※事業所から出るごみはごみステーションには出せません。
※不法投棄をした人は法律で処罰される場合があります。

※きれいにしてつぶれるものは
つぶして指定袋へ

油分を含まない
調味料

回収協力店の
回収容器へ

飲料用のペットボトル

※キャップ・ラベルは取り外し
プラスチック製容器包装へ

毎日

市役所・各市民センター等
拠点回収の回収容器へ

総合資源ステーション
「りすた稲熊」の回収容器へ

※キャップ・ラベルを取
り、軽くすすぎつぶ
して回収容器へ

青色のネット・コンテナへ

食品の空き缶

金属製のキャップ・ふた

アルミホイル
アルミ容器

※電池類は不燃ごみに
出さず、拠点回収、回
収協力店へ出してく
ださい。
陶磁器類

化粧品のびん

※割れたものは不燃ごみ

※水洗いして
コンテナへ

一升びん

※割れたものは不燃ごみ

※水洗いして
コンテナへ

・収集場所（１階の屋外）
１回につき５点
又は2,400円以内

・収集日
を打合せします。

※穴開けは不要
※残りがある場合は
「残りあり」と表記

※最後まで使い切って

カセット式ガスボンベ・スプレー缶

水銀体温計
水銀温度計
水銀血圧計

蛍光管

電池類

充電式電池

（蛍光管・電池類）
※白熱電球（蛍光管以外の電球）
及びLED電球→不燃ごみへ

収

ビールびん

※鋭利なものは紙等に包んで

・収集品目（5点まで）

※粗大ごみとは、指定袋大
（45ℓ相当）
に入らないもの又は
重さで袋が破れるものです。
大きさ・重さ別に300円・600円・900円・1,200円・2,400円
の手数料がかかります。

牛乳パック

新聞

新聞
雑誌

ダンボール

生き
びん

ガラスくず

使用済小型家電は、拠点回収
を行っています。資源物の分別
回収にご協力ください。
※裏面参照

●電話受付・
・
・

ダンボール

牛乳パック

古着

古着

生きびん

傘

予約時に

※詳しくは裏面を
ご覧ください。

回

食品のびん

小型家電製品
（家電4品目を除く）

※電池類や発火性危険ごみは、不燃ごみには出さないでください。

点

飲料のびん

ゲーム機
鏡

※水洗いしてつぶさずにコンテナへ

空きびん

金属製品

拠

飲料の空き缶

※生ごみは水気を切って

汚れた紙くず

ス テ ー シ ョン 収 集

飲料用のペットボトル
しょうゆ・酒類
（酒・焼酎・みりん）
の
※色付きのペットボトルも回収しています。
ペットボトル

※キャップ・ラベルを
取り、軽くすすぎ
つぶして指定袋へ

生ごみ
（水気を切って）

有料戸別収集

プラスチック製のキャップ

ご み︿ 必 ず 分 別 し て 出 し て く だ さ い ﹀

※きれいにしてたたむか折る
などして指定袋へ

拠点回収

資源物︿リサイクルするので︑きれいな状態で出してください﹀

ステーションに出す場合は、収集日当日の朝８時30分までに町内の決められた場所にきちんと分別して出してください。

小型家電
小型家電

乾電池

ボタン電池

・新聞（チラシ含む）、雑誌、ダンボー
ルはそれぞれひもでしばって出して
ください。
・牛乳パック
（内側が白いもの）は洗っ
て切り開いて出してください。
・古着（身につけるものや着る服で、
汚れたり破れたりぬれたりしていな
いもの）は中の見えるビニール袋に
入れて出してください。
・小型家電として回収できるものは
以下のとおりです。

毎日

回収日時・回収方法
などは各団体に
ご確認ください

毎週日曜
毎日

市役所・各市民センター等
拠点回収の回収容器へ

総合資源ステーション
「りすた稲熊」の回収容器へ

町内会や子ども会等
の資源回収
市役所、各市民センター等
の拠点回収へ
総合資源ステーション
「りすた稲熊」

回収できるもの

回収できないもの

電気や電池で動く家電製品
及びその付属品

パソコン、ディスプレイ
（ＣＲＴブラウン管含む）、
家電4品目、事業所から排出されるもの等
※拠点回収の場所は裏面をご覧ください。
R3・3

家電４品目

粗大ごみ
※大きさやメーカーによって
リサイクル料金が一部異なります。

家電４品目（テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン）を出したいときは、
リサイクル料金を支払わなければなりません。

テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ式）

2,700円（税抜）※

4,300円（税抜）※

（店により異なります。）

2,300円（税抜）※

トーエイ（株）

900円（税抜）※

方法❶ 有料戸別収集

①粗大ごみ受付センターへ電話します。

☎0564-65-5181

日通三河運輸（株）

●受付時間／月〜金曜日 午前8:30〜午後5:15
※ただし、祝日・年末年始を除く

岡崎取扱所（大平町字西上野107番地）

☎0564-22-8655

月〜土曜日（日曜日祝日・お盆・年末年始を除く）
午前９時〜正午、午後１時〜４時半

②収集してほしいごみとその料金、収集日、
収集場所などを打ち合わせします。

※土曜日は不定期で営業していない場合があります。直接お問い合わせください。

●収集日は、打ち合わせの時に決定します。
●高さ、幅、奥行きと、おおよその重さを伝えてください。
●収集場所は、
１階の屋外で収集車が通れる道路沿い等です。
●１回の申込につき５個又は2,400円までの収集となります。
●家の中までの収集は行いません。

家庭のパソコン
パソコンは、以下のリサイクルルートで処理してください。
不燃ごみ又は粗大ごみとして出すことはできません。
宅配業者による回収

送付された伝票を使用し、
郵便局等でリサイクル料金を支払います。
（有料時）

③

④メーカーからエコゆうパック伝票が送付されます。
⑤パソコンを簡易梱包し郵便局に持ち込む、又は戸口集荷を依頼
郵便局から再資源化センターへ配送されて
⑥
リサイクルされる。
※郵便局持ち込み、戸口集荷とも同一料金です。
※自作またはメーカーが不在の場合はパソコン3R推進協会（044-540-0576）へ回収を
依頼してください。
（https://www.pc3r.jp）

左記PCリサイクルマークが付いているパソコンには
リサイクル料金が含まれていますので②、③は不要です。

④予約した収集日にシールを貼って粗大ごみを出します。
●収集日の朝8時30分までに、指定場所へ出してください。
（時間の指定はできません。）
●予約内容に変更がある場合は、前日までにご連絡ください。
●「粗大ごみシール」に「受付番号または名前」を記入して、粗大ごみの目立つ
ところに貼ってください。
●立ち会いは不要ですが、家電リサイクル法対象品目を収集する場合のみ、
指定された時間に立ち会いが必要です。

拠点回収
〜総合資源ステーション りすた〜

各3,000円
（税抜）

CRT（ブラウン管）ディスプレイ
CRT（ブラウン管）ディスプレイ一体型パソコン

各4,000円
（税抜）

毎日 午前９時〜午後４時
回収日時 （雨天も実施）
※年末年始、暴風雨時を除く

回収場所

りすた稲熊
（稲熊町字7丁目17番地1）

八帖クリーン
センター
☎056422-5436

北部一般廃棄物
最終処分場
☎056427-7101

3分別

（紙製容器包装・ペットボトル・
プラスチック製容器包装）

空き缶・空きびん 月〜金曜日（祝日含む）
午前８時３０分〜午後４時
・生きびん
土曜日（祝日含む）
発火性危険ごみ
午前８時３０分〜午前１１時３０分
・有害ごみ
資源物

（新聞・雑誌・ダンボール
・牛乳パック・古着）

月〜金曜日
（祝日含む）
午前８時３０分
〜午後４時
土曜日
（祝日含む）
午前８時３０分
〜午前１１時３０分

不燃ごみ

小型家電

【可燃・不燃】 【可燃のみ】
月曜日〜金曜日 月曜日〜金曜日
（祝日含む）
（祝日含む）
午前8時30分
午前8時30分
〜午後4時
〜午後4時
土曜日
土曜日
（祝日含む）
（祝日含む）
午前8時30分
午前8時30分
〜午前11時30分
〜午前11時30分

粗大ごみ

（

埋立ごみ

）

陶磁器類・ガラスくず
コンクリート・ブロック
レンガ・土砂など

月曜日〜金曜日
（祝日含む）
午前8時30分
〜午後4時

【受付時の注意事項】
●受付では、住所を確認するための身分証明書（例：運転免許証）
をご用意ください。
●分別されていないごみは受付できません。
（粗大ごみは可燃と不燃、それ以外はステーション
収集、拠点回収と同じように袋に入れて分別してください。）
●ごみ処理手数料は、車両１台につき10kgあたり70円です。ただし、100kg以下は、手数料が
発生しません。
●場内では、資源物、可燃ごみ、不燃ごみの順に降ろすので、車にごみを積むときはご留意ください。
●１日に搬入できる数量に制限があるごみ、前処理が必要なごみ、受付できないごみがあります
ので、詳しくは、各施設へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
●各施設の混雑を防ぐため、少量の場合はごみステーションへお出しください。

【注意事項】

●岡崎市外で発生したごみは、持ち込みことができません。
ごみが発生した地域の自治体にお問い合わせください。

〜市役所、市民センターなどで行う拠点回収〜
回収日時
毎週日曜日午前９時〜午後４時（雨天も実施）※年末年始、暴風雨時を除く
市役所（東立体駐車場 北側駐車場）
矢作市民センター（宇頭町）
高年者センター岡崎 南駐車場（美合町）六ツ美市民センター（六ツ美支所に隣接）
南部乳児保育園（南部市民センター分館に隣接） 中央市民センター（上六名3丁目）
大平市民センター（大平支所に隣接） 北部地域交流センター（岩津支所に隣接）
東部市民センター（東部支所に隣接） 額田支所（樫山町）
岩津市民センター（岩津町）

回収場所

（右記料金表は目安です。メーカーにより料金が異なる場合があります。）

可燃ごみ

●「粗大ごみシール」は払戻しが
できません。粗大ごみ受付センターに
予約してから購入してください。

詳しくはリネットジャパンリサイクル（株）のホームページを確認するか、電話でお問い合わせください。
☎0570-085-800（10時〜17時）
①メーカー受付窓口へ回収を依頼
メーカーによる回収 各メーカーにお申し込みください。
②メーカーからリサイクル料金振込伝票が送付されます。
（有料時）

PCリサイクルマークが購入時から貼付していない
家庭のパソコンは、右記による回収再資源化料金が
必要になります。

中央クリーン
センター
☎056427-7153

分別の種類

●家電リサイクル法対象品目は、
家電リサイクル券も用意してください。
⇨「家電４品目」をご覧ください。

・インターネット
（https://www.renet.jp/）で回収をお申込みいただき、宅配業者がご希望の日時に自宅回収に伺います。
・パソコン本体を含む回収１回につき、
１箱の宅配回収料金が無料になります。
・個人情報等のデータはご自身で消去してから出してください。※データ消去サービス
（有料）もあります。

○キーボード、マウス、ケーブル、コネクタ等の付属品はパソコンと一緒に排出すればメーカーで引き取ります。
○リサイクル料金は各メーカーにお問い合せください。
○プリンター、スキャナー等の周辺機器は対象外です。➡ 拠点回収もしくは不燃ごみ又は粗大ごみ

直接搬入の受付時間（年末年始を除く）

③粗大ごみシールを購入します。

協力事業者のリネットジャパンリサイクル（株）
にお申し込みください。

CRT（ブラウン管）
ディスプレイ

車にごみを積んで、クリーンセンターの時間内に
お持ち込みください。

☎0564-22-2000

月〜土曜日（日曜日祝日・お盆・年末年始を除く）
午前８時〜正午、午後１時〜４時半

を支払う。

クリーンセンターへ持ち込み

方法❷ （粗大ごみや大量に出た家庭ごみ）

家庭の粗大ごみを収集してほしい時は、
粗大ごみ受付センターにお申し込みください。

指定引取場所

岡崎営業所（大平町字建石16番地1）

直接持ち込む。

指定袋に入らない・口がしばれない・
重さで袋が破れるものが粗大ごみです！

