
頻度

週
２
回

月
２
回

無色ビン 茶色ビン その他ビン ガラス・陶磁器 蛍光灯・電球 古　布 紙パック
第１週
火曜 第２週
火曜 第３週
火曜 第４週
火曜 第４週
火曜 第３週
水曜
(偶数月) 第３週
水曜
(偶数月)

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

■ 中継センター（旧 クリーンセンター）■
　　　住所：小美玉市堅倉1725-2　TEL 0299-48-1571
  ◇受付日：月～金曜 （祝日除く）  ※土日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間：８時30分～15時30分
　◇その他：「燃やすごみ」,「カン金属」,「ペットボトル」は，持ち込み不可
　　　　　　　　※令和3年3月15日～31日の間は一時休業

燃やすごみ
（可燃ごみ） 月・木曜

市指定ごみ袋
大45L,中30L,小20L

・紙くず ・貝がら ・木くず
・皮革類 ・紙おむつ ・ゴム製品
・生ごみ ・プラスチック類
・発泡スチロール ・草花類
・布団（ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ）　など

◎市指定ごみ袋を必ず使用する。（使用しない場合は回収不可）
　　※大45L10枚 200円、中30L10枚 150円、小20L10枚 100円。（市内小売店等で販売）
◎袋の口を2重にしっかり結ぶ。（ビニールが避けるほどごみを詰め込まない）
◎袋の中の空気を抜く。（空気が残ると袋が破れごみが散乱する恐れあり）
◎市指定ごみ袋に「地区名・氏名」を記入する。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」。
◎食用油は，古紙や布にしみこませるか凝固剤で固める。
◎生ごみはしっかり水分を落とす。（コンポスト・生ごみ処理機の購入補助あり）
◎草花類は，土をよく落とし天日で乾燥させる。
◎木枝板切れは，長さ60cm・太さ５cm以内，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
　　※ごみの野外焼却は法律で原則禁止。煙による周辺への迷惑に配慮する。
◎布団は，市指定ごみ袋に入らない場合，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
◎農業用の使用済プラスチック（ビニール等）は不可。

ビ
ン

無色ビン
第１週
火曜

月
１
回

ガラス・陶磁器

第４週
火曜

◎ビンの分別は，口元の色で判断する。
◎すりガラス状のビンで口元が無色透明なものは「無色ビン」。
◎無色に見えても，うすく色が付いているものは「その他ビン」。
◎中身はすべて取り除き，水で軽く洗う。
　 ※水にひたし、可能な限りラベルをはがす。
◎キャップをはずす。　（金属製は「カン・金属」。プラスチック製は「燃やすごみ」）
◎コップ・板ガラスなど，ビン以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器」。
◎ブランデー・化粧品などの容器に使われる陶製のビンは「ガラス・陶磁器」。
◎農薬や劇薬の入っていたものは「カン・金属」。

茶色ビン
第２週
火曜

・ビールビン
・栄養ドリンク など

分別の種類 収　集　日 容 器 ご み の 種 類 出　　す　　と　　き　　の　　注　　意

その他ビン
第３週
火曜

・青，緑，黒色のビン など

・牛乳ビン
・無色の一升ビン など

※コンテナサイ
ズ　：外寸５３
×３７×３１ｃ
ｍ程度

※コンテナは回
収しやすいよう
整理してくださ
い

カン・金属
第２・４週

水曜

・空缶 ・小型電気製品 ・電池
・調理器具 ・おもちゃ ・雑貨品
・スプレー缶 ・LED照明器具　など

◎ガラス製品は，ビン以外のものを出す。
　 ※蛍光灯・電球とは別のコンテナを使用する。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出す。
　 ※細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。

蛍光灯・電球

・蛍光灯 ・電球 ・ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
・水銀体温（温度）計　など

◎細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。
　 ※ガラス陶磁器とは別のコンテナを使用する。
◎ＬＥＤ照明器具（蛍光灯型・電球）は「カン・金属」。

ペットボトル
第１・３週

水曜

・清涼飲料 ・しょうゆ等調味料
・酒類 ・乳飲料用のペットボトル

◎識別マークがついているもの。
◎中を水で軽く洗う。
◎キャップ・ラベルをはずす。
◎はずしたキャップ・ラベルは「燃やすごみ」。
◎コンテナに入りきらない場合はつぶす。

・茶わん ・せともの ・花ビン
・コップ ・板ガラス など

◎金属以外の素材のものは，出来る限り製品から取り外す。傘のビニールは取り外す。
◎ライターはガス燃料を使い切る。スプレー缶は中身を使い切り穴を開ける。
◎小型家電は電池バッテリーを取り外す。電気コードは根元から切り束ねる。
　※電池（小型充電式を含む）は，出来る限り小売店の店頭回収を利用する。
◎カッターの刃・針・釘等はスチール缶に入れる。包丁は刃にテープを貼る。
◎コンテナに入らないものは「粗大ごみ」。

月
２
回

第１・３週
金曜

ひも

・新聞 ・雑誌 ・ダンボール ◎「新聞（ﾁﾗｼ,ｺﾋﾟｰ用紙）」,「雑誌（書籍等）」,「ダンボール」に分ける。
◎種類ごとに，ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可）
◎油付着の紙，カーボン紙，防水加工紙などは「燃やすごみ」。
◎不適物（粘着テープ，ビニール，金属，プラスチックなど）は取り除く。
◎水に濡らさない。（濡れ汚れがひどいものは不可）
◎油染み，ろう塗布，匂いがついたダンボールは「燃やすごみ」。

◎透明のビニール袋に入れる。　※指定ごみ袋の使用は不要。
◎綿・スポンジが入ったもの，ビニール・羽毛・革・フリース素材は不可。
◎汚れ・濡れがひどいものは「燃やすごみ」。
◎水に濡らさない。（濡れたものは不可）

◎識別マークがついているもの。
◎ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可。）
◎パックを開き，水で軽く洗う。
◎乾かした上でひもでまとめる。

古　紙

ペットボトル 古　紙カン・金属

第１・３週
水曜 第１・３週
金曜第２・４週
水曜
燃やすごみ
（可燃ごみ）

月・木曜

粗
大
ご
み

 粗大ごみの処分方法

廃
家
電
４
品
目

テレビ，冷蔵庫，洗濯機，乾燥機等の処分方法
　　法令により市では処分できないため，以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 郵便局でリサイクル券を購入ください。
　　　※料金はメーカ・品目により変わります。下記に問合せください。
　　　　◎家電リサイクル券センター　TEL 0120-319-640
　② 本庁１F 環境課窓口で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　③ 申込みの際，収集運搬手数料1,500円を支払いください。
　④ 第４水曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　⑤ 対象品に収集運搬券を貼り，自宅前に出してください。
３．指定引取所へ自分で持ち込む
　・ 方法や営業日時は，直接問合せください
　　　◎ｲﾊﾞﾗｷ流通ｻｰﾋﾞｽ（かすみがうら市内）　℡029-832-1800
　　　◎ヤマガタ（ひたちなか市内）　℡029-285-5926

ごみ処理施設への直接搬入　　回収が困難なため，集積所には出せません。以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 本庁１F 環境課窓口で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　② 申込みの際，処理運搬手数料を支払いください。
　    ※以下，大きさにより手数料が変わります。
　　　   ◎ 大1,000円・中500円・小300円
　③ 第４水曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　④ 対象品に粗大ごみ処理券を貼り，自宅前に出してください。
３．処理施設へ自分で持ち込む
　・ 右記「ごみ処理施設への直接搬入」を参照ください。

◇ごみ処理施設へ直接ごみを持ち込むことができます。
　・ 持ち込む際は，市の分別ルールに従い事前に分けてください。
　・ 「燃やすごみ」は，市の指定袋に入れる必要はありません。
　・ 持ち込んだ量に応じて，以下の手数料がかかります。
　　　　【生活系】10Kg/100円　【事業系】10Kg/200円
　　　 ※自動精算のため，千円札または小銭を用意ください。
　・ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始など連休時は大変混雑します。
　　　 ※集積所に出せるごみは少しずつ出してください。

■ 霞台クリーンセンターみらい（旧 環境センター）■
　　　住所：小美玉市高崎1824-2　TEL 0299-26-0246
  ◇受付日：月～土曜 (祝日含む)  ※日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間： ８時30分～16時30分

収
集
・
処
理
で
き
な
い
ご
み

 １．集積所に出せないごみ
　　①．粗大ごみ・廃家電４品目
　　　◇上記を参照ください。
　　②．多量ごみ・事業ごみ
　　　◇大掃除に伴う多量のごみ，また，事業活動に伴うごみは，
　　　 　処理施設へ直接搬入するか，許可業者に依頼してください。

 ２．市で処理できないごみ
　 ①．産業廃棄物
　　　◇産業廃棄物は，法令により，市では処理できません。
　　  ◇下記または許可業者に依頼して適正に処理ください。
　 ②．処理困難物
　　 ◇以下は，処理施設では処分できません。
　 　　タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
　 　　土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ（原付含む）
　 　　船舶・ピアノ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸﾚﾝｶﾞ・大型木材・鉄骨・タイル
　 　　瓦・消火器・農業ﾋﾞﾆｰﾙ・ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ材・ﾄﾞﾗﾑ缶・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞなど
　　 ◇下記または販売店，専門業者に問合せください。

　◎茨城県産業資源循環協会 TEL029-301-7100

小
型
家
電

◇本庁舎，小川支所，玉里支所に回収ボックスを設置しています。
◇主な回収品目は，以下のものです。
　携帯電話・スマートフォン，デジタルカメラ，電卓・計算機，ゲーム機
　ICレコーダー，磁器ディスク装置,パソコン（ノート型）,タブレット端末
　ポータブルDVD,携帯音楽プレーヤー，ラジオ,カーナビ,電子辞書
　補聴器,ドライヤー,電気かみそり,電話機,電子体温計,電動歯ブラシ
　デジタル歩数計,電子ヘルスメータ,ACアダプター等コード類
　※リモコン,充電器,充電式電池の付属品も含む
◇ 上記品目は，コンテナに入る場合，カン金属として出せます。

草
木

◇処理施設への直接搬入に限り，草木ﾘｻｲｸﾙとして受付ます。
◇刈草・剪定枝が対象です。（根，竹，加工材等は不可）
◇直接搬入に限り，長さ1.5m・太さ15cm以内となります。
　　※このサイズで集積所に出した場合は回収できません。

古　布
第３週
水曜

(偶数月)

隔
月
1
回

透明ビニール袋

・上着 ・ズボン ・セーター 肌着
・靴下 ・シーツ ・カーテン
・布団カバー等

紙パック

ひも

・牛乳パック
・ジュースパック
・酒類パック など

美
野
里
Ａ

【★】

【★】

【 対象地区 】

・堅倉地区（15地区）

堅倉，大曲，仲丸，西明地，小岩戸，上小岩戸，西郷地，柴高，上鶴田，下鶴田，長砂

三箇，先後，橋場美，清風台

・納場地区（12地区）

張星，部室，納場，江戸，江戸住宅，羽刈，五万堀，北浦，高田，手堤，大笹，寺崎

【★】

お問い合わせ先

〇ごみ分別・収集について

小美玉市役所 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111
〇施設への持ち込みについて

右の処理施設へ直接お問い合わせください

【★】【★】

ごみ出しのルール ※下表内の★印は令和３年度から変更となる箇所です。

品目別出し方一覧表ほか

関連情報はQRコードから

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】【★】

・ごみ集積所に出す場合，収集当日 朝８時００分 までに出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は，利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

【★】【★】

　　至 羽鳥駅

● タイヨー
　● みの～れ 小美玉市役所 水戸信金 ●   

GS ● セブンイレブン ●　  ● 　新澤医院 ● 　
至 石岡　　 至 水戸

ローソン ● 　● セイミヤ 郵便局 ● GS ● 旅館かどや ● 

　● 焼肉   
　● 堅倉小学校

至 玉里　　 ●
太陽保育園

　● トーカイガス 至 西郷地

　　至 小川 　　至 鉾田

※周辺道路・施設構内では、地域住民や他の施設利用者に配慮し、法定速度を順守し安全運転を心がけてください。

【国道６号】

★ 中継センター 【県道 上吉影岩間線】

【県道 玉里水戸線】
看板

看板

【★】【★】【★】【★】【★】【★】

可燃ごみ量は１人1日806ｇです（前年比16g増）

10%削減を目指しましょう！

【★】

Administrator
テキストボックス
資料４



頻度

週
２
回

月
２
回

無色ビン 茶色ビン その他ビン ガラス・陶磁器 蛍光灯・電球 古　布 紙パック
第１週
月曜 第２週
月曜 第３週
月曜 第４週
月曜 第４週
月曜 第２週
水曜
(偶数月) 第２週
水曜
(偶数月)

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

出　　す　　と　　き　　の　　注　　意

■ 中継センター（旧 クリーンセンター）■
　　　住所：小美玉市堅倉1725-2　TEL 0299-48-1571
  ◇受付日：月～金曜 （祝日除く）  ※土日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間：８時30分～15時30分
　◇その他：「燃やすごみ」,「カン金属」,「ペットボトル」は，持ち込み不可
　　　　　　　　※令和3年3月15日～31日の間は一時休業

燃やすごみ
（可燃ごみ） 火・金曜

市指定ごみ袋
大45L,中30L,小20L

・紙くず ・貝がら ・木くず
・皮革類 ・紙おむつ ・ゴム製品
・生ごみ ・プラスチック類
・発泡スチロール ・草花類
・布団（ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ）　など

◎市指定ごみ袋を必ず使用する。（使用しない場合は回収不可）
　　※大45L10枚 200円、中30L10枚 150円、小20L10枚 100円。（市内小売店等で販売）
◎袋の口を2重にしっかり結ぶ。（ビニールが避けるほどごみを詰め込まない）
◎袋の中の空気を抜く。（空気が残ると袋が破れごみが散乱する恐れあり）
◎市指定ごみ袋に「地区名・氏名」を記入する。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」。
◎食用油は，古紙や布にしみこませるか凝固剤で固める。
◎生ごみはしっかり水分を落とす。（コンポスト・生ごみ処理機の購入補助あり）
◎草花類は，土をよく落とし天日で乾燥させる。
◎木枝板切れは，長さ60cm・太さ５cm以内，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
　　※ごみの野外焼却は法律で原則禁止。煙による周辺への迷惑に配慮する。
◎布団は，市指定ごみ袋に入らない場合，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
◎農業用の使用済プラスチック（ビニール等）は不可。

ビ
ン

無色ビン
第１週
月曜

月
１
回

・牛乳ビン
・無色の一升ビン など

ガラス・陶磁器

第４週
月曜

・茶わん ・せともの ・花ビン
・コップ ・板ガラス など

◎ビンの分別は，口元の色で判断する。
◎すりガラス状のビンで口元が無色透明なものは「無色ビン」。
◎無色に見えても，うすく色が付いているものは「その他ビン」。
◎中身はすべて取り除き，水で軽く洗う。
　 ※水にひたし、可能な限りラベルをはがす。
◎キャップをはずす。　（金属製は「カン・金属」。プラスチック製は「燃やすごみ」）
◎コップ・板ガラスなど，ビン以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器」。
◎ブランデー・化粧品などの容器に使われる陶製のビンは「ガラス・陶磁器」。
◎農薬や劇薬の入っていたものは「カン・金属」。その他ビン

第３週
月曜

・青，緑，黒色のビン など

分別の種類 収　集　日 容 器 ご み の 種 類

茶色ビン

蛍光灯・電球

・蛍光灯 ・電球 ・ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
・水銀体温（温度）計　など

◎細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。
　 ※ガラス陶磁器とは別のコンテナを使用する。
◎ＬＥＤ照明器具（蛍光灯型・電球）は「カン・金属」。

ペットボトル
第２・４週

水曜

月
２
回 ・清涼飲料 ・しょうゆ等調味料

・酒類 ・乳飲料用のペットボトル
◎識別マークがついているもの。
◎中を水で軽く洗う。
◎キャップ・ラベルをはずす。
◎はずしたキャップ・ラベルは「燃やすごみ」。
◎コンテナに入りきらない場合はつぶす。

カン・金属
第１・３週

水曜

・空缶 ・小型電気製品 ・電池
・調理器具 ・おもちゃ ・雑貨品
・スプレー缶 ・LED照明器具　など

◎金属以外の素材のものは，出来る限り製品から取り外す。傘のビニールは取り外す。
◎ライターはガス燃料を使い切る。スプレー缶は中身を使い切り穴を開ける。
◎小型家電は電池バッテリーを取り外す。電気コードは根元から切り束ねる。
　※電池（小型充電式を含む）は，出来る限り小売店の店頭回収を利用する。
◎カッターの刃・針・釘等はスチール缶に入れる。包丁は刃にテープを貼る。
◎コンテナに入らないものは「粗大ごみ」。

※コンテナサイ
ズ　：外寸５３
×３７×３１ｃ
ｍ程度

※コンテナは回
収しやすいよう
整理してくださ
い

◎ガラス製品は，ビン以外のものを出す。
　 ※蛍光灯・電球とは別のコンテナを使用する。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出す。
　 ※細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。

第２週
月曜

・ビールビン
・栄養ドリンク など

ひも

・牛乳パック
・ジュースパック
・酒類パック など

◎識別マークがついているもの。
◎ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可。）
◎パックを開き，水で軽く洗う。
◎乾かした上でひもでまとめる。

古　布
第２週
水曜

(偶数月)

隔
月
1
回

透明ビニール袋

・上着 ・ズボン ・セーター 肌着
・靴下 ・シーツ ・カーテン
・布団カバー等

紙パック

◎透明のビニール袋に入れる。　※指定ごみ袋の使用は不要。
◎綿・スポンジが入ったもの，ビニール・羽毛・革・フリース素材は不可。
◎汚れ・濡れがひどいものは「燃やすごみ」。
◎水に濡らさない。（濡れたものは不可）

ペットボトルカン・金属 古　紙

第２・４週
水曜第１・３週
水曜 第２・４週
木曜

 粗大ごみの処分方法

廃
家
電
４
品
目

テレビ，冷蔵庫，洗濯機，乾燥機等の処分方法
　　法令により市では処分できないため，以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 郵便局でリサイクル券を購入ください。
　　　※料金はメーカ・品目により変わります。下記に問合せください。
　　　　◎家電リサイクル券センター　TEL 0120-319-640
　② 本庁１F 環境課窓口で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　③ 申込みの際，収集運搬手数料1,500円を支払いください。
　④ 第４水曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　⑤ 対象品に収集運搬券を貼り，自宅前に出してください。
３．指定引取所へ自分で持ち込む
　・ 方法や営業日時は，直接問合せください
　　　◎ｲﾊﾞﾗｷ流通ｻｰﾋﾞｽ（かすみがうら市内）　℡029-832-1800
　　　◎ヤマガタ（ひたちなか市内）　℡029-285-5926

ごみ処理施設への直接搬入　　回収が困難なため，集積所には出せません。以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 本庁１F 環境課窓口で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　② 申込みの際，処理運搬手数料を支払いください。
　    ※以下，大きさにより手数料が変わります。
　　　   ◎ 大1,000円・中500円・小300円
　③ 第４水曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　④ 対象品に粗大ごみ処理券を貼り，自宅前に出してください。
３．処理施設へ自分で持ち込む
　・ 右記「ごみ処理施設への直接搬入」を参照ください。

◇ごみ処理施設へ直接ごみを持ち込むことができます。
　・ 持ち込む際は，市の分別ルールに従い事前に分けてください。
　・ 「燃やすごみ」は，市の指定袋に入れる必要はありません。
　・ 持ち込んだ量に応じて，以下の手数料がかかります。
　　　　【生活系】10Kg/100円　【事業系】10Kg/200円
　　　 ※自動精算のため，千円札または小銭を用意ください。
　・ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始など連休時は大変混雑します。
　　　 ※集積所に出せるごみは少しずつ出してください。

■ 霞台クリーンセンターみらい（旧 環境センター）■
　　　住所：小美玉市高崎1824-2　TEL 0299-26-0246
  ◇受付日：月～土曜 (祝日含む)  ※日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間： ８時30分～16時30分

古　紙
第２・４週

木曜

燃やすごみ
（可燃ごみ）

火・金曜

収
集
・
処
理
で
き
な
い
ご
み

 １．集積所に出せないごみ
　　①．粗大ごみ・廃家電４品目
　　　◇上記を参照ください。
　　②．多量ごみ・事業ごみ
　　　◇大掃除に伴う多量のごみ，また，事業活動に伴うごみは，
　　　 　処理施設へ直接搬入するか，許可業者に依頼してください。

 ２．市で処理できないごみ
　 ①．産業廃棄物
　　　◇産業廃棄物は，法令により，市では処理できません。
　　  ◇下記または許可業者に依頼して適正に処理ください。
　 ②．処理困難物
　　 ◇以下は，処理施設では処分できません。
　 　　タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
　 　　土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ（原付含む）
　 　　船舶・ピアノ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸﾚﾝｶﾞ・大型木材・鉄骨・タイル
　 　　瓦・消火器・農業ﾋﾞﾆｰﾙ・ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ材・ﾄﾞﾗﾑ缶・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞなど
　　 ◇下記または販売店，専門業者に問合せください。

　◎茨城県産業資源循環協会 TEL029-301-7100

小
型
家
電

◇本庁舎，小川支所，玉里支所に回収ボックスを設置しています。
◇主な回収品目は，以下のものです。
　携帯電話・スマートフォン，デジタルカメラ，電卓・計算機，ゲーム機
　ICレコーダー，磁器ディスク装置,パソコン（ノート型）,タブレット端末
　ポータブルDVD,携帯音楽プレーヤー，ラジオ,カーナビ,電子辞書
　補聴器,ドライヤー,電気かみそり,電話機,電子体温計,電動歯ブラシ
　デジタル歩数計,電子ヘルスメータ,ACアダプター等コード類
　※リモコン,充電器,充電式電池の付属品も含む
◇ 上記品目は，コンテナに入る場合，カン金属として出せます。

草
木

◇処理施設への直接搬入に限り，草木ﾘｻｲｸﾙとして受付ます。
◇刈草・剪定枝が対象です。（根，竹，加工材等は不可）
◇直接搬入に限り，長さ1.5m・太さ15cm以内となります。
　　※このサイズで集積所に出した場合は回収できません。

ひも

・新聞 ・雑誌 ・ダンボール ◎「新聞（ﾁﾗｼ,ｺﾋﾟｰ用紙）」,「雑誌（書籍等）」,「ダンボール」に分ける。
◎種類ごとに，ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可）
◎油付着の紙，カーボン紙，防水加工紙などは「燃やすごみ」。
◎不適物（粘着テープ，ビニール，金属，プラスチックなど）は取り除く。
◎水に濡らさない。（濡れ汚れがひどいものは不可）
◎油染み，ろう塗布，匂いがついたダンボールは「燃やすごみ」。

粗
大
ご
み

美
野
里
Ｂ

【★】

【★】

【 対象地区 】 ※竹原・羽鳥学区※

・竹原地区（９地区）

竹原，竹原下郷，中野谷，上馬場，竹原中郷，小曽納，花野井，中台，希望ヶ丘

・羽鳥地区（11地区）

大谷，金谷久保，十二所，高場，羽鳥，脇山，花館，駅前，東平，旭，羽刈前

お問い合わせ先

〇ごみ分別・収集について

小美玉市役所 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111
〇施設への持ち込みについて

右の処理施設へ直接お問い合わせください

【★】【★】

ごみ出しのルール ※下表内の★印は令和３年度から変更となる箇所です。

品目別出し方一覧表ほか

関連情報はQRコードから

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】 【★】

・ごみ集積所に出す場合，収集当日 朝８時００分 までに出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は，利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

【★】【★】

　　至 羽鳥駅

● タイヨー
　● みの～れ 小美玉市役所 水戸信金 ●   

GS ● セブンイレブン ●　  ● 　新澤医院 ● 　
至 石岡　　 至 水戸

ローソン ● 　● セイミヤ 郵便局 ● GS ● 旅館かどや ● 

　● 焼肉   
　● 堅倉小学校

至 玉里　　 ●
太陽保育園

　● トーカイガス 至 西郷地

　　至 小川 　　至 鉾田

※周辺道路・施設構内では、地域住民や他の施設利用者に配慮し、法定速度を順守し安全運転を心がけてください。

【国道６号】

★ 中継センター 【県道 上吉影岩間線】

【県道 玉里水戸線】
看板

看板

【★】【★】【★】【★】【★】【★】

可燃ごみ量は１人1日806ｇです（前年比16g増）

10%削減を目指しましょう！

【★】



頻度

週
２
回

無色ビン 茶色ビン その他ビン ガラス・陶磁器 蛍光灯・電球 古　布 紙パック
第１週
月曜 第２週
月曜 第３週
月曜 第４週
月曜 第４週
月曜 第２週
木曜
(奇数月) 第２週
木曜
(奇数月)

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

■ 中継センター（旧 クリーンセンター）■
　　　住所：小美玉市堅倉1725-2　TEL 0299-48-1571
  ◇受付日：月～金曜 （祝日除く）  ※土日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間：８時30分～15時30分
　◇その他：「燃やすごみ」,「カン金属」,「ペットボトル」は，持ち込み不可
　　　　　　　　※令和3年3月15日～31日の間は一時休業

収
集
・
処
理
で
き
な
い
ご
み

 １．集積所に出せないごみ
　　①．粗大ごみ・廃家電４品目
　　　◇上記を参照ください。
　　②．多量ごみ・事業ごみ
　　　◇大掃除に伴う多量のごみ，また，事業活動に伴うごみは，
　　　 　処理施設へ直接搬入するか，許可業者に依頼してください。

 ２．市で処理できないごみ
　 ①．産業廃棄物
　　　◇産業廃棄物は，法令により，市では処理できません。
　　  ◇下記または許可業者に依頼して適正に処理ください。
　 ②．処理困難物
　　 ◇以下は，処理施設では処分できません。
　 　　タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
　 　　土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ（原付含む）
　 　　船舶・ピアノ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸﾚﾝｶﾞ・大型木材・鉄骨・タイル
　 　　瓦・消火器・農業ﾋﾞﾆｰﾙ・ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ材・ﾄﾞﾗﾑ缶・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞなど
　　 ◇下記または販売店，専門業者に問合せください。

　◎茨城県産業資源循環協会 TEL029-301-7100

小
型
家
電

◇本庁舎，小川支所，玉里支所に回収ボックスを設置しています。
◇主な回収品目は，以下のものです。
　携帯電話・スマートフォン，デジタルカメラ，電卓・計算機，ゲーム機
　ICレコーダー，磁器ディスク装置,パソコン（ノート型）,タブレット端末
　ポータブルDVD,携帯音楽プレーヤー，ラジオ,カーナビ,電子辞書
　補聴器,ドライヤー,電気かみそり,電話機,電子体温計,電動歯ブラシ
　デジタル歩数計,電子ヘルスメータ,ACアダプター等コード類
　※リモコン,充電器,充電式電池の付属品も含む
◇ 上記品目は，コンテナに入る場合，カン金属として出せます。

草
木

◇処理施設への直接搬入に限り，草木ﾘｻｲｸﾙとして受付ます。
◇刈草・剪定枝が対象です。（根，竹，加工材等は不可）
◇直接搬入に限り，長さ1.5m・太さ15cm以内となります。
　　※このサイズで集積所に出した場合は回収できません。

粗
大
ご
み

 粗大ごみの処分方法

廃
家
電
４
品
目

 テレビ，冷蔵庫，洗濯機，乾燥機等の処分方法
　　法令により市では処分できないため，以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 郵便局でリサイクル券を購入ください。
　　　※料金はメーカ・品目により変わります。下記に問合せください。
　　　　◎家電リサイクル券センター　TEL 0120-319-640
　② 小川支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　③ 申込みの際，収集運搬手数料1,500円を支払いください。
　④ 第４土曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　⑤ 対象品に収集運搬券を貼り，自宅前に出してください。
３．指定引取所へ自分で持ち込む
　・ 方法や営業日時は，直接問合せください
　　　◎ｲﾊﾞﾗｷ流通ｻｰﾋﾞｽ（かすみがうら市内）　℡029-832-1800
　　　◎ヤマガタ（ひたちなか市内）　℡029-285-5926

ごみ処理施設への直接搬入　　回収が困難なため，集積所には出せません。以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 小川支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　② 申込みの際，処理運搬手数料を支払いください。
　    ※以下，大きさにより手数料が変わります。
　　　   ◎ 大1,000円・中500円・小300円
　③ 第４土曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　④ 対象品に粗大ごみ処理券を貼り，自宅前に出してください。
３．処理施設へ自分で持ち込む
　・ 右記「ごみ処理施設への直接搬入」を参照ください。

◇ごみ処理施設へ直接ごみを持ち込むことができます。
　・ 持ち込む際は，市の分別ルールに従い事前に分けてください。
　・ 「燃やすごみ」は，市の指定袋に入れる必要はありません。
　・ 持ち込んだ量に応じて，以下の手数料がかかります。
　　　　【生活系】10Kg/100円　【事業系】10Kg/200円
　　　 ※自動精算のため，千円札または小銭を用意ください。
　・ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始など連休時は大変混雑します。
　　　 ※集積所に出せるごみは少しずつ出してください。

■ 霞台クリーンセンターみらい（旧 環境センター）■
　　　住所：小美玉市高崎1824-2　TEL 0299-26-0246
  ◇受付日：月～土曜 (祝日含む)  ※日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間： ８時30分～16時30分

ペットボトル 古　紙 カン・金属

第１・３週
水曜 第２・４週
水曜 第１・３週
木曜

・空缶 ・小型電気製品 ・電池
・調理器具 ・おもちゃ ・雑貨品
・スプレー缶 ・LED照明器具　など

◎金属以外の素材のものは，出来る限り製品から取り外す。傘のビニールは取り外す。
◎ライターはガス燃料を使い切る。スプレー缶は中身を使い切り穴を開ける。
◎小型家電は電池バッテリーを取り外す。電気コードは根元から切り束ねる。
　※電池（小型充電式を含む）は，出来る限り小売店の店頭回収を利用する。
◎カッターの刃・針・釘等はスチール缶に入れる。包丁は刃にテープを貼る。
◎コンテナに入らないものは「粗大ごみ」。

◎透明のビニール袋に入れる。　※指定ごみ袋の使用は不要。
◎綿・スポンジが入ったもの，ビニール・羽毛・革・フリース素材は不可。
◎汚れ・濡れがひどいものは「燃やすごみ」。
◎水に濡らさない。（濡れたものは不可）

紙パック

ひも

・牛乳パック
・ジュースパック
・酒類パック など

◎識別マークがついているもの。
◎ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可。）
◎パックを開き，水で軽く洗う。
◎乾かした上でひもでまとめる。

古　布
第２週
木曜

(奇数月)

隔
月
1
回

透明ビニール袋

・上着 ・ズボン ・セーター 肌着
・靴下 ・シーツ ・カーテン
・布団カバー等

◎ガラス製品は，ビン以外のものを出す。
　 ※蛍光灯・電球とは別のコンテナを使用する。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出す。
　 ※細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。

蛍光灯・電球

・蛍光灯 ・電球 ・ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
・水銀体温（温度）計　など

◎細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。
　 ※ガラス陶磁器とは別のコンテナを使用する。
◎ＬＥＤ照明器具（蛍光灯型・電球）は「カン・金属」。

ペットボトル
第１・３週

水曜

月
２
回

・清涼飲料 ・しょうゆ等調味料
・酒類 ・乳飲料用のペットボトル

◎識別マークがついているもの。
◎中を水で軽く洗う。
◎キャップ・ラベルをはずす。
◎はずしたキャップ・ラベルは「燃やすごみ」。
◎コンテナに入りきらない場合はつぶす。

古　紙

・茶わん ・せともの ・花ビン
・コップ ・板ガラス など

第２・４週
水曜

ひも

・新聞 ・雑誌 ・ダンボール ◎「新聞（ﾁﾗｼ,ｺﾋﾟｰ用紙）」,「雑誌（書籍等）」,「ダンボール」に分ける。
◎種類ごとに，ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可）
◎油付着の紙，カーボン紙，防水加工紙などは「燃やすごみ」。
◎不適物（粘着テープ，ビニール，金属，プラスチックなど）は取り除く。
◎水に濡らさない。（濡れ汚れがひどいものは不可）
◎油染み，ろう塗布，匂いがついたダンボールは「燃やすごみ」。

カン・金属

◎ビンの分別は，口元の色で判断する。
◎すりガラス状のビンで口元が無色透明なものは「無色ビン」。
◎無色に見えても，うすく色が付いているものは「その他ビン」。
◎中身はすべて取り除き，水で軽く洗う。
　 ※水にひたし、可能な限りラベルをはがす。
◎キャップをはずす。　（金属製は「カン・金属」。プラスチック製は「燃やすごみ」）
◎コップ・板ガラスなど，ビン以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器」。
◎ブランデー・化粧品などの容器に使われる陶製のビンは「ガラス・陶磁器」。
◎農薬や劇薬の入っていたものは「カン・金属」。

茶色ビン
第２週
月曜

・ビールビン
・栄養ドリンク など

その他ビン
第３週
月曜

・青，緑，黒色のビン など

・牛乳ビン
・無色の一升ビン など

◎市指定ごみ袋を必ず使用する。（使用しない場合は回収不可）
　　※大45L10枚 200円、中30L10枚 150円、小20L10枚 100円。（市内小売店等で販売）
◎袋の口を2重にしっかり結ぶ。（ビニールが避けるほどごみを詰め込まない）
◎袋の中の空気を抜く。（空気が残ると袋が破れごみが散乱する恐れあり）
◎市指定ごみ袋に「地区名・氏名」を記入する。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」。
◎食用油は，古紙や布にしみこませるか凝固剤で固める。
◎生ごみはしっかり水分を落とす。（コンポスト・生ごみ処理機の購入補助あり）
◎草花類は，土をよく落とし天日で乾燥させる。
◎木枝板切れは，長さ60cm・太さ５cm以内，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
　　※ごみの野外焼却は法律で原則禁止。煙による周辺への迷惑に配慮する。
◎布団は，市指定ごみ袋に入らない場合，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
◎農業用の使用済プラスチック（ビニール等）は不可。

分別の種類 収　集　日 容 器 ご み の 種 類 出　　す　　と　　き　　の　　注　　意

燃やすごみ
（可燃ごみ）

火・金曜

燃やすごみ
（可燃ごみ） 火・金曜

市指定ごみ袋
大45L,中30L,小20L

・紙くず ・貝がら ・木くず
・皮革類 ・紙おむつ ・ゴム製品
・生ごみ ・プラスチック類
・発泡スチロール ・草花類
・布団（ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ）　など

ビ
ン

無色ビン
第１週
月曜

月
１
回

※コンテナサイズ
：外寸５３×３７
×３１ｃｍ程度

※コンテナは回収
しやすいよう整理
してください

ガラス・陶磁器

第４週
月曜

第１・３週

木曜

小

川

Ａ

【★】

【★】

【 対象地区 】

本田町，中田宿，大町，川岸，横町，橋向，坂上，坂下，二本松，下馬場，小塙，立延，中根

幡谷，羽木上，与沢，倉数川前，倉数川向，与沢百里，山野，田中台，小川ニュータウン

雷神官舎，雷神前住宅，本田住宅，飯島住宅，六万住宅，山野台，山野住宅，勘兵エ山団地

谷中台団地，サンシャイン山野，坂本住宅，フォルム住宅，サンシャイン野中

ビューハイツ鈴木，レイクサイド小塙

お問い合わせ先

〇ごみ分別・収集について

小美玉市役所 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111
〇施設への持ち込みについて

右の処理施設へ直接お問い合わせください

【★】【★】

ごみ出しのルール ※下表内の★印は令和３年度から変更となる箇所です。

品目別出し方一覧表ほか

関連情報はQRコードから

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

・ごみ集積所に出す場合，収集当日 朝８時００分 までに出してください。
・回収後の後出し，分別ルール違反のごみは，回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は，利用する方が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

　　至 羽鳥駅

● タイヨー
　● みの～れ 小美玉市役所 水戸信金 ●   

GS ● セブンイレブン ●　  ● 　新澤医院 ● 　
至 石岡　　 至 水戸

ローソン ● 　● セイミヤ 郵便局 ● GS ● 旅館かどや ● 

　● 焼肉   
　● 堅倉小学校

至 玉里　　 ●
太陽保育園

　● トーカイガス 至 西郷地

　　至 小川 　　至 鉾田

※周辺道路・施設構内では、地域住民や他の施設利用者に配慮し、法定速度を順守し安全運転を心がけてください。

【国道６号】

★ 中継センター 【県道 上吉影岩間線】

【県道 玉里水戸線】
看板

看板

可燃ごみ量は１人1日806ｇです（前年比16g増）

10%削減を目指しましょう！



頻度

週
２
回

透明ビン 茶色ビン その他ビン ガラス・陶磁器 蛍光灯・電球 古　布 紙パック

第１
火曜 第２
火曜 第３
火曜 第４
火曜 第４
火曜 第３
金曜
(奇数月) 第３
金曜
(奇数月)

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

■ 中継センター（旧 クリーンセンター）■
　　　住所：小美玉市堅倉1725-2　TEL 0299-48-1571
  ◇受付日：月～金曜 （祝日除く）  ※土日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間：８時30分～15時30分
　◇その他：「燃やすごみ」,「カン金属」,「ペットボトル」は，持ち込み不可
　　　　　　　　※令和3年3月15日～31日の間は一時休業

収
集
・
処
理
で
き
な
い
ご
み

 １．集積所に出せないごみ
　　①．粗大ごみ・廃家電４品目
　　　◇上記を参照ください。
　　②．多量ごみ・事業ごみ
　　　◇大掃除に伴う多量のごみ，また，事業活動に伴うごみは，
　　　 　処理施設へ直接搬入するか，許可業者に依頼してください。

 ２．市で処理できないごみ
　 ①．産業廃棄物
　　　◇産業廃棄物は，法令により，市では処理できません。
　　  ◇下記または許可業者に依頼して適正に処理ください。
　 ②．処理困難物
　　 ◇以下は，処理施設では処分できません。
　 　　タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
　 　　土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ（原付含む）
　 　　船舶・ピアノ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸﾚﾝｶﾞ・大型木材・鉄骨・タイル
　 　　瓦・消火器・農業ﾋﾞﾆｰﾙ・ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ材・ﾄﾞﾗﾑ缶・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞなど
　　 ◇下記または販売店，専門業者に問合せください。

　◎茨城県産業資源循環協会 TEL029-301-7100

小
型
家
電

◇本庁舎，小川支所，玉里支所に回収ボックスを設置しています。
◇主な回収品目は，以下のものです。
　携帯電話・スマートフォン，デジタルカメラ，電卓・計算機，ゲーム機
　ICレコーダー，磁器ディスク装置,パソコン（ノート型）,タブレット端末
　ポータブルDVD,携帯音楽プレーヤー，ラジオ,カーナビ,電子辞書
　補聴器,ドライヤー,電気かみそり,電話機,電子体温計,電動歯ブラシ
　デジタル歩数計,電子ヘルスメータ,ACアダプター等コード類
　※リモコン,充電器,充電式電池の付属品も含む
◇ 上記品目は，コンテナに入る場合，カン金属として出せます。

草
木

◇処理施設への直接搬入に限り，草木ﾘｻｲｸﾙとして受付ます。
◇刈草・剪定枝が対象です。（根，竹，加工材等は不可）
◇直接搬入に限り，長さ1.5m・太さ15cm以内となります。
　　※このサイズで集積所に出した場合は回収できません。

粗
大
ご
み

 粗大ごみの処分方法

廃
家
電
４
品
目

テレビ，冷蔵庫，洗濯機，乾燥機等の処分方法
　　法令により市では処分できないため，以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 郵便局でリサイクル券を購入ください。
　　　※料金はメーカ・品目により変わります。下記に問合せください。
　　　　◎家電リサイクル券センター　TEL 0120-319-640
　② 小川支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　③ 申込みの際，収集運搬手数料1,500円を支払いください。
　④ 第４土曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　⑤ 対象品に収集運搬券を貼り，自宅前に出してください。
３．指定引取所へ自分で持ち込む
　・ 方法や営業日時は，直接問合せください
　　　◎ｲﾊﾞﾗｷ流通ｻｰﾋﾞｽ（かすみがうら市内）　℡029-832-1800
　　　◎ヤマガタ（ひたちなか市内）　℡029-285-5926

ごみ処理施設への直接搬入　　回収が困難なため，集積所には出せません。以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 小川支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　② 申込みの際，処理運搬手数料を支払いください。
　    ※以下，大きさにより手数料が変わります。
　　　   ◎ 大1,000円・中500円・小300円
　③ 第４土曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　④ 対象品に粗大ごみ処理券を貼り，自宅前に出してください。
３．処理施設へ自分で持ち込む
　・ 右記「ごみ処理施設への直接搬入」を参照ください。

◇ごみ処理施設へ直接ごみを持ち込むことができます。
　・ 持ち込む際は，市の分別ルールに従い事前に分けてください。
　・ 「燃やすごみ」は，市の指定袋に入れる必要はありません。
　・ 持ち込んだ量に応じて，以下の手数料がかかります。
　　　　【生活系】10Kg/100円　【事業系】10Kg/200円
　　　 ※自動精算のため，千円札または小銭を用意ください。
　・ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始など連休時は大変混雑します。
　　　 ※集積所に出せるごみは少しずつ出してください。

■ 霞台クリーンセンターみらい（旧 環境センター）■
　　　住所：小美玉市高崎1824-2　TEL 0299-26-0246
  ◇受付日：月～土曜 (祝日含む)  ※日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間： ８時30分～16時30分

ペットボトル 古　紙 カン・金属

第２・４
水曜 第１・３
水曜 第２・４
金曜

◎透明のビニール袋に入れる。　※指定ごみ袋の使用は不要。
◎綿・スポンジが入ったもの，ビニール・羽毛・革・フリース素材は不可。
◎汚れ・濡れがひどいものは「燃やすごみ」。
◎水に濡らさない。（濡れたものは不可）

紙パック

ひも

・牛乳パック
・ジュースパック
・酒類パック など

◎識別マークがついているもの。
◎ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可。）
◎パックを開き，水で軽く洗う。
◎乾かした上でひもでまとめる。

古　布
第３
金曜

(奇数月)

隔
月
1
回

透明ビニール袋

・上着 ・ズボン ・セーター 肌着
・靴下 ・シーツ ・カーテン
・布団カバー等

第２・４
水曜

月
２
回

・清涼飲料 ・しょうゆ等調味料
・酒類 ・乳飲料用のペットボトル

◎識別マークがついているもの。
◎中を水で軽く洗う。
◎キャップ・ラベルをはずす。
◎はずしたキャップ・ラベルは「燃やすごみ」。
◎コンテナに入りきらない場合はつぶす。

古　紙
第１・３
水曜

ひも

・新聞 ・雑誌 ・ダンボール ◎「新聞（ﾁﾗｼ,ｺﾋﾟｰ用紙）」,「雑誌（書籍等）」,「ダンボール」に分ける。
◎種類ごとに，ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可）
◎油付着の紙，カーボン紙，防水加工紙などは「燃やすごみ」。
◎不適物（粘着テープ，ビニール，金属，プラスチックなど）は取り除く。
◎水に濡らさない。（濡れ汚れがひどいものは不可）
◎油染み，ろう塗布，匂いがついたダンボールは「燃やすごみ」。

カン・金属

◎金属以外の素材のものは，出来る限り製品から取り外す。傘のビニールは取り外す。
◎ライターはガス燃料を使い切る。スプレー缶は中身を使い切り穴を開ける。
◎小型家電は電池バッテリーを取り外す。電気コードは根元から切り束ねる。
　※電池（小型充電式を含む）は，出来る限り小売店の店頭回収を利用する。
◎カッターの刃・針・釘等はスチール缶に入れる。包丁は刃にテープを貼る。
◎コンテナに入らないものは「粗大ごみ」。

◎ビンの分別は，口元の色で判断する。
◎すりガラス状のビンで口元が無色透明なものは「無色ビン」。
◎無色に見えても，うすく色が付いているものは「その他ビン」。
◎中身はすべて取り除き，水で軽く洗う。
　 ※水にひたし、可能な限りラベルをはがす。
◎キャップをはずす。　（金属製は「カン・金属」。プラスチック製は「燃やすごみ」）
◎コップ・板ガラスなど，ビン以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器」。
◎ブランデー・化粧品などの容器に使われる陶製のビンは「ガラス・陶磁器」。
◎農薬や劇薬の入っていたものは「カン・金属」。

茶色ビン
第２
火曜

・ビールビン
・栄養ドリンク など

その他ビン
第３
火曜

・青，緑，黒色のビン など

・牛乳ビン
・無色の一升ビン など

※コンテナサイ
ズ　：外寸５３
×３７×３１ｃ
ｍ程度

※コンテナは回
収しやすいよう
整理してくださ
い

◎ガラス製品は，ビン以外のものを出す。
　 ※蛍光灯・電球とは別のコンテナを使用する。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出す。
　 ※細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。

蛍光灯・電球

・蛍光灯 ・電球 ・ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
・水銀体温（温度）計　など

◎細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。
　 ※ガラス陶磁器とは別のコンテナを使用する。
◎ＬＥＤ照明器具（蛍光灯型・電球）は「カン・金属」。

・茶わん ・せともの ・花ビン
・コップ ・板ガラス など

◎市指定ごみ袋を必ず使用する。（使用しない場合は回収不可）
　　※大45L10枚 200円、中30L10枚 150円、小20L10枚 100円。（市内小売店等で販売）
◎袋の口を2重にしっかり結ぶ。（ビニールが避けるほどごみを詰め込まない）
◎袋の中の空気を抜く。（空気が残ると袋が破れごみが散乱する恐れあり）
◎市指定ごみ袋に「地区名・氏名」を記入する。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」。
◎食用油は，古紙や布にしみこませるか凝固剤で固める。
◎生ごみはしっかり水分を落とす。（コンポスト・生ごみ処理機の購入補助あり）
◎草花類は，土をよく落とし天日で乾燥させる。
◎木枝板切れは，長さ60cm・太さ５cm以内，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
　　※ごみの野外焼却は法律で原則禁止。煙による周辺への迷惑に配慮する。
◎布団は，市指定ごみ袋に入らない場合，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
◎農業用の使用済プラスチック（ビニール等）は不可。

分別の種類 収　集　日 容 器 ご み の 種 類 出　　す　　と　　き　　の　　注　　意

燃やすごみ
（可燃ごみ）

月・木曜

燃やすごみ
（可燃ごみ） 月・木曜

市指定ごみ袋
大45L,中30L,小20L

・紙くず ・貝がら ・木くず
・皮革類 ・紙おむつ ・ゴム製品
・生ごみ ・プラスチック類
・発泡スチロール ・草花類
・布団（ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ）　など

ビ
ン

透明ビン
第１
火曜

月
１
回

ガラス・陶磁器

第４
火曜

第２・４

金曜

・空缶 ・小型電気製品 ・電池
・調理器具 ・おもちゃ ・雑貨品
・スプレー缶 ・LED照明器具　など

ペットボトル

小

川

Ｂ

【★】

【★】

【 対象地区 】

下田（一）,下田（二）,宮田,稲荷坪,野田本田,新林,野田古新田,隠谷,鷺沼,伏沼,世楽

佐才,上吉影,前原,飯前,上合,前野,下吉影宿,下吉影荒地,下吉影本田,下吉影古新田

下吉影南原,貝谷,百里自営,百里開拓,外之内,清水頭,山川,川戸,下田住宅,野田官舎

山川住宅,みのり台団地,上吉影住宅,羽生住宅,東山団地,北山住宅,五月団地,鏑谷住宅

【★】

お問い合わせ先

〇ごみ分別・収集について

小美玉市役所 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111
〇施設への持ち込みについて

右の処理施設へ直接お問い合わせください

【★】【★】

ごみ出しのルール

・ごみ集積所に出す場合，収集当日 朝８時００分 までに出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は，利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

※下表内の★印は令和３年度から変更となる箇所です。

品目別出し方一覧表ほか

関連情報はQRコードから

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】

【★】【★】【★】【★】

　　至 羽鳥駅

● タイヨー
　● みの～れ 小美玉市役所 水戸信金 ●   

GS ● セブンイレブン ●　  ● 　新澤医院 ● 　
至 石岡　　 至 水戸

ローソン ● 　● セイミヤ 郵便局 ● GS ● 旅館かどや ● 

　● 焼肉   
　● 堅倉小学校

至 玉里　　 ●
太陽保育園

　● トーカイガス 至 西郷地

　　至 小川 　　至 鉾田

※周辺道路・施設構内では、地域住民や他の施設利用者に配慮し、法定速度を順守し安全運転を心がけてください。

【国道６号】

★ 中継センター 【県道 上吉影岩間線】

【県道 玉里水戸線】
看板

看板

【★】【★】

可燃ごみ量は１人1日806ｇです（前年比16g増）

10%削減を目指しましょう！

【★】

【★】



頻度

週
２
回

月
２
回

月
１
回

無色ビン 茶色ビン その他ビン ガラス・陶磁器 古　布 紙パック 蛍光灯・電球

第１週
水曜 第２週
水曜 第３週
水曜 第４週
水曜 第２週
金曜
(奇数月) 第２週
金曜
(奇数月) 第４週
金曜

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

■ 中継センター（旧 クリーンセンター）■
　　　住所：小美玉市堅倉1725-2　TEL 0299-48-1571
  ◇受付日：月～金曜 （祝日除く）  ※土日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間：８時30分～15時30分
　◇その他：「燃やすごみ」,「カン金属」,「ペットボトル」は，持ち込み不可
　　　　　　　　※令和3年3月15日～31日の間は一時休業

◇本庁舎，小川支所，玉里支所に回収ボックスを設置しています。
◇主な回収品目は，以下のものです。
　携帯電話・スマートフォン，デジタルカメラ，電卓・計算機，ゲーム機
　ICレコーダー，磁器ディスク装置,パソコン（ノート型）,タブレット端末
　ポータブルDVD,携帯音楽プレーヤー，ラジオ,カーナビ,電子辞書
　補聴器,ドライヤー,電気かみそり,電話機,電子体温計,電動歯ブラシ
　デジタル歩数計,電子ヘルスメータ,ACアダプター等コード類
　※リモコン,充電器,充電式電池の付属品も含む
◇ 上記品目は，コンテナに入る場合，カン金属として出せます。

草
木

◇処理施設への直接搬入に限り，草木ﾘｻｲｸﾙとして受付ます。
◇刈草・剪定枝が対象です。（根，竹，加工材等は不可）
◇直接搬入に限り，長さ1.5m・太さ15cm以内となります。
　　※このサイズで集積所に出した場合は回収できません。

粗
大
ご
み

 粗大ごみの処分方法

廃
家
電
４
品
目

テレビ，冷蔵庫，洗濯機，乾燥機等の処分方法
　　法令により市では処分できないため，以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 郵便局でリサイクル券を購入ください。
　　　※料金はメーカ・品目により変わります。下記に問合せください。
　　　　◎家電リサイクル券センター　TEL 0120-319-640
　② 玉里支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　③ 申込みの際，収集運搬手数料1,500円を支払いください。
　④ 第４金曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　⑤ 対象品に収集運搬券を貼り，自宅前に出してください。
３．指定引取所へ自分で持ち込む
　・ 方法や営業日時は，直接問合せください
　　　◎ｲﾊﾞﾗｷ流通ｻｰﾋﾞｽ（かすみがうら市内）　℡029-832-1800
　　　◎ヤマガタ（ひたちなか市内）　℡029-285-5926

収
集
・
処
理
で
き
な
い
ご
み

 １．集積所に出せないごみ
　　①．粗大ごみ・廃家電４品目
　　　◇上記を参照ください。
　　②．多量ごみ・事業ごみ
　　　◇大掃除に伴う多量のごみ，また，事業活動に伴うごみは，
　　　 　処理施設へ直接搬入するか，許可業者に依頼してください。

 ２．市で処理できないごみ
　 ①．産業廃棄物
　　　◇産業廃棄物は，法令により，市では処理できません。
　　  ◇下記または許可業者に依頼して適正に処理ください。
　 ②．処理困難物
　　 ◇以下は，処理施設では処分できません。
　 　　タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
　 　　土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ（原付含む）
　 　　船舶・ピアノ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸﾚﾝｶﾞ・大型木材・鉄骨・タイル
　 　　瓦・消火器・農業ﾋﾞﾆｰﾙ・ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ材・ﾄﾞﾗﾑ缶・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞなど
　　 ◇下記または販売店，専門業者に問合せください。

　◎茨城県産業資源循環協会 TEL029-301-7100

小
型
家
電

ごみ処理施設への直接搬入　　回収が困難なため，集積所には出せません。以下の方法となります。
１．販売店・許可業者に依頼する
　・ 方法や費用は，直接問合せください。
２．市役所に依頼する
　① 玉里支所１F 総合窓口課で予約申込ください。
　　  ※申込状況により翌月になります。
　② 申込みの際，処理運搬手数料を支払いください。
　    ※以下，大きさにより手数料が変わります。
　　　   ◎ 大1,000円・中500円・小300円
　③ 第４金曜に業者が自宅へ回収に行きます。※立会は不要
　④ 対象品に粗大ごみ処理券を貼り，自宅前に出してください。
３．処理施設へ自分で持ち込む
　・ 右記「ごみ処理施設への直接搬入」を参照ください。

◇ごみ処理施設へ直接ごみを持ち込むことができます。
　・ 持ち込む際は，市の分別ルールに従い事前に分けてください。
　・ 「燃やすごみ」は，市の指定袋に入れる必要はありません。
　・ 持ち込んだ量に応じて，以下の手数料がかかります。
　　　　【生活系】10Kg/100円　【事業系】10Kg/200円
　　　 ※自動精算のため，千円札または小銭を用意ください。
　・ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・年末年始など連休時は大変混雑します。
　　　 ※集積所に出せるごみは少しずつ出してください。

■ 霞台クリーンセンターみらい（旧 環境センター）■
　　　住所：小美玉市高崎1824-2　TEL 0299-26-0246
  ◇受付日：月～土曜 (祝日含む)  ※日曜・年末年始は休み
  ◇時　 間： ８時30分～16時30分

カン・金属

第１・３週
金曜
ペットボトル

第１・３週
火曜
古　紙

第２・４週
火曜

◎「新聞（ﾁﾗｼ,ｺﾋﾟｰ用紙）」,「雑誌（書籍等）」,「ダンボール」に分ける。
◎種類ごとに，ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可）
◎油付着の紙，カーボン紙，防水加工紙などは「燃やすごみ」。
◎不適物（粘着テープ，ビニール，金属，プラスチックなど）は取り除く。
◎水に濡らさない。（濡れ汚れがひどいものは不可）
◎油染み，ろう塗布，匂いがついたダンボールは「燃やすごみ」。

カン・金属
第１・３週

金曜

・空缶 ・小型電気製品 ・電池
・調理器具 ・おもちゃ ・雑貨品
・スプレー缶 ・LED照明器具　など

◎金属以外の素材のものは，出来る限り製品から取り外す。傘のビニールは取り外す。
◎ライターはガス燃料を使い切る。スプレー缶は中身を使い切り穴を開ける。
◎小型家電は電池バッテリーを取り外す。電気コードは根元から切り束ねる。
　※電池（小型充電式を含む）は，出来る限り小売店の店頭回収を利用する。
◎カッターの刃・針・釘等はスチール缶に入れる。包丁は刃にテープを貼る。
◎コンテナに入らないものは「粗大ごみ」。

◎ガラス製品は，ビン以外のものを出す。
　 ※蛍光灯・電球とは別のコンテナを使用する。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出す。
　 ※細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。

月
２
回

第２・４週
火曜

ひも

・新聞 ・雑誌 ・ダンボール

◎識別マークがついているもの。
◎中を水で軽く洗う。
◎キャップ・ラベルをはずす。
◎はずしたキャップ・ラベルは「燃やすごみ」。
◎コンテナに入りきらない場合はつぶす。

古　紙

◎ビンの分別は，口元の色で判断する。
◎すりガラス状のビンで口元が無色透明なものは「無色ビン」。
◎無色に見えても，うすく色が付いているものは「その他ビン」。
◎中身はすべて取り除き，水で軽く洗う。
　 ※水にひたし、可能な限りラベルをはがす。
◎キャップをはずす。　（金属製は「カン・金属」。プラスチック製は「燃やすごみ」）
◎コップ・板ガラスなど，ビン以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器」。
◎ブランデー・化粧品などの容器に使われる陶製のビンは「ガラス・陶磁器」。
◎農薬や劇薬の入っていたものは「カン・金属」。

茶色ビン
第２週
水曜

・ビールビン
・栄養ドリンク など

◎細かく割れたものは，透明のビニール袋に入れる。
　 ※ガラス陶磁器とは別のコンテナを使用する。
◎ＬＥＤ照明器具（蛍光灯型・電球）は「カン・金属」。

第４週
水曜

第４週
金曜

ガラス・陶磁器

・茶わん ・せともの ・花ビン
・コップ ・板ガラス など

◎透明のビニール袋に入れる。　※指定ごみ袋の使用は不要。
◎綿・スポンジが入ったもの，ビニール・羽毛・革・フリース素材は不可。
◎汚れ・濡れがひどいものは「燃やすごみ」。
◎水に濡らさない。（濡れたものは不可）

紙パック

ひも

・牛乳パック
・ジュースパック
・酒類パック など

◎識別マークがついているもの。
◎ひもで十字にしばる。（粘着テープは不可。）
◎パックを開き，水で軽く洗う。
◎乾かした上でひもでまとめる。

古　布
第２週
金曜

(奇数月)

隔
月
1
回

透明ビニール袋

・上着 ・ズボン ・セーター 肌着
・靴下 ・シーツ ・カーテン
・布団カバー等

無色ビン
第１週
水曜

・牛乳ビン
・無色の一升ビン など

蛍光灯・電球

・蛍光灯 ・電球 ・ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
・水銀体温（温度）計　など

◎市指定ごみ袋を必ず使用する。（使用しない場合は回収不可）
　　※大45L10枚 200円、中30L10枚 150円、小20L10枚 100円。（市内小売店等で販売）
◎袋の口を2重にしっかり結ぶ。（ビニールが避けるほどごみを詰め込まない）
◎袋の中の空気を抜く。（空気が残ると袋が破れごみが散乱する恐れあり）
◎市指定ごみ袋に「地区名・氏名」を記入する。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」。
◎食用油は，古紙や布にしみこませるか凝固剤で固める。
◎生ごみはしっかり水分を落とす。（コンポスト・生ごみ処理機の購入補助あり）
◎草花類は，土をよく落とし天日で乾燥させる。
◎木枝板切れは，長さ60cm・太さ５cm以内，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
　　※ごみの野外焼却は法律で原則禁止。煙による周辺への迷惑に配慮する。
◎布団は，市指定ごみ袋に入らない場合，ひもでしばり量に応じて市指定ごみ袋をつける。
◎農業用の使用済プラスチック（ビニール等）は不可。

分別の種類 収　集　日 容 器 ご み の 種 類 出　　す　　と　　き　　の　　注　　意

燃やすごみ
（可燃ごみ）

月・木曜

燃やすごみ
（可燃ごみ） 月・木曜

市指定ごみ袋
大45L,中30L,小20L

・紙くず ・貝がら ・木くず
・皮革類 ・紙おむつ ・ゴム製品
・生ごみ ・プラスチック類
・発泡スチロール ・草花類
・布団（ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ）　など

ペットボトル
第１・３週

火曜

・清涼飲料 ・しょうゆ等調味料
・酒類 ・乳飲料用のペットボトル

月
１
回

※コンテナサイ
ズ　：外寸５３
×３７×３１ｃ
ｍ程度

※コンテナは回
収しやすいよう
整理してくださ
い

その他ビン
第３週
水曜

・青，緑，黒色のビン など

ビ
ン

玉

里

【★】

【★】

【 対象地区 】

岡、大井戸平山、川中子、上高崎、下高崎、玉里中台、松山、第二東宝、大宮

田木谷駅前、田木谷、新田木谷、栗又四ケ、みどり野、第三東宝、玉里団地、野村田池

新高浜第一、新高浜第二

【★】

お問い合わせ先

〇ごみ分別・収集について

小美玉市役所 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111
〇施設への持ち込みについて

右の処理施設へ直接お問い合わせください

【★】【★】

ごみ出しのルール ※下表内の★印は令和３年度から変更となる箇所です。

品目別出し方一覧表ほか

関連情報はQRコードから

【★】

【★】

・ごみ集積所に出す場合，収集当日 朝８時００分 までに出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は，利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

【★】【★】

　　至 羽鳥駅

● タイヨー
　● みの～れ 小美玉市役所 水戸信金 ●   

GS ● セブンイレブン ●　  ● 　新澤医院 ● 　
至 石岡　　 至 水戸

ローソン ● 　● セイミヤ 郵便局 ● GS ● 旅館かどや ● 

　● 焼肉   
　● 堅倉小学校

至 玉里　　 ●
太陽保育園

　● トーカイガス 至 西郷地

　　至 小川 　　至 鉾田

※周辺道路・施設構内では、地域住民や他の施設利用者に配慮し、法定速度を順守し安全運転を心がけてください。

【国道６号】

★ 中継センター 【県道 上吉影岩間線】

【県道 玉里水戸線】
看板

看板

【★】【★】【★】【★】【★】【★】

可燃ごみ量は１人1日806ｇです（前年比16g増）

10%削減を目指しましょう！

【★】



令和３年度(2021年度）　家庭ごみ収集カレンダー　【小川地区Ａ】 ※地区 南側

項目 月 火 水 木 金 土

【１週目】

【２週目】

【３週目】

【４週目】

【５週目】

※古布・紙パックは奇数月
※第４土曜午前は粗大ごみ、廃家電（戸別回収）申込制

奇数月



令和３年度(2021年度）　家庭ごみ収集カレンダー　【小川地区Ｂ】 ※地区 北側

項目 月 火 水 木 金 土

【１週目】

【２週目】

【３週目】

【４週目】

【５週目】

※古布・紙パックは奇数月
※第４土曜午前は粗大ごみ、廃家電（戸別回収）申込制

奇数月



令和 ３年度(2021年度）　家庭ごみ収集カレンダー　【美野里地区Ａ】（堅倉納場）

項目 月 火 水 木 金 土

【１週目】

【２週目】

【３週目】

【４週目】

【５週目】

※古布・紙パックは偶数月
※第４水曜は粗大ごみ、廃家電（戸別回収）申込制

偶数月



令和 ３年度(2021年度）　家庭ごみ収集カレンダー　【美野里地区Ｂ】（竹原羽鳥）

項目 月 火 水 木 金 土

【１週目】

【２週目】

【３週目】

【４週目】

【５週目】

※古布・紙パックは偶数月
※第４水曜は粗大ごみ、廃家電（戸別回収）申込制

偶数月



令和３年度(2021年度）　家庭ごみ収集カレンダー　【玉里地区】
項目 月 火 水 木 金 土

【１週目】

【２週目】

【３週目】

【４週目】

【５週目】

※古布・紙パックは奇数月のみ
※第4月曜午前は粗大ごみ（戸別回収）申込制

奇数月




