
やさしい にほんご 　　　

しもつま　しやくしょ　せいかつかんきょう　か
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・ ごみは カレンダーを よくみて、だしてください。
・ ごみは あつめる ひの AM 8：00までに だしてください。
・ ルールを まもらない ごみは、あつめません。
・ かん・びん などの　カゴは、あつめる ひ だけ つかってください。
・ ごみステーションを つかうときは、かんりする ひとに きいてください。
・ ごみステーションは、つかう ひとたちで きれいにしましょう！
・ ごみを もやしては いけません。

もやす ごみ
・ もやすごみは あかい ふくろに いれてください。
・ なまごみは、みずを しぼってから だしてください。
・ かみおむつの ウンチは トイレに ながしてください。
・ くさ や はっぱ は、つちを おとして、すこしずつ だしてください。
・ きのえだは、ふくろに はいる ながさに してください。

もやさない ごみ
・ もやさないごみは あおい ふくろに いれてください。
・ スプレーかんは なかみを ぜんぶ つかって、あなを あけてください。
・ ちいさい かでんは ごみぶくろに はいる おおきさ までです。
・ ほうちょう や われたガラスは、しんぶんしなどで つつんで ください。
・ かん・びんは リサイクルごみで だしてください。
・ でんち、バッテリーは はずして ください。
・ ライターは うえの ぶぶんを おってください。

かん
・ かんのカゴへいれてください。
・ アルミかん と スチールかんは わけません。
・ リサイクルマークのある かんづめの フタは

 かんの カゴに いれてください。
・ リサイクルマークのない かんは もやさないごみで だしてください。
・ 「カセットコンロのボンベ」や「スプレーのかん」は もやさないごみ です。

びん
・ びんの カゴへ いろを わけて いれてください。

　　　　　　　（とうめい、ちゃいろ、そのた）
・ びんは なかを あらい、キャップを はずしてください。
・ びんは わらないで ください。
・ ビールびん、にほんしゅのびんは かった おみせに かえしましょう。
・ おちゃわんや おさら、コップなどの とうじき、ガラスは いれないでください。

ペットボトル
・ ペットボトルは あおい ネットバッグへ いれてください。
・ ペットボトルは キャップと ラベルを はずしてください。
・ ボトルの なかを みずで あらって ください。
・ アブラ、ソース、せんざい、シャンプー の いれものは だせません。
・ リサイクルマークの ない ボトルは だせません。
・ はずした ペットボトルの キャップは ペットボトルと  いっしょに ネットバッグに 

いれてください。ラベルは もやすごみ です。

ごみの わけかた・だしかた



やさしい にほんご 　　　

かみ（こし）
・ かんや ビンの かごがある ごみステーションで だせます。
・ しんぶんし、ダンボール、ぎゅうにゅうパック（かみパック）、そのほかのかみ 

にわけて、ひもでクロス（＋）にしばってください。
・ ちいさい かみは、かみぶくろに まとめて だしてください。
・ かみに きんぞくや プラスチックなどが ついているときははずしてください。
・ [だせない　かみ」

　いろがかわったもの、ひやけしたもの、もやしたもの
　かみではないものがついたもの
　なかがぎんいろのかみぱっく
　ワックス・ロウがぬってあるもの
　レシート、シール、シールのだいし、てんじようし

ふるい ぬの
・ なかが みえる ふくろに いれて ください。
・ ようふく・はだぎ・シャツ・タオル・カーテンなどが だせます。
・ せんたくし、かわかしてから だしてください。
・ たくさん よごれている ものは だせません。
・ あめが ふっている ひは あつめません。
・ 出せなもの：もうふ・ふとん・クッション・ぬいぐるみ・スキーウェア・ゴム・か

わで できたもの・わたがはいったもの・うもうがはいったもの　など

ゆうがい ごみ
・ ゆうがいごみ（有害ごみ）のカゴへ入れて下さい。
・ ゆうがいごみにだせるもの

　すいぎん（Hg）が はいっているもの（けいこうとう など）、
　でんきゅう、かんでんち、リチウム（Li）でんち

・ けいこうとうや でんきゅうは わらないでください。

おおきい ごみ（ふくろに はいらない おおきさの ごみ）
※おおきい ごみは ごみステーションに だせません。

・ おおきい ごみは（１）または（２）のほうほうで すてて ください。

（１）「クリーンポート・きぬ」に もっていく。
              （した の「クリーンポート・きぬについて」をみる）

（２）シルバーじんざいセンターに たのむ。
　　１）シルバーじんざいセンター(0296-44-3198)に よやく してください。
　　２）チケットを、シルバーじんざいセンターで かう。

・ おおきさで ねだんが ちがいます。
　【L：￥1,100】【M：￥550】【S：￥330】

クリーンポート・きぬ　について
いえから でた ごみは 「クリーンポート・きぬ」に もっていけます。
【ごみしょりのねだん】
いえからでたごみ　10kgにつき￥139（+TAX）
【うけつけ じかん】
へいじつ　AM 9:00～11:45／PM 1:00～4:30
だい２どようび　AM 9:00～11:45／PM 1:00～4:00

だい４どようび　AM 9:00～11:45／PM 1:00～4:00　
※だい４どようびは、もやすごみを　もっていけません。

※ほかの土曜日や にちようび、しゅくじつ、12がつ29にち～1がつ3にち は 
　おやすみです

※もっていく ときは、なかが みえる ふくろを つかってください。


