紙コップ・紙皿 燃やせるごみ
紙コップのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック

カミソリ 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

紙ねんど 燃やせるごみ
髪の毛 燃やせるごみ
紙箱 古紙・古着
紙パック 古紙・古着 500ml 以上のものは [ 拠点回収 ] も行っています

紙パック（裏に銀色コーティングのあるもの） 燃やせるごみ リサイクル広場に無料で持ち込めます

紙やすり 燃やせるごみ
ガムテープ 燃やせるごみ

カメラ
拠点回収 電池式のもので小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口

に入るもの　詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
画用紙 古紙・古着 使用済みのものも可

カラーボックス 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせるごみ ]

からしのチューブ 容器包装プラスチック
ガラス 燃やせないごみ 割れたガラスは紙や布に包んで、指定袋に入れてください

ガラスクリーナーの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

か

50



品　　　名 分別区分 備　　　考

か

カレールー等のプラスチック容器 容器包装プラスチック
カレンダー 古紙・古着 金属やプラスチックの留め具は取り外してください

革製衣類 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

瓦 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで

換気扇 燃やせないごみ
換気扇のフィルター 燃やせるごみ
換気扇のフィルター（硬い枠つき） 燃やせないごみ
緩衝材（プラスチック製） 容器包装プラスチック
乾燥機（衣類） 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

乾燥剤 燃やせるごみ
缶 ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください

乾電池 有害ごみ ボタン型電池、小型充電式電池は販売店へ

感熱紙 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

き

キー（鍵） 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

キーボード（音楽用） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

キーボード（パソコン用）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
キーボックス 燃やせないごみ
キーホルダー 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

木くず 燃やせるごみ
ギター 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

ギターのハードケース 粗大ごみ
キッチンマット（すべり止め付き） 燃やせるごみ
キッチンマット（布製） 古紙・古着
気泡緩衝材 容器包装プラスチック
着物 古紙・古着 帯は [ 燃やせるごみ ]

脚立 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

キャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック
キャップ（金属製） ビン・カン
キャビネット 粗大ごみ
キャンドルスタンド 燃やせないごみ
きゅうす 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

給湯器 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

牛乳ビンのふたの包装フィルム 容器包装プラスチック 紙のふたは [ 古紙・古着 ]

牛乳パック 拠点回収 [ 古紙・古着 ] でも可　詳しくは 34 ページをご覧ください

教科書 古紙・古着 個人情報の取り扱いに注意してください

鏡台（化粧台） 粗大ごみ
霧吹き 燃やせないごみ

キルティング（洋服） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものやキルティングの生地は [ 燃やせるごみ ]　

銀紙 燃やせるごみ
金庫（耐火） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

金庫（手提げ・金属製で重さ 10kg まで） 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

く

空気入れ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

空気清浄機
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

か
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く

クーラーボックス 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

くぎ・ねじ 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

釘抜き 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

草 燃やせるごみ 45 リットルまでの透明・半透明の袋で 1 回に最大 90 リットル相
当まで

草刈り鎌 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

くさり（金属製・プラスチック製） 燃やせないごみ
金属製のものは他の [ 燃やせないごみ ] と袋を分けて、単体で出して
ください
金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

薬（家庭で使用したもの） 燃やせるごみ
薬（家庭で使用したもの）の容器（びん・缶製） ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください

薬（家庭で使用したもの）の容器（プラスチッ
ク製） 容器包装プラスチック

くすり箱（木製） 燃やせるごみ
果物（みかんなど）が入っているネット 容器包装プラスチック
果物（いちごなど）が入っている容器（プラ
スチック製） 容器包装プラスチック

果物ナイフ 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

口紅ケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
靴 燃やせるごみ 安全靴・スパイクは [ 燃やせないごみ ]

靴型（シューズキーパー） 燃やせないごみ 木製のものは [ 燃やせるごみ ]

靴下 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

靴下の外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
クッション 燃やせるごみ

クッションカバー 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

靴墨の容器（ガラス・缶） ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください

靴墨の容器（金属チューブ） 燃やせないごみ
靴墨の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
靴を購入したときに入っている詰め物（プラ
スチック製） 容器包装プラスチック

クリアファイル 燃やせるごみ
クリーニングの袋 燃やせるごみ
クリスマスツリー 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

クリップ 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

グリル鍋
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

車椅子 粗大ごみ 電動のものは、バッテリーを外して出してください
バッテリーは販売店等へ処理を依頼してください

クレヨン 燃やせるごみ
クレヨンケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
グローブ（野球用） 燃やせるごみ

くわ 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋で出してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

け

蛍光管・蛍光球 有害ごみ 割れた蛍光管・蛍光球は、透明・半透明の袋に入れて出してください
白熱電球、LED 電球は [ 燃やせないごみ ]

計算機（電卓）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
珪藻土バスマット 燃やせないごみ

か
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品　　　名 分別区分 備　　　考

け

携帯電話 収集しません 販売店等に処理を依頼してください　
宅配回収サービスがあります（21 ページをご覧ください）

毛糸 燃やせるごみ セーターは [ 古紙・古着 ]

軽油 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

ゲーム機（本体・ソフト・アダプター）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

毛皮 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

化粧スプレーの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
化粧品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
化粧品の容器のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック

化粧品の容器（ビン・カン） ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください
乳白色のビンは [ 燃やせないごみ ]

化粧品の容器（スプレー缶） ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

化粧用コットン 燃やせるごみ
げた 燃やせるごみ
げた箱 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

ケチャップの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ケチャップの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

血圧計
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください　水銀血圧計は [ 有害ごみ ]

燃やせないごみ 水銀血圧計は [ 有害ごみ ]

玄関の外マット 燃やせないごみ
建築・建設廃材 収集しません 廃棄物処理業者に処理を依頼してください

剣道防具 燃やせないごみ
鍵盤ハーモニカ 燃やせないごみ
顕微鏡 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

こ

香水の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
紅茶（ティーバッグ）の箱（プラスチック製）容器包装プラスチック
碁石 燃やせないごみ 貝殻製は [ 燃やせるごみ ]

碁石入れ 燃やせるごみ
鯉のぼり 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください

コイン型電池（型式記号ＣＲ・ＢＲのみ） 有害ごみ
ボタン型電池（型式記号 LR・SR・PR など）は回収協力店に設置さ
れたボタン電池回収缶へ　※ボタン電池回収缶設置店は一般社団法
人電池工業会のホームページで検索できます

ゴーカート（エンジン付） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

コート 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

コードレス電話
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

コーヒー・ココアの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック

コーヒーメーカー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
コーヒーカップ 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

コーヒー（インスタント）の びんのキャップ 
（プラスチック製） 容器包装プラスチック

コーンフレークの袋 容器包装プラスチック
ゴキブリ取り器 燃やせるごみ

か
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こ

黒板 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]
金属が含まれているものは [ 燃やせないごみ ]

黒板消し 燃やせるごみ
こけ（土つき） 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで

固形燃料 燃やせるごみ
こけし 燃やせるごみ
ござ 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

こたつ（やぐら・天板・ふとん） 粗大ごみ

コップ 燃やせないごみ 紙コップは [ 燃やせるごみ ]
ガラス製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

琴 粗大ごみ
粉ミルクの缶 ビン・カン
粉ミルクの缶のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック
碁盤（10kg 以内） 燃やせるごみ 足つきのものは [ 燃やせないごみ ]

コピー機 粗大ごみ
コピー用紙（普通紙） 古紙・古着 感熱紙は [ 燃やせるごみ ]

ごみ箱 燃やせないごみ
ゴム印 燃やせるごみ
ゴム手袋 燃やせるごみ
ゴムホース 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください

ゴムホースリール 燃やせないごみ
ゴムボート 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

米びつ 粗大ごみ
米袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ゴルフクラブ 燃やせないごみ
40リットルの指定袋に入れてください

「リサイクル広場」に無料で持ち込めます（カーボンシャフトは持ち込め
ません）

ゴルフシューズ 燃やせるごみ
ゴルフバッグ 粗大ごみ
ゴルフボール 燃やせないごみ
コンクリートブロック 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日に 30kg まで

梱包材（発泡スチロール製） 容器包装プラスチック
梱包シート（購入した商品を梱包していたも
の） 容器包装プラスチック

梱包用ひも 燃やせるごみ
コンポスト容器 粗大ごみ

さ

サーフボード 粗大ごみ
サイクリングマシーン（健康器具） 粗大ごみ
座椅子 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

サイドボード 粗大ごみ
財布 燃やせるごみ

作業着・ユニフォーム 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
名前や会社名が入っているもの、汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

酒の紙パック 燃やせるごみ 内側が白色で注ぎ口が外せれば [ 古紙・古着 ]
注ぎ口は [ 燃やせるごみ ]

雑誌・雑がみ 古紙・古着

殺虫剤のスプレー缶 ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

殺虫剤の包装フィルム 容器包装プラスチック
殺虫剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 中身は使い切ってください

座布団 燃やせるごみ

さ

か
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さ

皿（陶器製、ガラス製） 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

サラダ油ボトル（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは [ 燃やせないごみ ]

ざる（木・竹製） 燃やせるごみ
ざる（金属・プラスチック製） 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

三角コーナー 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

サングラス 燃やせないごみ
参考書 古紙・古着
サンダル 燃やせるごみ
サンドイッチの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
三輪車 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

し

シーツ 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ＣＤ（コンパクトディスク）（ケース含む） 燃やせないごみ
ＣＤ・ＤＶＤディスクの包装フィルム 容器包装プラスチック

ＣＤプレーヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

シェーバー 燃やせないごみ
磁石 燃やせないごみ
下着 燃やせるごみ
七輪（10kg 以内） 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

湿気取りの外容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
湿気取りの中容器（詰替用） 燃やせるごみ
湿布 燃やせるごみ
湿布の内袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
湿布の表面に貼ってあるフィルム 容器包装プラスチック
自転車 粗大ごみ
自動車用部品 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

芝刈り機 粗大ごみ バッテリーは外し、販売店等に処理を依頼してください

シャープペンシル 燃やせないごみ
シャープペンシルの芯ケース

（プラスチック製） 容器包装プラスチック

写真 燃やせるごみ
ジャッキ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

シャベル 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

シャンプーの詰替え容器 容器包装プラスチック
シャンプーの容器

（プラスチック製、ノズル含む） 容器包装プラスチック

シャンプーハット 燃やせるごみ

ジューサー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
修正液の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ジュータン 粗大ごみ 60cm 角以下に切れば [ 燃やせるごみ ]

充電式電池 収集しません
販売店等のリサイクルボックスへ　[ 有害ごみ ] には出さないでく
ださい　※充電式電池リサイクルボックス設置店は一般社団法人
JBRC のホームページで検索できます

朱肉 燃やせないごみ
シュレッダーにかけた紙 古紙・古着
消火器 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

さ
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し

消火器（スプレー式） ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

将棋盤・駒（木製） 燃やせるごみ
将棋の駒（プラスチック製） 燃やせないごみ
じょうご 燃やせないごみ
浄水器（カートリッジも含む） 燃やせないごみ
消毒液のボトル（プラスチック製） 容器包装プラスチック
照明器具 燃やせないごみ 蛍光管・蛍光球は [ 有害ごみ ]　指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

乗用玩具 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

じょうろ 燃やせないごみ
食品包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック

除湿機
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

除草剤 収集しません 販売店等に処理を依頼してください
不明な場合は、資源循環課へお問い合わせください

除草剤の容器（ビン・プラスチック製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください

食器 燃やせないごみ 紙・木製は [ 燃やせるごみ ]
陶磁器、ガラス製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

食器乾燥機 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

食用油 燃やせるごみ 布や紙にしみこませるか凝固剤で固化してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

食用油のボトル（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは [ 燃やせないごみ ]

食用油のボトルのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック
白髪染め（プラスチックチューブ） 容器包装プラスチック

白髪染め（スプレー缶） ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

シルバークリーナーの容器（プラスチック製）容器包装プラスチック
人工芝 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

新聞紙 古紙・古着

す

水泳用ゴーグル・水中メガネ 燃やせないごみ
水槽 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

水筒 燃やせないごみ
炊飯器 燃やせないごみ
スイミングキャップ 燃やせるごみ

スーツ 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

スーツケース（旅行用） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

スーパーの袋（レジ袋） 容器包装プラスチック

スキー板・ストック 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください　
ただし、直径 15㎝、長さ 140㎝を超えるものは［粗大ごみ］

スキー靴・スケート靴 燃やせないごみ

スキーウェア（上着） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているもの、ズボンやつなぎは [ 燃やせるごみ ]

スケートボード 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

スケッチブック 燃やせるごみ 金属を外せれば [ 古紙・古着 ]　金属は [ 燃やせないごみ ]

スコップ（長いもの） 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください
金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

硯（すずり） 燃やせないごみ

スダレ 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください　
ただし、直径 15㎝、長さ 140㎝を超えるものは［粗大ごみ］

スティックのりのケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック

さ
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す

ステレオ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ストーブ（ガス・石油・電気） 燃やせないごみ 石油、電池は抜いてください
乾電池は [ 有害ごみ ]、指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ストッキング 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

ストッキングの外包装 容器包装プラスチック
ストマ（ストーマ） 燃やせるごみ おむつ専用袋を利用できます（5 ページをご覧ください）

ストロー 燃やせるごみ
ストローの外袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
砂 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日 30kg まで

スニーカー 燃やせるごみ
スノーボード 粗大ごみ
スノコ（木製） 燃やせるごみ

指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]
スノコ（プラスチック製） 燃やせないごみ
スピーカー 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

スプーンの包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック

スプレー缶 ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

スプレー缶のキャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック
スポンジ 燃やせるごみ
スポンジの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ズボンプレス機 粗大ごみ
炭 燃やせるごみ
スリッパ・ぞうり 燃やせるごみ

せ

制汗剤の包装フィルム 容器包装プラスチック
整髪料の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

制服（ユニホーム） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
名前や会社名が入っているもの、汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

整理ダンス 粗大ごみ
生理用品 燃やせるごみ

セーター 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

石油ポンプ（給油ポンプ） 燃やせないごみ 電動式のものは電池を抜いて、乾電池は [ 有害ごみ ]

石鹸 燃やせるごみ
石膏 燃やせないごみ
せともの・陶器 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

セメント 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで

セロハン紙 燃やせるごみ
セロハンテープの紙芯 古紙・古着 刃は取ってください　刃は [ 燃やせないごみ ]

セロハンテープの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
洗顔フォームの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
線香 燃やせるごみ
洗剤・洗浄剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
洗剤・洗浄剤の容器（紙箱） 燃やせるごみ
洗車ブラシ 燃やせないごみ
扇子 燃やせるごみ
洗濯板（木製） 燃やせるごみ
洗濯板（プラスチック製） 燃やせないごみ
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せ

洗濯機 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

洗濯乾燥機 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

洗濯ばさみ 燃やせないごみ

剪定くず 燃やせるごみ 45 リットルまでの透明・半透明の袋で 1 回に最大 90 リットル相
当まで

剪定枝 剪定枝 18 ページをご覧ください

栓抜き 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

扇風機 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

洗面器 燃やせないごみ

そ

造花 燃やせないごみ 針金がなければ [ 燃やせるごみ ]

双眼鏡 燃やせないごみ

ぞうきん（未使用） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
使用したもの、汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

そう菜の容器（アルミ製） 燃やせないごみ
そう菜の容器（プラスチック製）・ラップ 容器包装プラスチック

掃除機 燃やせないごみ 柄がはみ出す場合は、40 リットルの指定袋に入れてください
指定袋に入らないものは［粗大ごみ］

草履 燃やせるごみ
ソースの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れのひどいものは [ 燃やせるごみ ]

ソーセージの包装フィルム 容器包装プラスチック
ソーセージの包装袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ソファー 粗大ごみ
そり（プラスチック製） 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

そろばん 燃やせるごみ

た

体温計（水銀体温計） 有害ごみ 割れた水銀体温計は透明・半透明の袋に入れて出してください

体温計（デジタル体温計）
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]
ボタン型電池の処理方法は 17 ページをご覧ください

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]
ボタン型電池の処理方法は 17 ページをご覧ください

耐火金庫 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

大工用品（家庭用） 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

体重計（アナログ式） 燃やせないごみ

体重計（デジタル式）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
タイヤ（自転車用） 燃やせるごみ
タイヤ（自動車・バイク用） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

タイヤホイール（自動車・バイク用） 収集しません
販売店等に処理を依頼してください
自転車のタイヤホイールは、指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせ
ないごみ ]、指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

太陽熱温水器 粗大ごみ
タイル 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日に 30kg まで

ダ ウ ン ジ ャ ケ ッ ト・ ダ ウ ン ベ ス ト 
（フェイク製、フェザー製、中綿製含む） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください

汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

タオル・タオルケット 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

タオル掛け（金属製、プラスチック製） 燃やせないごみ
タオル掛け（木製） 燃やせるごみ
竹串 燃やせるごみ 小さく折ってください

竹ぼうき 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

た

さ
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た

凧 燃やせるごみ
畳 粗大ごみ 1 日に 6 枚まで

脱臭剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
タッパー（食品保存容器） 燃やせないごみ
建具（戸・障子・ふすま） 粗大ごみ
棚 粗大ごみ
たばこの紙箱 燃やせるごみ
たばこの包装フィルム 容器包装プラスチック
タブレット菓子のケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
卵パック（紙） 古紙・古着
卵パック（プラスチック製） 容器包装プラスチック
たらい（木製） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

金属製のものは、「リサイクル広場」に無料で持込めますたらい（金属製、プラスチック製） 燃やせないごみ
樽（木製） 燃やせるごみ

指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]
樽（プラスチック製） 燃やせないごみ
たれびん（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れのひどいものは [ 燃やせるごみ ]

たわし 燃やせないごみ
タンス 粗大ごみ

ダンベル 燃やせないごみ
他の [ 燃やせないごみ ] と袋を分けて、単体で出してください

「リサイクル広場」に無料で持込めます
10㎏を超えるものは［粗大ごみ］

ダンボール 古紙・古着

ち

チェーン（自動車用）（金属製） 燃やせないごみ 他の [ 燃やせないごみ ] と袋を分けて、単体で出してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

チェーン（自動車用）（プラスチック製） 燃やせないごみ
地球儀 燃やせないごみ
チャイルドシート 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

茶碗 燃やせないごみ 陶器製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

注射針 収集しません 病院もしくは薬局に処分を依頼してください

注射筒（在宅医療用インスリン注入器など） 燃やせないごみ 注射針は必ず取り外してください

チューブ（プラスチック製、ラミネート等） 容器包装プラスチック
チューブ（上記以外のもの） 燃やせないごみ
調味料の容器（びん・缶） ビン・カン 中をゆすいでから出してください

調味料の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
チラシ（折り込みチラシ） 古紙・古着
ちりとり 燃やせないごみ
チルドカップ 容器包装プラスチック

つ

使い捨てカイロ 燃やせるごみ
机 粗大ごみ

漬け物石 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　
指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

土 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日 30kg まで

突っ張り棒 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

つみき（木製） 燃やせるごみ
つみき（プラスチック製） 燃やせないごみ

釣竿 粗大ごみ 長さ 140cm、直径 15cm 以下の場合は [ 燃やせないごみ ]
40 リットルの指定袋で出してください

て
ティーバッグ 燃やせるごみ
ティーバッグの包み（紙製） 古紙・古着
ティーバッグの包み（プラスチック製） 容器包装プラスチック 銀色の袋も含む

た

59



品　　　名 分別区分 備　　　考

て

ディスプレイ（パソコン用） 収集しません
資源有効利用促進法対象品　メーカーに処理を依頼してください

（27 ページをご覧ください）　
宅配回収サービスがあります（21 ページをご覧ください）

ティッシュペーパーの箱 古紙・古着 外したプラスチックの窓は [ 容器包装プラスチック ]

ティッシュペーパー
（ポケットティッシュ）の包装 容器包装プラスチック

テーブル 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

デジタルカメラ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

鉄アレイ 燃やせないごみ
他の [ 燃やせないごみ ] と袋を分けて、単体で出してください

「リサイクル広場」に無料で持込めます
10㎏を超えるものは［粗大ごみ］

デッキブラシ 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

テニスボールのケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
テニスラケット 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

手ぬぐい 古紙・古着

手袋（布製・革製） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ＤＶＤ（ハードケース含む） 燃やせないごみ

ＤＶＤプレーヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

テレビ 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

テレビゲーム機（本体・ソフト・アダプター）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
テレビ台 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

テレホンカード 燃やせるごみ
電気カーペット 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

電気釜（炊飯器） 燃やせないごみ

電気コンロ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

電気スタンド
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

電気シェーバー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

電気ポット
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
電気毛布 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

電球（白熱電球） 燃やせないごみ 蛍光球は [ 有害ごみ ]

電子タバコ 拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください

電子ピアノ 粗大ごみ
電子レンジ 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

テント（キャンプ用） 粗大ごみ 60cm 以下に切り、指定袋に入る場合は [ 燃やせるごみ ]

電動工具
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

た
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電動自転車 粗大ごみ バッテリーは外してください
バッテリーは販売店等に処理を依頼してください

電動歯ブラシ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

天ぷら油 燃やせるごみ 布や紙にしみこませるか凝固剤で固化してください
食用油は「リサイクル広場」に無料で持込めます

電話機
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください
携帯電話機は販売店等に処理を依頼してください

燃やせないごみ 携帯電話機は販売店等に処理を依頼してください

電話帳 古紙・古着

と

トイレットペーパーの紙芯 古紙・古着
トイレットペーパーの個別包装

（プラスチック製） 容器包装プラスチック

トイレットペーパーの外包装
（プラスチック製） 容器包装プラスチック

トイレ便座 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

トイレ用品（ブラシ・汚物入れなど） 燃やせないごみ
陶器 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

豆腐の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
豆腐の容器のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック
動物の毛 燃やせるごみ
灯油 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

灯油缶 ビン・カン 家庭で使用したもののみ

灯油タンク（プラスチック製） 燃やせないごみ

トースター
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

時計・腕時計
拠点回収 電池式で小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入る

もの　詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

登山靴 燃やせるごみ
トタン板 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

とっくり 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

土鍋 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

トナーカートリッジ 収集しません 各メーカーにお問合せください

ドライヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
トランプ 燃やせるごみ コーティングのない紙製は [ 古紙・古着 ]

鳥かご 燃やせないごみ
鳥がら 燃やせるごみ
塗料（家庭で使用したもの） 燃やせるごみ 布や紙にしみこませてください

塗料の缶 燃やせないごみ
塗料のびん 燃やせないごみ

塗料のスプレー缶 ビン・カン 中身は使い切ってください
「燃やせないごみ」には出さないでください

トレイ（白色発泡トレイ）
拠点回収 詳しくは 34 ページをご覧ください

容器包装プラスチック
トレイ（白色以外の発泡トレイ） 容器包装プラスチック 回収できる拠点もあります　直接、回収拠点にご確認ください

トレイ（プラスチック製） 容器包装プラスチック

た
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ドレッサー 粗大ごみ
ドレッシングの容器（びん） ビン・カン 中をゆすいでから出してください

ドレッシングの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
トロ箱

（魚等を購入した時の発泡スチロール箱） 容器包装プラスチック 指定袋に入らない場合は、小さく切ってください

な

ナイフ 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

長靴 燃やせるごみ
流し台 粗大ごみ
納豆の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
納豆のからし・たれの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは [ 燃やせるごみ ]

鍋しき（布製・木製） 燃やせるごみ
鍋しき（金属製・プラスチック製） 燃やせないごみ
鍋つかみ 燃やせるごみ
鍋類 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

生ごみ 燃やせるごみ 水分をよく切ってください

生ごみたい肥化装置 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

縄跳び 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください　外した金属は [ 燃やせないごみ ]

に

ニカド電池 収集しません
販売店等のリサイクルボックスへ　[ 有害ごみ ] には出さないでく
ださい　※充電式電池リサイクルボックス設置店は一般社団法人
JBRC ホームページで検索できます

荷造り紐 燃やせるごみ
乳酸菌飲料の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
入浴剤の容器・袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
人形（木製、布製） 燃やせるごみ
人形（プラスチック製） 燃やせないごみ
人形ケース 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

ぬ

ぬいぐるみ 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

縫い針 燃やせないごみ 厚紙に包むなど、針の部分を保護してください

ぬか 燃やせるごみ

布切れ（ハンカチ以上の大きさのもの） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ぬり絵 古紙・古着

ね

根（樹木） 燃やせるごみ 直径 10cm 以内にして 45 リットルまでの透明・半透明の袋で出し
てください

ネクタイ 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ネクタイピン 燃やせないごみ
ネジ・くぎ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ネット（みかんなどの果物が入っていたもの）容器包装プラスチック
寝袋 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください

粘着テープ 燃やせるごみ
ねんど 燃やせないごみ 紙ねんどは [ 燃やせるごみ ]

の

農機具 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

農薬 収集しません 販売店等に処理を依頼してください
不明な場合は、資源循環課へお問合せください

農薬の容器（ビン・プラスチック製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください

ノート 古紙・古着 個人情報の取り扱いに注意してください

ノートパソコン 収集しません 資源有効利用促進法対象品　メーカーに処理を依頼してください
宅配回収サービスがあります（21 ページをご覧ください）

ノコギリ 燃やせないごみ 厚紙に包むなど、刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

な

た
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の
ノミ 燃やせないごみ 厚紙に包むなど、刃の部分を保護してください

「リサイクル広場」に無料で持込めます

のり（工作用）の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

は

ハーモニカ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

灰 燃やせるごみ 水でしめらせてください　1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで

バイク 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

パイプ椅子 粗大ごみ
廃油（灯油・ガソリンなど） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

ハエたたき 燃やせないごみ
はがき 古紙・古着 個人情報の取り扱いに注意してください

はく製 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

白熱電球 燃やせないごみ
はけ（木製） 燃やせるごみ
はけ（木製以外） 燃やせないごみ
バケツ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ハサミ 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

はし・はし箱（木・竹製） 燃やせるごみ
はし・はし箱（木・竹製以外） 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持ち込めます

はしご 粗大ごみ
肌かけ 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください　指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

鉢 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持ち込めます

発電機 粗大ごみ 10kg 以内で、指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

バスマット（すべり止め付き） 燃やせるごみ
バスマット（布製） 古紙・古着
パズルマット 燃やせるごみ

パソコン・パソコンのモニター 収集しません 資源有効利用促進法対象品　メーカーに処理を依頼してください
宅配回収サービスがあります（21 ページをご覧ください）

バッテリー（充電式のものを含む） 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

バット（野球用） 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください
金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

バット（料理用） 燃やせないごみ
発泡スチロール（包装材） 容器包装プラスチック
発泡スチロールネット（りんごなどの商品を
包んでいたもの） 容器包装プラスチック

発泡トレイ（白色）
拠点回収 詳しくは 34 ページをご覧ください

容器包装プラスチック
発泡トレイ（白色以外） 容器包装プラスチック 回収できる拠点もあります　直接、回収拠点にご確認ください

バドミントンラケット 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

バドミントンのシャトル 燃やせるごみ

花 燃やせるごみ 45 リットルまでの透明・半透明の袋で 1 回に最大 90 リットル相
当まで

花火・発煙筒 燃やせるごみ 水でしめらせてください

花火の外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
歯ブラシ（電動歯ブラシ含む） 燃やせないごみ 電動歯ブラシは、回収拠点に出すこともできます

歯ブラシの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
歯磨き粉のチューブ容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
歯磨き粉のチューブ容器（金属製） 燃やせないごみ

針・針金 燃やせないごみ ガムテープで包んでください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

な
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は

ハンガー 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ハンカチ 古紙・古着
半紙 古紙・古着 使用済みのものも可

ハンドソープの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
パンの袋 容器包装プラスチック
パンの袋の留め具 容器包装プラスチック 「リサイクル広場」に無料で持込めます

パンばさみ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

パンフレット類 古紙・古着

ハンマー 燃やせないごみ
金属製で大きなものは他の [ 燃やせないごみ ] と袋を分けて、単体
で出してください

「リサイクル広場」に無料で持込めます

ひ

ピアニカ（楽器） 燃やせないごみ
ピアノ 収集しません 販売店等に処理を依頼してください

ヒーター 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ひげそり 燃やせないごみ

ビデオカメラ・ビデオデッキ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

ビデオカメラのバッテリー 収集しません
販売店等のリサイクルボックスへ　[ 有害ごみ ] には出さないでく
ださい　※充電式電池リサイクルボックス設置店は町田市ホーム
ページで検索できます

ビデオテープ（ケース） 燃やせないごみ ビデオテープは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ビニール袋 容器包装プラスチック
火鉢 燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

百科事典 古紙・古着
漂白剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
肥料 燃やせるごみ
肥料袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ビン ビン・カン 中をゆすいで、ふたを外してください

ふ

ファックス機器
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

ファンシーケース 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ファンヒーター 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

フィルム（ネガ・スライド） 燃やせるごみ
フィルムケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
風船 燃やせるごみ

封筒 古紙・古着 プラスチック窓ははがしてください
プラスチック窓は [ 燃やせるごみ ]

袋（レジ袋） 容器包装プラスチック
ブックカバー 燃やせるごみ
仏壇 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

筆 燃やせるごみ
筆箱（木製） 燃やせるごみ
筆箱（プラスチック製） 燃やせないごみ
ふとん 粗大ごみ 1 日に 10 枚まで（羽毛ふとん含む）

ふとんカバー 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ふとん乾燥機 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

フライパン 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

ブラインド 粗大ごみ

は
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ふ

ぶら下がり健康器 粗大ごみ
プラモデル 燃やせないごみ
プランター（木製） 燃やせるごみ 土を取り除いてください

プランター（木製以外） 燃やせないごみ 土を取り除いてください

プリンター
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

プリンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック
プリンの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ブルーシート 燃やせないごみ 60cm 以下に切れば [ 燃やせるごみ ]

古本 古紙・古着
フロアマット（ジョイントマット） 燃やせないごみ
風呂釜 粗大ごみ

プロジェクター 粗大ごみ
指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]、または小型家電回収ボッ
クス（30cm × 15cm の投入口に入るもの）へ
詳しくは 34 ページをご覧ください

フロッピーディスク 燃やせないごみ
風呂マット（スポンジ製） 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください

風呂用品（木製） 燃やせるごみ
風呂用品（プラスチック製） 燃やせないごみ
粉末飲料の外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック

へ

ヘアカラーのチューブ（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ヘアカラーのスプレー缶 ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

ヘアースプレーの包装フィルム 容器包装プラスチック
ヘアーピン 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ベッド 粗大ごみ

ベッドカバー 古紙・古着 汚れているもの、綿入りのものは [ 燃やせないごみ ]、60㎝以下に
切れば [ 燃やせるごみ ]

ベッドパッド 燃やせるごみ 60㎝以下に切ってください　指定袋に入らないものは［粗大ごみ］

ヘッドホンステレオ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

ペットボトル ペットボトル

色のついたペットボトルは [ 燃やせるごみ ]
ラムネのペットボトルは、中のビー玉を抜いてください

（ビー玉は [ 燃やせないごみ ]）
拠点回収も行っています
詳しくは 34 ページをご覧ください

ペットボトルのキャップ・ラベル 容器包装プラスチック ペットボトルのキャップは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ペットのトイレ砂 燃やせるごみ
ペットのえさ缶 ビン・カン 中をゆすいでから出してください

ペットフードの包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ペットのフン・動物のフン 燃やせるごみ
ベニヤ板 燃やせるごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

ベビーカー（乳母車） 粗大ごみ
ベビー浴槽 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

ベルト 燃やせるごみ 金属のバックルは外してくださいバックルは [ 燃やせないごみ ]

ヘルメット 燃やせないごみ
ペンキの缶（家庭で使用したもの） ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください

便座カバー 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

弁当箱（金属製、プラスチック製） 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

弁当箱（木製） 燃やせるごみ

は
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へ 弁当容器（コンビニ等の弁当容器） 容器包装プラスチック

ほ

ほうき 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

芳香剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

帽子 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

包装材（プラスチック製） 容器包装プラスチック
包装紙 古紙・古着
包帯 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

包丁 燃やせないごみ ガムテープなどで刃の部分を保護してください
「リサイクル広場」に無料で持込めます

防犯砂利 燃やせないごみ 1 回に 5 リットルの指定袋で 1 袋まで　持込みは 1 日に 30kg まで

ボウリングの球 収集しません 販売店・ボウリング場に処理を依頼してください

ポーション
（ガムシロップ等のプラスチック容器） 容器包装プラスチック

ホース（ゴム製） 燃やせるごみ 60cm 以下に切ってください（例）ガス管などのゴム製

ホース（プラスチック製） 燃やせないごみ 60cm 以下に切ってください

ホースリール 燃やせないごみ
ボール（球技用） 燃やせるごみ ゴルフボールは [ 燃やせないごみ ]

ボールペン 燃やせないごみ
ホーロー容器 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

墨汁の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 中をゆすいでから出してください

木刀 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

歩行器 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ポスター 古紙・古着
ボタン 燃やせないごみ

ボタン型電池（型式記号ＬＲ・ＳＲ・ＰＲなど） 収集しません
回収協力店に設置されたボタン型電池回収缶へ　※ボタン型電池回
収缶設置店は一般社団法人電池工業会のホームページで検索できま
す　コイン型電池（型式記号 CR・BR のみ）は［有害ごみ］

ホチキス（針のみも） 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

ポット 燃やせないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

ホットプレート
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ボディーボード 粗大ごみ
ほ乳瓶 燃やせないごみ
ポリタンク 燃やせないごみ 中身は使い切って、指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

保冷剤（袋タイプ） 燃やせるごみ
保冷剤（プラスチック容器タイプ） 燃やせないごみ
保冷バッグ 燃やせるごみ
ホワイトボード 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

本（雑誌・文庫本・教科書・辞書など） 古紙・古着 個人情報の取り扱いに注意してください

本棚 粗大ごみ

ま

マーガリンの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは [ 燃やせるごみ ]

麻雀パイ 燃やせないごみ

マイクロホン
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

マウス（パソコン用）
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
巻尺（メジャー） 燃やせないごみ

は

ま
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ま

マグネットシート 燃やせないごみ
まくら 燃やせるごみ [ 古紙・古着 ] には出さないでください

枕木 燃やせるごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [ 粗大ごみ ]

まくらカバー 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

マジックペン 燃やせないごみ
マスク 燃やせるごみ
マッサージ機 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]

マットレス 粗大ごみ 切って指定袋に入るものは [ 燃やせるごみ ]

窓付き封筒 古紙・古着 プラスチック窓ははがしてください
プラスチック窓は [ 燃やせるごみ ]

まな板（木製） 燃やせるごみ
まな板（木製以外） 燃やせないごみ
マニキュアのケース（プラスチック製） 容器包装プラスチック
マネキン 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]　事業者は出せません

豆電球 燃やせないごみ
マヨネーズ等の外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
マヨネーズ等の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
丸太（直径 10cm 以下） 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

丸太（直径 10cm 超～ 15cm） 燃やせないごみ 直径 15cm、長さ 140cm 以内に切って、40 リットルの指定袋に
入れてください

マッチ 燃やせるごみ 水にしめらせてください

マフラー 古紙・古着
万年筆 燃やせないごみ
万年筆のスペアーインク 燃やせないごみ

み

みかんのネット 容器包装プラスチック

ミキサー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ
ミシン 粗大ごみ 指定袋に入り、10㎏以下は [ 燃やせないごみ ]

水枕 燃やせるごみ
みその容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ミニコンポ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

耳かき 燃やせるごみ

む

虫とり網 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

虫とりかご 燃やせないごみ
虫ピン 燃やせないごみ 厚紙に包むなど、針の部分を保護してください

虫メガネ 燃やせないごみ

無線機
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

め

名刺 古紙・古着 個人情報の取り扱いに注意してください

メガネ 燃やせないごみ
目薬の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
メジャー（巻尺） 燃やせないごみ

も
毛布 古紙・古着

雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているもので指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]　
60cm 以内に切れば [ 燃やせるごみ ]

木材 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ま
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も

餅つき機 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

モデルガン 燃やせないごみ
物置（市販の組み立て式スチール製） 粗大ごみ 解体してください

物干し（竿・支柱） 粗大ごみ 長さ 140cm、直径 15cm 以下の場合は [ 燃やせないごみ ]
40ℓの指定袋で出してください

物干し（台） 粗大ごみ

や

やかん 燃やせないごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

野菜が入っている袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
野菜くず 燃やせるごみ

薬品 収集しません 販売店等に処理を依頼してください
不明な場合は、資源循環課へお問い合わせください

やすり（紙製） 燃やせるごみ
やすり（紙製以外） 燃やせないごみ

ゆ

郵便受け 燃やせないごみ
雪かきスコップ 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

湯たんぽ 燃やせないごみ 金属製のものは「リサイクル広場」に無料で持込めます

ユニフォーム（制服） 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください　
名前や会社名が入っているもの、汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

湯のみ茶碗 燃やせないごみ 「リサイクル広場」無料で持込めます

湯沸かし器 粗大ごみ 10kg 以内で、指定袋に入る大きさのものは [ 燃やせないごみ ]
電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

よ

洋服 古紙・古着
雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください　
名前や会社名入りの制服、スキーウェア（ズボン、つなぎのもの）、
汚れているものなどは [ 燃やせるごみ ]

ヨーグルトのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック
ヨーグルトの包装フィルム 容器包装プラスチック
ヨーグルトの容器（紙製） 燃やせるごみ 「リサイクル広場」に無料で持込めます

ヨーグルトの容器（プラスチック製）　 容器包装プラスチック 汚れのひどいものは [ 燃やせるごみ ]

ヨガマット 燃やせないごみ 60cm 以下に切れば [ 燃やせるごみ ]、指定袋に入らない場合は [ 粗
大ごみ ]

よしず 粗大ごみ 指定袋に入るものは [ 燃やせないごみ ]

ら

ライター（棒状のライター含む） 有害ごみ 中身は使い切ってください

ライター用オイルの缶 ビン・カン 中身は使い切り、汚れをとってください

ライター用ガスボンベ ビン・カン 中身は使い切ってください
[ 燃やせないごみ ] には出さないでください

ラグ 粗大ごみ 60cm 角以下に切れば [ 燃やせるごみ ]

ラケット 燃やせないごみ 40 リットルの指定袋に入れてください

ラジオ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ

ラジカセ
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34 ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [ 有害ごみ ]

ラジコン
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm × 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34 ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らないものは [ 粗大ごみ ]

ラップ（商品として購入したもの） 燃やせるごみ
ラップ（商品を包装していたもの） 容器包装プラスチック 汚れているものは [ 燃やせるごみ ]

ラップの紙芯 古紙・古着
ラティス 粗大ごみ
ランチジャー 燃やせないごみ
ラミネートチューブ（プラスチック製） 容器包装プラスチック
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この冊子は、容器包装プラスチックの分別
収集対象地域である

この冊子は、家庭から排出される資源とごみの分別や出し方を案内しています。
事務所やお店などから排出される資源やごみは出すことができません。もくじ

　

ペットボトル

剪定枝
動物死体処理

有害ごみ

粗大ごみ

ビン・カン・スプレー缶

古紙・古着

燃やせるごみ

燃やせないごみ

容器包装プラスチック

ら

わ

品　　　名 分別区分 備　　　考

ら
ランドセル 燃やせるごみ
ランドセルカバー 燃やせるごみ

り

リール 燃やせないごみ 金属製のものは ｢リサイクル広場」に無料で持ち込めます

リボン 燃やせるごみ

リモコン
拠点回収

小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの
詳しくは 34ページをご覧ください
電池は抜いてください　乾電池は [有害ごみ ]

燃やせないごみ 電池は抜いてください　乾電池は [有害ごみ ]

リヤカー 粗大ごみ
リュックサック 燃やせるごみ
料理くず 燃やせるごみ
旅行カバン 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [燃やせないごみ ]

りんご箱（木製） 燃やせるごみ

る
ルーペ 燃やせないごみ
ルームランナー 粗大ごみ

れ

冷蔵庫 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

冷凍庫 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

レーザーディスク・レコード 燃やせないごみ
レーザーディスク・レコードのジャケット 古紙・古着

レーザーディスク・レコードプレーヤー
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34ページをご覧ください

燃やせないごみ 指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [粗大ごみ ]

レシート（感熱紙） 燃やせるごみ 普通紙は [古紙・古着 ]

レジ袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
レジャーシート 燃やせるごみ 60cm以下に切ってください

レジャーシートの外包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック
レトルトパック 容器包装プラスチック 中をゆすいでください

レンジ台 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは [燃やせないごみ ]

レンジパネル 燃やせないごみ
レンガ 燃やせないごみ 1回に5リットルの指定袋で1袋まで　持ち込みは1日に30kgまで

レンズ 燃やせないごみ
練炭 燃やせるごみ

ろ

ローションの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ロープ 燃やせるごみ 60cm以下に切ってください
指定袋に入らない、または 10㎏を超えるものは [粗大ごみ ]

ローラーブレード（スケート） 燃やせないごみ
ろうそく 燃やせるごみ
ロッカー 粗大ごみ

わ

ワープロ
拠点回収 小型家電回収ボックス（30cm× 15cm）の投入口に入るもの

詳しくは 34ページをご覧ください

燃やせないごみ

ワイシャツ 古紙・古着 雨の日や雨の降りそうな日は出さないでください
汚れているものは [燃やせるごみ ]

ワイシャツの外包装、プラスチック製のク
リップ、えりのキーパー 容器包装プラスチック

ワインセラー 収集しません 家電リサイクル法対象品　販売店等に処理を依頼してください

わさびのチューブ 容器包装プラスチック
綿入れの服（はんてん、羽織など） 燃やせるごみ
わりばし 燃やせるごみ
わりばしの袋（紙製） 古紙・古着
わりばしの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック
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資源とごみの資源とごみの資源とごみの
出し方ガイド

町田市エコキャラクター スケルトンごみ収集車

町田市

リデュースリデュース

リユース

リサイクル3R

Android端末用
町田市の資源とごみの出し方や、収集日の確認をスマホで簡単に行えます。
表記のQRコードからダウンロードページへアクセス！（ダウンロードは無料ですが、通信料は自己負担となります）

町田市“ごみ分別アプリ”配信中です！
iOS端末用
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2021年度版 資

源と
ごみの分別で

〈 小川・金森・金森東・つくし野・南つくし野・鶴間・南町田・成瀬が丘の全域 〉
容器包装プラスチック分別収集対応版
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町田市役所代表電話
042-722-3111

年中無休　午前7時～午後7時

お問合せ先

資源とごみの分別を
スマホで簡単チェック！

収集日の確認も行えます。

町田市ごみ分別アプリ

粗大ごみの収集や
持込みについて

まちだエコライフ推進公社
042-797-1651

月～土（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

一般財団法人

※事業に伴い出た粗大ごみは受付（収集）できません

iOS端末用

無料ダウンロードはこちらから！（通信料は自己負担です）

Android端末用

発行／2021年3月
編集／町田市環境資源部３Ｒ推進課
〒194-0202　
町田市下小山田町3160　☎042-797-7111
《刊行物番号》20-71

この冊子は4,500部作成し、1部あたりの単価は144円です。（職員人件費を含みます。）

廃棄物をみだりに投棄すると法律により罰せられる場合があります。
５年以下の懲役または１千万円以下の罰金もしくはその両方

市では不法投棄されたものを調査して厳しく指導を行っています。

・ごみの分別、出し方について
・工場へのごみの持込み
・ごみの集積所について
・不法投棄のご相談
・ふれあい収集について
・動物の死体収容
・ごみの減量・資源化について
・地域資源回収
 （特別指定団体を含む）について
・リサイクル広場について
・生ごみ処理機等の補助制度について
・その他ごみに関すること




