
このパンフレットはごみの分け方と出し方をまとめたものです。
ごみの削減と資源化にご協力をお願いします。

生ごみの水切りをしましょう！

雑がみを分別しましょう！

ごみの分け方と出し方で
特にお願いしたいこと

もえるごみは約５０％の水分を含んでいます。一日一世帯で大さじ２杯
水切りすることで、町全体で年間６２㌧のもえるごみが減量化されます。

＜生ごみ減量のポイント＞
１．まずは、ごみを出さない
●買い物上手になって買った材料を使い切るよう心掛けましょう。
●食べ物を大切にし、残さず食べましょう。
２．水にぬらさない
●野菜の使えない部分を最初に切り落としてから、洗いましょう。
●乾いているごみは、ぬらさないようにしましょう。
３．生ごみの水切り
●三角コーナー（水切りネットなど）を利用し、捨てる前にもう一度手や
ペットボトルの底などで水切りをしましょう。
●スイカやメロンなど水分の多いものは、細かくすることで水切りがし
やすくなります。

＜日常の生活で使われた次のものが該当します＞
◇商品の入っていた紙製の箱
　衣類・菓子・化粧品・たばこ・食品等の入っていた箱、トイレット
ペーパーの芯など
◇紙のみで作成された冊子
　カタログ、説明書、ダイレクトメール、手帳、ノートなど
◇紙、プリント類
　学校からのプリント、メモ用紙、折り紙、画用紙、はがき、名刺など
◇包装の際、使用される紙製品
　包装紙、手提げ袋、封筒、割り箸の袋など

※銀紙、セロファン、プラスチック、ビニール、テープ、ホチキス針、
金具類はできるだけ取り除いてください。
※個人情報はマジック等で見えないようにしてください。

＜もえるごみになります＞
◇汚れ、臭いが付着しているもの、紙以外のもの
　洗剤の箱、石けんの箱、紙おむつ、汚れた紙など
◇特殊な加工のしてある紙
　シール、シール台紙、粘着テープ、写真、アルバム、バインダー、油紙、
　感熱紙、レシート、カーボン紙、ビニールコート紙・合成紙（紙にビニール・
　プラスチック加工がされている紙）、紙製カップめん、紙コップなど

ティッシュ箱のビニール、封
筒のセロファンは取り除いて
もえるごみに出してください。

平成21年4月版

【ごみの分別についてのお問合せ】

開成町役場環境防災課環境担当
TEL　８４－０３１４　FAX　８２－３２７４
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もえるごみ
生ごみ、ラップ、汚れた紙・容器、おむつ、かばん（３０センチ以下）、くつなどです。

☆３０センチ以内にして、開成町指定の家庭用もえるごみ袋に入れて
当日朝８時までに指定場所に出してください。

靴下、ストッキング、手袋、
ぬいぐるみ、汚れている布、
切れた布など
※切れたり、汚れたりしてい
ない衣類は資源ごみへ

台所の生ごみ（よく水切
りをして出して下さい）、
貝殻など

Ｑ＆Ａ
Ｑ　３０センチ以上ある革やビニール製のかばんは、もえるごみで出せますか？
Ａ　革、布、塩ビ、プラスチック素材などで３０センチ以下に切れば出せます。

Ｑ　生ごみを堆肥化する方法にはどのようなものがありますか？
Ａ　電動式生ごみ処理機で堆肥化するものがあります。またダンボールコンポストという方法も
　ありますのでご相談ください。

も
え
る
ご
み 生ごみ 革製品

ゴム製品布類

その他

生ごみの減量について
電動式生ごみ処理機の購入補
助制度があります。町予算の範
囲内で購入費の半分（20,000円
を上限）を補助するものです。
詳しくは環境防災課までお問合
せください。

靴、サンダ
ル、カバンな
ど

長靴、ホー
ス、
ゴム手袋など

プラスチック製品
　　　マークのついていない、容器
包装以外のプラスチック製品は、
もえるごみになります。
ハンガー、洗面器、歯ブラシ、
ボールペン、おもちゃ、バケツ、
ビデオテープ、ＣＤ（ケース）、
ＭＯ（ケース）など

テープ類は、中のリボ
ンが出ないようガム
テープ等で巻いてくださ
い。

内側がアルミ貼りの紙パック、割り箸、
たばこの吸殻、レトルト食品のパック、
シャンプーなどの詰め替え用パック、お
むつ、洗剤の箱、汚れた紙、銀紙、カッ
プめんのふた、感熱紙、カーボン紙など

◇ご注意ください。
指定袋は白色の袋を
購入してください。黄
色の袋は事業系ごみ
の袋ですので使わな
いでください。
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資源ごみ
新聞紙、ダンボール、紙パック、雑誌･雑がみ・布類･ペットボトル・食品トレー(白色）・発泡スチロール
☆毎週土曜日、当日朝９時までに、資源ごみ置き場に出してください。
☆品目ごとにしばったり、袋などにいれてまとめて出してください。
☆紙類、ペットボトル、食品トレー類は雨天（荒天を除く）でも収集します。
　※布類は雨天の場合収集しません。

Ｑ＆Ａ
Ｑ　布類は汚れているものは出せないのですか？
Ａ　布類は、主に海外に輸出されますので汚れたものは出さないでください。切れたり汚れた布
　や衣類などは、小さく切っておくと、油汚れの皿やなべを洗う前にふくのに便利です。

Ｑ　資源ごみの回収の奨励金制度があるのですか？
Ａ　地域の子ども会、自治会、ＰＴＡなどの団体に対し、回収した分量により資源集団回収奨励金
　を交付しています。

資
源
ご
み

紙
・
布
･
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
・
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル

ペットボトルの出し方

新聞紙

食品トレー（白色）発泡スチロール

雑誌・雑がみ

布類

紙パックダンボール

ペットボトル

ひもで十文字にしばってください。

ひもで十文字にしばってください。

紙パックの出し方

新聞紙 ダンボール 牛乳・ジュース
パック
（内側が白色
のもの）

雑誌・書籍・菓子箱などの紙箱・パンフ
レット・コピー用紙・チラシ・包装紙・紙袋
など

※アルミ貼りの紙パック、汚れた紙、銀
紙、カップめんのふた、感熱紙、カーボ
ン紙などはもえるごみに出してください。

細かい紙類は封筒や紙袋（取っ
手が紙）に入れて出してくださ
い。

シーツ、タオル、毛布、
シャツ、下着、フリース、
セーター、スカート、ジャ
ケット、コート、ズボン

ペットボトル
（洗って、乾かして、つぶして出してください）

このマークがついて
いるペットボトルで
す。

雑がみは小さな箱、紙を回収しま
す。紙以外の素材（セロテープ、
封筒のﾌｲﾙﾑ、ホチキスの針な
ど）を取り除いてください。

雨天の場合、カビがはえるので回収しません。

ペットボトルのキャップとラベルはプラスチック
容器包装に出してください。

紙パックは洗って、開いて、乾かして、ひもで
しばって出してください。

食品トレー（白色）、発泡スチロール

洗って、乾かして、つぶさず出してください。

靴下、ストッキング、手袋、ぬいぐるみ、汚れてい
る布、切れた布は、もえるごみに出してください。

中身が出ないよう、テープ等
で止めてください。
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プラスチック容器包装
☆まとめて透明、半透明のビニール、レジ袋に入れて(開成町指定ごみ袋は使わないでください)
　当日朝８時までに指定場所（もえるごみ置き場）に出してください。
☆汚れが取れないものや容器包装以外のプラスチックはもえるごみに出してください。

☆水で洗って汚れを落として、乾かして出してください。

Ｑ＆Ａ

Ｑ　汚れはどのくらい落すのですか？
Ａ　水でざっとすすいで中身を落してください。納豆パックやマヨネーズチューブは水につけておくと
　簡単に汚れが落ちます。チューブ類は二つに切って水につけておくと取れます。汚れがひどい
　場合、汚れを落すのが大変な場合はもえるごみに出してください。

Ｑ　水で洗うと水道水を使うので、かえって環境に負荷がかかるのではないですか？
Ａ　洗うのに使う水は、食器を洗った後の洗い桶の水で結構です。洗いものの最後に洗い桶の水
　やスポンジを使って洗うと水道水をあまり使わなくてすみます。

Ｑ　シールなどがついていますがはがしたほうが良いですか。
Ａ　簡単にはがれるようでしたら、はがしてください。

Ｑ　洗ってもにおいが残りますが良いですか？
Ａ　中身の汚れがなければ結構です。

Ｑ　ラップも洗えば出せますか。
Ａ　ラップは、もえるごみに出してください。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

容
器
包
装

レジ袋、お菓子の袋、パンの袋、プラス
チック製のお菓子箱、カップめんなどの包
装ﾌｲﾙﾑなど

このマークがついています。

ポリ袋、ラップ類

ボトル・チューブ類

パック類カップ類

トレー類

ソース、ドレッシング、シャンプーのボト
ル、ペットボトルのキャップ・ラベルなど

卵の包装パック、豆
腐、納豆、マーガリン
の容器など

カップラーメン、プリン、ゼ
リーの容器など

ペットボトルは資源ごみに出してください。

模様や色のついた食品トレー、
持ち帰り弁当、寿司のトレー、
惣菜、和菓子のトレーなど

白色トレーは資源ごみに
出してください。

マヨネーズやチューブなどは
二つに切って水に浸けておくと
洗いやすいです。４

ごみ指定袋は
もえるごみに出して下さい。

台紙：雑がみ

包装：プラスチッ
ク製容器包装

　　　のマークでも他の素材が混ざっている
　場合があります。(例：ﾖｰｸﾞﾙﾄ）

ふた・容器（紙
製）：もえるごみ



もえないごみ
カン・金物類、ビン･ガラス類、ビン・ガラスの割れもの、乾電池類、セトモノ類、蛍光灯・電灯

☆それぞれの種類ごとのコンテナに分別して当日朝９時までに出して下さい（袋に入れないでください）。
☆びんのキャップは必ず外して出して下さい（キャップはプラスチック容器包装へ出してください）。

刃物（包丁など） カッターの刃、カミソリ、安全ピン、釘など

ふたのある空き缶にいれて出してください。

Ｑ＆Ａ
Ｑ　目覚まし時計のようにプラスチックと金属が混ざっているのはどうしたらよいですか？
Ａ　分解できるものは、それぞれの分別に従ってください。分解できない場合は、プラスチック部分と
　金属の部分で多いほうで分別してください（プラスチック→もえるごみ、金属→カン・金物類）。

Ｑ　オーブントースターやポットなど３０ｃｍ以内のものは？
Ａ　オーブントースターなど電化製品で３０ｃｍ以内のものは、カン・金物類になります。３０ｃｍ以上
　は粗大ごみです。

も
え
な
い
ご
み

ビン・ガラス類 ビン･ガラスの割れもの 乾電池類

カン・金物類

セトモノ類 蛍光灯・電球

アルミ・スチール缶、スプ
レー缶（穴をあけたもの）、フ
ライパン、ホーロー製品、
鍋、ポット、さびた鉄、針金、
傘の骨（傘の布、ビニールは
もえるごみへ）、おもちゃ
（小・金属製品）、コード（長さ
３０ｃｍ以内）、大きさ３０ｃｍ
以内（厚さ３ｍｍ以下）のも
えないもの

あきびん、コッ
プ、グラス、花
瓶

危険ですので
きちんと分けま
しょう。

中をすす
いで出し
てくださ
い。

乾電池、ボタン電池、
体温計（水銀）、ガス
ライター（あとで分別
します）

鉢、茶碗、皿、
割れたセトモノ

蛍光灯、電球
（割れたもの
は、包んだりし
ないで出してく
ださい。）

危険なごみ（刃物など）の出し方

危険

紙にくるんで｢危険」と記入して出してください。

ニカド、ニッケル水素、リチ
ウム小型充電式電池はベ
スト電器開成店店頭のリサ

イクルボックスへ。

注射器、注射針などの医療系廃棄物は回収しませんので専門業者に依頼してください。

割れたままコンテナに
入れてください。

５

カン・金物類へ。

カン・金物類へ。



粗大ごみ（予約制・有料）
☆粗大ごみは、予約制・有料です。
☆粗大ごみは、収集日の朝８時までに申込み時に記入した場所に搬出してください。

Ｑ＆Ａ
Ｑ　粗大ごみの重さが４０㎏を越えてしまうのですがどこで処理すればよいのですか？
Ａ　町では回収できませんので電話帳などで廃棄物処理業者をお探しいただき、処理して
　もらうようにしてください。

Ｑ　粗大ごみが大きいので収集の際に家の中から運んでもらえませんか？
A　すみませんが、収集業者が家の中に入り収集することは出来ませんので、近所の方に
　手助けをお願いするなどしてください。

粗
大
ご
み

（
予
約
制
・
有
料

）

粗大ごみの主なもの

粗大ごみで手数料５割増の主なもの

◇粗大ごみの出し方(収集方法）
　１点１，０５０円（消費税込）（ただし処理が困難なものは５割増しとなります。）
◇対象となる粗大ごみ
　３０cm以上で縦横９０cm、長さ１８０cmまで（重さ４０㎏まで）
◇申込は受付順
　処理可能な量で締め切ります（３月、４月、８月、１２月は混みます。）
◇申込方法
　環境防災課窓口にて申込書に記入（１回の収集で１世帯３個まで）
◇手数料
　役場お支払窓口にて手数料を納入
◇券の発行
　料金と引き替えで収集処理券（シール）を発行
◇連絡
　役場から業者へ収集依頼
◇持ち出し
　自宅の門の前など収集しやすい場所に収集処理券を貼って出す。
◇収集
　業者が各家庭を回り収集する。（町内を８時から回収して回るため午後になることも
あります。）

◇　ストーブ、ステレオ、こたつなどの家電製品
◇　机、イス、タンスなどの家具
◇　自転車、一輪車、子どもの車、ベビーカー
◇　布団、マットレス、じゅうたん

◇　レジャー用品、健康器具、アイロン、
　ソファー（スプリング入り）、電気毛布、
　ベッド（スプリング入り）など
◇　足柄西部環境センターで処理できないもの
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家庭からの剪定枝（葉・草）
☆１２０ｃｍ程度にして、ひも(針金など金属類は除く）でしばってください。
☆草や葉は土や異物を取り除き、ビニール袋に入れてください。
当日朝８時までに指定場所（もえるごみ置き場）に出してください。

※大量にある場合は直接、開成町グリーンリサイクルセンターに持ち込めます。
（環境防災課で事前に手続きをしてください）

☆事業などで出た剪定枝の受入れとそれを原材料とした堆肥の販売を行っています。

町で収集しないごみ

30cm程
度

120ｃｍ程度

Ｑ＆Ａ
Ｑ　剪定枝の束数に制限はあるのですか？自分で持ち込む場合はどうしたらいいのですか？
Ａ　束数に制限はありません。持込もできますが、証明書を発行しますので、事前に環境防災課へ
ご連絡ください。証明書がないと有料になります。

Ｑ　テレビﾞを処理したいのですが、買い換えではなく買った店も廃業している場合は？
A　家電小売店、郵便局で「家電ﾘｻｲｸﾙ券」を購入し、製品に貼って引き渡します。ﾘｻｲｸﾙ券
　料金と収集運搬料金が必要です。（郵便局ではリサイクル券の購入のみ。運搬は別途依頼。）

剪
定
枝
・
葉
・
草

町
で
収
集
し
な
い
ご
み

バッテリー・タイヤ、ブロック・コンクリート、塗料、農
薬・薬品、解体ごみ・廃材、鉄アレイ、消火器・ガス
ボンベ、多量のビニール、医療ごみ、風呂おけ・便
器、ﾁｪｰﾝ、農機具類・車両の部品その他危険物な
ど

ﾊﾟｿｺﾝは、各ﾒｰｶｰも回収・ﾘｻｲｸﾙを行っています。
◇メーカー製　→　各ﾒｰｶｰの受付窓口
◇倒産・撤退ﾒｰｶｰ　　　　ﾊﾟｿｺﾝ３R推進協会
　・自作パソコン　　　→　℡03-5282-7685
                                http://www.pc3r.jp

買ったところまたは買い換え時に引き取ってもらうか、専門業者に相談してください（有料）。

ﾃﾚﾋﾞ、ｴｱｺﾝ、洗濯機、冷蔵庫は、家電小売店、郵
便局で「家電ﾘｻｲｸﾙ券」を購入し、製品に貼って引
き渡します。ﾘｻｲｸﾙ券料金と収集運搬料金が必要
です。電気店などにお問い合わせください。
※平成２１年４月から液晶・プラズマテレビ、乾燥
機が追加されました。

【開業時間・連絡先】
月～土曜日（日曜、祭日は休業日）9時～16時30分（12時～13時は除く
住所　金井島2318-1　電話　85-5020　　(有)開成ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
◇剪定枝の処理
搬入基準　長さ200ｃｍ×太さ(直径）20cm以下の大きさで、根、金属、ごみ、土などの混入のな
いもの。
搬入方法(料金)　直接搬入（19円／1kg）
◇堆肥の販売
販売価格　１袋15kg　300円　バラ売り　10円／1kg

７

事業系の剪定枝の受入れと堆肥の販売（開成町ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

葉・草は、根、土や異物を取り除き、
ビニール袋に入れて出してください。

太さ１０cm以内の枝で
長さ１２０cm程度まで
に切ってしばってくださ
い。ビニールひもなど
でしばり、針金は使わ
ないでください。


