
保冷剤

カイロ

紙袋

宛名シールは、
はがすか切り
取って「燃やせ
るごみ」へ

お菓子の箱

はがき

封筒

窓付き封筒

ティッシュの箱

ビニールの部分は切り
取って「燃やせるごみ」へ

ビニールの部分は
外して「プラ容器」へ

メモ帳
ノート

OA紙

お菓子の袋

レジ袋

パンなどの袋

玉子のパック

豆腐のパック

弁当のパック

カップ麺の容器

ごみの分け方 出し方
＜保存版＞ R4.4～

ごみごん

●家庭ごみは、収集日の朝5時～8時30分までに出してください。
●ごみは、市の指定ごみ袋に入れ、口を縛って出してください。
●1回の排出は45リットルサイズの袋で2袋までを目安としてください。
※収集時間は交通事情や排出量により異なります（午後になる場合もあります）。
※事業所（店舗・事務所等）のごみは家庭ごみの集積所には出せません。

●問い合わせ先 ごみコールセンター ☎077（528）2761 受付時間：平日8時40分～ 17時25分（土・日・祝休日・年末年始を除く）

生ごみ 枝・木くず プラスチック製品草類 使い捨てライ
ター・チャッ
カマン

汚れたプラス
チック製容器

カイロ・保冷剤
湿布・乾燥剤

長さ40㎝未満、太さ
5㎝未満に切って
指定袋に入れる。

土を落とし、乾か
す。一度に多量に
出さない。

バケツ、洗面器、ＣＤ、レコード、タッパー、カセット
テープ、ビデオテープなど、プラスチックでできた製品
※プラスチック製容器包装ではありません。

洗っても汚れや匂
いが取れないもの使い切って出す。

燃やせるごみ
週２回

曜日

燃やせないごみ
月１回

第 曜日
紙ごみ　月２回
第

曜日
プラスチック製
容器包装

週１回 曜日
びん　
月１回

第 曜日
かん　
月２回

第1・3 曜日

ペットボトル
月２回

第2・4 曜日

充分に水を切る。

電球・蛍光灯 傘

新品の入っていた箱に入れる、
または紙に包んで出す。

小型家電製品

電池やバッテリーは
取り外す。充電池・
バッテリーは販売店へ。

小型金属・陶磁器・ガラス類

危険なものは、紙に包むなど安全な
工夫をする。ペンキは使い切って出す。

哺乳びんなど耐熱びん、ごま油など汚れや匂いが
落ちないもの、化粧品など口に含むもの以外のびん。
※飲食用のびんは、「びんの日」に出してください。

飲食用以外のびん コイン形電池
（型番CR・BR）

テープを貼って絶
縁する。（ボタン形
電池は販売店へ）

新聞 段ボール 雑誌・雑がみ

３種類に分け、それぞれをひもでくくって出す。
※古紙問屋との取り決めで、ビニール袋での排出は不可。

雑がみの分別にご協力を！
細かいものは、雑誌などに挟む、または
紙袋に入れてからひもでくくってください。

プラマークがあるもので、
汚れていないもの

袋類 パック・カップ類 ボトル類

ポンプは燃やせるごみへ。

ラベル・キャップ ネット類 発泡スチロール・
エアクッション
など緩衝材

大きなものは小さく砕く。

令和4年3月まで

無色透明 無色透明、茶色 ＋ その他色茶色

飲食用のびん飲食用のびん

ジュースのびん、調味料のびん、栄養ドリンクのびんなど
口に含めるものが入っていたびん

飲料用のアルミ缶
スチール缶

缶詰

アルミ缶はできるだけ地域の集
団資源回収に出してください。

水洗いし、切り口は中へ。

スプレー缶・カセットボンベ

車両火災の原因になるため、必ず中身を完全に出
し切ってください（穴を開ける必要はありません）。

アウトドア用の
ガスボンベ

キャップとラベルは「プラス
チック製容器包装」へ。

中を洗い、容積が少なくな
るようにつぶす。

◆◇長さ40㎝以上の大きさ、または重さが5㎏以上のも
のは「大型ごみ」になります。

◆◇紙類や古着・古布は、できるだけ地域の集団資源回
収に出してください。

◆◇油類は布や紙にしみこませてください。
◆◇在宅医療廃棄物はプラマークがついていても「燃や
せるごみ」です。

※処理：焼却し、出た灰は埋め立てています。
◆◇指定袋の口が縛れない大きさ、または重さが5㎏以上
のものは「大型ごみ」になります。

　（傘や蛍光灯は袋から一部が出ても可です）
◆◇電池類は必ず取り出してください。乾電池は市民セ
ンターの回収箱へ、充電式電池・バッテリー・ボタ
ン電池は販売店の回収ボックスへ。

※処理：破砕し、資源となる金属を取り出して売却し
た後、埋め立てています。なお、小型家電製品は、
資源としてリサイクル業者に引き渡します。

◆◇新聞、段ボール、雑誌・雑がみの3種類に分け、それ
ぞれひもでくくって出してください。

　（古紙問屋との取り決めです。新聞販売店が配るビニ
ール袋では出さないでください）

◆◇地域で集団資源回収がある場合は、そちらに出して
ください。（ビニール袋可の場合あり）

※処理：古紙問屋に売却しています。その後は製紙工
場で再生紙に生まれ変わります。

◆◇リサイクルされるので、きれいなものが対象です。
プラマークがあっても軽く洗って汚れや匂いが残る
ものは「燃やせるごみ」へ。

◆◇容器や包装でないプラスチック製品（バケツ、CD、
タッパーなど）は、「燃やせるごみ」へ。

◆◇二重袋にせず、直接指定袋に入れてください。
※処理：施設で異物や汚れたものを除去し、日本容器
包装リサイクル協会に引き渡しています。

◆◇フタを取り、中をすすいで、指定袋に入れて出して
ください。

◆◇はがしにくいラベルは、そのままで結構です。
◆◇ビールびんなどのリターナルびんは、できるだけ販
売店などに返してください。

※処理：資源として引き渡します。
※令和4年4月から分別方法を変更しました。

※かんの処理：アル
ミとスチールに分
け、資源として売
却しています。
※ペットボトルの処
理：日本容器包装
リサイクル協会に
引き渡しています。

※休日明けは電話が混み合い、特に午前中はつながりにくくなっています。

色ごとに袋を
分けていましたが、
分けずに、
一緒の袋で
出して下さい。

令和4年4月から 
New!



LINEを活用した大型ごみの
収集・搬入申込みができます

小型家電製品の
廃棄について

　小型家電製品については、電池・バッテ
リーを外して『燃やせないごみの日』に出す
ことをお願いしています（5kg以上は大型
ごみになります）。『燃やせないごみ』で回
収後、施設で分別し、リサイクルされます。
　プラスチック素材等を多く含む製品で
あっても、電気（電池・バッテリーを含む）
で動く製品は、『燃やせないごみの日』に
出してください。

【小型家電製品】 （具体例）

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

洗う 開く 乾かす 束ねる

集積所に出せないごみの出し方 詳しくは ごみコールセンター ☎528-2761

家電リサイクル品 その他の電池

市で処理できないもの

パソコン

大型ごみ（戸別有料収集） 牛乳パック

乾電池

●出し方 ①販売店に引き取りを依頼する。
 ②メーカーの指定引取り場所に持ち込む。 
 ③市に収集・運搬を依頼する。
●注　意　リサイクル料金（メーカーや大きさで異なります）
が必要です。①③はさらに収集運搬手数料がかかります。

●回収場所　各市民センターの回収ボックス
（スーパーなどのボックスに出していただいても、雑がみと
して「紙ごみの日」に出していただいても結構です）

●回収場所　各市民センター、小中学校、市役所新館3階
廃棄物減量推進課の回収ボックス

●注　意　充電式電池やバッテリーは入れないでください。

●回収場所　電気店などの販売店の回収ボックスに入れてく
ださい。
※電動アシスト自転車や掃除機など電化製品のバッテリーで
回収ボックスに入らないものは、販売店にお渡しください。

市では回収できませんので、各相談窓口へお尋ねください。
●カセットコンロ用ボンベ（中身入り）
･･･カセットボンベお客さまセンター　☎0120－14－9996
●スプレー缶・エアゾール缶（中身入り）

･･･日本エアゾール協会　☎03－5207－9850
●FRP船･･･日本マリン事業協会リサイクルセンター

☎03－5542－1202
●プロパンガス、自動車・自動車部品、自動二輪・自動二
輪部品、タイヤ、自動車用バッテリー、消火器、灯油、
農薬などの薬品、塗料、ピアノ、温水器、太陽光パネル

･･･販売店などに相談してください。
●注射器･･･交付された医療機関に相談してください。

●収集日　地域や月によって異なります。広報おおつやホー
ムページ、ごみコールセンターでご確認ください。
●出し方　収集希望日の1週間前までにごみコールセンター
（☎528-2761）へ電話して申し込んでください。
　LINEでも申し込みができます。
手順①　出すごみの品目と数、重さを確認する。
②　ごみコールセンターに電話し、収集日と場所を決める。
③　ごみ処理手数料券を購入し、ごみに貼る。
④　収集日の8時30分までに出す。
（5点を超える場合は立会いが必要です）

●収集料金 10㎏未満………………350円 ※いずれも税込み
（1個あたり） 10㎏以上30㎏未満 ……700円
 30㎏以上60㎏未満 …1,400円
 60㎏以上…………… 2,800円
●注　意　▶収集車が安全に駐車できる場所に排出してく
ださい（運び出しのお手伝いはできません）。▶申し込み
内容と異なるものや、手数料券が貼っていないもの、手
数料券の金額が不足する場合は収集できません。

メーカー等がリサイクルを行っており、市では回収できません。
●対象品目　ディスプレイ、キーボード・マウス（本体と同
時に申し込む時のみ）、デスクトップパソコン本体、ノート
パソコン
●対象外のもの　プリンター、キーボード・マウス（単体）、
スキャナ、ワープロ
●出し方　お手持ちのパソコンメーカーまたはパソコン3R推
進協会☎03-5282-7685へ申し込んでください。
■小型家電の宅配便回収サービスも利用できます
サービス事業者であるリネットジャパンリサイクル㈱と大津市
の協定により、パソコンを含む1箱分の料金が無料になります。
手順①　リネットジャパンリサイクルのホームページ
　　　　（http://www.renet.jp/）
　　　　から申し込む。
②　たて・よこ・高さの合計140㎝
　　以内の段ボール箱に詰める。

　　　　（重さは20㎏以内）
③　宅配業者が回収に来る。 分けなび

ごみカレンダー付き分別辞典
ごみ分別アプリ「分けなび」
地域別のごみカレンダーが表示されるほか、
ごみの分け方・出し方が検索できます。
スマートフォンやタブレットに無料でダウンロー
ドできますので、ぜひご活用ください。

検索

■ボタン形電池（型番SR・PR・LR）　■小型充電式電池

エアコン
テレビ

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機

衣類乾燥機

メーカー等がリサイクルを行っており、市では処理できません。

洗って板状に開き、乾燥させてから出してください。

事業者による回収となり、市では回収できません。

筒形乾電池または９Ｖ角形電池
が対象です。

※コイン形電池は「燃
やせないごみ」へ。

ごみ減量は正しいごみの分別から

みんなの力でごみ量を削減しよう！
■家庭から出るごみが増加しています！
　市では、平成26年から紙ごみ収集を始めるなど、様々なごみ減量
施策を展開しており、平成28年度まではごみ量が減少していました。
　しかし、平成29年度から資源ごみを除いた家庭から出るごみが
増加に転じました。令和2年度のごみ量は平成28年度比で7.3％の
増加となっています。

■ごみが増えた原因は？
　平成28年度以降家庭ごみの中で一番増加率が大きかったのが
燃やせないごみになります。
　令和2年度に家庭から出された燃やせないごみの組成を調査した
ところ、資源になる飲食用の無色透明びんと茶色びんが合わせて
7.4％も含まれていました。
　また、飲食用その他のびんも8.3％含まれていました。

■正しい分別でごみ量を削減！
●令和4年4月からびんの分別方法が変わります
　これまで「燃やせないごみの日」に収集していた「緑色や青色などの色びん」を「びん
の日」に出していただくことになります。
　また、びんの色ごとに袋を分けずに、すべて一緒の袋で出していただけます。
※化粧品のびんなど飲食用以外のびんや哺乳瓶などの耐熱びんについては、引き続き
「燃やせないごみの日」に出してください。

68,000
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ごみ排出量（燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみ）

燃やせないごみの組成

ガラスびん
17.39その他不燃物
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その他可燃物
4.75

プラ製品等
10.83

その他
ガラス、鏡等
6.21

陶器
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その他
金属類
13.01

小型家電製品
17.46

電池
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電球、
蛍光管
0.75 （単位：％）

ドライヤー

電気ケトル

小型扇風機

電子体温計

電卓

腕時計

ゲーム機
電話機

　令和3年4月から、大型ごみの収集・搬入申込みがスマートフォ
ンなどで利用できるコミュニケーションアプリ「LINE」からでき
るようになりました。
　市のLINE公式アカウントを友だち登録することで、大型ごみ
の戸別収集と自己搬入の申込みが、24時間いつでも可能となりま
すので、ぜひご活用ください。

手続きの詳細はこちら
詳細な申込の流れについては
ホームページをご確認ください

お問い合せ先
●大型ごみ等申込みサービスに関して
　廃棄物減量推進課　528-2802
●大津市公式LINE公式アカウントに関して
　イノベーション戦略室　528-2727

左の二次元コードを読み取るか、
LINEのID検索で@otsu_city
を検索し友だち追加をお願い
します。 

市の公式アカウントの登録はこちら


