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Weekly:

Kitchen garbage

Hlasti[
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and
Other burnable garbage

Week:

and

:UHJR°IHNZ

Styrofoam

CD

(Please drain as much water as possible from kitchen garbage)
(Kitchen waste, tea dregs, etc.)

Haper
oastes

Weekly:

Caution
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Covers
0U[LYSVJRPUN°
mats

Recyclable paper wastes
Egg packs

*HYIVU°WHWLY

Videotapes

Labels

7HWLY°KPHWLYZ

Shoes, slippers, bags, wood pieces, natural flowers, shells, disposable lighters, cassette tapes, videotapes,
stuffed animals, disposable diapers, and non-recyclable paper (e.g., carbon paper), CDs, and MDs.
(Note) For paper diapers, dispose of filth in a toilet and place the diaper in a plastic bag. Put them out with burnable garbage.

.HYIHNL°IHN

Bags, trays, covers, bottles, packs, nets, wrapping sheets, and
Polystyrene .
※Containers and packs with
※Separate the above wastes as burnable garbage if food is attached to the wastes.
※.HYIHNL°SHrNLY°[OHU°[OL°IHN°ZOV\SK°NV°[V°[OL°WSHZ[PJ°P[LTZ°JH[LNVYy.
※+PZWVZL°VM°WSHZ[PJ°IV[[SLZ°HZ° 6]LYZPaLK°NHYIHNL 

.HYIHNL°IHN

Disposal bag

Wrapping paper, paper bags, cartons, paper
cans, pasteboard, and recyclable paper
wastes other than paper containers and
cartons (e.g., notebooks, copy paper,
postcards).
※Dispose of food and odorous waste as
"Burnable garbage".

Caution

Loa[]wYwEgfl`!
(Length of 2m or less, weight of less than 50 kg)
Wood items (desks, chairs,
beds, drawers, etc.), wood
pieces, fusuma doors, items
composed mainly of wood.

(broken, in bundles)

Metal item

7SLHZL°J\[°IHTIVV°
IHTIVV°NYHZZ°HUK°
YLLK°ISPUKZ°[V°H°
SLUN[O °JT°VY°SLZZ

Bicycles, steel products, metal screens, long
metal pieces, metallic doors, irons, sewing
machines, electric fans, heaters (fuel drained
and batteries removed), Video decks, CD
players, air purifiers,Mattresses with springs
items composed mainly of metal

Brown

Other

Hoses, helmets, clocks, lighting
fixtures, styrofoam (pieces that
do not fit inside designated
bags), polyethylene tanks
(emptied of contents), composite
products made mainly of plastics

Bedding / rugs (Tie the top well with strong string)
Carpet, Mattresses (without
springs), blanket, curtain,
electric carpet, cloths/clothing.
※Dispose° clothes° in° a° bag° [OH[°
allows° the° contents° to° be° ZLLU°
※Things°that°OH]L°names°written°VU°
them° or° are° ]LY`° dirty° must° IL°
discarKLK°[VNL[OLY°^P[O°
JVTI\Z[PISL°^HZ[L

※0M°[OL°NHYIHNL°JVTWYPZLK°VUS`°VM°WSHZ[PJZ
and JHU°MP[°PU°H°KLZPNUH[LK°NHYIHNL°IHN
WSHJL°PU°H°I\YUHISL°NHYIHNL°
※7SLHZL°YLTV]L°IH[[LYPLZ°^OLYL°WVZZPISL

※-VY°LKNLK°[VVSZ°WSLHZL°^YHW°UL^ZWHWLY
HYV\UK°[OL°ISHKL°L[J°ILMVYL°KPZJHYKPUN
※7SLHZL°YLTV]L°IH[[LYPLZ°^OLYL°WVZZPISL

Plastic bottles (Wash, remove covers and labels, crush.)

Empty bottles (emptied, caps and lids removed, and taken out of bags)
Transparen

Plastic item

Mirrors, flowerpots, sand for pets, teacups,
horticulture earth and sand, heat-resistant
glass, sheet glass, Clothes drying platforms,
cosmetic bottles, glass tumblers

※Contact Recycle Promotion Section for household articles containing asbestos. (☎221-2404)

Remove the caps and covers.
Do not put them in plastic bags when throwing them away)

Empty cans less than 20 liters in size.

※ Throw paper package of less than

"Identification Display Mark"
“Material Indication Mark”

Fluorescent tubes (Put these items in bins for fluorescent tubes without breaking them.)
Fluorescent°tubes,
incandescent°light°
bulbs,°LED°bulbs,
and°similar°items
※Dispose of these items without putting them in boxes.
※If any of these items are broken, put them in transparent bags.

※Spray cans and gas cylinders for home
cooking can cause explosions and/or fire.
Make sure you use up the contents and
punch a hole in each can before throwing
them away.(Refer to back side for details)

500ml in size as a “mixed paper”.
※ When the inside of a package is
brown or contains aluminum foil,
treat it at burnable garbage.

Batteries and similar items (Put these items in battery recycling bins without breaking them.)
)H[[LYPLZ°Lithium primary batteries°JSPUPJHS°TLYJ\Y`°[OLYTVTL[LYZ
TLYJ\Y`°[OLYTVTL[LYZ
TLYJ\Y`°THUVTL[LYZ°HUK°ZPTPSHY°P[LTZ

To the designated bulky waste
stations
)`° 8° a.m.° on the collection
day.
(However, this does not apply to
residents' associations that have
set disposal to only be allowed
before 8 am)
The waste must be 2 m or less
in length, and less than 50 kg
in weight.

Empty cans (Contents must be emptied.

Paper cartons (washed, open and dried)

※Take off covers and labels, and throw them out as plastic
container packages.

Garbage must be taken out before 8 a.m.
on each collection day.(By 10 p.m. for
nighttime collection districts.)

China and porcelain (ceramics)/glasses other than empty bottles used to
contain beverages and foods (in a sturdy bag)

Paper packages of 500ml or bigger

※Glass bottles that contained
materials other than drink or
food, are made of heat
resistant glass (glass pots
and covers) and glass
cosmetics bottles must be
categorized as ceramics for
garbage disposal.

Please dispose of at designated
burnable waste stations.

It is generally PROHIBITED by
law to INCINERATE (BURN)
waste materials OUTDOORS.

Larg]w?YjZY_]
Wood items

When taking out garbage, burnable garbage
must be in designated garbage bags for
burnable garbage, plastic containers and
packs must be in designated garbage bags
for plastic containers and packs and paper
wastes must be in paper bags.

Mk]\whYh]j

(Newspaper, cardboard and magazines should each be securely tied up in bundles with string)

Newspaper(including advertising leaflets)

Corrugated cardboar

Magazines

※ Please insulate coin cell lithium batteries (with model
numbers CR or BR) with cellophane tape, etc. before
discarding.
※ However, small rechargeable batteries / button cell
batteries are to be disposed of at stores.

※If any of these items are broken, put them in transparent bags.
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■ Please have the manufacturer, etc. collect

These items should be returned to the shop or store
the article(s). For more information, contact where the item
the PC3R Promotion Association at
was purchased.

Gas bottles, scuba bottles, fire extinguishers, tires, batteries, residual paint,
kerosene, poisons, tatami mats, safes, pianos, and Motorbikes, syringes, etc.

☎03-5282-7685)

PC3R Search

;H[HTP°TH[Z

=x[]kkan]wYeomflwofwgYjZYge

IndustrialwgYjZage

Massive amounts of waste that are the result of moving, objects
50kg or heavier, and large amounts of wood waste or pruned tree
branches cannot be taken to regular garbage disposal sites.

According to the law, it is the responsibility of each
industry to dispose of their own industrial garbage.

1

For information on how to bring in the garbage to Eco Park
Aboshi refer to the back side and contact us in advance.
7(/1)

2

Or, request a collection business designated by the city to collect
these items. (Charged service) For more information, please
contact: Recycling Promotion Section (221-2404)

■ Articles can also be disposed of in the

small-appliance collection box installed
at the payment, district offices, etc. See
the back side for details.

2019 Archive Version
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Waste oil

Batteries

Scuba bottle

【Resouj[eswWhenwClassifa]\$w?YjZY_]wO`]fwEap]\】
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1

Try to recycle/return items back to resources.

2

Dispose of the item by yourself.

3

Ask city approved garbage collection dealers
to dispose of the item. (for a fee)

L^^xta^x[ZcdxZlxwell.

平成31年度（2019年度）一般家庭用クリーンカレンダー（2019年4月〜2020年3月） 飲食店などの事業者の方は、このカレンダーは使えません!

ごみについてのお問い合わせは、リサイクル推進課へ。☎221
‐2404
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、5月3日・4日・5日と1月1日・2日・3日の収集はありません。

可 燃 毎週
ご み

プラスチック製 毎週
容器包装

曜日

・

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）

CD

卵パック

ジョイント
マット

くつ

ビデオテープ

かばん

カーボン紙

紙オムツ

（月2回）

（長さ2m以下、重さ50kg未満）
木製品類

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

（こわして、束ねて）

茶

色

再生できる紙類

排出用の袋

日
日
11月
日
日
3月
日
日

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

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

プラスチック複合製品類

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

※刃物等は刃の部分を新聞紙等で包
んで出してください。
※電池類はできる限り取り外してく
ださい。

※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
※電池類はできる限り取り外してください。

ペットボトル（洗って、フタ・ラベルを外して、つぶして）

ングなし）、毛布、カー
テン、
ホットカーペット、
布類・衣類

※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。

500㎖以上の紙パック

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。

『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

※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。
※ただし、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。

※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。

●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
■ 製 造メーカー 等で回 収して
もらってください 。詳しくは
パソコン 3R 推進協会
（☎03-5282-7685）迄

PC3R

検索

■支所、出張所等に設置して
いる小型家電回収ボックス
に出すこともできます。詳
しくは裏面参照
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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。

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
タタミ

廃油

バッテリー

スキューバ
のボンベ

事
項

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。

注
意
事
項

●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。

※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）

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）
ダンボール
雑誌類

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

蛍光管・
白熱電球・
LED電球等

意

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

※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

乾電池等（乾電池箱へ割れないように入れてください）

蛍光管（蛍光管カゴへ割れないように入れてください）

注

●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。
●収集日当日の 午前8時まで
（夜間収集
に 出してください。
区 域 は 午 後 1 0 時まで に
出してください。）

ふとん・ジュータン類（丈夫なひもでしっかり結ぶ） 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）
敷物、マットレス
（スプリ

紙パック（洗って、開いて、乾かして）

※ 飲料や食品が入っていたビ

平成31年度（2019年度）保存版

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）
※食品・臭いのついたものは可燃ごみへ

日
日
10月
日
日
2月
日
日

6月

その他の色

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）

排出用の袋

7月

6月

日
日
9月
日
日
1月
日
日

5月

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）
色

ラベル
（シール）

5月

日
日
8月
日
日
12月
日
日

4月

※竹・笹・よしずは、長
さ80㎝以下に切断
してください。

無

4月

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

靴、スリッパ、鞄、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、ぬいぐるみ、紙オムツ類、再生できない紙類(カーボン紙等）、CD、MD
排出用の袋
（注）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。

粗大ごみ

ふた類

曜日

・

お菓子の袋

発泡スチロール

CDケース

ミックス
第
ペーパー

曜日

多 量 の ご み

事業活動によるごみ

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。

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1

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）
方法2
詳しくは、
リサイクル推進課へ（☎221−2404）

【分ければ資源、混ぜればごみ】
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方法1 リサイクル・再資源化を図ってください。
方法2 自己処理を行ってください。
方法3 市の認めた収集業者に依頼してください。
(有料）

※ 裏面もご覧ください

