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deve estar dentro de sacos de lixo

os recipientes e embalagens de

de lixo designados para recipientes e

papel devem estar em sacos se papel.

designada.
Deve jogar os lixos

do dia da coleta.
(Caso seja o local indicado de coleta noturna,
favor jogar )

proibido por lei
incinerar (queimar) mate-

ao ar
livre.

indicada.
Favor jogar fara no mesmo dia da coleta 
dos lixos . 
(Note que em algumas comunidades de 

Os residuos devem ter nm comprimento 
de 2 m ou menos e menos de 50 kg de 
peso.

Lixos volumosos

As garrafas de vidro que

sejam bebidas ou alimentos,
vidro resistente

ao calor (potes e tampas de
vidro) e os
de vidro devem ser classificados
como ao jogar no
lixo.

Garrafas de vidro e similares 
Incolor Marrom ※

Vide o verso desta folha.※

TVs, geladeiras, freezers (incluindo adega de vinho, frigobar, mini 

Grande Porte ou para Eco Park Aboshi. Estes artigos

(consultar verso). 

Aparelhos elétricos domésticos Computador de uso doméstico Lixos perigosos ou similares
Levar na loja onde adquiriu.

Bateria

Tatam

equipamento
de mergulho

Lixos em grande quantidade Atividades comerciais
Os lixos provenientes de atividade empresarial, pela lei,
devem ser processados por sua responsabilidade.

Tentar reciclar.Modo1
Modo2Modo1

Modo2 Modo3
indicada pela prefeitura. (mediante taxa)

Quanto a outras informações sobre os lixos, entre em contato com a Divisão de Promoção de Reciclagem (RISAIKURU SUISHIN KA). ☎221-2404
http://www.city.himeji.lg.jp/s40/2212404.html

Lixos recolhidos pela prefeitura (lixos domésticos)

(Nota) 

Lixos da cozinha

saco para jogar lixos

Papel carbono

Tapetes de 
montar

CD

Caixas de CD

Lixos
queimáveis Todas as semanas:

Recipientes
e embalagens

de plástico
Todas as semanas: Papéis

recicláveis Em que semana do mês:

saco para jogar lixo

sacolas para
jogar lixos

(2 vezes por mês)

O
bs

er
va

çõ
es

Tatami

【Se separar é recurso natural, se misturar é lixo!】

(comprimento de 2m ou menos e peso inferior a 50kg)

Artigos de madeira e similares
Artigos de madeira (Mesa / 

etc) / Pedaços de madeira / 
Fusuma (porta fina de 
madeira) / Artigos mistos 
em madeira na maior parte

Bambus, esteiras e protetores de 
janela ("yoshizu") devem ser
※

Bicicletas / Artigos de aço / Redes

Portinhas metais / Ferros de passar /
/

Aquecedores (retirando querosene e
pilha) / Reprodutor de video / CD

de mola / Artigos mistos em metal
na maior parte

No caso de ferramentas afiadas, deve embrulhar

Procure remover as pilhas, baterias e outros, na

※

※

em sacos de lixo designados), 
tanques de polietileno (depois de 
esvaziados), produtos compostos 

※

※

num saco de lixo designado, coloque-o nos lixos

Procure remover as pilhas, baterias e outros, na

Acolchoados / Tapetes / Outros (Ate bem a parte superior com uma corda resistente)

Cobertor / Cortina / Tapete

※

※Objetos com nome escrito e outros muito sujos 

que contenham alguma comida ou bebida (colocando num saco resistente)
Espelhos / vasos de flor / areia para bichos de

de vidro
ru Suishin Ka). ☎ 221-2404※

Lixo com a

※Retire as capas e etiquetas e deposite no lixo como

Pacotes de leite Latas vazias(Depois de lavar, abrir e secar.)
Embalagens de papel de 500ml ou maiores
※

※

Jogue as embalagens de papel de 

Quando o interior de uma embalagem 

Latas vazias de tamanho inferior a 20 litros.
※

para cozinhas familiares podem originar 
Assegure-se 

furo em cada lata antes de as jogar fora.
(Para maiores detalhes, consultar verso.)

(Colocar dentro do cesto para lâmpadas fluorescentes de maneira que não se quebrem.)Lâmpadas fluorescentes
Lâmpadas
fluorescentes,
lâmpadas
incandescentes,
lâmpadas LED, etc.

※Descartar diretamente, sem colocá-las dentro de caixas.
※Colocar os itens quebrados num saco cujo conteúdo fique visível.C

Pilhas secas, etc. (Coloque-as dentro de sua embalagem para que não se rompam.)
Pilhas secas, Pilhas primárias de lítio, termômetros de mercúrio
(para temper aturacorporal e temperatura ambiente),
medidores de pressão de mercúrio, etc.
As pilhas tipo moeda de lítio (cujo número 
do modelo é CR ou BR) devem ser isoladas 
envolvendo-as com fita durex ou outro 
material antes de serem descartadas.
No entanto, as baterias pequenas 
recarregáveis e as pilhas tipo botão devem 
ser recolhidas nas lojas.

※

※

※Favor colocar os itens quebrados num saco cujo conteúdo fique visível.

(inclusive as folhas de propaganda)
Jornais Revistas

Lixos não recolhidos pela prefeitura (Não poderá despejar no local da coleta.)

ramos 
objetos de 50 kg de peso ou mais, e grandes quantidades de aparas de 

lixo regulares.
Se você trouxer para o Eco Park Aboshi, consulte o verso e entre 
em contato conosco com antecedência. (☎272-5540 ・ 5551)

(mediante taxa) 
 (☎221-2404)
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Sacos de snac

※Com comidas devem ser jogados como lixos qu
※

※Descartar as garrafas pet em lixos volumosos

Capas

Styrofoam

embalagens de ovos

※Embalagens que possui a marca

Outras

Papéis usados e similare

※Observe que não há coleta de lixo inflamável, recipientes e embalagens de plástico ou papel reciclável de 1 a 3 de janeiro.

Embalagens e similares / sacolas de popel e similares /
caixa de papel e similares /
copinhos de papel e similares / cartolinas e similares /

Recipiente de papel inferior a 500 ml
※

visores), por favor peça ao fabricante ou a uma 

(consultar verso)

Não leve o lixo do escritório para a estação de lixo local.AF2021 (abril de 2021 a março de 2022) Calendário em Branco para Uso Doméstico Geral
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ごみについてのお問い合わせは､リサイクル推進課へ。☎2212404
http://www.city.himeji.lg.jp/s40/2212404.html

●市が収集するもの 家庭ごみ） ※可燃ごみ、プラスチック製容器包装及びミックスペーパーは、1月1日・2日・3日の収集はありません。

毎週 ・可 燃
ご みご 曜日 プラスチック製 毎週 曜日 ミックス

ペーパー 第 ・ 曜日容器包装
CD

CDケース

紙オムツ

ジョイント
マット

カーボン紙
ビデオテープ

台所ごみ（生ごみは水をしっかり切って）その他燃えるごみ
（調理くず･茶殻等）

くつ､スリッパ､かばん､木くず､生花､貝殻、使い捨てライター､カセットテープ、
ビデオテープ、CD、ぬいぐるみ、紙オムツ類、再生できない紙類（カーボン紙等）
紙オムツ類は汚物を処理し､袋に入れてから可燃ごみに出してください。（注）

排出用の袋

発泡スチロール お菓子の袋

卵パック
ふた類 ラベル シール）

袋類、トレイ類、ふた類、
ボトル類、パック類、ネット類、ラップ類、発泡スチロール
※　 のついた容器包装※食品のついたものは可燃ごみへ
※袋に入らない大きなものはプラスチック複合製品類へ
※ペットボトルは粗大ごみへ

排出用の袋

再生できる紙類 排出用の袋

包装紙類､紙袋類､紙箱類、
紙缶類､台紙類、
容器包装以外の再生できる
紙類(ノート､コピー用紙､はがき等）
500㎖未満の紙パック
※食品･臭いのついたものは可燃ごみへ

注

意

事

項

可可燃ごみは可燃ごみ専用指定
袋で､プラスチック製容器包装は
プラスチック製容器包装指定袋
で、ミックスペーパーは紙袋に入
れて出してください。
指定された可燃ごみステーシ 
ョンへ出してください。

指定された粗大ごみステーショ
ンへ出してください。
収集日当日の午前8時までに
出してください。
ただし、午前8時より前を排出
時間と決めた自治会は、これに
よります。）
長さ2m以下、重さ50㎏未満
にして出してください。

●

●

収集日当日の午前8時まで
に出してください｡ 夜間収集区
域は午後10時までに出して
ください｡）

●

廃棄物の野外焼却は一部の
例外を除き法律で禁止され
ています。

●

●

●

●市が収集しないもの(ごみステーションには出せません｡)
特 定 家 電 品 家庭用パソコン 危険なごみ等

購入した店等で引き取ってもらってください。

バッテリー オイルヒーター廃油 スキューバ
のボンベ
スキューバ
のボンベ

タタミ

多 量 の ご み

令和3年度保存版 【分ければ資源、混ぜればごみ】 ※ 裏面もご覧ください

注
意
事
項

粗大ごみ
（月2回）

（長さ2m以下、重さ50kg未満）
木製品類 
できる限り､こわして､束ねて）

木製品類 机､イス､
ベッド､タンスなど､
木切れ､ふすま､木
を主体とした複合
製品

※竹･笹･よしずは､長
さ80㎝以下に切断
してください。

金属複合製品類 自転車､金網類､アイロン､電子レ
ンジ､掃除機､ミシン､スプリング
入りマットレス､扇風機､ストー
ブ 油や電池を抜いて ､ビデオデ
ッキ､CDプレーヤー､PCプリン
ター､金属を主体とした複合製品
※刃物等は刃の部分を新聞紙等で包
んで出してください。
※電池類は取り外してください。

プラスチック複合製品類
ホホース､ヘルメット､時計､照
明器具､発泡スチロール 指
定袋に入らないもの ､ポリタ
ンク（中身を抜いて ､プラス
チックを主体とした複合製品

ふとん・ジュータン類
敷物､マットレス スプ
リングなし ､毛布､カー
テン､ホットカーペット､
布類･衣類

※プラスチックだけでできたもので袋に入
るものは可燃ごみへ
※電池類は取り外してください｡

（ひもでしっかり結ぶ）

※衣類は、中身の見える袋に入れてください。
※名前の書いてあるものや、汚れのひどいものは可燃ごみに
出してください。

陶磁器類（セトモノ）･飲料や食品が入っていた
空ビン以外のガラス類 丈夫な袋に入れて）

鏡鏡､植木鉢､ペット用砂､茶碗､園芸土砂､
耐熱ガラス､板ガラス､物干し台、
化粧ビン､ガラスコップ 

※アスベスト含有家庭用品についてはリサイクル推進課へお問い合わせください。☎221-2404）

空ビン類（中身を出し､洗って､栓･フタを取って､袋から出して）
無　色　 茶　色 その他の色

※※飲料や食品が入っていたビ
ン以外のもの､耐熱ガラスの
もの ガラス製なべ､ふた や
化粧ビン等は陶磁器類に出
してください。

ペットボトル（洗って､フタ･ラベルを外して､つぶして）

『識別表示マーク のついたもの
※フタ･ラベルは外してプラスチック製容器包装へ

紙パック（洗って､開いて､乾かして）

500㎖以上の紙パック
※500㎖未満の紙パックはミック
スペーパーへ
※内側の茶色いものや、アルミの
貼ってあるものは可燃ごみへ

空カン類（中身を出し､栓･フタを取って､袋から出して）
20ℓ以下の空カン類

※スプレー缶・カセットコンロ
のボンベは、爆発や火災の原
因となりますので、必ず使い
切って、穴を開けてから出し
てください｡ 詳しくは裏面参照

蛍光管（蛍光管カゴへ割れないように入れてください）
蛍光管・
白熱電球・
LED電球等

※箱に入れずにそのままで。
※割れたものは中身の見える袋に入れてください。

乾電池等（乾電池箱へ割れないように入れてください）
乾電池・リチウム一次電池・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計等
※コイン型リチウム電池 型番がCRまたはBRのもの
は、セロハンテープ等を貼って絶縁してから出して
ください。

※小型充電式電池・ボタン電池は店頭回収へ
※割れたものは中身の見える袋に入れてください。

古紙類（新聞紙、ダンボール、雑誌類ごとにひもで十字にしっかり結ぶ）
新聞紙 チラシを含む） 雑誌類ダンボール

テレビ､冷蔵庫･冷凍庫 ワイン庫･保冷庫･冷温庫を含む｡ 、洗濯
機･衣類乾燥機､エアコン 室外機を含む｡ は､粗大ごみステーショ
ンへの排出やエコパークあぼしへの持ち込みはできません｡
お近くの小売店等で引き取ってもらってください。
裏面参照）

ガスボンベ､スキューバのボンベ､消火器、タイヤ､バッテリー､
残ったペンキ､石油､劇薬、畳､金庫､ピアノ､バイク､注射器等

家庭用パソコン ディスプレイを含
む｡ は､メーカーもしくは宅配業者
に回収を依頼してください｡
裏面参照）

事業活動によるごみ 
事業活動によるごみは、法律により自らの責任に
おいて処理することが義務づけられています。

方法3

方法2

方法1 リサイクル･再資源化を図ってください。

自己処理を行ってください。 

市の認めた収集業者に依頼してください。
(有料）

引越しごみ､５０㎏以上の重量物､多量の木くず･剪定
枝はごみステーションに出せません。

方法1

方法2

エコパークあぼしへの持ち込みは裏面を参照し、
事前に連絡してください。 ☎272－5540・5551）
市の認めた収集業者に依頼してください｡ 有料）
詳しくは､リサイクル推進課へ ☎221－2404）

令和３年度 令和3年4月～4年3月 一般家庭用クリーンカレンダー令和３年度 令和3年4月～4年3月 一般家庭用クリーンカレンダー 事業所のごみは､地域のごみステーションへは出せません。
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