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令和４年（２０２２年）１０月１日からスタート

○ 粗大ごみは、これまでどおり、ごみ対策課に電話の上、収集の予約をしてください。

○ 道路上にごみを出さないでください
１０月からは、道路上の集積所は全て廃止です。
道路上には、ごみを出さないでください。

○ ルール違反ごみは、収集できません
ペットボトルとキャップ・ラベルを混ぜて出さ

ないでください。
指定収集袋（緑）に、可燃ごみと不燃ごみを混

ぜて出さないでください。

○ 外国人向けリーフレットを配布しています
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語

・ベトナム語のリーフレットを作成して
います。
ごみ対策課窓口及びホームページで配布

していますので、ご活用ください。 ➡➡

※ 集合住宅は、敷地内の集積所にごみを出していただきます。既に敷地内に集積所がある集合住宅では
出す場所に変更はありませんが、出す場所がわからない場合は管理者等に確認してください。

１０月から、特にご注意いただきたいこと

準備はお済みですか？

袋の容量
手数料

（10枚入り）

５リットル相当 １００円

１０リットル相当 ２００円

２０リットル相当 ４００円

４０リットル相当 ８００円

袋の容量
手数料

（10枚入り）

１０リットル相当 １００円

２０リットル相当 ２００円

４０リットル相当 ４００円

可燃・不燃ごみ
兼 用

容器包装プラスチック用

○ 可燃ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックは、有料の指定収集袋に、品目ごとに入れて出して
ください。

○ ごみの詳しい出し方は、８月に配布した「ごみ分別辞典」をご確認ください。

わからない点は、「ごみ有料化・戸別収集コールセンター」にお問い合わせください

📞042-816-2944（詳しくは４ページ）

可燃ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックが有料になります

戸建住宅は、敷地内の道路際にごみを出していただきます

戸建住宅の場合の出し方例

プライバシー保護や散乱防止の観点から、各世帯でご用意いただいたかご等にいれて排出することもできます。

〇 ストッカーなど、中が確認できないものを使用する場合は、「ごみ」などの表示をお願いします。

〇 かごやストッカーを利用する場合にも、風で飛ばないよう、おもしをするなど、対策をお願いします。

ストッカー フックネットかご

○ 収集の曜日や、品目に変更があります
詳しくは８月に全戸配布した、１０月以降の

ごみ収集カレンダーをご確認ください。
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有料ごみの対象となるもの

可燃ごみ（有料）

新しく可燃ごみになるもの

テープ類

可燃ごみのうち、無料で収集するもの

他のごみと混ぜないで、紙おむつだけを透明又は半
透明の袋に入れて出せば、無料で収集します。
汚物は取り除き、袋に「おむつ」と書いて出してく

ださい。
ペット用おむつは可燃ごみ（有料）です。

落ち葉・雑草類
他のごみと混ぜないで、透明又は半透明の袋に

入れて出せば、無料で収集します。
一度に出す量は、４０リットル程度の袋で３袋

までとしてください、

家庭菜園から出たもの（果実や野菜類を含む）
は可燃ごみ（有料）です。

○ 指定収集袋（緑）に入れて、可燃ごみの日に出してください
○ 布類のうち、キルティング加工があるもの、衣類以外で綿の入ったもの（布団など）
は、大きさにより可燃ごみか粗大ごみです

○ レース地のカーテンや衣類は、１０月からは資源（布類）で出すことができます

枝木のうち、竹、笹、シュロ、いちょう、松は可燃
ごみです。長さ５０ｃｍ未満、太さ１０ｃｍ未満のも
のは、ひもでしばるか、透明又は半透明の袋に入れて、
可燃ごみの日に出してください。

座布団（４枚まで） くつ（長靴も対象） 汚れた布類・紙類 汚れが落ちない容器包装プラスチック

生ごみ 防水加工等がしてある紙類
※ カーボン紙や紙製の洗剤容器等のにおいがついて
いる紙も可燃ごみです

主な可燃ごみ

１５ｃｍ未満のプラスチック製品

衣類・かばん・
ベルト以外の革製品

ビニール製品

ゴム・シリコン製品

落ち葉・雑草は分別して出せば無料

竹、笹、シュロ、いちょう、松の枝

紙おむつ

写真

紙コップ
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指定収集袋（ピンク）
に入れて出してくだ
さい。

有料ごみの対象となるもの

不燃ごみ（有料）

ガラス製品 プラスチックや金属の複合品

おもちゃ

15cm以上のプラスチック製品

スパイク、登山靴等

陶磁器

かさ・園芸用支柱等
（４本まで）

○ 指定収集袋（緑）に入れて、不燃ごみの日に出してください
○ 刃物類は、刃の部分を布や紙等で包んで出してください
○ 電池は、外してライター・びん・有害物の日に出してください
○ 傘や園芸用支柱は、１ｍ未満であれば４本まで不燃ごみです
○ ゴルフクラブは、１本からでも粗大ごみに変更となります

飲料等入りで販売されていたびん
※酒びん・調味料のびん・化粧品のびん等

➡ ライター・びん・有害物

食品や飲料が入ってなく、
びん単体で販売されている

➡ 不燃ごみ

不燃？びん？ ～判断基準はこちら～

容器包装プラスチック（有料）

ペットボトルのキャップ・ラベル 弁当・そうざいの容器 レジ袋

食品トレイ シャンプーや
洗剤のボトル

梱包材・緩衝材 果物ネット卵パック

お菓子や食品の袋

不燃ごみない

可燃ごみ
ある

汚れている

きれいになった

ならない

マークがある？

容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク

きれい

すすいだり、ふいて
きれいになった？

たて・よこ・高さの
うち、一番長い辺は
１５ｃｍ以上ある？

１５ｃｍより短い

きれい？

１５ｃｍ以上

プラスチック分別チャート

主な不燃ごみ

主な容器包装プラスチック

プラマークは、ラベ
ル等にまとめて表記
されていることがあ
ります

水筒・
タンブラー

刃物類

刃を包む電池を外す

家電製品(40cm未満)

製品びん

製品びん 飲料入りのびん
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○紙類（雑誌・紙パック・雑誌・新聞紙・段ボール）
○布類（衣類・シーツ等）、ぬいぐるみ・ベルト
・かばん（革、布、エナメル製。その他は可燃ごみ）

○かん・金属（調理器具、金属のみでできているもの）
○ライター・びん・有害物
（電池類、水銀体温計、電子たばこ、蛍光管等）

※充電式電池を含む
○剪定枝

出し方や収集曜日等、詳しくは
ごみ分別辞典及びごみ収集カレンダーをご覧ください。

この情報誌は再生紙を使用しています。

発行 武蔵村山市 協働推進部 ごみ対策課 住所 〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目１番地の１

電話 042-565-1111（内線：292～293） ファックス 042-563-0793 ＨＰ https://www.city.musashimurayama.lg.jp

引き続き無料で出せるもの

ペットボトル
○ 識別マークのついた飲料・しょうゆ・酒類等のプラスチック製ボトル
○ キャップとラベルは必ず外して出してください。付いたままのペットボトルは、
収集できません

水ですすいで
汚れを落とす

ペットボトルの出し方

キャップとラベルは
必ずはずす

つぶす

キャップ下のリングは、
外す必要はありません

そのほかにも

透明か半透明の袋へ

●１０月からのごみ・資源物の分別方法 ●戸別収集のごみの出し方
●お住まいの地区での収集品目・曜日 ●指定収集袋の販売店舗 等

電話番号：０４２－８１６－２９４４
設置期間：令和４年９月１日から１０月３１日まで（土・日・祝日を除く）
受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで

※９月２６日から１０月１４日までは、午前８時３０分から午後７時まで

お気軽にお問い合わせください

炊飯器の釜（金属）

剪定枝
太さ１０cm未満
長さ５０cm未満

シーツ・タオル・毛布

スプレー缶は、
中身を使い切る

端子部分をセロテ
ープ等で絶縁する

ごみ有料化・戸別収集コールセンター

不法投棄防止の観点から、市が設置した
資源物拠点回収ボックス（ペットボトル・
発泡スチロールトレイ・紙パック）は９月
末で閉鎖といたします。
長らくのご利用、ありがとうございまし

た。
今後は、店頭回収等を利用するか、品目

に応じてそれぞれの収集日に排出してくだ
さい。

市の拠点回収ボックスは閉鎖します
８月にお配りした『ごみ分別辞典』訂正のお知らせ

以下のとおり訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

ページ 品目 項目 誤 正

４８ 携帯ラジオ
出し方の
ポイント

回収箱の設置場所は、
P３４をご覧ください。

回収箱の設置場所は、
P３３をご覧ください。

４９ 基盤 品目 基盤 碁盤

５０ 座布団
出し方の
ポイント

（空白）
一度に出せるのは４枚
まで。５枚～１５枚は
粗大ごみ（２００円）

６０ 布 収集区分 可燃 布

今一度、新しいごみの出し方を動画でご確認ください


