
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

吉祥寺南町

吉祥寺本町
２・３・４丁目
御殿山

吉祥寺本町
１丁目
吉祥寺東町

吉祥寺北町

中　町

西久保

境

境南町

関　前
桜　堤

緑　町
八幡町

燃やすごみ

燃やすごみ

曜日
地区

プラスチック製
　　　容器包装

粗大ごみ：予約制

朝9時までに出してください。
燃やすごみ・燃やさないごみは市指定有料ごみ処理袋です。

・インターネット トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み（365日24時間）
・粗大ごみ受付センター 0422-60-1844（月～土曜日（祝日を含む）8：30～19：00）
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ごみ便利帳ごみ便利帳武蔵野市武蔵野市

令和５年度（２０２３年度）保存版

武蔵野市 ごみ総合対策課

TEL 0422-60-1802
〒180-0012 武蔵野市緑町3-1-5

 武蔵野クリーンセンター内

https://www.city.musashino.lg.jp/

武蔵野ごみ武蔵野ごみ
チャレンジ600g!チャレンジ600g!

武蔵野クリーンセンター武蔵野クリーンセンター

むさしのエコreゾートむさしのエコreゾート

  リチウムイオン電池などの充電池を
   ほかのごみと混ぜて出さないでください。
   ＊クリーンセンターや収集車の中で火災の
       原因となり、大変危険です。

注意!注意!

リチウムイオン電池の分別を動画で紹介 ➡

市公式LINEアカウントで、
分別の検索や収集日程の通知受取が出来ます。

友達登録はこちら ➡



公 害 相 談 な ど…環境政策課　　　　　　　　　電話 0422-60-1842 

動物の保護・相談…東京都動物愛護相談センター　電話 042-581-7435
　カラスの巣、スズメバチの巣の撤去、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭など

2023年2月発行

ごみ減量の取り組み

レジ袋削減などに関する
協定を結びました

アトレ
イトーヨーカ堂
エコス
紀ノ國屋
京王ストア
コープみらい

※50音順
　(令和5年2月1日現在）

締結事業者　スーパーマーケット11社

家庭･事業者･市の
　　ごみ減量 ｢Ｅｃｏパートナー」を

認定しました
事業者の
ごみ減量

学校法人  亜細亜学園
株式会社アトレ  吉祥寺店
株式会社イトーヨーカ堂  武蔵境店
いなげや武蔵野桜堤店
いなげや武蔵野関前店
いなげや武蔵野西久保店
井の頭自然文化園
ＮＴＴ武蔵野研究開発センタ
エフエフビル管理組合
御料理　武蔵野

2023年　武蔵野市認定　Ecoパートナー事業所
キラリナ京王吉祥寺
コピス吉祥寺
サミットストア武蔵野緑町店
JR東日本ステーションサービス
吉祥寺駅
シュープラザビル
学校法人  成蹊学園
合同会社  西友  吉祥寺店
ダイヤバローレビル
株式会社東急百貨店吉祥寺店

株式会社  パルコ  吉祥寺店
株式会社  丸井  吉祥寺店
三鷹東急ストア
ミニコープ  武蔵野店
武蔵野赤十字病院
株式会社モンテローザ
横河電機株式会社
ヨドバシ吉祥寺　　　　

サミット
ダイエー
東急ストア
ビッグ・エー
三浦屋

相談･問い合わせ先など

ごみ総合対策課（ごみの収集・運搬、減量・資源化施策の推進、まちの美化など）
電話 0422-60-1802

　

粗大ごみ受付センター（粗大ごみ収集予約）　 電話 0422-60-1844 
　　受付時間　　月曜日～土曜日（祝日含む） ※日曜は休みです。　8：30～19：00　英語対応可 

不法投棄ごみ/設置看板の貸出

集団回収

武蔵野クリーンセンター（ごみの焼却、破砕処理）

不法投棄は環境に悪影響を与えるだけでなく、まちの美観を損ねます。
私有地に不法投棄されたごみは、捨てた人がわからない場合、土地の所有者または管理者が処理をするよう
に定められています。（「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」の第33条
２項及び３項の規定による）
市民の皆様からの通報を受けた場合は現地調査を行い、投棄者の特定につながる証拠が発見された場合は、
投棄者に対して厳重に指導し、廃棄物を撤去させます。
不法投棄厳禁看板の貸出については、ごみ総合対策課までご相談ください。

①武蔵野クリーンセンター施設見学（詳細は55頁参照）
②粗大ごみの持ち込み（事前予約不要。事業系ごみの持ち込みはできません。）
　収集で申し込みできない場合は、市内の家庭から排出された粗大ごみを直接持ち込むことができます。　
　・受付時間 平日　9：00～11：30、13：00～16：00
 土曜　9：00～11：30　　※日曜・祝日・年末・年始は休みです。
　・料金 50㎏まで　　　　一律1,000円
 50㎏を超える分　10㎏ごとに200円ずつ加算
　・支払方法 現金払い
　・持ち物 排出場所（住所）を確認する書類（免許証、公共料金払込用紙、郵便物など）
 (親族が持ち込む場合）持ち込む方の身分確認書類（免許証など）　
＊できる限り、粗大ごみ収集（26頁参照）をご利用ください。　
＊粗大ごみ以外は、原則持ち込みできません。それ以外のごみが混ざっている場合は、その場で分別し、お持ち帰りいた
　だきます。各地区の通常の収集日に出してください。
＊持ち込みができるのは原則本人（事情がある場合は親族）です。車の場合は、自家用車またはレンタカーでお願いします。

自治会やマンション管理組合、子ども会、サークルなどのグループで協力し、古紙類、古着、缶、牛乳パックなどの資
源を回収するリサイクル活動です。集団回収活動に対する市の補助制度があります。

武蔵野市は、レジ袋使用事業者（スーパーマーケット
など）と、協定を取り交わしています。
レジ袋の削減と食品ロスの削減の呼びかけなど、
協力してごみ減量を目指す取り組みを進めます。

平成14年度以来、ごみの排出量が多い市内の事業所に対し、指導を繰り返し
実施してきました。その結果、令和元年度は平成13年度に比べ、約9,000t以上
の減量ができました。市では平成19年から、雑紙、生ごみの全量資源化などを
実施してきた事業所を「Ecoパートナー」として認定し、表彰しています。2023
年は、以下の27事業所を認定しました。
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集合住宅にお住まいの方
ごみ・資源物は集合住宅で指定されている集積所に出してください。
※既存の集合住宅へ入居された方は、家主または管理会社にお問い合わせ
　ください。

戸建て住宅にお住まいの方
ごみ・資源物はご自宅前の道路に面した敷地内に出してください。
※「ごみ収集届出書」の提出が必要です。

ど
こ
に

武蔵野市は戸別収集です

▲ ごみ収集届出書

ご
み
収
集
届
出
書
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

戸建て住宅への入居や新築の場合、「ごみ収集届出書」の提出が必要です。
（ごみ置き場所を敷地内で移動する場合も変更の届出が必要です）
届出書と異なる場所に出されたごみは回収できません。
「ごみ収集届出書」は、ごみ総合対策課・各市政
センターにあります。
ホームページからもダウンロードできます。

必要事項を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口
または郵送、FAXにて提出してください。

　ごみ総合対策課
　　電話 0422-60-1802
　　FAX 0422-51-9950

ごみと資源の収集カレンダー ▶

収集日の朝９時までに出してください。
収集日は「ごみと資源の収集カレンダー」を
ご覧ください。
（ごみ総合対策課、市役所総合案内、各市政センターで
配布しています。 市ホームページにも掲載しています）

い
つ

●ごみ･資源物の出し方

武蔵野市ご
み総合対策

課 ☎0422-6
0-1802

〒180-00
12　武蔵野

市緑町3-1
-5　武蔵野

クリーンセ
ンター内

URL　http
s://www.

city.musa
shino.lg.jp

/

2023年4
月～2024年

3月

武蔵野市
令和5年度版

ごみ・資源
物は朝９時ま

でに出して
ください

保存版

ごみと資源の
収集カレン

ダー
ごみと資源の

収集カレン
ダー

ごみと資源の
収集カレン

ダー
ごみと資源の

収集カレン
ダー

祝日法の改
正などによ

り、カレンダ
ー上の祝日

・休日が一
部変更にな

る

ことがあり
ます。掲載

内容は令和
5年1月現在

のものです
。
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ek

毎  週
Every we

ek
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燃やすごみ
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危険有害
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燃やさない
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燃やすごみ
プラスチッ
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容器包装
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and papers
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Old clothes
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製
容器包装

可 燃可 燃
びん
古紙・古着

缶

危険有害

可 燃可 燃 プラスチック
製

容器包装

可 燃可 燃 古紙・古着

ペットボト
ル

不 燃不 燃
可 燃可 燃 プラスチック

製
容器包装

可 燃可 燃
びん
古紙・古着

缶

危険有害

可 燃可 燃 プラスチック
製

容器包装

可 燃可 燃 古紙・古着

ペットボト
ル

不 燃不 燃
可 燃可 燃 プラスチック

製
容器包装
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「びん」「缶」「ペットボトル」「プラスチック製容器包装」
種類ごとに軽くゆすいで、透明または半透明の袋 （45リットル以下、有料ごみ処理袋を
除く） に入れて出してください。

「危険･有害ごみ」
危険･有害ごみ袋もし
くは透明または半透明
の袋に入れて「危険・
有害ごみ」と書いて出し
てください。

「古紙」
種類ごとにひもで束ねるか、透明
または半透明の袋など（45リット
ル以下、有料ごみ処理袋を除く）
に入れて出してください。ガム
テープは使用しないでください。

「古着」
透明または半透明の
袋（45リットル以下、
有料ごみ処理袋を除
く）に入れて出してく
ださい。

ど
の
よ
う
に

家庭用有料ごみ処理袋

40

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

20

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

10

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

5

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

事業用有料ごみ処理袋

出すときの注意

「燃やすごみ」「燃やさないごみ」
市指定有料ごみ処理袋に入れて出してください。

●はみ出さずに入れて、必ず袋の口を閉じてください。
●ガムテープでとめたり、袋を切り貼りしたり、袋を２つ被せるような出し方はしないで
ください。
●棒状のものは、品物全体の半分以上が袋に入り、袋の外に出ている部分の太さが直
径５cm以内であれば、１袋につき５本まで出せます。
●１回の排出量はどの大きさでも３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）にな
る場合は、ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。
●プラスチック類や紙などは風で飛ばされないようにお願いいたします。
●カラスなどに荒らされないように、ふた付きのごみ箱などをご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。
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危険・有害ごみ
乾電池・体温計
スプレー缶・
ライター　　等

～袋がいっぱいになってから出してください～

武蔵野市ごみ総合対策課

燃やすごみ・燃やさないごみ兼用の袋です。それぞれ分別して指定の日に出してください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。

可燃・不燃用
1セット10枚

20リットル相当 1,100円
45リットル相当 2,500円

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。

資源物用
1セット10枚

30リットル相当 300円
ばらの状態では透明ですが、
販売時ロール状では
銀色に見えます。

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

武蔵野市

10リットル相当
45リットル相当

事業所（1日平均10kg以下など、30頁に示す要件
を満たす）でお使いいただける袋です。

ごみ総合対策課、市役所総合案内、
各市政センター、各コミセンで
無料で配布しています。

道路上のポイ捨てごみ、落ち葉や枝木の清掃など、街の美化を
ボランティアとして行った時に出るごみを入れる袋です。「燃やす
ごみ」、「燃やさないごみ」に分別し、家庭ごみと同様にご自宅の
決められた場所に出してください。路上等決められたごみ置き
場以外に放置した場合は、不法投棄となりますのでご注意くだ
さい。なお、１度に出せる量は戸建て住宅は３袋、集合住宅は10袋
までです。ごみ総合対策課、各市政センター、各コミセンで無料
で交付しています。

危険･有害ごみ袋もしくは透
明または半透明の袋に  ｢危
険･有害ごみ｣と書いて出し
てください。

※

5リットル相当
1セット10枚
100円

10リットル相当
1セット10枚
200円

20リットル相当
1セット10枚
400円

40リットル相当
1セット10枚
800円

40

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

60cm

45cm

20

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

46cm

35cm

10

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

38cm

29cm

5

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

30cm

18cm

※一部の取扱店では20リットル相当、40リットル相当のばら売りをしています。
　（詳しくは6～9頁をご覧ください）

家庭用有料ごみ処理袋

事業用有料ごみ処理袋 ボランティアごみ袋 危険･有害ごみ袋
※※

市指定ごみ処理袋

「びん」「缶」「ペットボトル」「プラスチック製容器包装」
種類ごとに軽くゆすいで、透明または半透明の袋 （45リットル以下、有料ごみ処理袋を
除く） に入れて出してください。

「危険･有害ごみ」
危険･有害ごみ袋もし
くは透明または半透明
の袋に入れて「危険・
有害ごみ」と書いて出し
てください。

「古紙」
種類ごとにひもで束ねるか、透明
または半透明の袋など（45リット
ル以下、有料ごみ処理袋を除く）
に入れて出してください。ガム
テープは使用しないでください。

「古着」
透明または半透明の
袋（45リットル以下、
有料ごみ処理袋を除
く）に入れて出してく
ださい。

ど
の
よ
う
に

家庭用有料ごみ処理袋

40

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

20

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

10

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

5

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

事業用有料ごみ処理袋

出すときの注意

「燃やすごみ」「燃やさないごみ」
市指定有料ごみ処理袋に入れて出してください。

●はみ出さずに入れて、必ず袋の口を閉じてください。
●ガムテープでとめたり、袋を切り貼りしたり、袋を２つ被せるような出し方はしないで
ください。

●棒状のものは、品物全体の半分以上が袋に入り、袋の外に出ている部分の太さが直
径５cm以内であれば、１袋につき５本まで出せます。

●１回の排出量はどの大きさでも３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）にな
る場合は、ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

●プラスチック類や紙などは風で飛ばされないようにお願いいたします。
●カラスなどに荒らされないように、ふた付きのごみ箱などをご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。
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◆市に収集依頼するには

・戸建て住宅、
　集合住宅は → →

【燃やすごみの日に出す場合】⇒クリーンセンターで焼却します。

【事前予約が必要な場合】⇒中間処理施設を経由して資源化されます。

草葉などの入った袋枝木の束

長さ 50cm 以内

束の直径
50cm 以内

枝木の太さ
7cm 以内

  ◆直接クリーンセンターへ持ち込むには⇒中間処理施設を経由して資源化されます。

 

    
　 
　 　　 

◎枝木は、太さ7cm以内、長さ50cm以内に切り、直径50cm以内の大きさに束ねる。
◎草葉は、45リットル以下の透明または半透明の袋に入れる。（市指定有料ごみ処理袋・ボランティアごみ袋を
　使用する必要はありません）

◎束と袋を合わせて1日あたり10個まで【無料】これを超える数のものは粗大ごみ扱い【有料】となります。
◎枝木は、太さ20cm以内、長さ90cm以内に切り、直径50cm以内の束であれば受け入れが可能です。
◎草葉は、45リットル以下の透明または半透明の袋に入れる。（市指定有料ごみ処理袋・ボランティアごみ袋を使用する必要はありません）
◎排出場所（ご家庭の住所）が確認できる書類（免許証、公共料金払込用紙、郵便物など）をお持ちください。

※お店や事業所から枝木・草葉を出される場合は、30頁を参照。

※持ち込みができず、粗大ごみとして収集を依頼する場合は、26頁の手順で粗大ごみ受付センタ－
（0422-60-1844）へお申し込みください。 ただしすべて【有料】となります。
※20cmを超える太さのもの、あるいは90cmを超える長さの枝木は、クリーンセンターでは受け入れでき
ません。 剪定造園業者または一般廃棄物処理業許可業者にお問い合わせください（31頁参照）。

＝10個まで（束と袋合わせて）

45リットル
以下の透明
または半透明
の袋

45リットル
以下の透明
または半透明
の袋

草葉などの入った袋枝木の束

長さ 90cm 以内

束の直径
50cm 以内

枝木の太さ
20cm 以内

45リットル
以下の透明
または半透明
の袋

45リットル
以下の透明
または半透明
の袋

1回の収集につき、
束と袋を合わせて
4 個から50個まで
【無料】

予約をした翌週の
水曜日に指定した
場所へ朝９時まで
に出してください。

ごみ総合対策課へ電話
で申し込んでください
（0422-60-1802）。

燃やすごみを置く場所と
同じ場所へ、朝9時までに
出してください。

・戸建て住宅は 1回の収集につき、束と袋を
合わせて3個まで【無料】 →

・集合住宅は 
1回の収集につき、束と袋を
合わせて10個まで【無料】 →

※草や葉に付いた土やごみは、取り除いてください。

砂利 砂

土 プラスチック 紙

混入禁止！ 混入禁止！

混入禁止！混入禁止！混入禁止！

石
混入禁止！

家庭で剪定した枝木･草葉（落ち葉も含む）
燃やすごみ の中でごみ処理手数料がかからないもの

※草や葉に付いた土やごみは、
　取り除いてください。

手数料のかからないもの
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◆市に収集依頼するには

・戸建て住宅、
　集合住宅は → →

【燃やすごみの日に出す場合】⇒クリーンセンターで焼却します。

【事前予約が必要な場合】⇒中間処理施設を経由して資源化されます。

草葉などの入った袋枝木の束

長さ 50cm 以内

束の直径
50cm 以内

枝木の太さ
7cm 以内

  ◆直接クリーンセンターへ持ち込むには⇒中間処理施設を経由して資源化されます。
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◎排出場所（ご家庭の住所）が確認できる書類（免許証、公共料金払込用紙、郵便物など）をお持ちください。

※お店や事業所から枝木・草葉を出される場合は、30頁を参照。

※持ち込みができず、粗大ごみとして収集を依頼する場合は、26頁の手順で粗大ごみ受付センタ－
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ません。 剪定造園業者または一般廃棄物処理業許可業者にお問い合わせください（31頁参照）。
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予約をした翌週の
水曜日に指定した
場所へ朝９時まで
に出してください。

ごみ総合対策課へ電話
で申し込んでください
（0422-60-1802）。

燃やすごみを置く場所と
同じ場所へ、朝9時までに
出してください。

・戸建て住宅は 1回の収集につき、束と袋を
合わせて3個まで【無料】 →

・集合住宅は 
1回の収集につき、束と袋を
合わせて10個まで【無料】 →

※草や葉に付いた土やごみは、取り除いてください。

砂利 砂

土 プラスチック 紙

混入禁止！ 混入禁止！

混入禁止！混入禁止！混入禁止！

石
混入禁止！

家庭で剪定した枝木･草葉（落ち葉も含む）
燃やすごみ の中でごみ処理手数料がかからないもの

※草や葉に付いた土やごみは、
　取り除いてください。

手数料のかからないもの

家庭ごみに対する支援

乳幼児や高齢者などが使用したおむつは無料で「燃やすごみ」の日
に収集します。
排せつ物をトイレに流してから、透明または半透明の袋に入れ、
「おむつ」と明記して出してください。

　※ペット用は対象外です。排せつ物をトイレに流してから、
　　有料ごみ処理袋に入れて「燃やすごみ」として出してください。

おむつ

●家庭ごみ処理手数料の減免

●ごみ出し困難者のためのふれあい訪問収集

おむつ

（1）生活保護を受給している方 （2）中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援給付を受給している方

（3）児童扶養手当を受給している方 （4）特別児童扶養手当を受給している方

（5）特別障害者手当を受給している方 （6）老齢福祉年金を受給している方　

（7）次のいずれかの手帳を所持している方（ただし、世帯員全員が市民税非課税であること）　　

　　　身体障害者手帳1･2級、愛の手帳1･2度、精神障害者保健福祉手帳1･2級

（1）～（6）に該当する方には、各担当課より家庭ごみ処理袋引換券を送付します。

（7）に該当する方は、毎年度（切替月は11月）ごみ総合対策課への申請が必要です。

下記に該当する方には、市指定有料ごみ処理袋を一定枚数無料で配布します。

一人暮らしの高齢者や、身体に障害のある方のみの世帯など、ごみを出すことが困難な方を

対象に、玄関からごみ置き場所までのごみ出し支援と声かけを行う、ふれあい訪問収集を実

施しています。

対　　象：① 65歳以上の一人暮らしで、ごみを出すことが困難な、要支援2以上の方　　　

　　　　　② 身体障害者手帳1･2級のみの世帯で、ごみを出すことが困難な世帯

収集方法：毎週月曜日から金曜日まで曜日別収集（一般家庭ごみ収集日と同じ）

　　　　　ただし、粗大ごみ収集は対象になりません。

手　　続：担当のケースワーカー･ケアマネジャーへご連絡ください。

　　　　　書類審査、訪問調査により決定します。
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有料ごみ処理袋など取扱店 ●取扱品目
　家庭…家庭用ごみ処理袋　事業…事業用ごみ処理袋
　粗大…粗大ごみ処理券

有料ごみ処理袋など取扱店（令和5年2月現在の情報であり、今後取扱いが中止になることもあります）
＊｢ばら」は家庭用20リットルと40リットルの2サイズのみばら売りも行っている店舗です。

地区 名　　　　　　称 住　　　　　　所 電話番号 取扱品目

吉
祥
寺
東
町
エ
リ
ア

セブン-イレブン吉祥寺通り東店 吉祥寺東町1-2-1 0422-22-2806 家庭 事業 粗大
ファミリーマート吉祥寺東町一丁目店 吉祥寺東町1-10-20 0422-23-6780 家庭 事業 粗大
㈲今野商店 吉祥寺東町1-11-4 0422-22-5019 家庭 事業 粗大
吉祥寺東コミュニティセンター 吉祥寺東町1-12-6 0422-21-4141 家庭 - -
㈲スカイリフレコーポレーション 吉祥寺東町1-18-1  都ビル2階 0422-22-3344 家庭 事業 粗大 ばら
川祥 吉祥寺東町1-23-10 0422-22-5916 家庭 事業 - ばら
すみれ堂化粧品店 吉祥寺東町1-25-11 0422-20-6460 家庭 - -
ミニストップ女子大前店 吉祥寺東町2-45-14 0422-21-2128 家庭 - 粗大
本宿コミュニティセンター 吉祥寺東町3-25-2 0422-22-0763 家庭 事業 - ばら
㈲マルフジ 吉祥寺東町4-9-12 0422-29-3012 家庭 事業 粗大

吉
祥
寺
南
町
エ
リ
ア

ファミリーマート吉祥寺駅南口店 吉祥寺南町1-1-2 0422-49-4900 家庭 事業 粗大
デイリーテーブル紀ノ国屋アトレ吉祥寺店 吉祥寺南町1-1-24  アトレ吉祥寺1Ｆ 0422-27-1246 家庭 - 粗大
ココカラファイン吉祥寺南口店 吉祥寺南町1-4-3  ニューセンタービル 0422-40-5038 家庭 事業 粗大 ばら
ファミリーマート吉祥寺パークロード店 吉祥寺南町1-5-3 0422-79-6106 家庭 事業 粗大
ドン・キホーテ吉祥寺駅前店 吉祥寺南町1-9-1 0422-40-6271 家庭 事業 粗大
ファミリーマート吉祥寺通り店 吉祥寺南町1-11-10 0422-79-9457 家庭 事業 粗大
ファミリーマート井の頭公園口店 吉祥寺南町1-15-4 0422-70-3566 家庭 事業 粗大
京王ストアキッチンコート吉祥寺店 吉祥寺南町2-1-25 0422-70-3380 家庭 - -
ファミリーマート吉祥寺末広通り店 吉祥寺南町2-6-1 0422-70-0208 家庭 事業 粗大
リコス吉祥寺南町2丁目店 吉祥寺南町2-7-1 0422-71-9918 家庭 - 粗大
セブン-イレブン吉祥寺南町2丁目店 吉祥寺南町2-13-8 0422-72-3971 家庭 事業 粗大
ビッグ・エー武蔵野吉祥寺南町店 吉祥寺南町2-16-1 0422-45-3310 家庭 - - ばら
スギ薬局　吉祥寺南町店 吉祥寺南町2-17-1 0422-29-0051 家庭 - -
オーケー吉祥寺店 吉祥寺南町2-37-11 0422-29-8120 家庭 - -
セブン-イレブン吉祥寺南町3丁目店 吉祥寺南町3-24-1 0422-48-3337 家庭 事業 粗大
ワールド商事 吉祥寺南町3-40-5 0422-47-1391 家庭 事業 粗大 ばら
㈲中舛商店 吉祥寺南町4-2-13 0422-43-3924 家庭 事業 粗大
まいばすけっと吉祥寺南町4丁目 吉祥寺南町4-11-12  ハイツ井の頭S.t 0422-70-5578 家庭 - -
ローソン吉祥寺南町店 吉祥寺南町4-12-1 0422-70-6632 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺立教通り店 吉祥寺南町4-25-12 0422-43-7110 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺南町５丁目店 吉祥寺南町5-1-13 0422-22-2833 家庭 事業 粗大

御
殿
山
・
吉
祥
寺
本
町
エ
リ
ア

セブン-イレブン吉祥寺井の頭公園入口店 御殿山1-4-13 0422-48-0171 家庭 事業 粗大
ファミリーマート武蔵野御殿山店 御殿山2-13-8 0422-70-0272 家庭 - 粗大
ファミリーマート吉祥寺平和通り店 吉祥寺本町1-4-11 0422-23-7200 家庭 事業 粗大
ファミリーマート吉祥寺駅前店 吉祥寺本町1-4-16 0422-28-0750 家庭 事業 粗大
薬マツモトキヨシ吉祥寺ダイヤ街店 吉祥寺本町1-7-6  白坂ビル 0422-20-6668 家庭 - 粗大
スギ薬局吉祥寺店 吉祥寺本町1-8-3 0422-27-6641 家庭 - 粗大
セブン-イレブン吉祥寺レンガ館店 吉祥寺本町1-8-5 0422-21-1811 家庭 事業 粗大
サンドラッグ吉祥寺ダイヤ街店 吉祥寺本町1-8-7 0422-23-7337 家庭 - -
石井米店 吉祥寺本町1-10-14 0422-22-5317 家庭 事業 -
㈱三浦屋コピス吉祥寺店 吉祥寺本町1-11-5  コピス吉祥寺Ｂ1Ｆ 0422-21-1020 家庭 事業 粗大
ココカラファイン吉祥寺サンロード店 吉祥寺本町1-11-30  サンロードプラザ1Ｆ 0422-21-4016 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺サンロード店 吉祥寺本町1-12-2 0422-22-4601 家庭 事業 粗大
株式会社　西友　吉祥寺店 吉祥寺本町1-12-10 0422-21-1311 家庭 事業 -
セブン-イレブン吉祥寺駅前店 吉祥寺本町1-14-8 0422-21-6507 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺駅中央店 吉祥寺本町1-17-12 0422-22-7010 家庭 事業 粗大
ローソン吉祥寺本町1丁目店 吉祥寺本町1-18-3 0422-22-2770 家庭 事業 粗大
まいばすけっと吉祥寺本町 吉祥寺本町1-21-7 0422-28-7502 家庭 - -
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有料ごみ処理袋など取扱店 ●取扱品目
　家庭…家庭用ごみ処理袋　事業…事業用ごみ処理袋
　粗大…粗大ごみ処理券

有料ごみ処理袋など取扱店（令和5年2月現在の情報であり、今後取扱いが中止になることもあります）
＊｢ばら」は家庭用20リットルと40リットルの2サイズのみばら売りも行っている店舗です。

地区 名　　　　　　称 住　　　　　　所 電話番号 取扱品目

御
殿
山
・
吉
祥
寺
本
町
エ
リ
ア

本町コミュニティセンター 吉祥寺本町1-22-2 0422-22-7002 家庭 事業 -
ファミリーマート吉祥寺駅東店 吉祥寺本町1-24-6  吉祥寺ライトビル 0422-28-4105 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺本町1丁目店 吉祥寺本町1-32-9 0422-21-8688 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺本町五日市街道店 吉祥寺本町1-33-8 0422-23-2600 家庭 事業 粗大
グランキヨスク 吉祥寺本町1-33-10  丸二ビル2Ｆ 0422-20-5979 家庭 事業 粗大 ばら
ミニストップ吉祥寺本町店　 吉祥寺本町1-33-24 0422-23-2560 家庭 事業 粗大
㈱田島商店 吉祥寺本町1-34-22 0422-22-2400 家庭 事業 -
東急百貨店吉祥寺店 吉祥寺本町2-3-1 0422-21-5111 家庭 - -
薬マツモトキヨシ吉祥寺大正通り店 吉祥寺本町2-4-1 0422-20-1505 家庭 - 粗大
セブン-イレブン吉祥寺大正通り店 吉祥寺本町2-4-2 0422-23-4337 家庭 事業 粗大
ファミリーマート吉祥寺公園通り店 吉祥寺本町2-5-1 0422-28-7080 家庭 事業 粗大
八百銀商店 吉祥寺本町2-11-11 0422-22-6098 家庭 事業 -
アライ屋 吉祥寺本町2-14-2 0422-22-1313 家庭 事業 粗大
まいばすけっと吉祥寺本町2丁目 吉祥寺本町2-15-19  吉祥寺アライビル 0422-23-8255 家庭 - -
朝日新聞吉祥寺販売名聞社 吉祥寺本町2-15-21 0422-22-2164 家庭 - -
ローソン吉祥寺井の頭通店 吉祥寺本町2-21-8 0422-22-6281 家庭 事業 粗大
㈱金井米穀店 吉祥寺本町2-26-9 0422-22-5439 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺本町2丁目店 吉祥寺本町2-26-10 0422-23-3833 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺本町3丁目店 吉祥寺本町3-2-8 0422-21-6048 家庭 事業 粗大
㈱紀ノ国屋　吉祥寺店 吉祥寺本町3-7-3 0422-21-7779 家庭 - -
ローソンストア100吉祥寺本町三丁目店 吉祥寺本町3-7-10 0422-23-5332 家庭 - -
セブン-イレブン武蔵野成蹊通り店 吉祥寺本町3-27-9 0422-36-3116 家庭 事業 粗大
㈱ユース　読売吉祥寺センター 吉祥寺本町4-9-14 0422-21-6645 家庭 - 粗大
きたざわ商店 吉祥寺本町4-32-13 0422-55-5075 家庭 事業 粗大

吉
祥
寺
北
町
エ
リ
ア

マルエツプチ吉祥寺店　 吉祥寺北町1-1-1 0422-23-3111 家庭 事業 粗大
㈲大阪屋酒店 吉祥寺北町1-3-8 0422-22-3392 家庭 事業 粗大
やさい畑　はつざわ 吉祥寺北町1-5-14 0422-22-6745 家庭 事業 粗大
福崎米店 吉祥寺北町1-19-2 0422-22-3078 家庭 事業 粗大
ファミリーマート吉祥寺八幡通り店 吉祥寺北町2-2-15 0422-20-7720 家庭 事業 粗大
ローソン吉祥寺北町店 吉祥寺北町3-4-4 0422-55-2315 家庭 事業 粗大
吉祥寺マザーショップ 吉祥寺北町3-5-20 0422-53-8727 家庭 事業 粗大 ばら
武蔵野文具店 吉祥寺北町4-11-20 0422-54-7655 家庭 - 粗大
パル 吉祥寺北町4-12-25 0422-52-0710 家庭 事業 粗大
米の長岡 吉祥寺北町5-7-24 0422-52-1186 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン吉祥寺北町5丁目店 吉祥寺北町5-7-27 0422-36-0832 家庭 - -

中
町
エ
リ
ア

トモズ三鷹北口店 中町1-6-5  YNビルみたか 0422-36-5531 家庭 - -
三鷹東急ストア 中町1-7-5 0422-51-7481 家庭 事業 粗大
ローソン武蔵野タワーズ店 中町1-11-16 0422-51-0313 家庭 事業 粗大
オーケー三鷹北口店 中町1-12-10  武蔵野タワーズモール2F 0422-38-5040 家庭 - -
ミニストップ三鷹駅北口店 中町1-17-4 0422-55-7516 家庭 事業 粗大
ローソンストア100武蔵野中町1丁目店 中町1-20-9 0422-37-7299 家庭 - -
コミュニティストア八丁通りいたばし店 中町1-23-7 0422-52-2790 家庭 事業 粗大
ファミリーマート武蔵野中町新道店 中町1-34-3 0422-50-2230 家庭 事業 粗大
ローソン武蔵野中町2丁目店 中町2-4-8 0422-36-3435 家庭 事業 粗大
ファミリーマート武蔵野中町店 中町2-5-1 0422-50-9024 家庭 事業 粗大
アコレ武蔵野中町店 中町2-5-4 0422-60-2577 家庭 - -
㈱亀屋矢崎商店 中町2-24-18 0422-54-3931 家庭 事業 -
生活協同組合コープみらいミニコープ武蔵野店 中町2-29-14 0422-54-1364 家庭 - 粗大
セブン-イレブン武蔵野郵便局前店 中町3-3-6 0422-54-0287 家庭 事業 粗大
㈲豊年屋酒店 中町3-5-11 0422-51-4869 家庭 事業 - ばら
中央コミュニティセンター 中町3-5-17 0422-53-3934 家庭 - 粗大
㈲田辺米店 中町3-11-12 0422-52-0088 家庭 事業 粗大
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地区 名　　　　　　称 住　　　　　　所 電話番号 取扱品目
セブン-イレブン吉祥寺中町店 中町3-18-13 0422-55-7139 家庭 - 粗大

西
久
保
エ
リ
ア

セブン-イレブン武蔵野西久保１丁目店 西久保1-1-3 0422-55-7263 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン三鷹中央通り店 西久保1-6-24 0422-52-6583 家庭 事業 粗大
東京むさし農業協同組合武蔵野支店新鮮館 西久保1-18-10 0422-54-7150 家庭 事業 粗大
西久保コミュニティセンター 西久保1-23-7 0422-54-8990 家庭 - -
ファミリーマート内田西久保二丁目店 西久保2-7-1 0422-50-9016 家庭 事業 粗大
いなげや武蔵野西久保店 西久保2-14-1 0422-55-5615 家庭 - -
セブン-イレブン武蔵野西久保2丁目店 西久保2-26-9 0422-54-0807 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン武蔵野中央店 西久保3-2-17 0422-55-5575 家庭 事業 粗大
しろやま 西久保3-9-24 0422-51-6021 家庭 事業 粗大
㈲みのわ屋酒店 西久保3-9-13 0422-51-4583 家庭 事業 粗大 ばら
ローソン武蔵野西久保三丁目店 西久保3-23-11 0422-60-2660 家庭 事業 粗大

緑
町
エ
リ
ア

サンドラッグ武蔵野緑町店 緑町1-3-8 0422-50-9071 家庭 - -
サミットストア武蔵野緑町店 緑町1-3-13 0422-60-3310 家庭 事業 粗大
スギドラッグ武蔵野緑町店 緑町1-3-15 0422-38-7666 家庭 事業 -
たかおか食器店 緑町1-4-6 0422-52-0204 家庭 事業 粗大
つつみ文具店 緑町1-4-7 0422-51-2318 家庭 事業 粗大 ばら
グリーンショップヤナギヤ 緑町1-4-11 0422-51-2027 家庭 事業 粗大
㈲岡田屋靴店　グリーンパーク支店 緑町1-5-17 0422-51-4612 家庭 事業 粗大
ミニストップ武蔵野緑町店 緑町2-1-1 0422-54-5570 家庭 事業 粗大
Yショップ武蔵野市役所売店 緑町2-2-28  武蔵野市役所8F売店 0422-51-7150 家庭 事業 粗大 ばら
武蔵野緑町パークタウン自治会 緑町2-3-Ｂ7号棟集会所内 0422-36-0981 家庭 - 粗大 ばら
㈲奥山文具店 緑町2-4-39 0422-51-0672 家庭 事業 粗大
緑町コミュニティセンター 緑町3-1-17 0422-53-6954 家庭 - -

八
幡
町
エ
リ
ア

ファミリーマート武蔵野中央公園前店 八幡町1-1-21 0422-59-0251 家庭 事業 粗大
越後屋酒店 八幡町1-1-27 0422-51-3723 家庭 事業 -
まいばすけっと武蔵野八幡町 八幡町1-6-1  ファインキャッスル 0422-38-5326 家庭 - -
ドラッグストアマツモトキヨシ武蔵野八幡町店 八幡町1-6-18 0422-37-7050 家庭 - -
井口食料品店 八幡町3-1-24 0422-51-6639 家庭 事業 粗大 ばら
㈲丸穂　平野米店 八幡町3-1-26 0422-51-6040 家庭 事業 粗大
井口屋米店 八幡町3-8-1 0422-51-2715 家庭 事業 粗大 ばら
高橋商店 八幡町4-28-3 0422-51-3263 家庭 - 粗大

関
前
エ
リ
ア

いなげや武蔵野関前店 関前1-9-7 0422-60-3306 家庭 事業 粗大
ローソン武蔵野関前二丁目店 関前2-4-1 0422-37-0560 家庭 事業 粗大
関前コミュニティセンター 関前2-26-10 0422-51-0206 家庭 - -
㈲保谷米店 関前3-16-11 0422-51-9423 家庭 事業 粗大
ASA武蔵野北 関前3-20-8 0422-51-9363 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン武蔵野関前3丁目店 関前3-34-10 0422-51-4888 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン柳橋店 関前5-8-8 0422-54-7833 家庭 事業 粗大
㈱桜井造園 関前5-14-10 0422-52-1444 家庭 事業 粗大

境
エ
リ
ア

ファミリーマート武蔵境駅北口店 境1-2-1 0422-59-0029 家庭 事業 粗大
㈲下田園 境1-2-4 0422-51-4425 家庭 事業 粗大
ココカラファイン武蔵境店 境1-3-2  平田ビル 0422-60-4600 家庭 事業 -
㈲三輪商店 境1-4-9 0422-51-4466 家庭 事業 粗大
ホワイト急便武蔵境店 境1-6-2  タビーコートA 0422-56-5787 家庭 事業 -
セブン-イレブン武蔵境1丁目店 境1-16-1 0422-53-8527 家庭 事業 粗大
ドラッグストアマツモトキヨシ武蔵境店 境1-16-18 0422-60-2350 家庭 - 粗大
セブン-イレブン武蔵境駅前店 境2-2-1 0422-52-5007 家庭 事業 粗大
㈱トキタ　みどりや 境2-2-24 0422-51-7709 家庭 事業 粗大
㈱エコス　TAIRAYA　武蔵境店 境2-3-23 0422-55-5431 家庭 事業 粗大
ファミリーマート武蔵境2丁目店 境2-4-1 0422-50-2103 家庭 事業 粗大
㈲中川商店 境2-10-2 0422-51-3344 家庭 事業 粗大
トモズ武蔵境店 境2-14-1  スイングビル1Ｆ 0422-52-8911 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン武蔵野境2丁目店 境2-17-12 0422-54-7001 家庭 事業 粗大
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地区 名　　　　　　称 住　　　　　　所 電話番号 取扱品目

境
エ
リ
ア

ミニストップ武蔵境2丁目店 境2-21-13 0422-37-4810 家庭 事業 粗大
㈲丸五商店 境4-13-1 0422-51-3705 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン武蔵野境５丁目店 境5-1-17 0422-36-7096 家庭 事業 粗大
いなげや武蔵野桜堤店 境5-6-23 0422-54-6321 家庭 - -
㈲杉商 境5-24-17 0422-53-1101 家庭 - -
セブン-イレブン武蔵野アジア大学通り店 境5-27-18 0422-51-5567 家庭 事業 粗大

境
南
町
エ
リ
ア

クリエイトエス・ディー武蔵境南店 境南町1-8-1 0422-30-1031 家庭 事業 粗大
㈲丸美屋　ほんだ 境南町1-17-10 0422-31-8020 家庭 事業 粗大 ばら
ファミリーマート武蔵境駅前店 境南町2-1-6 0422-32-3025 家庭 事業 粗大
㈱イトーヨーカ堂武蔵境店 境南町2-2-20 0422-31-2111 家庭 事業 粗大
ファミリーマート境南通り店 境南町2-8-19 0422-39-0966 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン武蔵境駅南 境南町2-9-7 0422-30-0083 家庭 事業 粗大
ファミリーマート境南町二丁目店 境南町2-10-6 0422-39-3363 家庭 事業 粗大
ローソン武蔵野境南町二丁目店 境南町2-10-22 0422-32-0505 家庭 事業 粗大 ばら
ASA武蔵境駅前 境南町2-19-11 0422-31-6714 家庭 事業 粗大
クリエイトエス・ディーJR武蔵境西店 境南町3-2-17 0422-60-3260 家庭 - -
染谷花店 境南町3-10-15 0422-31-0322 家庭 事業 粗大
ファミリーマート武蔵境駅南店 境南町3-12-11 0422-39-5135 家庭 事業 粗大 ばら
合資会社高橋精米店 境南町3-17-25 0422-31-7454 家庭 事業 粗大
境南コミュニティセンター 境南町3-22-9 0422-32-8565 家庭 - -
㈱グルメシティ武蔵境店 境南町4-16-3 0422-31-1611 家庭 - -
石田魚店 境南町5-14-1 0422-32-1714 家庭 事業 粗大 ばら
薬マツモトキヨシnonowa武蔵境店 境南町2-1-35 0422-50-2041 家庭 - -

桜
堤
エ
リ
ア

㈲大山青果桜堤 桜堤1-8-3 0422-54-4317 家庭 事業 粗大
ローソン武蔵野桜堤二丁目店 桜堤2-7-29 0422-50-0071 家庭 事業 粗大
パークシティ武蔵野桜堤 桜堤2-8-8 0422-54-5282 家庭 - 粗大 ばら
㈲尾張屋酒店 桜堤2-12-1 0422-51-2431 家庭 事業 粗大
桜堤庭園フェイシア 桜堤2-13-1 0422-60-2318 家庭 - 粗大 ばら
桜堤コミュニティセンター 桜堤3-3-11 0422-53-5311 家庭 - -

市
外
エ
リ
ア

㈱三浦屋松庵店 杉並区松庵2-22-7 03-3335-2201 家庭 - 粗大
クリエイトエス・ディー杉並松庵店 杉並区松庵3-14-1 03-5336-1267 家庭 事業 粗大 ばら
株式会社　西友西荻窪店 杉並区西荻南3-25-27 03-3394-6211 家庭 - -
セブン-イレブン西荻窪駅北口店 杉並区西荻北3-1-10 03-5382-1570 家庭 - 粗大
セブン-イレブン西荻北店 杉並区西荻北4-1-19 03-5310-1833 家庭 - 粗大
ローソン杉並西荻北四丁目店 杉並区西荻北4-24-5 03-3399-5711 家庭 事業 粗大
ファミリーマート西荻女子大通り店 杉並区西荻北4-32-16 03-5303-5495 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン練馬関町北３丁目店 練馬区関町北3-4-4 03-3594-0711 家庭 - 粗大
セブン-イレブン練馬関町吉祥寺通り店 練馬区関町南2-23-9 03-5991-5238 家庭 - -
いなげや練馬関町店 練馬区関町南4-19-8 03-5927-5067 家庭 - -
生活協同組合コープみらいコープ関町店 練馬区立野町15-50 03-3928-9621 家庭 事業 粗大
OdakyuOX三鷹台店 三鷹市井の頭2-5-2 0422-45-2171 家庭 - -
セブン-イレブン井の頭公園駅前店 三鷹市井の頭3-12-11 0422-49-8177 家庭 - -
セブン-イレブン三鷹富士見通り店 三鷹市井口1-16-10 0422-32-1424 家庭 事業 粗大
ヒロマルチェーン三鷹井口店　㈲石原ストアー 三鷹市井口5-6-32 0422-31-0707 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン三鷹新道北通り店 三鷹市上連雀3-3-12 0422-72-0681 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン三鷹上連雀店 三鷹市上連雀6-32-30 0422-46-7711 家庭 事業 粗大
サミットストア上連雀店 三鷹市上連雀7-32-26 0422-24-3380 家庭 - -
セブン-イレブン三鷹駅前店 三鷹市下連雀3-24-12 0422-48-2245 家庭 事業 粗大
㈱東急ストア三鷹センター 三鷹市下連雀3-28-23 0422-49-2111 家庭 - -
名取屋興産㈱ 三鷹市下連雀3-32-3 0422-47-5899 家庭 事業 粗大
セブン-イレブン西東京新町６丁目店 西東京市新町6-8-19 0422-37-0133 家庭 - 粗大
サミットストア向台町店 西東京市向台町3-5-74 042-450-3310 家庭 事業 粗大
オーケー　梶野町店 小金井市梶野町3-3-14 0422-38-7005 家庭 - - ばら
ローソン小金井東町三丁目店 小金井市東町3-17-9 0422-34-6151 家庭 事業 粗大
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ペットボトル・プラスチック製容器包装
（15・16・17頁参照）
ペットボトル・プラスチック製容器包装
（15・16・17頁参照）

週2回燃やすごみ

生ごみ

資源にならないもの

汚れが取れないもの

貝殻
ボウル・おもちゃ類
バケツ・ポリタンク

ビデオテープ・カセットテープ
CD・DVD（ケースも）・レコード盤

プラスチック製品

ペット用の砂

ペット用の
おむつ・シート

紙皿・紙コップ
（防水加工）

写真

洗剤の箱

十分に水を切って出してください。

ごみの分け方

革製品

木製・プラスチック製の棒状のもの

ゴム製品 ペット用のおむつ・シート・砂

ラップ・アルミホイル 木製品

キガ
ミハくつ かばん

古着（着られないもの）、布類など
（24頁参照）
古着（着られないもの）、布類など
（24頁参照）

紙類
（18・19頁参照）
紙類
（18・19頁参照）

●洗濯しても汚れの落ちない衣類
●使用済みの下着類（靴下､パジャマを含む）
●手袋､帽子､マフラー､ネクタイ
●着物､ゆかた
●タオルやシーツなどの布類 など

汚れや匂いの付いている紙類や写真、感熱紙、
カーボン紙など

（多少金属がついていても出せます）
ベルト

（少量ずつ出してください）

（有料ごみ処理袋に半分以上入る大きさ）

有料ごみ処理袋に入れて口を結んで出してください。（袋からはみ出す大きさのものは、「粗大ごみ」です。 26頁参照）
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出すときの注意
●はみ出さずに入れて、 必ず袋の口を閉じてください。 
●ガムテープなどでとめたり、 袋を切り貼りしたり、袋を
２つ被せるような出し方はしないでください。
●１回の排出量は、どの大きさでも３袋以下でお願いしま
す。４袋以上（上限20袋）になる場合は、ごみ総合対策
課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。
●棒状のものは、品物全体の半分以上が袋に入り、袋の
外に出ている部分の太さが直径５cm以内であれば、
１袋につき５本まで出せます。

家庭で剪定した草木や
草葉については４頁を
参照ください。

乳幼児や高齢者などが使用したおむつは
無料で「燃やすごみ」の日に収集します。
排せつ物をトイレに流してから、
透明または半透明の袋に入れ、
「おむつ」と明記して出してください。
おむつについては５頁を参照ください。

※有料ごみ処理袋からはみ出す大きさの
　ものは「粗大ごみ」（26頁参照）です。

枝木･草葉･おむつ

おむつ

家庭ごみで、以下のものは無料です。家庭ごみで、以下のものは無料です。

可燃・不燃用
20リットル相当、45リットル相当

出し方
市指定有料ごみ処理袋に入れて出してください（３頁参照）。

市指定有料ごみ処理袋など取扱店について詳しくは６～９頁へ。

40リットル相当20リットル相当10リットル相当5リットル相当

家庭用有料ごみ処理袋

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

40

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

20

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

10

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

5

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。ペットボトル・プラスチック製容器包装

（15・16・17頁参照）
ペットボトル・プラスチック製容器包装
（15・16・17頁参照）

週2回燃やすごみ

生ごみ

資源にならないもの

汚れが取れないもの

貝殻
ボウル・おもちゃ類
バケツ・ポリタンク

ビデオテープ・カセットテープ
CD・DVD（ケースも）・レコード盤

プラスチック製品

ペット用の砂

ペット用の
おむつ・シート

紙皿・紙コップ
（防水加工）

写真

洗剤の箱

十分に水を切って出してください。

ごみの分け方

革製品

木製・プラスチック製の棒状のもの

ゴム製品 ペット用のおむつ・シート・砂

ラップ・アルミホイル 木製品

キガ
ミハくつ かばん

古着（着られないもの）、布類など
（24頁参照）
古着（着られないもの）、布類など
（24頁参照）

紙類
（18・19頁参照）
紙類
（18・19頁参照）

●洗濯しても汚れの落ちない衣類
●使用済みの下着類（靴下､パジャマを含む）
●手袋､帽子､マフラー､ネクタイ
●着物､ゆかた
●タオルやシーツなどの布類 など

汚れや匂いの付いている紙類や写真、感熱紙、
カーボン紙など

（多少金属がついていても出せます）
ベルト

（少量ずつ出してください）

（有料ごみ処理袋に半分以上入る大きさ）

有料ごみ処理袋に入れて口を結んで出してください。（袋からはみ出す大きさのものは、「粗大ごみ」です。 26頁参照）
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隔週

小型家電など（有料ごみ処理袋に入れて口を結べる大きさのもの）22頁参照

燃やさないごみ
(破砕・選別するごみ)

金属製品 ガラス製品

資源にならない缶 資源にならないびん
汚れが取れない缶
ペンキ缶・ガソリン缶（キャン
プ用など）・灯油缶などすべて
中身が空のもの

汚れが取れないびん・耐熱性
のびん・乳白色のびん・食品保
存用のびん・果実酒をつくるた
めのびん　など

蛍光管（蛍光球を含む）は
｢危険･有害ごみ」に出して
ください。

電球（LED電球を含む）

注意

USBメモリー
メモリーカード

安全カミソリ、包丁

有料ごみ処理袋に入れて口を結んで出してください。（袋からはみ出す大きさのものは、「粗大ごみ」です。 26頁参照）

※電池･充電池の外せない小型家電などは本体ごと｢危険･有害ごみ」に出してください。
※拠点回収もご利用ください（25頁参照）。

電池･充電池がないことがわかるように、 
ふたは開けたままで、 出してください。

なべ類
チューブ類
（金属製）

フライパン

スプーン・フォーク類
（金属製）

せともの コップ・ガラス類

陶磁器

ホワイト
ガソリン ペンキ

電池･充電池は必ず取り外して｢危険･有害ごみ」に出してください。

家電製品（家電リサイクル対象品目とパソコンは除く）などで、有料ごみ処理袋（40リットル）
に入れてもはみ出したり、口を結べないものは、「粗大ごみ」の扱いとなります（26頁参照）。
有料ごみ処理袋に入る大きさのものであっても、下記のものは「粗大ごみ」になります。
　・頑丈で別の処理を必要とするもの（ダンベルや鉄アレイなど）
　・収集運搬時に危険を伴うもの（石油ストーブ･オイルヒーターなど）
　※不明な場合は、ごみ総合対策課までお問い合わせください。

注意

刃を覆って危険のない
ように出してください。

クリーム
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出し方

出すときの注意
●はみ出さずに入れて、 必ず袋の口を閉じてください。 
●ガムテープなどでとめたり、 袋を切り貼りしたり、袋を２つ
被せるような出し方はしないでください。
●１回の排出量は、どの大きさでも３袋以下でお願いしま
す。４袋以上（上限20袋）になる場合は、ごみ総合対策課
へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。
●電池･充電池の取り外せない小型家電機器などは本体
ごと「危険･有害ごみ」に出してください。

市指定有料ごみ処理袋など取扱店について詳しくは６～９頁へ。

※太さ5cm以内の
　棒状のもの

※有料ごみ処理袋からはみ出す大きさの
　ものは「粗大ごみ」（26頁参照）です。

注意　傘・ゴルフクラブ・金属バットなど
の棒状のものは半分以上入る大き
さの有料ごみ処理袋に入れ、必ず口
を結んで出してください。 空いてい
れば他の燃やさないごみも同じ袋
に入れていただいて結構です。

金属性などの棒状のものの出し方　

1袋に5本まで

傘 ゴルフクラブ

市指定有料ごみ処理袋に入れて出してください（３頁参照）。
家庭用有料ごみ処理袋

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

可燃・不燃用
20リットル相当、45リットル相当

40リットル相当20リットル相当10リットル相当5リットル相当

40

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

20

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

10

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

5

武蔵野
市　指定ごみ袋

武蔵野市

いま
捨てようとしている
　　　　のは

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。

隔週

小型家電など（有料ごみ処理袋に入れて口を結べる大きさのもの）22頁参照

燃やさないごみ
(破砕・選別するごみ)

金属製品 ガラス製品

資源にならない缶 資源にならないびん
汚れが取れない缶
ペンキ缶・ガソリン缶（キャン
プ用など）・灯油缶などすべて
中身が空のもの

汚れが取れないびん・耐熱性
のびん・乳白色のびん・食品保
存用のびん・果実酒をつくるた
めのびん　など

蛍光管（蛍光球を含む）は
｢危険･有害ごみ」に出して
ください。

電球（LED電球を含む）

注意

USBメモリー
メモリーカード

安全カミソリ、包丁

有料ごみ処理袋に入れて口を結んで出してください。（袋からはみ出す大きさのものは、「粗大ごみ」です。 26頁参照）

※電池･充電池の外せない小型家電などは本体ごと｢危険･有害ごみ」に出してください。
※拠点回収もご利用ください（25頁参照）。

電池･充電池がないことがわかるように、 
ふたは開けたままで、 出してください。

なべ類
チューブ類
（金属製）

フライパン

スプーン・フォーク類
（金属製）

せともの コップ・ガラス類

陶磁器

ホワイト
ガソリン ペンキ

電池･充電池は必ず取り外して｢危険･有害ごみ」に出してください。

家電製品（家電リサイクル対象品目とパソコンは除く）などで、有料ごみ処理袋（40リットル）
に入れてもはみ出したり、口を結べないものは、「粗大ごみ」の扱いとなります（26頁参照）。
有料ごみ処理袋に入る大きさのものであっても、下記のものは「粗大ごみ」になります。
　・頑丈で別の処理を必要とするもの（ダンベルや鉄アレイなど）
　・収集運搬時に危険を伴うもの（石油ストーブ･オイルヒーターなど）
　※不明な場合は、ごみ総合対策課までお問い合わせください。

注意

刃を覆って危険のない
ように出してください。

クリーム
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はい いいえ

プラスチックの場合

はい

はい

はい

はいはいいいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

　ペットボトルやプラスチック製容器包装は、分別回収してリサイクルしています。
　異物の混入や汚れがあると、リサイクル原料としての評価が下がり、最悪の場
合、引き取りを断られる可能性もあります。
　出す際は軽く水でゆすいで、汚れを落としてください。汚れが取れない、又は異
物の混入したペットボトルやプラスチック製容器包装は、燃やすごみとして排出し
てください。

ペットボトル・プラスチックの分け方・出し方ペットボトル・プラスチックの分け方・出し方

燃やすごみ燃やすごみ 粗大ごみプラスチック製容器包装ペットボトル

ペットボトルの場合
商品を入れたもの（容器）や、
包んだもの（包装）で、
中身の商品を取り出した、
または使った後は不要となる
プラスチック製のもの？

40リットルの
有料ごみ処理袋に
入りきる？

ラベル・キャップ本体

ペットボトルの
キャップ・ラベルは
必ず外してください。

きれいな状態、または
軽くゆすぐ程度で
きれいになった？

きれいな状態、または
軽くゆすぐ程度で
きれいになった？

「ペットボトルの日」に出してください。

業者に返却してください。

「燃やすごみ」に出してください。

「プラスチック製品」
です

PETマークがある？

ウォーターサーバーに使用するボトルの処理については、以下をご参照ください。ウォーターサーバーに使用するボトルの処理については、以下をご参照ください。

業者に
返却
できる？

START
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有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当

飲料用 調味料用

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印

●ペットボトルマークのある、飲料や調味料などが入った容器です。

ペットボトル 隔週

出すときの注意
●ペットボトルの中に異物が入っているものや油などの汚れが取れないものは「燃やすごみ」へ。
●１回の排出量は、３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる場合は、 　　　　　　
ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。
●風に飛ばされないように出してください。
●お店で購入済みのしるしとしてテープが貼られている場合は、テープは剥がして「燃やすごみ」へ。

出し方

※市内各スーパーマーケットの店頭回収も
　ご利用ください。

※ポリエステル繊維などとしてリサイクルされます。

ふたとラベルは必ず取って「プラス
チック製容器包装」の日に出して
ください。

❶ 軽くゆすいでください。❷

ペットボトルは切らずにできるだけ
つぶして出してください。

❸ 透明または半透明の袋など
 （サイズは45リットルまで）に
入れて出してください。

❹

●軽くゆすいで、透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）に必ず入れて出してください。

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

はい いいえ

プラスチックの場合

はい

はい

はい

はいはいいいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

　ペットボトルやプラスチック製容器包装は、分別回収してリサイクルしています。
　異物の混入や汚れがあると、リサイクル原料としての評価が下がり、最悪の場
合、引き取りを断られる可能性もあります。
　出す際は軽く水でゆすいで、汚れを落としてください。汚れが取れない、又は異
物の混入したペットボトルやプラスチック製容器包装は、燃やすごみとして排出し
てください。

ペットボトル・プラスチックの分け方・出し方ペットボトル・プラスチックの分け方・出し方

燃やすごみ燃やすごみ 粗大ごみプラスチック製容器包装ペットボトル

ペットボトルの場合
商品を入れたもの（容器）や、
包んだもの（包装）で、
中身の商品を取り出した、
または使った後は不要となる
プラスチック製のもの？

40リットルの
有料ごみ処理袋に
入りきる？

ラベル・キャップ本体

ペットボトルの
キャップ・ラベルは
必ず外してください。

きれいな状態、または
軽くゆすぐ程度で
きれいになった？

きれいな状態、または
軽くゆすぐ程度で
きれいになった？

「ペットボトルの日」に出してください。

業者に返却してください。

「燃やすごみ」に出してください。

「プラスチック製品」
です

PETマークがある？

ウォーターサーバーに使用するボトルの処理については、以下をご参照ください。ウォーターサーバーに使用するボトルの処理については、以下をご参照ください。

業者に
返却
できる？

START
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家庭用ラップ プラスチック製
ハンガー

クリーニングの袋 医療廃棄物

プラスチック製品
（バケツやおもちゃなど）

発泡スチロール製品
（クーラーボックスなど）

発泡スチロールの
緩衝材

（容器包装リサイクル法対象外のため）

マークのないもの
お弁当･カップ容器

レジ袋、 菓子などの袋、
プラスチックトレイ

＊マークがなくても対象となるもの

週1回

プラスチック製容器包装の日には出せません

プラスチック製容器包装

プラスチック製の容器や包装に表示され、
プラスチック製容器の分別を分かりやすく
するためのマーク

水でゆすいでも異物や汚れが取れないもの➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

容器包装でないプラスチック製品➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

マークがあっても
対象とならないもの

シャンプー・洗剤などの
容器、詰め替え製品の袋

コンビニなどのお弁当コンビニなどのお弁当 カップ麺の容器カップ麺の容器

（果物用のネット、保護材、
発泡スチロール、緩衝材など）

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印

クーラーボックスなどの発泡スチロール製品は
｢燃やすごみ」。

➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

●商品の容器・包装として使用されるプラスチック製のもので、中身の商品を消費後、
不要になるものが対象です。
●プラスチック製品の原材料などとしてリサイクルされます。
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お弁当などの容器お弁当などの容器

外袋ラップ

ふた 容器

「プラスチック製容器包装」へ

「ざつがみ」へ

「燃やすごみ」へ
箸は

紙製は
プラスチック製

カップラーメンなどの容器カップラーメンなどの容器
「プラスチック製容器包装」へ

お弁当などの容器お弁当などの容器
「プラスチック製容器包装」へ

カップラーメンなどの容器カップラーメンなどの容器
「プラスチック製容器包装」へ

外装のフィルム カップ

紙製のふた

具の入れ物

油分が残っていてもOK

この程度でOK

（中が液状のものは「燃やすごみ」へ）

出すときの注意
●風に飛ばされないように出してください。
●異物や油などの汚れが取れにくいプラスチックは、洗う際に多量の水や洗剤を使うことで上下
水道に負荷がかかるので、無理して洗わず「燃やすごみ」（10頁参照）に出してください。

●紙製のラベルはできるだけ剥がしてください。剥がせないものは、無理に剥がさなくても結構です。

●１回の排出量は、３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる場合は、　　　　　　
ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

軽くゆすいでください。

出し方
●透明または半透明の袋など（サイズは45リットルまで）に入れて
　出してください。

「燃やすごみ」へ

「燃やすごみ」へ

「燃やすごみ」へ
ふたは

外袋ラップ

ふた 容器

「ざつがみ」へ

箸は

紙製は
プラスチック製

外装のフィルム カップ

紙製のふた

具の入れ物

ふたは

油分が残っていてもOK

この程度でOK

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

※トレイは市内各スーパー
　マーケットの店頭回収も
　ご利用ください。

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当

家庭用ラップ プラスチック製
ハンガー

クリーニングの袋 医療廃棄物

プラスチック製品
（バケツやおもちゃなど）

発泡スチロール製品
（クーラーボックスなど）

発泡スチロールの
緩衝材

（容器包装リサイクル法対象外のため）

マークのないもの
お弁当･カップ容器

レジ袋、 菓子などの袋、
プラスチックトレイ

＊マークがなくても対象となるもの

週1回

プラスチック製容器包装の日には出せません

プラスチック製容器包装

プラスチック製の容器や包装に表示され、
プラスチック製容器の分別を分かりやすく
するためのマーク

水でゆすいでも異物や汚れが取れないもの➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

容器包装でないプラスチック製品➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

マークがあっても
対象とならないもの

シャンプー・洗剤などの
容器、詰め替え製品の袋

コンビニなどのお弁当コンビニなどのお弁当 カップ麺の容器カップ麺の容器

（果物用のネット、保護材、
発泡スチロール、緩衝材など）

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印

クーラーボックスなどの発泡スチロール製品は
｢燃やすごみ」。

➡「燃やすごみ」（10頁参照）へ

●商品の容器・包装として使用されるプラスチック製のもので、中身の商品を消費後、
不要になるものが対象です。
●プラスチック製品の原材料などとしてリサイクルされます。
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※

お菓子・食品の箱などにリサイクルされます。

週1回

このマークは容器や包装の主な素材が紙製であること
を表しており、資源化できない紙にもこのマークが表示
されていることがありますのでご注意ください。
(例：飲料用の紙容器）

紙パック（牛乳パック、酒パックなどアルミ付きも
可）は市役所・各市政センター・各コミセンなどの
拠点回収へ（25頁参照）。市内各スーパーマーケット
の店頭回収もご利用ください。

雑誌・古本・ノート類

ざつがみ

包装紙

紙袋 菓子箱・化粧箱

ボール紙 メモ用紙・コピー用紙 パルプモールド
（卵パック・フルーツパック）

割りばし袋ティッシュの箱
（ビニールの部分は剥がして
「燃やすごみ」へ）

○
○
○
○
様

武
蔵
野
市

Sun  Mon  Tue  Wed  Thu   Fr i    Sat

January
1
 1    2    3    4    5    6    7
 8     9     10    11   12  13  14
15   16    17    18   19  20  21
22   23    24    25   26  27  28
29   30    31

20XXcalendar

古紙
新聞・チラシ 段ボール

段ボール箱や
紙筒などにリ
サイクルされ
ます。

シュレッダー紙

トイレットペー
パーなどにリサ
イクルされます｡

ボール紙、雑誌などにリサイクルされます。

カレンダー
ラップやホイルの芯
トイレットペーパーの芯

はがき・封筒
（個人情報の取り扱いに
注意してください）

ボール箱、絵本、
新聞紙、週刊誌、
印刷用紙などに
リサイクルされ
ます。
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新聞・チラシ 段ボール
シュレッダー紙

ざつがみ
雑誌　・　古本　・　ノート類袋に｢ざつがみ｣と書いてください。

＊新聞とチラシを分ける必要はありません。

出し方

出すときの注意
●雨に濡れるとカビが発生して資源化できなくなることがありますので、雨の日はできるだけ避けて出してください。
　やむをえず排出する際に、所定の位置と違うところ（屋根の下など）に出された場合は回収できません。
●以下のものは資源になりません➡「燃やすごみ」へ

●１回の排出量は３袋（３束）以下でお願いします。  
4袋以上（上限20袋）になる場合は、ごみ総合対策課へ
収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

ざつがみ
ざつがみ

防水加工された紙・アルミ加工の紙・ワックスの付いた紙・感熱紙防水加工された紙・アルミ加工の紙・ワックスの付いた紙・感熱紙

紙皿・紙コップ

カップ麺のフタ ビール缶6缶パックの紙 ヨーグルト容器

感熱紙のレシート

牛乳パック香りの付いた紙香りの付いた紙

線香の箱 洗剤の箱

●種類ごとにひもで束ねるか、透明または半透明の袋など(サイズは45リットル
　まで）に入れて出してください。ガムテープは使用しないでください。

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

汚れた紙・和紙汚れた紙・和紙

汚れた紙 和紙

写　真写　真 昇華転写紙昇華転写紙
（捺染紙・アイロンプリント紙）（捺染紙・アイロンプリント紙）

カバンの詰物

紙以外のもの紙以外のもの

クリップや金具は取り除いて「燃やさないごみ」へ｡
（ホッチキス程度は問題ありません）

ファイル留め金（金属製）

クリップ

ダブルクリップ

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当

※

お菓子・食品の箱などにリサイクルされます。

週1回

このマークは容器や包装の主な素材が紙製であること
を表しており、資源化できない紙にもこのマークが表示
されていることがありますのでご注意ください。
(例：飲料用の紙容器）

紙パック（牛乳パック、酒パックなどアルミ付きも
可）は市役所・各市政センター・各コミセンなどの
拠点回収へ（25頁参照）。市内各スーパーマーケット
の店頭回収もご利用ください。

雑誌・古本・ノート類

ざつがみ

包装紙

紙袋 菓子箱・化粧箱

ボール紙 メモ用紙・コピー用紙 パルプモールド
（卵パック・フルーツパック）

割りばし袋ティッシュの箱
（ビニールの部分は剥がして
「燃やすごみ」へ）

○
○
○
○
様

武
蔵
野
市

Sun  Mon  Tue  Wed  Thu   Fr i    Sat

January
1
 1    2    3    4    5    6    7
 8     9     10    11   12  13  14
15   16    17    18   19  20  21
22   23    24    25   26  27  28
29   30    31

20XXcalendar

古紙
新聞・チラシ 段ボール

段ボール箱や
紙筒などにリ
サイクルされ
ます。

シュレッダー紙

トイレットペー
パーなどにリサ
イクルされます｡

ボール紙、雑誌などにリサイクルされます。

カレンダー
ラップやホイルの芯
トイレットペーパーの芯

はがき・封筒
（個人情報の取り扱いに
注意してください）

ボール箱、絵本、
新聞紙、週刊誌、
印刷用紙などに
リサイクルされ
ます。
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ジュース、酒、ワイン、化粧品（乳白色を除く）、栄養ドリンク、調味料、インスタントコーヒーなどのガラスびんなど

びん 隔週

●中身の商品を消費後、不要になるものが対象です。
●割れたびんも「びん」の日に出してください。危険のないようにご注意ください。
　　

出すときの注意
●以下のものは資源になりません➡「燃やさないごみ」へ
　・汚れが取れないもの　・耐熱性びん、乳白色びん
　・びん自体を商品として購入したもの（容器包装リサイクル法対象外）
　　食品保存用のびん、果実酒を作るためのびんなど
●ふたや栓ははずしてください。ふたや栓の分別は素材によって異なります。
金属類→「燃やさないごみ」へ　 コルク類→「燃やすごみ」へ

　プラスチック→「プラスチック製容器包装」へ
●１回の排出量は、３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる場合は、 　　　　　　
ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

出し方
●中身が残っている場合は、中身を取り出して分別してください。
●軽くゆすいで、透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）
　に入れて出してください。
●ラベルは無理に剥がさなくても結構です。

軽くゆすいでください。軽くゆすいでください。

酢

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

クリーム

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当
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ジュースなどのアルミ缶、スチール缶、缶詰の缶、粉ミルクの缶、お菓子や海苔の缶など

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印 アルミ缶 スチール缶

●中身の商品を消費後、不要になるものが対象です。
●スプレー缶は「危険･有害ごみ」に出してください（22頁参照）。
●アルミ缶とスチール缶を分別しなくても問題ありません。

缶 隔週

出すときの注意
●以下のものは資源になりません➡「燃やさないごみ」へ
　汚れが取れないもの
　サビがとれないもの
●ふたやキャップの裏部分にプラスチックが使用されているものは、    　
「燃やさないごみ」へ。
●缶詰は、ふたを中に折り曲げて出してください。
●１回の排出量は、３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）     
になる場合は、ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに 
電話でご相談ください。

Cookies

軽くゆすいでください。

出し方

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

●中身が残っている場合は、中身を取り出して分別してください。
●軽くゆすいで、透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）
　に入れて出してください。

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当

ジュース、酒、ワイン、化粧品（乳白色を除く）、栄養ドリンク、調味料、インスタントコーヒーなどのガラスびんなど

びん 隔週

●中身の商品を消費後、不要になるものが対象です。
●割れたびんも「びん」の日に出してください。危険のないようにご注意ください。
　　

出すときの注意
●以下のものは資源になりません➡「燃やさないごみ」へ
　・汚れが取れないもの　・耐熱性びん、乳白色びん
　・びん自体を商品として購入したもの（容器包装リサイクル法対象外）
　　食品保存用のびん、果実酒を作るためのびんなど
●ふたや栓ははずしてください。ふたや栓の分別は素材によって異なります。
金属類→「燃やさないごみ」へ　 コルク類→「燃やすごみ」へ

　プラスチック→「プラスチック製容器包装」へ
●１回の排出量は、３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる場合は、 　　　　　　
ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

出し方
●中身が残っている場合は、中身を取り出して分別してください。
●軽くゆすいで、透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）
　に入れて出してください。
●ラベルは無理に剥がさなくても結構です。

軽くゆすいでください。軽くゆすいでください。

酢

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

クリーム

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当
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危険・有害ごみ袋、もしくは透明または半透明の袋に入れて
｢危険・有害ごみ」と書いて出してください。

水銀血圧計、水銀体温計

充電池や電池を取り外せない
小型家電製品・玩具など

電池・充電池

●危険・有害ごみを他のごみや資源物には絶対に混入させないで
　ください。

消火スプレー・カセットボンベ・
スプレー缶
中身を使いきってから、
穴を開けずに出してください。
使いきれない場合は、
袋に「残あり」と明記して
ください。 

蛍光管・蛍光球
買い替え時の紙ケースに
入れて出してください。
割れている場合は
｢燃やさないごみ」へ。

ライター
中身を使いきってから出してください。
使いきれない場合は、袋に「残あり」と
明記してください。

ボタン電池・乾電池・リサイクルマークが
ついた充電式の電池などは、できる限り
販売店などの回収をご利用ください。

危険・有害ごみ
乾電池・体温計
スプレー缶・
ライター　　等

～袋がいっぱいになってから出してください～

武蔵野市ごみ総合対策課

鉛製品
（剣山や釣りのオモリなど）

粗大ごみ受付専用電話☎0422-60-1844、
またはインターネットから申し込みできます。

袋に「電池外せない」などと書いて
ください。

「粗大ごみ」「粗大ごみ」

電池・充電池が電池・充電池が
取り外せる？取り外せる？

電池・充電池を電池・充電池を40リットルの有料
ごみ処理袋に入り、
袋の口を結べる？

40リットルの有料
ごみ処理袋に入り、
袋の口を結べる？ 使っている？使っている？

本体ごと本体ごと「危険・有害ごみ」「危険・有害ごみ」

YES YES YES
START

NO NO NO

「燃やさないごみ」「燃やさないごみ」

電池･充電池は電池･充電池は「危険・有害ごみ」「危険・有害ごみ」
本体は本体は「燃やさないごみ」「燃やさないごみ」

取り外したらふたは閉めないでください。

危険・有害ごみ 隔週

小型家電の分別フローチャート
電池・充電池が入っていないか必ず確認してください。

加熱式・電子たばこ

リサイクルマーク

｢危険・有害ごみ袋」はごみ
総合対策課、市役所総合案
内、各市政センター、各コミ
センで配布しています。

危険・有害ごみ危険・有害ごみ
残あり残あり
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★ボタン電池は、回収協力店に出すこともできます。

＊充電池は、「ニッケル」や「カドミウム」、「コバルト」など、稀少な金属が使われています。
　リサイクルすれば、資源の再利用が図られます。

＊リサイクル協力店は ｢一般社団法人 JBRC｣ のホームページから検索できます。

＊回収協力店は ｢一般社団法人電池工業会｣ のホームページから検索できます。

★充電池は、リサイクル協力店に出すこともできます。

※「鉛蓄電池」・「乾電池」・「リチウム一次電池」（「リチウム」や「Lithium」のみの文字表示）は
　対象外のため市の「危険･有害ごみ」に出してください。

ニカド電池

ニッケル
鉄
カドミウム

再利用できる金属

ニッケル水素電池

ニッケル
鉄

再利用できる金属

リチウムイオン電池

コバルト
鉄
アルミ
銅

再利用できる金属

※下のマークが目印です。

「CR」、「BR」、「ER」の記号があるものは対象外のため市の「危険･有害ごみ」
に出してください。

一般社団法人 JBRC

一般社団法人電池工業会

＊特にリチウムイオン電池は圧力や衝撃により発火する場合があります。
　燃やさないごみなどとして不適正に排出されたことで、収集車やクリーンセンター
　の中で充電池が発火し、火災を招いた事例が発生しています。

・コンセントから取り外して使う電気機器には、
　必ず電池･充電池が入っています。
　電池類は取り外し「危険･有害ごみ」に出してください。

・電池･充電池が外せないものは本体ごと
　「危険･有害ごみ」に出してください。

＊取り外したらふたは閉めないでください。

出すときの注意

必ず確認

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

危険・有害ごみ袋、もしくは透明または半透明の袋に入れて
｢危険・有害ごみ」と書いて出してください。

水銀血圧計、水銀体温計

充電池や電池を取り外せない
小型家電製品・玩具など

電池・充電池

●危険・有害ごみを他のごみや資源物には絶対に混入させないで
　ください。

消火スプレー・カセットボンベ・
スプレー缶
中身を使いきってから、
穴を開けずに出してください。
使いきれない場合は、
袋に「残あり」と明記して
ください。 

蛍光管・蛍光球
買い替え時の紙ケースに
入れて出してください。
割れている場合は
｢燃やさないごみ」へ。

ライター
中身を使いきってから出してください。
使いきれない場合は、袋に「残あり」と
明記してください。

ボタン電池・乾電池・リサイクルマークが
ついた充電式の電池などは、できる限り
販売店などの回収をご利用ください。

危険・有害ごみ
乾電池・体温計
スプレー缶・
ライター　　等

～袋がいっぱいになってから出してください～

武蔵野市ごみ総合対策課

鉛製品
（剣山や釣りのオモリなど）

粗大ごみ受付専用電話☎0422-60-1844、
またはインターネットから申し込みできます。

袋に「電池外せない」などと書いて
ください。

「粗大ごみ」「粗大ごみ」

電池・充電池が電池・充電池が
取り外せる？取り外せる？

電池・充電池を電池・充電池を40リットルの有料
ごみ処理袋に入り、
袋の口を結べる？

40リットルの有料
ごみ処理袋に入り、
袋の口を結べる？ 使っている？使っている？

本体ごと本体ごと「危険・有害ごみ」「危険・有害ごみ」

YES YES YES
START

NO NO NO

「燃やさないごみ」「燃やさないごみ」

電池･充電池は電池･充電池は「危険・有害ごみ」「危険・有害ごみ」
本体は本体は「燃やさないごみ」「燃やさないごみ」

取り外したらふたは閉めないでください。

危険・有害ごみ 隔週

小型家電の分別フローチャート
電池・充電池が入っていないか必ず確認してください。

加熱式・電子たばこ

リサイクルマーク

｢危険・有害ごみ袋」はごみ
総合対策課、市役所総合案
内、各市政センター、各コミ
センで配布しています。

危険・有害ごみ危険・有害ごみ
残あり残あり
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出し方

出すときの注意

●透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）に入れて出して
　ください。

洗濯・乾燥させる

手袋

帽子

マフラー

ネクタイ

使用済みの下着や
くつ下

着物・ゆかた

汚れのあるもの

タオルやシーツ
などの布類

古着 週1回

●雨の日の排出はできるだけ避けてください。やむをえず排出する際に、所定
の位置と違うところ（屋根の下など）に出された場合は回収できません。
●雨の日も回収しますが、 濡れた場合はカビの発生などにより資源化で
きないため「燃やすごみ」として処分されます。

●１回の排出量は３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる
場合は、ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

●以下のものは資源になりません➡「燃やすごみ」へ

●古着・衣類でまだ着られるもの・汚れのないものが
対象です。
●集められた古着はそのまま衣類として  
再利用されます。
●ボタンなどは取らずに出してください。

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当
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リネットジャパン
リサイクル㈱HP

（パソコン本体が含まれない場合、1,500円（税別）かかります）

最新の情報は市ホームページをご覧ください。

その他回収方法（資源化できるもの）

●紙パックの拠点回収
牛乳パック、ジュース、豆乳、お茶類、酒パック（アルミ付きも可）などは水でゆすぎ、ハサミなどで
切り開き乾燥させてから回収ボックスに入れてください。回収ボックスは、市役所、中央・吉祥寺市
政センター、市民会館、各コミセンに設置しています。回収後、資源化しています。
市内各スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。

●使用済みとなった小型家電の拠点回収
小型家電には、金・銀などの貴金属やレアメタルなどの希少金属が含まれています。
個人情報を消去し、電池や記録媒体をとりはずしてから、入れてください。　
使用済みの小型家電は、下記の回収場所で拠点回収を行っています。
下記の回収ボックスの投入口に入る大きさのみ対象となります。なお、パソコンは対象には
ならないため、下記の宅配便回収などをご利用ください。

●宅配便回収(小型家電、パソコン)
宅配便を活用して、自宅から小型家電の直接回収を行う事業者と連携した事業です。
市が協定を結んだことで、小型家電を送付する箱の中にパソコン本体が含まれている
場合、回収料金が無料になります。
詳しくは、リネットジャパンリサイクル㈱のホームページをご覧ください。
https://www.renet.jp/　 電話0570-085-800     10：00～17：00（年末年始を除く）

回収時間は開館時間内です。

回収場所 住所 投入口サイズ 休館日30×15㎝ 25×10㎝
市役所　総合案内 緑町 2-2-28 〇 土・日・祝
むさしの エコ re ゾート 緑町 3-1-5 〇 火・祝※

吉祥寺市政センター 吉祥寺本町 1-10-7 〇 土・日・祝
中央市政センター 中町 1-2-8 〇 土・日・祝
武蔵境市政センター 境 1-1-7 〇 土・日・祝
吉祥寺東コミセン 吉祥寺東町 1-12-6 〇 第4水
本宿コミセン 吉祥寺東町 3-25-2 〇 木
吉祥寺南町コミセン 吉祥寺南町 3-13-1 〇 第2・4・5水
御殿山コミセン 御殿山 1-5-11 〇 月
本町コミセン 吉祥寺本町 1-22-2 〇 日
吉祥寺西コミセン 吉祥寺本町 3-20-17 〇 木
吉祥寺北コミセン 吉祥寺北町 1-22-10 〇 月
けやきコミセン 吉祥寺北町 5-6-19 〇 水
中央コミセン 中町 3-5-17 〇 水
西久保コミセン 西久保 1-23-7 〇 第3月
緑町コミセン 緑町 3-1-17 〇 月
八幡町コミセン 八幡町 3-3-16 〇 火
西部コミセン 境 5-6-20 〇 木
境南コミセン 境南町 3-22-9 〇 第1・3・5金
桜堤コミセン 桜堤 3-3-11 〇 火

出し方

出すときの注意

●透明または半透明の袋（サイズは45リットルまで）に入れて出して
　ください。

洗濯・乾燥させる

手袋

帽子

マフラー

ネクタイ

使用済みの下着や
くつ下

着物・ゆかた

汚れのあるもの

タオルやシーツ
などの布類

古着 週1回

●雨の日の排出はできるだけ避けてください。やむをえず排出する際に、所定
の位置と違うところ（屋根の下など）に出された場合は回収できません。
●雨の日も回収しますが、 濡れた場合はカビの発生などにより資源化で
きないため「燃やすごみ」として処分されます。

●１回の排出量は３袋以下でお願いします。４袋以上（上限20袋）になる
場合は、ごみ総合対策課へ収集日の前開庁日までに電話でご相談ください。

出す場所
収集日の朝９時までに決められた場所に出してください。

◎戸建て住宅にお住まいの方
　「ごみ収集届出書」に記載した場所に出してください（1頁参照）。

◎集合住宅にお住まいの方
　家主または管理会社へ確認し、決められた場所に出してください。

（市内一律に収集日当日の朝９時までに出していただくこととしており、各地区の収集時間の周知は行っていません）

●以下のものは資源になりません➡「燃やすごみ」へ

●古着・衣類でまだ着られるもの・汚れのないものが
対象です。
●集められた古着はそのまま衣類として  
再利用されます。
●ボタンなどは取らずに出してください。

事業用有料ごみ処理袋
事業系ごみについては

に入れて出してください。
（30頁参照）

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。 資源物用

30リットル相当

※55頁参照
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■粗大ごみとは
 ・ 40リットルの有料ごみ処理袋に入れても口を結べない状態のもの
 ・ 小さくても頑丈で別の処理を必要とするもの
 　 鉄アレイ・バーベル・ダンベル・タイヤチェーン・ステッパー（足踏み健康器具）など
 ・ 収集運搬時に引火などの危険が伴うもの
 　 石油ストーブ・オイルヒーターなど

■収集を申し込まれる前に
 ・ ｢粗大ごみ」として出せるものかを確認してください。
 ・ 箱物家具は大きさを確認してください。
 ・ 排出場所を決めてください。（自宅敷地内のわかりやすい場所）　

■申込方法
 ● インターネットで予約する（365日24時間申し込み可能（作業メンテナンス時を除く））
 　 アクセス方法：トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み
 ・ 申し込み完了後、申し込んだ品目、合計金額、お近くの処理券取扱店が記載された完了通知メールが
 　 届きます。
 ・ 収集日の２日前にも収集日お知らせメールが届きます。
 ● 電話で予約する：粗大ごみ受付センター　電話 0422-60-1844　＊ 英語対応可
 　 (月～土曜日（祝日含む）8：30～19：00）
 ・ 申し込み時に、収集日と料金、お近くの処理券取扱店をお伝えします。

■収集手数料
予約時に指定されたポイント分の処理券を購入し、表面に「収集日・氏名・品目名」をはっきり記入して
ください。

 ＊ 10ポイント未満は一律10ポイント扱い（最低料金1,000円）となります。
 ＊ 一度購入した処理券は払い戻しできません。
 ＊ 処理券の裏面は領収書になりますので、収集終了まで大切に保管してください（処理券が剥がれた
 　 場合など、領収書を確認させていただくことがあります）。

■キャンセル、変更など
 ・ キャンセルについて

必ず粗大ごみ受付センター（電話0422-60-1844）で手続きを行ってください。インターネットで申し
込みをされた場合のみ、収集日の前日の午前中（前日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日の
午前中）まで、インターネットでキャンセルの手続きが可能です。

 ・ 品目の追加や変更（収集日・数量など）について
品目の追加や変更については、収集日の前日の午前中（前日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前
日の午前中）までに粗大ごみ受付センターで手続きを行ってください。インターネットで申し込みをされ
た場合のみ、インターネットでも手続きが可能です。

■出し方
 ・ 収集日までに処理券を目立つところに貼付してください。
 ・ 収集日当日朝9時までに、予約の際に指定した排出場所に予約したごみを出してください。
 ＊ 収集は朝9時から開始し、午後になる場合もあります。収集時間の指定はできません。

立会いは不要です。
 ＊ 処理券を確認のうえで収集します。処理券の貼付がない、またはポイント不足の場合は収集できません。

処理券が剥がれた場合は、領収書を確認できれば収集できます。確認できない場合は、再度申し込み
が必要です。

家庭ごみのみ市で処理できます。事業系ごみは出せません。

粗大ごみ収集

・インターネット　トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞
粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み

・粗大ごみ受付センター　電話 0422-60-1844
　　　　　　　　　　　　　    　 　  （月～土曜日（祝日含む） 8:30～19:00）

粗大ごみの出し方

予約制･有料です

インターネット
申込み

＊ 運び出しはできません
   （運び出しが困難な場合は27頁へ）　
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粗大ごみ処理券（ポイント券）

10ポイント券
1,000円券

15ポイント券
1,500円券

1ポイント券
100円券

インターネット又は粗大ごみ受付センター (0422-60-1844)
で申し込みをしてから粗大ごみ処理券（ポイント券）を購入
してください。（取扱店は6～9頁参照）

粗大ごみ処理券の裏面
粗大ごみ処理手数料領収証書

10ポイント・
15ポイント券

1ポイント券

※収集終了まで保管してください。10ポイント以下では
使用できません。

●運び出し困難な場合
＊粗大ごみ戸口搬出（有料） シルバー人材センターにご相談ください。電話  0422-55-1231
　受付時間　月～金曜日   9:00～17:00　※土・日曜・祝日は休みです。 

＜粗大ごみポイント（料金）の目安＞
　代表的な品目のみ掲載しています。同じ品目でも大きさなどによりポイントが異なります。
　品目のポイントは、粗大ごみ受付センター（0422-60-1844）までお問い合わせください。

■粗大ごみとは
 ・ 40リットルの有料ごみ処理袋に入れても口を結べない状態のもの
 ・ 小さくても頑丈で別の処理を必要とするもの
 　 鉄アレイ・バーベル・ダンベル・タイヤチェーン・ステッパー（足踏み健康器具）など
 ・ 収集運搬時に引火などの危険が伴うもの
 　 石油ストーブ・オイルヒーターなど

■収集を申し込まれる前に
 ・ ｢粗大ごみ」として出せるものかを確認してください。
 ・ 箱物家具は大きさを確認してください。
 ・ 排出場所を決めてください。（自宅敷地内のわかりやすい場所）　

■申込方法
 ● インターネットで予約する（365日24時間申し込み可能（作業メンテナンス時を除く））
 　 アクセス方法：トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み
 ・ 申し込み完了後、申し込んだ品目、合計金額、お近くの処理券取扱店が記載された完了通知メールが
 　 届きます。
 ・ 収集日の２日前にも収集日お知らせメールが届きます。
 ● 電話で予約する：粗大ごみ受付センター　電話 0422-60-1844　＊ 英語対応可
 　 (月～土曜日（祝日含む）8：30～19：00）
 ・ 申し込み時に、収集日と料金、お近くの処理券取扱店をお伝えします。

■収集手数料
予約時に指定されたポイント分の処理券を購入し、表面に「収集日・氏名・品目名」をはっきり記入して
ください。

 ＊ 10ポイント未満は一律10ポイント扱い（最低料金1,000円）となります。
 ＊ 一度購入した処理券は払い戻しできません。
 ＊ 処理券の裏面は領収書になりますので、収集終了まで大切に保管してください（処理券が剥がれた
 　 場合など、領収書を確認させていただくことがあります）。

■キャンセル、変更など
 ・ キャンセルについて

必ず粗大ごみ受付センター（電話0422-60-1844）で手続きを行ってください。インターネットで申し
込みをされた場合のみ、収集日の前日の午前中（前日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日の
午前中）まで、インターネットでキャンセルの手続きが可能です。

 ・ 品目の追加や変更（収集日・数量など）について
品目の追加や変更については、収集日の前日の午前中（前日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前
日の午前中）までに粗大ごみ受付センターで手続きを行ってください。インターネットで申し込みをされ
た場合のみ、インターネットでも手続きが可能です。

■出し方
 ・ 収集日までに処理券を目立つところに貼付してください。
 ・ 収集日当日朝9時までに、予約の際に指定した排出場所に予約したごみを出してください。
 ＊ 収集は朝9時から開始し、午後になる場合もあります。収集時間の指定はできません。

立会いは不要です。
 ＊ 処理券を確認のうえで収集します。処理券の貼付がない、またはポイント不足の場合は収集できません。

処理券が剥がれた場合は、領収書を確認できれば収集できます。確認できない場合は、再度申し込み
が必要です。

家庭ごみのみ市で処理できます。事業系ごみは出せません。

粗大ごみ収集

・インターネット　トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞
粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み

・粗大ごみ受付センター　電話 0422-60-1844
　　　　　　　　　　　　　    　 　  （月～土曜日（祝日含む） 8:30～19:00）

粗大ごみの出し方

予約制･有料です

インターネット
申込み

＊ 運び出しはできません
   （運び出しが困難な場合は27頁へ）　

品　目

2ポイント〜
植木鉢、オーディオ機器（単体）、加湿器、ガスコンロ（2口）、ギター、クーラーボックス、子ども用布団、ゴルフバッグ、
座椅子、三輪車、照明器具（10㎏以下）、シングルマットレス（スプリングなし）、炊飯器、すのこ、扇風機、掃除機、電子レンジ、
布団（シングル）、ふとん乾燥機、ベビーバス、マット・カーペットなどの敷物（２畳以下/枚）、物干しざお

3ポイント〜

アコーディオンカーテン、椅子（肘掛けなし）、ガスコンロ（3口）、空気清浄機、こたつ、子ども用足こぎ自動車、
米びつ、座卓、自転車（20インチ以下）、除湿機、食器洗浄機又は食器乾燥機、照明器具（10㎏超え17㎏以下）、
スキー板、スーツケース、ストーブ、セミダブル以上のマットレス（スプリングなし）、袖なし机、チャイルドシート、
電子オーブンレンジ、布団（セミダブル以上）、マット・カーペットなどの敷物（２畳超え６畳以下/枚）

5ポイント〜 椅子（肘掛けあり）、ガスオーブン、鏡台、自転車（20インチ超え）、ミシン（卓上式）、ミニコンポ、
マット・カーペットなどの敷物（６畳超え10畳以下/枚）、物干し台（コンクリート台を除く）

10ポイント〜 ウォーキングマシン、オルガン、片袖机、シングルベッド（マットレス除く）、シングルマットレス（スプリングあり）、
ステレオセット（ミニコンポを除く）、電動自転車、マット・カーペットなどの敷物（10畳超え/枚）、ランニングマシン

15ポイント〜 セミダブル又はダブルのマットレス（スプリングあり）、両袖机、物置（１畳以下、解体済み）

20ポイント〜 クイーンマットレス（スプリングあり）、セミダブル又はダブルのベッド（マットレス除く）

25ポイント〜 キングマットレス（スプリングあり）、クイーンサイズベッド（マットレスを除く）

30ポイント〜 キングベッド（マットレスを除く）、物置（１畳超え２畳以下、解体済み）

＜箱物家具に該当する主なもの＞
たんす・箱物 衣装ケース、衣装箱、クローゼット、たんす、チェスト、引き出しなど

棚・ラック類 ウォールラック、エレクター、オーディオラック、カラーボックス、下駄箱、書棚、食器棚、スチールキャビネット、
スチールラック、戸棚、パソコンラック、本棚、マガジンラック、ランドリーラック、レコードラック、ロッカー、ワゴンなど

台・ボード類 植木台、コーナーボード、サイドボード、テレビ台、電話台、レンジ台、ローボードなど

②

①

①最長辺
②２番目に長い辺を測り合計の
　長さ①＋②をメモしてから予約

＜箱物家具の大きさとポイント＞
（最長辺＋２番目に長い辺）の長さ ポイント

～ 100cm 以下 2
100cm 超～ 135cm 以下 3
135cm 超～ 180cm 以下 5
180cm 超～ 270cm 以下 10
270cm 超～ 360cm 以下 15

360cm 超～ 20

＜箱物家具サイズの測り方＞
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●掲示の申し込み
ができる方　　

20歳以上の武蔵野市民

家具、子ども用品、介護用品、スポーツ用具、レジャー用品、楽器、家電製品、自転車など●対象となる品物

生活用品のリユースを推進するために、下記の施設内にリユース掲示板（むさしのエコボ）を設置し
｢譲りたいもの」「譲ってほしいもの」の情報を掲示しています。

●リユース掲示板「むさしのエコボ」

武蔵野市のエコボード

通称『むさしのエコボ』

です。

上限3,000円
原則無料

（この面に記入された情報はそのまま公開します）

60-1802

メールアドレスなど

食料品、薬品・化粧品、有害物、ガスボンベ、オイル類（石油・ガソリンなど）、
酒・たばこ、貴金属、動植物、バイク・自動車など 
その他、修理が必要なものや営利目的のもの
※市が個別に掲示の可否を判断する場合があります。

●対象にならない
もの　

●申込方法

　

申し込みは、１人１期間（約１ヵ月）に３件までです。１件につき１枚のはがき、
またははがきサイズの白い紙に、下記の記入例を参考に必要事項を記入してく
ださい。交渉不成立の場合、同じ品目の再掲示はできません。

●申込先　 〒180-0012　武蔵野市緑町3-1-5　武蔵野クリーンセンター内　ごみ総合対策課に
郵送または持参

●申込受付期間と　　　　　
掲示期間　

【受付】 11日～25日 ………… 【掲示】 翌月1日～月末
【受付】 26日～翌月10日 …… 【掲示】 翌月16日～翌々月15日

●注意事項 品物情報が記載された面をそのまま複写して施設・ホームページに公開しますの
で、最低限の個人情報のみご記入ください。

交渉の成立や掲示のキャンセルをする場合はごみ総合対策課（0422-60-1802）
へご連絡ください。ごみ総合対策課以外の掲示板設置施設では対応できません。

●交渉の成立　

掲示板を見た方と情報を提供した方が直接行います。市は交渉には一切関与しません。●交渉の方法

リユース（再利用）

●掲示板
設置施設　　　　　

市役所8階、ごみ総合対策課、むさしのエコreゾート、総合体育館、武蔵野プレイス、
市民会館、中央図書館、吉祥寺図書館、吉祥寺市政センター、武蔵境市政センター、
中央市政センター、0123吉祥寺、0123はらっぱ、境こども園 いこっと、みんなのとことこ 
とことこおやこひろば、すくすく泉 いずみのひろば、みずきっこ、桜堤児童館、おもちゃ
のぐるりん、コミュニティセンター（吉祥寺東、本宿、吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺西、
けやき、中央、西久保、緑町、八幡町、関前、西部、境南、桜堤）
市のホームページにも掲載しています。

（一部施設はファ
イル形式で設置
しています。）
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●掲示の申し込み
ができる方　　

20歳以上の武蔵野市民

家具、子ども用品、介護用品、スポーツ用具、レジャー用品、楽器、家電製品、自転車など●対象となる品物

生活用品のリユースを推進するために、下記の施設内にリユース掲示板（むさしのエコボ）を設置し
｢譲りたいもの」「譲ってほしいもの」の情報を掲示しています。

●リユース掲示板「むさしのエコボ」

武蔵野市のエコボード

通称『むさしのエコボ』

です。

上限3,000円
原則無料

（この面に記入された情報はそのまま公開します）

60-1802

メールアドレスなど

食料品、薬品・化粧品、有害物、ガスボンベ、オイル類（石油・ガソリンなど）、
酒・たばこ、貴金属、動植物、バイク・自動車など 
その他、修理が必要なものや営利目的のもの
※市が個別に掲示の可否を判断する場合があります。

●対象にならない
もの　

●申込方法

　

申し込みは、１人１期間（約１ヵ月）に３件までです。１件につき１枚のはがき、
またははがきサイズの白い紙に、下記の記入例を参考に必要事項を記入してく
ださい。交渉不成立の場合、同じ品目の再掲示はできません。

●申込先　 〒180-0012　武蔵野市緑町3-1-5　武蔵野クリーンセンター内　ごみ総合対策課に
郵送または持参

●申込受付期間と　　　　　
掲示期間　

【受付】 11日～25日 ………… 【掲示】 翌月1日～月末
【受付】 26日～翌月10日 …… 【掲示】 翌月16日～翌々月15日

●注意事項 品物情報が記載された面をそのまま複写して施設・ホームページに公開しますの
で、最低限の個人情報のみご記入ください。

交渉の成立や掲示のキャンセルをする場合はごみ総合対策課（0422-60-1802）
へご連絡ください。ごみ総合対策課以外の掲示板設置施設では対応できません。

●交渉の成立　

掲示板を見た方と情報を提供した方が直接行います。市は交渉には一切関与しません。●交渉の方法

リユース（再利用）

●掲示板
設置施設　　　　　

市役所8階、ごみ総合対策課、むさしのエコreゾート、総合体育館、武蔵野プレイス、
市民会館、中央図書館、吉祥寺図書館、吉祥寺市政センター、武蔵境市政センター、
中央市政センター、0123吉祥寺、0123はらっぱ、境こども園 いこっと、みんなのとことこ 
とことこおやこひろば、すくすく泉 いずみのひろば、みずきっこ、桜堤児童館、おもちゃ
のぐるりん、コミュニティセンター（吉祥寺東、本宿、吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺西、
けやき、中央、西久保、緑町、八幡町、関前、西部、境南、桜堤）
市のホームページにも掲載しています。

（一部施設はファ
イル形式で設置
しています。）

下記のものは市では収集できませんので、販売店または専門処理業者にお問い合わせください。

市では収集・処理できないごみ

メーカーや販売店に問い合わせてください。
または、パソコン3R推進協会（03-5282-7685）
もしくは、リネットジャパンリサイクル㈱（0570-085-800）
　　　　　　　　　　　　　　　　　        （25頁参照）

　　テレビ
ブラウン管も含む

エアコン 洗濯機 衣類乾燥機 冷蔵庫 冷凍庫

販売店に問い合わせてください。
または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）

デスクトップ
パソコン

ノートパソコン 液晶ディスプレイ

家電リサイクル法対象機器

パソコン（家庭用）

・注射針
・インシュリン注射針
・成長ホルモン注射針
　　　　　　　　など

在宅患者の注射針

その他収集・処理できないもの （例）

殺虫剤、農薬、
ラベルが剥が
れている薬品など

ボウリングの球 バッテリー ブロック

ピアノ

コンクリート

土砂・土・石・砂

耐火金庫

販売店などまたは、武蔵野市一般廃棄物処理業許可業者（31頁参照）に問い合わせてください。

バイク

ガスボンベ（プロパン）

揮発油、ガソリン、灯油、廃油、オイルなど

二輪車リサイクルコールセンター（050-3000-0727）

東京都LPガスお客様相談所（0120-388-327）

お近くのガソリンスタンドまたは灯油販売所

建築廃材
（家庭の物置、日曜大工の廃材は市と相談） 東京都産業資源循環協会（03-5283-5455）

●タイル　●ペンキ　●瓦　●冷媒を使用しているもの
●レンガ　●自動車部品など
●その他の有害物（苛性ソーダ、アスベストなど）

処方した医療機関や薬局に返却
または

 武蔵野市薬剤師会（0422-55-6710）

(浴室用・キッチン用・車載用液晶・有機ＥＬなど
電池を使用し持ち運びが可能なものは除く)

※針を外した注射器のみであれば
　市で回収できます。

※消火器リサイクル推進センター（03-5829-6773)
消火器
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事業者はその事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理しなければ
なりません。ただし、以下の要件を満たせば、市の収集に出すことができます。

① 午前9時までに、ごみ出しができること
② 排出量が1日平均10kg以下であること
③ 敷地内にごみ置き場所を設置できること

※

※市では、定期的に事業所の適正排出調査を実施しています。上記①～③に当てはまらないことが
　確認された場合や、事業所のごみに家庭用有料ごみ処理袋を使用して不適正に排出した場合は、
　収集ができません。

上記の要件が満たせない場合、または一時的に大量にごみ出しをする場合は、自らの責任で自己処理、または、市が許可
をした一般廃棄物処理業許可業者(31頁参照）に委託してください。

事業系の燃やすごみ・燃やさないごみは
必ず黄色の事業用有料ごみ処理袋を分別区分ごとに使用してください。

事業系ごみ用　大サイズ　 45リットル相当　 10枚入り　2,500円

事業系ごみ用　小サイズ　 20リットル相当　 10枚入り　1,100円

事業系資源物（びん、缶、古紙類、古着、ペットボトル、プラスチック製容器包装）は
必ず透明の事業用有料ごみ処理袋を分別区分ごとに使用してください。

 事業系資源物用 　 30リットル相当　 10枚入り　300円

危険・有害ごみ（乾電池・充電池・スプレー缶・蛍光管・体温計・ライターなど）は無料で収集しています。
危険・有害ごみ袋もしくは透明または半透明の袋に入れて「危険・有害ごみ」と書いて出してください。

※事業用有料ごみ処理袋に入りきらない段ボールなどは、武蔵野市資源回収事業協同組合（民間団体）にご相談ください。
　専用テープの購入が必要です。市の収集とは異なりますので、お問い合わせなどは直接、資源回収事業協同組合へお願いします。
問い合わせ先：FAX：0422-55-5820（電話での問い合わせはできません）

有料袋取扱店は6～9頁、分別方法は10～24頁、収集日は裏表紙をご参照ください。

収集日の午前9時までに
事業用有料ごみ処理袋に
事業所名を記入のうえ、
敷地内の決めたごみ置き場に追加してください。

● お住まいと事業所が一緒の場合
　住居から出されたごみと事業所から出されたごみを分別し、それぞれのルールで出してください。
　・住居のごみは緑色の家庭用有料ごみ処理袋を使用。ただし、資源物・危険・有害ごみは無料。
　・事業所のごみは黄色と透明の事業用有料ごみ処理袋を使用。ただし、危険・有害ごみは無料。

● 事業所から出された粗大ごみについて
　市では回収できません。市が許可をした一般廃棄物処理業許可業者に委託してください。（31頁参照）

◇事業所から出される枝木や草葉（落ち葉も含む）の収集は…
　
事業用有料ごみ処理袋（黄色）でごみを排出している小規模な事業所のみ、４頁の家庭から出される

　方法と同じように出すことができます。ただし、すべて【有料】の取り扱いとなります。　
◎枝木の束には、45リットルの事業用有料ごみ処理袋（黄色）を各束に結び付けてください。
　◎草葉は、45リットルの事業用有料ごみ処理袋（黄色）に入れて出してください。

◇農業者から出される枝木や草葉（落ち葉も含む）の収集は…

　
直接クリーンセンターへ持ち込むことができます。すべて【無料】の取り扱いとなります。
ただし、枝木については、太さ20cm以内、長さ90cm以内のものに限ります。
※農業者および登録済みの造園業者以外の事業所が直接クリーンセンターに持ち込むことはできません。

●市の収集で、ごみを出す場合は
ごみ総合対策課（0422-60-1802）へご相談のうえ「ごみ収集届出書」を提出してください。（1頁参照）　 

◯△商店

事業系ごみ（お店や会社など事業活動から出たごみ）

有料ご
み処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。
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武蔵野市一般廃棄物処理業許可業者一覧

許可番号は、令和２・３年度（令和３年度については４年１月末まで）の市内廃棄物処理実績（可燃ごみ
・生ごみ・ミックスペーパー）の多い順に決定しています。
※資源化取組欄の○印は、武蔵野市内で発生した生ごみ、ミックスペーパーについて、資源化実績の
　ある許可業者です。        

一般廃棄物収集運搬業（令和4年4月1日現在）

最新の許可業者一覧については武蔵野市のホームページでご確認ください。
事業者はその事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理しなければ
なりません。ただし、以下の要件を満たせば、市の収集に出すことができます。

① 午前9時までに、ごみ出しができること
② 排出量が1日平均10kg以下であること
③ 敷地内にごみ置き場所を設置できること

※

※市では、定期的に事業所の適正排出調査を実施しています。上記①～③に当てはまらないことが
　確認された場合や、事業所のごみに家庭用有料ごみ処理袋を使用して不適正に排出した場合は、
　収集ができません。

上記の要件が満たせない場合、または一時的に大量にごみ出しをする場合は、自らの責任で自己処理、または、市が許可
をした一般廃棄物処理業許可業者(31頁参照）に委託してください。

事業系の燃やすごみ・燃やさないごみは
必ず黄色の事業用有料ごみ処理袋を分別区分ごとに使用してください。

事業系ごみ用　大サイズ　 45リットル相当　 10枚入り　2,500円

事業系ごみ用　小サイズ　 20リットル相当　 10枚入り　1,100円

事業系資源物（びん、缶、古紙類、古着、ペットボトル、プラスチック製容器包装）は
必ず透明の事業用有料ごみ処理袋を分別区分ごとに使用してください。

 事業系資源物用 　 30リットル相当　 10枚入り　300円

危険・有害ごみ（乾電池・充電池・スプレー缶・蛍光管・体温計・ライターなど）は無料で収集しています。
危険・有害ごみ袋もしくは透明または半透明の袋に入れて「危険・有害ごみ」と書いて出してください。

※事業用有料ごみ処理袋に入りきらない段ボールなどは、武蔵野市資源回収事業協同組合（民間団体）にご相談ください。
　専用テープの購入が必要です。市の収集とは異なりますので、お問い合わせなどは直接、資源回収事業協同組合へお願いします。
問い合わせ先：FAX：0422-55-5820（電話での問い合わせはできません）

有料袋取扱店は6～9頁、分別方法は10～24頁、収集日は裏表紙をご参照ください。

収集日の午前9時までに
事業用有料ごみ処理袋に
事業所名を記入のうえ、
敷地内の決めたごみ置き場に追加してください。

● お住まいと事業所が一緒の場合
　住居から出されたごみと事業所から出されたごみを分別し、それぞれのルールで出してください。
　・住居のごみは緑色の家庭用有料ごみ処理袋を使用。ただし、資源物・危険・有害ごみは無料。
　・事業所のごみは黄色と透明の事業用有料ごみ処理袋を使用。ただし、危険・有害ごみは無料。

● 事業所から出された粗大ごみについて
　市では回収できません。市が許可をした一般廃棄物処理業許可業者に委託してください。（31頁参照）

◇事業所から出される枝木や草葉（落ち葉も含む）の収集は…
　
事業用有料ごみ処理袋（黄色）でごみを排出している小規模な事業所のみ、４頁の家庭から出される

　方法と同じように出すことができます。ただし、すべて【有料】の取り扱いとなります。　
◎枝木の束には、45リットルの事業用有料ごみ処理袋（黄色）を各束に結び付けてください。
　◎草葉は、45リットルの事業用有料ごみ処理袋（黄色）に入れて出してください。

◇農業者から出される枝木や草葉（落ち葉も含む）の収集は…

　
直接クリーンセンターへ持ち込むことができます。すべて【無料】の取り扱いとなります。
ただし、枝木については、太さ20cm以内、長さ90cm以内のものに限ります。
※農業者および登録済みの造園業者以外の事業所が直接クリーンセンターに持ち込むことはできません。

●市の収集で、ごみを出す場合は
ごみ総合対策課（0422-60-1802）へご相談のうえ「ごみ収集届出書」を提出してください。（1頁参照）　 

◯△商店

事業系ごみ（お店や会社など事業活動から出たごみ）

有料ご
み処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

30L相当

＜事業系　資源物専用　ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・可燃/不燃ごみを排出する場合は、可燃/不燃ごみ専用の有料袋をご利用ください。

有料ごみ処理袋

武 蔵 野 市
MUSASHINO CITY

MUSASHINO

武蔵野市

＜事業系　可燃・不燃用ごみ袋＞

事業所名

ごみ減量にご協力下さい

ごみを出す時には、次のルールをお守りください。
・この袋は、1日へいきん10kg以下の事業系ごみの排出にご利用ください。
・袋には事業者の屋号や事業所名を、必ず記名して下さい。
・決められた分別をお守りください。
・決められた日時、場所に出して下さい。
・資源物を排出する場合は、資源専用の有料袋をご利用ください。

許
可
番
号

種　類 許可業者 〒 住　所 電　話 FAX
資源化取組
生ごみ ミックス

ペーパー

1 ごみ 斎藤商事㈱ 202-0021 西東京市東伏見 4-9-10 042-465-8548 042-465-8564 ○ ○

2 ごみ ㈱木下フレンド 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 3-1-10 04-2944-3737 04-2945-1311 ○ ○

3 ごみ 志賀興業㈱ 181-0004 三鷹市新川 4-1-11 0422-47-1414 0422-47-1433 ○ ○

4 ごみ ㈱総合整備 167-0043 杉並区上荻 1-22-8
グランドステージ荻窪 1F 03-5347-2910 03-5347-2911 ○ ○

5 ごみ 太誠産業㈱ 171-0022 豊島区南池袋 3-14-11 中町ビル 03-3989-0098 03-3989-0064 ○ ○

6 ごみ 武蔵野美装㈱ 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町 1-20-3 0422-21-6055 0422-20-0645 － ○

7 ごみ ㈱永野紙興 143-0002 大田区城南島 4-5-10 03-6410-8753 03-6410-8759 － ○

8 ごみ ㈱遠藤商会 小平支店 187-0032 小平市小川町 2-2045-3 042-344-5957 042-345-9188 ○ ○

9 ごみ ㈲屋満登興業 181-0014 三鷹市野崎 2-8-1 0422-30-9185 0422-30-9186 ○ ○

10 ごみ ㈱五十嵐商会 177-0031 練馬区三原台 2-1-27 03-3922-7547 03-3978-1533 ○ －

11
ごみ、
し尿

秋本清掃㈲ 202-0021 西東京市東伏見 3-6-16 042-461-3992 042-461-3991 － ○

12 ごみ 栄晃産業㈱ 181-0002 三鷹市牟礼 1-11-15 0422-48-2235 0422-48-2280 － ○

13 ごみ ㈱加藤商事 201-0002 狛江市東野川 2-14-2 03-3480-5111 03-3480-5115 － ○

14 ごみ 高嶺清掃㈱ 124-0013 葛飾区東立石 3-5-1 03-3696-7111 03-3697-2696 － ○

15 ごみ 相模原紙業㈱ 252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本 1-18-15 042-773-3508 042-774-2878 － －

16 ごみ ㈲常盤組 187-0004 小平市天神町 1-3-32 042-341-3524 042-341-7878 － －

17 ごみ ㈱調布清掃 182-0012 調布市深大寺東町 5-8-1 042-485-1166 042-485-1809 － －

18 ごみ ㈱アクト・エア 243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田 3667 046-280-1112 046-281-5311 ○ ○

19 ごみ ㈱トリデ 183-0046 府中市西原町 4-17-53 042-576-9750 042-577-6620 － －

20 ごみ ㈱日乃出造園土木 180-0023 武蔵野市境南町 5-3-22 0422-32-1650 0422-31-4546 － －
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ちょっと分別に迷うもの､市への問い合わせが多いものを一覧表にしました。
ごみと資源どちらも含めた一覧表になっています。備考欄の説明文も必ずお読みください。
ここにないものは、ごみ総合対策課　 2　までお問い合わせください。

右記マークは、資源として再利用するために、
ごみの分別をする際の目安となる表示です。

粗大ごみは同じ品目でも大きさなどにより、
ポイントの違いがあります。

プラスチックマーク　　　ペットボトルマーク PCリサイクルマーク

スチールマーク 紙パックマーク アルミマーク

50音順ごみ分別表

品　目 分別区分 出し方 備　考

あ
アイロン

燃やさない 有料ごみ処理袋 充電式のものは小型家電の分別フローチャート（22頁参照）。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

アイロン台 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、木製のものは「燃やすご
み」、金属製の脚が付いているものは「燃やさないごみ」。

アタッシュケース 燃やさない 有料ごみ処理袋 ▶スーツケース

アダプター
燃やさない 有料ごみ処理袋 コードが付いている場合は必ずしばってまとめてください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

油（機械用） 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

油（食用植物性油） 燃やす 有料ごみ処理袋 古布などに染み込ませて出してください。

油紙・油とり紙 燃やす 有料ごみ処理袋 「古紙」にはなりません。

雨具 燃やす 有料ごみ処理袋 ▶カッパ

網戸 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

アルバム 燃やす 有料ごみ処理袋
糊付きシール台紙は「燃やすごみ」。
金具が取り外せないものは「燃やさないごみ」。

アルミサッシ 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

アルミ製容器・パネル 燃やさない 有料ごみ処理袋
鍋焼きうどんやグラタンなどに使用されている器、オードブル皿
ガス台パネル、換気扇パネルなど厚みがあるもの。

アルミホイル 燃やす 有料ごみ処理袋 厚みが薄いため。

アンテナ（室内外・パラボラ）粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

い 石 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

衣装ケース 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、木製・プラスチック製の
ものは「燃やすごみ」、金属製のものは「燃やさないごみ」。
箱物家具（27頁参照）。

衣装ケース
（紙製・段ボール製）

古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

防水加工がされている場合は「燃やすごみ」。

椅子 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、木製・プラスチック製の
ものは「燃やすごみ」、金属製のものは「燃やさないごみ」。

一輪車（遊具・スポーツ用、
運搬作業用）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

犬小屋 粗大 予
※１
約

医療廃棄物（注射針） 収集不可 ▶注射器・注射針

医療廃棄物（点滴袋） 燃やす 有料ごみ処理袋 プラスチック製の点滴用袋・チューブ（非感染性のものに限る）。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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ちょっと分別に迷うもの､市への問い合わせが多いものを一覧表にしました。
ごみと資源どちらも含めた一覧表になっています。備考欄の説明文も必ずお読みください。
ここにないものは、ごみ総合対策課　 2　までお問い合わせください。

右記マークは、資源として再利用するために、
ごみの分別をする際の目安となる表示です。

粗大ごみは同じ品目でも大きさなどにより、
ポイントの違いがあります。

プラスチックマーク　　　ペットボトルマーク PCリサイクルマーク

スチールマーク 紙パックマーク アルミマーク

50音順ごみ分別表
品　目 分別区分 出し方 備　考

い 医療廃棄物
（在宅医療に関するもの
で、注射針を除く）

材質により、燃やすま
たは燃やさない

有料ごみ処理袋
家庭用のインシュリンなど注射器で針を外した状態でプラスチッ
ク製のものは「燃やすごみ」、ガラス製のものは「燃やさないごみ」。

衣類（まだ着られる物） 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。下着類・靴下の新品は「古着」。

衣類（着られない物） 燃やす 有料ごみ処理袋 汚れ・破損があるもの、古布、着物、ゆかた。

衣類乾燥機 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

インクカートリッジ
（使用済み）

拠点回収
販売店・市役所・
一部コミセンなど

販売店などの回収ボックスをご利用ください。
利用できない場合は「燃やすごみ」。

飲料容器
（紙パック）�

拠点回収
市施設・スーパー
マーケットなど店頭

開いて洗って乾かしてから回収ボックスへ入れてください。
内側にアルミ箔が付いていても回収できます。
利用できない場合は「燃やすごみ」。

飲料容器
（ペットボトル）�

ペットボトル 透明・半透明の袋
中を軽くゆすぎ、ふたとラベルは「プラスチック製容器包装」で出し
てください。
スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。

う
植木鉢（陶磁器製） 燃やさない 有料ごみ処理袋

プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。
土は取り除いてください。

浮き輪 燃やす 有料ごみ処理袋

ウォーターサーバーボトル ペットボトル 透明・半透明の袋 販売店または専門業者に返却してください（14頁参照）。

腕時計 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。

え エアコン
（室内機・室外機）

収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

液晶テレビ 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

枝木 資源化
ひもで束ねるか
袋に入れる

基準以内の枝木・草・葉は無料で収集します（4頁参照）。

枝切りばさみ 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

ＭＤ・ＭＯ 燃やさない 有料ごみ処理袋 ケースは「燃やすごみ」。

LED�ライト 燃やさない 有料ごみ処理袋
気体水銀などの有害物質は使用されていないので「危険・有害ご
み」ではありません。

延長コード
燃やさない 有料ごみ処理袋 必ずしばってまとめてからお出しください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

お オイル（機械用） 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

オイル（食用植物性油） 燃やす 有料ごみ処理袋 古布などに染み込ませて出してください。

オイル缶（機械用・食用） 燃やさない 有料ごみ処理袋

オイルヒーター 粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

押し入れ収納棚 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

押し入れタンス 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

おたま（プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

お 落ち葉 燃やす 透明・半透明の袋 基準以内の枝木・草・葉は無料で収集します（4頁参照）。

オーディオ機器 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

オーディオラック 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

オートバイ 収集不可
販売店または二輪リサイクルコールセンター（050-3000-0727）へ
お問い合わせください。

オーブントースター 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

お盆（トレイ）
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 アルミ製・金属製のものは「燃やさないごみ」。

おまる 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

おむつ（布製・紙製）�使用
済みのもの

燃やす 透明・半透明の袋
「おむつ」と明記し、おむつだけを袋に入れてください。排せつ物は
トイレに流してください。▶尿とりパッド

おもちゃ・玩具
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。電池は必ず外して「危険・有害
ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉めないでください。電池を
取り外せない場合はすべて「危険・有害ごみ」。

オモリ(�釣り具・鉛製�) 危険・有害 危険有害袋（無料）

温度計・寒暖計�(�水銀�) 危険・有害 危険有害袋（無料） 電子製のものは「燃やさないごみ」。

か 貝殻 燃やす 有料ごみ処理袋 珊瑚は「燃やさないごみ」。

懐中電灯 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。�
取り外した後はふたを閉めない。

買物袋（レジ袋）�
プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋

カイロ(�使い捨て） 燃やす 有料ごみ処理袋 未使用の場合、水に浸してから出してください。

鏡 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

額縁
（木製・プラスチック製）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。
ガラス面が取り外せないものや金属製のものは「燃やさないごみ」。

傘 燃やさない 有料ごみ処理袋
1袋に5本まで。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合
は「粗大ごみ」。

果実（庭の木の実・柿・みか
んなど）

燃やす 有料ごみ処理袋

加湿器 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

菓子箱・袋�(�紙製） 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか�
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

菓子袋�
（プラマーク付き）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋
汚れが取れないもの、プラマークが付いていないものは
「燃やすごみ」。

ガスストーブ 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ガスボンベ 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ガスレンジ・ガスコンロ 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。火
災事故の恐れがあるため、電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」
に出してください。取り外した後はふたを閉めないでください。

カセットコンロ 燃やさない 有料ごみ処理袋
カセットボンベと電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出し
てください。取り外した後はふたを閉めないでください。

カセットテープ 燃やす 有料ごみ処理袋 ケースも「燃やすごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

か カセットデッキ 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

カセットボンベ 危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。
使いきれない場合は「残あり」と明記してください。

ガソリン 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ガソリン缶・灯油缶 燃やさない 有料ごみ処理袋
キャンプ用のホワイトガソリン缶などで中身が空のもの。
中身が残っている場合は発火性があるため収集できません。

活性炭 燃やす 有料ごみ処理袋 水に浸してから出してください。

カッパ 燃やす 有料ごみ処理袋 ▶雨具

カップ麺の紙ふた 燃やす 有料ごみ処理袋 アルミ加工されているため「古紙」にはなりません。

カップ麺のかやく
スープ袋�

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 汚れが取れないものは「燃やすごみ」。

カップ麺の容器（紙製） 燃やす 有料ごみ処理袋 防水加工されているため「古紙」にはなりません。

カップ麺の容器�
（発泡スチロール製・プラスチック製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 汚れが取れないものは「燃やすごみ」。

カーテン 燃やす 有料ごみ処理袋

カーテンレール 燃やさない 有料ごみ処理袋
１袋に５本まで。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場
合は「粗大ごみ」。

かなづち 燃やさない 有料ごみ処理袋

かばん
（革製・布製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋 とめ具やファスナー程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。

画びょう 燃やさない 有料ごみ処理袋 危険のないように出してください。

花びん（陶磁器製・ガラス製）燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

カーペット 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

カーボン紙 燃やす 有料ごみ処理袋 「古紙」にはなりません。

鎌 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

釜 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

紙おむつ 燃やす 透明・半透明の袋
「おむつ」と明記し、おむつだけを袋に入れてください。
排せつ物はトイレに流してください。▶尿とりパッド

紙くず（汚れたもの） 燃やす 有料ごみ処理袋 汚れたものは資源化できないので「燃やすごみ」。

紙コップ 燃やす 有料ごみ処理袋 防水加工されているため「古紙」にはなりません。

カミソリ 燃やさない 有料ごみ処理袋
刃を覆って危険のないように出してください。
本体がプラスチック製のものも「燃やさないごみ」。

紙パック� 拠点回収
市施設・スーパー
マーケットなど店頭

水でゆすぎ洗いし、切り開き、乾燥させてから回収ボックスへ入れ
てください。内側にアルミ箔が付いていても回収できます。
利用できない場合は「燃やすごみ」。

紙箱・紙袋 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

袋に「ざつがみ」と明記してください。
防水加工などがされているものは「燃やすごみ」。

カメラ
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。�
取り外した後はふたを閉めない。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ガラス 燃やさない 有料ごみ処理袋
「ガラス」と明記し、危険のないように出してください。有料ごみ処
理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

か ガラスケース 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ガラスの破片 燃やさない 有料ごみ処理袋 「ガラス」と明記し、危険のないように出してください。

カラーボックス 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。
結べない場合「粗大ごみ」。箱物家具（27頁参照）。

革製品
（衣類・バッグ・靴）

燃やす 有料ごみ処理袋 とめ具やファスナー程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。

瓦 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

缶� 缶 透明・半透明の袋
軽くゆすいで出してください。汚れが取れない場合や塗料の缶は
「燃やさないごみ」。

乾燥機（衣類用） 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

乾燥機（食器用） 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

乾燥剤（シリカゲル） 燃やす 有料ごみ処理袋
生石灰タイプは水に濡れると発熱等の恐れがありますので、濡ら
さないようにご注意ください。

感熱紙 燃やす 有料ごみ処理袋 「古紙」にはなりません。

缶のふた・キャップ 缶 透明・半透明の袋 裏部分にプラスチックが使用されているものは「燃やさないごみ」。

き 木くず 燃やす 有料ごみ処理袋

ギター（木製） 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

ギター（非木製） 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

キーチェーン（バイク用） 粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

キーボード（楽器） 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

キーボード（パソコン機器）燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

脚立 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

キャリーバッグ
（ハード製・ソフト製）

燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

急須 燃やさない 有料ごみ処理袋

牛乳パック� 拠点回収
市施設・スーパー
マーケットなど店頭

水でゆすぎ洗いし、切り開き、乾燥させてから回収ボックスへ入れ
てください。内側にアルミ箔が付いていても回収できます。
利用できない場合は「燃やすごみ」。

給油ポンプ
（家庭ストーブ用）

燃やす 有料ごみ処理袋
電動式のものは「燃やさないごみ」。
電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。

鏡台 粗大 予
※１
約 ▶ドレッサー

着物 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

金庫（耐火） 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

金庫（手提げ） 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

く 釘（くぎ） 燃やさない 有料ごみ処理袋 新聞紙にくるむなど危険のないように出してください。

空気清浄機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。
フロンガスが使用されているものは販売店または専門業者にお問
い合わせください。

草 資源化 透明・半透明の袋 基準以内の枝木・草・葉は無料で収集します（4頁参照）。

草刈り機 粗大 予
※１
約

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

く 串
（木製・竹製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。�
新聞紙にくるむなど危険のないように出してください。

薬（処方されたもの） 燃やす 有料ごみ処理袋

果物の保護材�
（プラスチック製・発泡スチロール製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋

靴 燃やす 有料ごみ処理袋
とめ具やファスナー程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。�
スパイクは「燃やすごみ」。鉄芯入りの安全靴は「燃やさないごみ」。
▶シューズ

靴下 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。新品は「古着」。

クーラー 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

クーラーボックス 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

クリーニングの
外装ポリ袋

燃やす 有料ごみ処理袋 「プラスチック製容器包装」にはなりません。

車椅子（手動・電動） 粗大 予
※１
約

クレヨン・クレパス 燃やす 有料ごみ処理袋 クレヨン画も「燃やすごみ」。

グローブ（スポーツ用品） 燃やす 有料ごみ処理袋

グローランプ 燃やさない 有料ごみ処理袋

け 蛍光管・蛍光球 危険・有害 危険有害袋（無料）
買い替え時の紙ケースに入れて出しても収集できます。
割れている場合は「燃やさないごみ」。

携帯電話
危険・有害 有料ごみ処理袋

できる限り販売店にお返しください。本体のみ・充電器は「燃やさ
ないごみ」。充電池は「危険・有害ごみ」。本体から充電池を取り外せ
ない場合は本体ごと「危険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

化粧品のびん びん 透明・半透明の袋 汚れが取れないものや乳白色のものは「燃やさないごみ」。

化粧品の容器�
（プラスチック製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋
汚れが取れないものは「燃やすごみ」。
金属製のものは「燃やさないごみ」。

下駄箱 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

血圧計�(�水銀�) 危険・有害 危険有害袋（無料）
有害ごみ袋以外の袋で出す場合は「危険・有害ごみ」と明記してく
ださい。電子式のものは「燃やさないごみ」。

ケーブル
燃やさない 有料ごみ処理袋 必ずしばってまとめてからお出しください。▶コード

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ゲーム機
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出し、取り出した後はふ
たを閉めないでください。電池が取り外せない場合は本体ごと「危
険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ゲームソフト（カセット型） 燃やさない 有料ごみ処理袋 CD�型のものは「燃やすごみ」。

玄関マット 燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

建築廃材 収集不可 東京都産業資源循環協会（03-5283-5455）にお問い合わせください。

剣山（鉛製） 危険・有害 危険有害袋（無料）

原付バイク 収集不可
販売店または二輪車リサイクルコールセンター（050-3000-0727）
にお問い合わせください。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

こ 碁石 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

工具 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

小型家電製品
燃やさない 有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。電池は必
ず取り外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉めない
でください。電池が取り外せない場合は本体ごと「危険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ござ 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

こたつ 粗大 予
※１
約

コップ
（ガラス製・金属製・陶磁器製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
陶磁器製の食器はクリーンむさしのを推進する会が一部のコミセ
ンで回収を行っています。

コード
燃やさない 有料ごみ処理袋 必ずしばってまとめてからお出しください。▶ケーブル

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

コードリール（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

碁盤 粗大 予
※１
約

厚さが20cm以内のもの。それを超えるものは収集不可のため販売
店にお問い合わせください。折りたたみ式の簡易なものは「燃やす
ごみ」。

コーヒーメーカー 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ごみ箱
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ゴム製品 燃やす 有料ごみ処理袋

米びつ 燃やさない 有料ごみ処理袋
木製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ゴルフクラブ 燃やさない 有料ごみ処理袋
1袋に5本まで。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合
は「粗大ごみ」。

ゴルフクラブバッグ 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

コンクリート製品・片 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

コンポスト容器 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

さ サイドボード 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

座椅子 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、金属が使用されていな
いものは「燃やすごみ」。金属が使用されているものは「燃やさない
ごみ」。

座卓 粗大 予
※１
約

殺菌剤
（クレゾール石けん液など）

収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

雑誌 古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

ホッチキスで製本されているものも外さずに出せます。

殺虫剤
（家庭用、煙・霧タイプ）

燃やさない 有料ごみ処理袋
プラスチック製のものは「燃やすごみ」。未使用のものは「危険・有
害ごみ」。

殺虫剤
（家庭用、スプレー缶タイプ）

危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。
使いきれない場合は「残あり」と明記してください。

サーフボード 粗大 予
※１
約

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

さ 皿
（ガラス製･金属製・陶磁器製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
木製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
陶磁器製の食器はクリーンむさしのを推進する会が一部のコミセ�
ンで回収を行っています。

ざる（竹製・プラスチック製）燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

三輪車 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

し 磁石 燃やさない 有料ごみ処理袋

磁器（石製） 燃やさない 有料ごみ処理袋

下着類 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。新品は「古着」。

支柱
（園芸用・金属製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
１袋に５本まで。プラスチック製のものは「燃やすごみ」。半分以��
の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

シーツ 燃やす 有料ごみ処理袋

CD 燃やす 有料ごみ処理袋 ケースも「燃やすごみ」。

CD�プレーヤー 燃やさない 有料ごみ処理袋
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。電池は必ず取り
外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉めないでください。

自転車 粗大 予
※１
約

子ども用・折りたたみ式なども含む。電動の場合はバッテリーの部
分は取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。

自転車の空気入れ 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

自転車のタイヤ（チューブ）燃やす 有料ごみ処理袋

自動車部品 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

竹刀 燃やす 有料ごみ処理袋
１袋に５本まで。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場
合は「粗大ごみ」。

芝刈り機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

ガソリン式は「粗大ごみ」。手動式や電動式で有料ごみ処理袋に入
る場合は「燃やさないごみ」。充電池は必ず取り外して「危険・有害
ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉めないでください。。

ジーパン・ジーンズ 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

ジャケット 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

写真 燃やす 有料ごみ処理袋 「古紙」にはなりません。

ジャッキ 粗大 予
※１
約

鉄製の手動式やエア式のものは「粗大ごみ」。油圧式のものは販売
店または専門業者にお問い合わせください。

しゃもじ
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋

シャープペンシル 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

シャンプー容器・詰替用袋
（プラスチック製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 汚れが取れない場合は「燃やすごみ」。

週刊誌 古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

ホッチキスで製本されているものも外さずに出せます。

シューズ 燃やす 有料ごみ処理袋
とめ具やファスナー程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。�
スパイクは「燃やすごみ」。
�鉄芯入りの安全靴は「燃やさないごみ」。▶靴

じゅうたん 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

し
充電器

燃やさない 有料ごみ処理袋 コードは必ずしばってまとめてからお出しください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

収納ケース
（木製・プラスチック製）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。
結べない場合は箱物家具（27頁参照）。

シュレッダー紙 古紙（ざつがみ） 透明・半透明の袋 「ざつがみ」と明記してください。

ジョイントマット 燃やすごみ 有料ごみ処理袋

消火器 収集不可
販売店にお問い合わせください。スプレー型・投てき型の消火具���
は「危険・有害ごみ」。

将棋盤 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

厚さが20cm以内のもの。それを超えるものは収集不可のため販売店
にお問い合わせください。折りたたみ式の簡易なものは「燃やすごみ」。

障子 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

消臭スプレー 危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。
使いきれない場合は「残あり」と明記してください。

浄水器 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

照明器具カバー
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 数ヵ所ある金属製のフックが付いていても「燃やすごみ」。

照明器具本体 燃やさない 有料ごみ処理袋
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。
蛍光管は外して「危険・有害ごみ」に出してください。

じょうろ
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

食品トレイ�
（発泡スチロールトレイ）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋
汚れが取れない場合は「燃やすごみ」。
スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。

除湿機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。
フロンガス使用のものは、販売店または専門業者にお問い合わせ
ください。

除湿剤 燃やす 有料ごみ処理袋 中の液は捨ててから出してください。

食器
（ガラス製･金属製・陶磁器製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
木製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
陶磁器製の食器はクリーンむさしのを推進する会が一部のコミセ
ンで回収を行っています。

食器乾燥機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

食器洗浄機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

食器棚 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

シルバーカー（手押し車） 粗大 予
※１
約

新聞紙・新聞折込チラシ 古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

販売店の自主回収もご利用ください。

す 水槽 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、プラスチック製のもの
は「燃やすごみ」。ガラス製のものは「燃やさないごみ」。

炊飯器 燃やさない 有料ごみ処理袋
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。
バッテリー式のものは小型家電の分別フローチャート（22頁参照）。

スカート 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

スキー板 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

子ども用やショートスキーなどで有料ごみ処理袋に入る場合は
「燃やさないごみ」。

スキー靴 燃やさない 有料ごみ処理袋
金具が付いていないタイプのものは「燃やすごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

す スキーストック 燃やさない 有料ごみ処理袋
１袋に５本まで。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場
合は「粗大ごみ」。

スキャナー 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

スケッチブック 古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

金具は取り除いて「燃やさないごみ」。金具が取り除けない場合は
「燃やさないごみ」。

スケート靴 燃やさない 有料ごみ処理袋

スケートボード 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

スコップ（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋
プラスチック製のものは「燃やすごみ」。半分以上の長さが有料ご
み処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

すずり 燃やさない 有料ごみ処理袋

すだれ 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

スーツ（背広） 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

スーツケース 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。
▶アタッシュケース

ステッパー
（足踏み健康器具）

粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

ステレオ
（セット・コンポ）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ストッキング 燃やす 有料ごみ処理袋

ストーブ（電気・ガス） 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。
有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ストーブ（石油） 粗大のみ 予
※１
約

灯油が残っている場合は抜いてください。
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。
有料ごみ処理袋による収集はできません。

ストロー 燃やす 有料ごみ処理袋
紙パック飲料などに付いているストローの小袋は「プラスチック
製容器包装」。

砂 収集不可
販売店または専門業者にお問い合わせください。
ペット用のトイレ砂は不衛生のため少量ずつ「燃やすごみ」に出し
てください。

すのこ 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

スノーボード 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 子ども用などで有料ごみ処理袋に入る場合は「燃やさないごみ」。

スピーカー 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

スプレー缶 危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。使いきれない場合���
は「残あり」と明記してください。

スプーン（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 木製・竹製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

ズボンプレッサー 粗大 予
※１
約

スマートフォン
危険・有害 危険有害袋（無料）

できる限り販売店にお返しください。本体のみ・充電器は「燃やさ
ないごみ」。充電池は「危険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

炭 燃やす 有料ごみ処理袋 水に浸してから出してください。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

せ 生花 燃やす 有料ごみ処理袋

整理ダンス 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

生理用品 燃やす 有料ごみ処理袋

石油 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

石油ストーブ 粗大のみ 予
※１
約

灯油が残っている場合は抜いてください。
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。有料ごみ処理袋による収集はできません。

石油ファンヒーター 粗大のみ 予
※１
約

灯油が残っている場合は抜いてください。
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。有料ごみ処理袋による収集はできません。

石油ポンプ
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
電池式のものは「燃やさないごみ」。
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出してください。

瀬戸物 燃やさない 有料ごみ処理袋
陶器製の食器はクリーンむさしのを推進する会が一部のコミセン
で回収を行っています。

セロハンテープ 燃やす 有料ごみ処理袋

セロハンテープの芯
（紙製）

古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

線香 燃やす 有料ごみ処理袋
必ず水に浸してから出してください。包み紙や箱は匂いが付いて
いるため「古紙」にはなりません。

洗剤容器（紙製） 燃やす 有料ごみ処理袋 香りが強いため「古紙」にはなりません。

洗剤容器�
（プラスチック製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 中をきれいに洗いきれない場合は「燃やすごみ」。

洗濯機 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）��にお
問い合わせください。

洗濯ばさみ
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

洗濯ピンチハンガー
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
ステンレス製のものは「燃やさないごみ」。有料ごみ処理袋に入れ
て口が結べない場合は「粗大ごみ」。

栓抜き 燃やさない 有料ごみ処理袋

扇風機 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

洗面器（プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

洗面化粧台 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

そ 造花 燃やす 有料ごみ処理袋 金属・ガラス製の場合は「燃やさないごみ」。

双眼鏡 燃やさない 有料ごみ処理袋

掃除機 燃やさない 有料ごみ処理袋
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。バッテ
リー式のものは、小型家電の分別フローチャート（22頁参照）。

ぞうり 燃やす 有料ごみ処理袋

ソファー 粗大 予
※１
約

そり 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合はプラスチック製は「燃
やすごみ」、金属製は「燃やさないごみ」。

た 体温計（電子） 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池が取り外せない場合、水銀を使用している場合は
「危険・有害ごみ」。

体重計
(�ヘルスメーター）

燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。

42

50
音
順
ご
み
分
別
表



品　目 分別区分 出し方 備　考

た タイヤ
（自転車・一輪車・運搬作業具用）

燃やす 有料ごみ処理袋
ホイールが付いている場合は「燃やさないごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

タイヤ
（自動車・バイク用）

収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

タイヤチェーン
（金属製）

粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

タイヤチェーン
（ゴム製）

燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

タイル 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ダイレクトメール 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。窓あき部分のビニールは取り除��
いて「燃やすごみ」に出してください。

タオル類 燃やす 有料ごみ処理袋

卓上コンロ 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。
カセットボンベは「危険・有害ごみ」に出してください。

畳 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

脱臭剤 燃やす 有料ごみ処理袋

タッパー容器 燃やす 有料ごみ処理袋

棚 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

たばこの銀紙 燃やす 有料ごみ処理袋

たばこの吸殻 燃やす 有料ごみ処理袋 火を完全に消してから捨ててください。

たばこの外箱 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

たばこの外フィルム�
プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋

タブレット
（端末・コンピュータ）

危険・有害 危険有害袋（無料）

充電池を取り外せないものは「危険・有害ごみ」。取り外せる場合、
充電池は「危険・有害ごみ」で本体は「燃やさないごみ」。PCリサイ
クルマークが付いているものはメーカーや販売店またはパソコン
３Ｒ推進協会（03-5282-7685）にお問い合わせください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

卵のパック�
（プラスチック製）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 紙製のものは「古紙（ざつがみ）」。

たわし類 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

炭酸ガス
（使い切ったもの）

燃やさない 有料ごみ処理袋
ビアサーバーなどに使用する小さいタイプのもの。
中身が残っている場合は「危険・有害ごみ」。新品は収集不可のた
め、販売店へお問い合わせください。

タンス 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

ダンベル 粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

段ボール 古紙
ひもで束ねるか
袋に入れる

ち チャイルドシート 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、布製、プラスチック製の
ものは「燃やすごみ」、金属部分が多い場合は「燃やさないごみ」。

茶筒缶 缶 透明・半透明の袋 汚れが取れないものは「燃やさないごみ」。

茶碗
（陶磁器製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
陶磁器製のものは、クリーンむさしのを推進する会が一部のコミ
センで回収を行っています。木製・プラスチック製のものは「燃や
すごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

ち
注射器・注射針 収集不可

使用済み注射針は処方した医療機関や薬局に返却または武蔵野市
薬剤師会（0422-55-6710）へお問い合わせください。家庭用のイン
シュリンなど注射器で針を外した状態であれば、プラスチック製
のものは「燃やすごみ」、金属製のものは「燃やさないごみ」。

チューブ容器 燃やす 有料ごみ処理袋
中をきれいに洗いきれる場合は「プラスチック製容器包装」。
金属製のものは「燃やさないごみ」。

チラシ 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

つ 杖 燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。半分以上の長さが有料ごみ処
理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

机 粗大 予
※１
約

漬物石 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

土 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

積木
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋

爪切り 燃やさない 有料ごみ処理袋

釣り糸 燃やす 有料ごみ処理袋

釣りざお 燃やさない 有料ごみ処理袋
竹製のものは「燃やすごみ」。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に
入らない場合は「粗大ごみ」。

釣りのオモリ（鉛製） 危険・有害 危険有害袋（無料）

釣り針 燃やさない 有料ごみ処理袋 危険のないように出してください。

て Ｔシャツ 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

ティッシュペーパー 燃やす 有料ごみ処理袋

ティッシュペーパーの箱 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。取り出し部分のビニールは取り��
除いて「燃やすごみ」に出してください。

DVD 燃やす 有料ごみ処理袋 ケースも「燃やすごみ」。

DVDレコーダー 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

手紙 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

手提げ袋（紙製） 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

ビニール製・コーティング加工してあるもの・取っ手が紙製でな�
いものは「燃やすごみ」。

鉄アレイ 粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

手袋 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

テーブルクロス
（布製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋

テレビ
（ブラウン管式・液晶・プラズマ式）

収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）��にお
問い合わせください。�▶モニター

テレビ（浴室・キッチン用・
車載用液晶）

燃やさない 有料ごみ処理袋 電源として電池を使用することもでき、持ち運びが可能なもの。

テレフォンカード 燃やす 有料ごみ処理袋

電気アンカ 燃やさない 有料ごみ処理袋

電気カーペット 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

電気カミソリ
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉
めないでください。取り外せない場合は本体ごと「危険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

て 電気こたつ 粗大 予
※１
約

電気スタンド 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

電気ポット 燃やさない 有料ごみ処理袋

電気毛布 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

電球
（白熱電球・LED）

燃やさない 有料ごみ処理袋
購入した際の外ケースに入れるなど割れないように出してくださ��
い。

電源アダプター・タップ 燃やさない 有料ごみ処理袋

電子レンジ 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

電卓
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。ソーラー（太陽）電池は取り外し不要です。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

電池
（乾電池・充電池・ボタン電
池・リチウム電池）

危険・有害 危険有害袋（無料） できる限り販売店にお返しください。

テント 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、金属部分は「燃やさない
ごみ」、その他の部分は「燃やすごみ」。

電動のこぎり（家庭用） 燃やさない 有料ごみ処理袋
刃を覆って危険のないように出してください。チェーンソーなど
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

電話機
燃やさない 有料ごみ処理袋 子機は電池を取り外し、電池は「危険・有害ごみ」で出してください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

と ドア 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

トイレカバー 燃やす 有料ごみ処理袋

トイレットペーパーの芯 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

陶器（土製）
陶磁器（土石製）

燃やさない 有料ごみ処理袋
陶磁器製の食器はクリーンむさしのを推進する会が、一部のコミ
センで回収を行っています。

灯油 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

時計（置時計・掛時計） 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを閉めな
いでください。有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

トースター 燃やさない 有料ごみ処理袋

戸棚 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

土鍋 燃やさない 有料ごみ処理袋

ドライバー 燃やさない 有料ごみ処理袋

ドライヤー
燃やさない 有料ごみ処理袋

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

塗料 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

トレイ
（発泡スチロール製）�
（色は問わない）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋
食べ残しや汚れなどは取り除いてください。スーパーマーケット
などの店頭回収もご利用ください。汚れが取れない場合は「燃やす
ごみ」。

ドレッサー 粗大 予
※１
約 ▶鏡台

ナイフ類 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

長靴 燃やす 有料ごみ処理袋

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

な 流し台（シンク） 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

鍋 燃やさない 有料ごみ処理袋

生ごみ 燃やす 有料ごみ処理袋 水分をよくきって出してください。

鉛製品 危険・有害 危険有害袋（無料） 剣山や釣りのオモリなど。

に 荷造りのひも
（クラフト製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋

人形（布製・プラスチック製）燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

人形（ブリキ製） 燃やさない 有料ごみ処理袋

人形ケース 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合、ガラス製のものは「燃や
さないごみ」。アクリル製のものは「燃やすごみ」。

尿とりパッド（紙製・布製）�
使用済みのもの

燃やす 透明・半透明の袋
「おむつ」と明記し、パッドだけを袋に入れてください。排せつ物は
トイレに流してください。▶おむつ

ぬ ぬいぐるみ 燃やす 有料ごみ処理袋
中に金属類が入っている場合は「燃やさないごみ」。有料ごみ処理
袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

縫い針 燃やさない 有料ごみ処理袋 危険のないように出してください。

布切れ 燃やす 有料ごみ処理袋

ね ネオン管・ネオンランプ 危険・有害 危険有害袋（無料） 水銀などが含まれているため。

ネガフィルム 燃やす 有料ごみ処理袋

ネクタイ 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

ネジ 燃やさない 有料ごみ処理袋

寝袋 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

粘着テープ 燃やす 有料ごみ処理袋

粘土（紙製・土製・油製） 燃やす 有料ごみ処理袋 大きな作品をそのまま出す場合は「燃やさないごみ」。

の 農薬類 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

のこぎり 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

ノート 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

ノート型パソコン 収集不可 パソコンリサイクル
パソコン�3R推進協会（03-5282-7685）にお問い合わせください。
もしくは、宅配便回収（25頁参照）。

ノート型ワープロ 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

は 葉 資源化 透明・半透明の袋 基準以内の枝木・草・葉は無料で収集します（4頁参照）。

灰 燃やす 有料ごみ処理袋 収集時に灰が飛び散らないよう水で湿らせて出してください。

バイク 収集不可
販売店または二輪リサイクルコールセンター（050-3000-0727）�に
お問い合わせください。

パイプハンガー 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

バインダー（紙製） 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

金具は取り除いて「燃やさないごみ」。取り除けない場合はそのま���
ま「燃やさないごみ」。

バインダー
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金具は取り除いて「燃やさないごみ」。取り除けない場合はそのま
ま「燃やさないごみ」。

はかり 燃やさない 有料ごみ処理袋
プラスチック製のものは「燃やすごみ」。有料ごみ処理袋に入れて
口が結べない場合は「粗大ごみ」。電池は必ず取り外して「危険・有
害ごみ」に出してください。

はがき 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

インクジェット用にカラープリントしたものも「古紙（ざつがみ）」。
写真を圧着したものは「燃やすごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

は 白熱灯・白熱電球 燃やさない 有料ごみ処理袋
購入した際の外ケースに入れるなど割れないように出してくださ
い。

バケツ（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋
プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

はさみ 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

箸（木製・プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

はしご 粗大 予
※１
約

パソコン 収集不可 パソコンリサイクル

パソコン�3R推進協会（03-5282-7685）にお問い合わせください。
ディスプレイモニターも収集できません。
PCリサイクルマークのついていないものはリサイクル料がかか
ります。もしくは宅配便回収（25頁参照）。

パソコンプリンター 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

発炎筒（未使用品） 収集不可
販売店または専門業者にお問い合わせください。
使用済みのものは「燃やすごみ」。

バッグ
（革製・布製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋 とめ具やファスナー程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。

バッテリー（自動車・バイク用）収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

バッテリー（充電池ポータブル） 危険・有害 危険有害袋（無料）
クリーンセンターや収集車の中で火災の原因となり、大変危険で
すので、必ず「危険・有害ごみ」で出してください。

バット（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋
1袋に5本まで。木製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。
半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

発泡スチロール�
（梱包材・緩衝材）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 容器包装目的以外の発泡スチロール製品は「燃やすごみ」。

花火 燃やす 有料ごみ処理袋 必ず水に浸してから出してください。

パネルヒーター 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 ヒーター参照。

歯ブラシ 燃やす 有料ごみ処理袋

バーベキューコンロ 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

歯みがき粉のチューブ容器
（汚れが取りきれない）

燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

刃物 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

針 燃やさない 有料ごみ処理袋 新聞紙などでくるんで危険のないように出してください。

バーベル 粗大のみ 予
※１
約 有料ごみ処理袋による収集はできません。

ハンガー
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
フック部分のみが金属の場合でも「燃やすごみ」。
すべて針金製�のものは「燃やさないごみ」。

絆創膏 燃やす 有料ごみ処理袋

はんてん 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

パンフレット 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

ひ ピアノ 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ひげ剃り 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

ヒーター 粗大 予約
ガス・電気ファンヒーターは有料ごみ処理袋に入れて口を結べる
場合は「燃やさないごみ」。灯油ファンヒーターは「粗大のみ」。
灯油が残っている場合は抜いてください。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。

47

50
音
順
ご
み
分
別
表



品　目 分別区分 出し方 備　考

ひ ビーチマット 燃やす 有料ごみ処理袋

ビデオカメラ
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふ
たを閉めないでください。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ビデオデッキ
燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ビデオテープ 燃やす 有料ごみ処理袋 ケースも「燃やすごみ」。

ビニールクロス 燃やす 有料ごみ処理袋

ビニールシート 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ビニール風呂敷 燃やす 有料ごみ処理袋

ビニールホース 燃やす 有料ごみ処理袋

肥料 収集不可 販売店にお問い合わせください。

びん びん 透明・半透明の袋
ビールびん・酒びんはできる限り販売店にお返しください。
汚れが取れない場合は「燃やさないごみ」（20頁参照）。

便せん 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記して出してください。

びんのふた・栓 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「プラスチック製容器包装」。

ふ ファイル（紙製） 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか袋
に入れる

金具は取り除いて「燃やさないごみ」。取り除けない場合はそのま
ま「燃やさないごみ」。

ファイル
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋

ファックス 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ファンヒーター 粗大 予
※１
約 ヒーター参照。

封筒 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。窓あき部分がグラシン紙ならそ
のまま「古紙」、セロハンなら取り除いて「燃やすごみ」。

風鈴
（ガラス製・金属製）

燃やさない 有料ごみ処理袋

フェンス 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

フォーク（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 木製・竹製・プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

服・古着 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

付せん紙 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記して出してください。

仏壇 粗大 予
※１
約

筆 燃やす 有料ごみ処理袋 柄が金属製のものは「燃やさないごみ」。

ふとん 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

ふとんカバー 燃やす 有料ごみ処理袋

ふとん乾燥機 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ふとんばさみ 燃やさない 有料ごみ処理袋 外見はプラスチック製でも、中に金属が使用されているため。

ふとん用マットレス 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

フライパン 燃やさない 有料ごみ処理袋

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

ふ ブラインド
（木製・プラスチック製）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。金属製
のものは「燃やさないごみ」。

ブランコ（子ども用） 粗大 予
※１
約

プランター
（木製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金属製・陶器製のものは「燃やさないごみ」。有料ごみ処理袋に入れ
て口が結べない場合は「粗大ごみ」。

プリンター 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ブルーレイディスク 燃やす 有料ごみ処理袋 ケースも「燃やすごみ」。

風呂敷
(�布製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋

ブロック 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

フロッピーディスク 燃やさない 有料ごみ処理袋 ケースは「燃やすごみ」。

風呂のふた
（木製・プラスチック製）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

風呂マット 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

へ ヘアスプレー缶 危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。
使いきれない場合は「残あり」と明記してください。

ヘアブラシ 燃やす 有料ごみ処理袋

ベッド 粗大 予
※１
約

ペットボトル� ペットボトル 透明・半透明の袋
中を軽くゆすぎ、ふたとラベルは「プラスチック製容器包装」で出し
てください。スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。

ペットボトルキャップ・ふた�
（プラマーク付き）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 本体から外して出してください。

ペットボトルラベル�
（プラマーク付き）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 本体から剥がして出してください。

ペット用おむつ・シート 燃やす 有料ごみ処理袋 排せつ物はトイレに流してください。

ペット用のトイレ砂 燃やす 有料ごみ処理袋 不衛生のため少量ずつ出してください。

ペーパータオル 燃やす 有料ごみ処理袋

ベビーカー 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ベビーバス 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やすごみ」。

ベビーベッド 粗大 予
※１
約

ベルト 燃やす 有料ごみ処理袋 とめ具程度の金属が付いていても「燃やすごみ」。

ヘルメット
（車・バイク用）

燃やさない 有料ごみ処理袋
自転車用や作業用など、プラスチック製の簡易なものは「燃やすご
み」。

便器 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ペンキ 収集不可
販売店または専門業者にお問い合わせください。少量であれば古
布などに染み込ませて「燃やすごみ」に出せます。

ペンキ缶 燃やさない 有料ごみ処理袋
少量のペンキが長期間放置され固まった状態であれば収集できま
す。液体状で残っている場合は発火性があるため収集できません。
スプレータイプは「危険・有害ごみ」。

便座（プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋 暖房・洗浄機能付きのものは「燃やさないごみ」。

ベンジン 収集不可
販売店または専門業者にお問い合わせください。少量であれば古
布などに染み込ませて「燃やすごみ」に出せます。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。

49

50
音
順
ご
み
分
別
表



品　目 分別区分 出し方 備　考

へ 弁当箱
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

ペン類 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

弁当容器�
（プラマーク付き）

プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋
コンビニ弁当などの容器。汚れを取り除いて出してください。
取れない場合は「燃やすごみ」。

ほ ホイール
（自転車・一輪車・運搬作業具用）

燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ホイール
（自動車・バイク用）

収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

望遠鏡 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ほうき 燃やす 有料ごみ処理袋
柄が金属製のものは「燃やさないごみ」。半分以上の長さが有料ご
み処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

帽子 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

包装紙 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。ビニールコーティングなどされ
ている場合は「燃やすごみ」。

包帯 燃やす 有料ごみ処理袋

防虫剤（衣服用） 燃やす 有料ごみ処理袋

包丁 燃やさない 有料ごみ処理袋 刃を覆って危険のないように出してください。

包丁研ぎ器 燃やさない 有料ごみ処理袋

ボウル（調理用）（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

ボウリングの球 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ポケットティッシュの外袋 燃やす 有料ごみ処理袋 プラマークが付いている場合は「プラスチック製容器包装」。

ホース
（ゴム製・ビニール製）

燃やす 有料ごみ処理袋

ホースリール
（プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋
金属製のものは「燃やさないごみ」。有料ごみ処理袋に入れて口が
結べない場合は「粗大ごみ」。

ポスター 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。ビニールコーティングなどがさ
れている場合は「燃やすごみ」。選挙用ポスターは「事業系ごみ」。

ポータブル�DVD・
ブルーレイディスク
プレーヤー・テレビ

燃やさない 有料ごみ処理袋
ポータブル製品は家電リサイクル対象外商品。家庭用コンセント以
外の電池や蓄電池から電源を得ることができる。浴室・キッチン用、
車載用も含む。電池・充電池が外せない場合は「危険・有害ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ポータブルトイレ 粗大 予
※１
約

ポット（魔法びん） 燃やさない 有料ごみ処理袋

ホットカーペット 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は「燃やさないごみ」。

ホットプレート 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

哺乳びん（ガラス製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

ポリタンク 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ポリ袋 燃やす 有料ごみ処理袋 プラマークが付いている場合は「プラスチック製容器包装」。

ボール（スポーツ用品） 燃やす 有料ごみ処理袋

ボールペン・シャーペン 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

ほ 保冷温庫 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

保冷剤 燃やす 有料ごみ処理袋

ホーロー鍋 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

本棚 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

ま 麻雀パイ 燃やす 有料ごみ処理袋

マイク 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふたを
閉めないでください。

マウス（パソコン用） 燃やさない 有料ごみ処理袋 電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出してください。

枕（天然・化学繊維） 燃やす 有料ごみ処理袋

マグネット 燃やす 有料ごみ処理袋 軟質ラバー製のものも「燃やすごみ」。

マッチ 燃やす 有料ごみ処理袋 必ず水に浸してから出してください。

マットレス 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入る場合は「燃やすごみ」。

窓ガラス（板ガラス） 燃やさない 有料ごみ処理袋
「ガラス」と明記し、危険のないように出してください。有料ごみ処
理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

まな板（木製・プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋

マニキュアびん
（汚れが取りきれない）

燃やさない 有料ごみ処理袋 汚れが取りきれる場合は「びん」。

マフラー 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

豆電球 燃やさない 有料ごみ処理袋

マヨネーズの容器
（汚れが取りきれない）

燃やす 有料ごみ処理袋 汚れが取りきれる場合は「プラスチック製容器包装」。

み ミキサー 燃やさない 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ミシン
（鋳物台付き・足踏み式）

粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

卓上式・電子式・ポータブル式など、有料ごみ処理袋に入る場合は
「燃やさないごみ」。

ミニチュアカー（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

耳かき
（木製･竹製・プラスチック製）

燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

む 麦わら帽子 燃やす 有料ごみ処理袋

虫かご（プラスチック製） 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

虫めがね 燃やさない 有料ごみ処理袋

め 名刺 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

メガネフレーム（金属製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

メガネレンズ（ガラス製） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

目薬の容器 燃やす 有料ごみ処理袋 プラマークが付いている場合は「プラスチック製容器包装」。

メジャー 燃やす 有料ごみ処理袋 金属製のものは「燃やさないごみ」。

メダル（徽章） 燃やさない 有料ごみ処理袋

メモ用紙 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

め
メモリーカード（SD・USB）

燃やさない 有料ごみ処理袋

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

も 毛布 燃やす 有料ごみ処理袋

木片 燃やす 有料ごみ処理袋 有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

モーター（大型・特殊） 収集不可
販売店または専門業者にお問い合わせください。
模型用などの小型モーターは「燃やさないごみ」。

モップ（柄が木製） 燃やす 有料ごみ処理袋
柄が金属製のものは「燃やさないごみ」。
半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

モニター（ディスプレイ） 粗大 予
※１
約 テレビチューナーが内蔵されていないもの。�▶テレビ

モニター（ディスプレイ）�
パソコン用

収集不可
各メーカーまたはパソコン�3R�推進協会�(03-5282-7685)�にお問い
合わせください。もしくは宅配便回収（25頁参照）。

物置（解体済み） 粗大 予
※１
約

2畳以上の大きさのものは販売店または専門業者にお問い合わせ
ください。

物干し竿 粗大 予
※１
約

4m以内の長さのもの。半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入る伸
縮式のステンレス製のものは「燃やさないごみ」。

物干し台（屋内用）
（屋外コンクリート台なし）

粗大 予
※１
約

物干し台
（コンクリート台付き）

収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

や やかん 燃やさない 有料ごみ処理袋

薬品類（有害なもの） 収集不可
殺虫剤、農薬、ラベルが剥がれている薬品など。
販売店または専門業者にお問い合わせください。

ゆ ゆかた 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

湯たんぽ（金属製・陶磁器製）燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製のものは「燃やすごみ」。

湯沸し器 粗大・そ
※３
の他収集 予

※１
約・有料ごみ処理袋

有料ごみ処理袋に入れて口を結べる場合は｢燃やさないごみ」。火災の
恐れがあるため電池は必ず外して「危険・有害ごみ」に出してください。

よ 洋服ダンス 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

浴槽 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

ら ライター 危険・有害 危険有害袋（無料）
できる限り中身を使いきって出してください。
使いきれない場合は「残あり」と明記してください。

ラケット
（テニス・バドミントンなど）

燃やさない 有料ごみ処理袋
1袋に5本まで。木製のものは「燃やすごみ」。
半分以上の長さが有料ごみ処理袋に入らない場合は「粗大ごみ」。

ラジオ
燃やさない 有料ごみ処理袋

電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

小型家電拠点回収 小型家電拠点回収をご利用ください（25頁参照）。

ラジカセ 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。
有料ごみ処理袋に入れて口が結べない場合は「粗大ごみ」。

ラップの芯（硬質・軟質） 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

ラップ類 燃やす 有料ごみ処理袋 プラマークが付いている場合は「プラスチック製容器包装」。

ランチジャー（弁当用） 燃やさない 有料ごみ処理袋 プラスチック製は「燃やすごみ」。

ランドセル 燃やす 有料ごみ処理袋

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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品　目 分別区分 出し方 備　考

り リコーダー（たて笛） 燃やす 有料ごみ処理袋

リモコン 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出し、取り外した後はふ
たを閉めないでください。

リール（釣り具） 燃やさない 有料ごみ処理袋

る ルアー（釣り具） 燃やさない 有料ごみ処理袋

ルーター 燃やさない 有料ごみ処理袋 コードレスタイプで充電池が外せない場合は「危険・有害ごみ」。

れ 冷却枕・冷却シート 燃やす 有料ごみ処理袋

冷蔵庫・冷凍庫 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

冷房機器（クーラー） 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクル受付センター（042-485-1681）
にお問い合わせください。

レコード盤 燃やす 有料ごみ処理袋

レシート（感熱紙） 燃やす 有料ごみ処理袋 感熱紙は「古紙」にはなりません。普通紙のものは「古紙（ざつがみ）」。

レジ袋�
プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋

レジャーシート 燃やす 有料ごみ処理袋

レトルト食品パック�
プラスチック製
容器包装

透明・半透明の袋 汚れが取れない場合は「燃やすごみ」。

レンガ 収集不可 販売店または専門業者にお問い合わせください。

レンジ台 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

ろ ろうそく 燃やす 有料ごみ処理袋

ロッカー 粗大 予
※１
約 箱物家具（27頁参照）。

ロープ 燃やす 有料ごみ処理袋

ローラースケート 燃やさない 有料ごみ処理袋

わ ワープロ 燃やさない 有料ごみ処理袋
電池は必ず取り外して「危険・有害ごみ」に出してください。有料ごみ処
理袋に入れて口が結べない場合やブラウン管式のものは「粗大ごみ」。

ワイシャツ 古着 透明・半透明の袋 汚れ・破損があるものは「燃やすごみ」。

ワイヤー 燃やさない 有料ごみ処理袋 短く切るか、小さく丸めて出してください。

ワインセラー 収集不可 家電リサイクル
販売店または家電リサイクルセンター（042-485-1681）にお問い�
合わせください。

輪ゴム 燃やす 有料ごみ処理袋

綿 燃やす 有料ごみ処理袋

ワックスの缶 燃やさない 有料ごみ処理袋
できる限り中身を使いきって出してください。汚れが取りきれる
場合は「缶」。

和服 燃やす 有料ごみ処理袋 「古着」にはなりません。

割り箸 燃やす 有料ごみ処理袋

割り箸の袋 古紙（ざつがみ）
ひもで束ねるか
袋に入れる

「ざつがみ」と明記してください。

割れたびん びん 透明・半透明の袋
破片が飛び散らないように出してください。耐熱ガラスと乳白色
は｢燃やさないごみ」。

※1  予約…粗大ごみ受付センターへ電話申し込み（0422−60−1844）または、インターネット申し込み
※２ 

▲ 　

…類似品あり　　※３  その他での収集もあるため必ず備考欄もご確認ください。
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最 クリーン
終 

処 

分 

場

センター

破砕・選別

資源になるもの
  （アルミ、鉄など）
はリサイクル工場
へ　

灰

有害物質は
水銀などの処理が
できるリサイクル
工場へ

焼　却

（
二
ツ
塚
廃
棄
物
広
域
処
分
場

　西
多
摩
郡
日
の
出
町
）

メーカーによる

リ サ イ ク ル

リサイクル
工場

資 源 物
戸別収集

ペットボトル、缶、びん、古着、古紙・新聞紙、プラスチック製容器包装

武蔵野市のごみのゆくえ

ペットボトル、発泡スチロールトレイ、紙パックなど

資 源 物
拠点回収

（店頭自主回収）

燃やすごみ

テレビ、エアコン、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫

パソコン、
ディスプレイ

家
パソコン
電リサイクル

（市収集対象外）

クリーンセンターには、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、危険・有害ごみ、の4種類が搬入
され、周辺環境や地球温暖化について配慮しながら、最終処分場やリサイクル工場に運ぶため「中間
処理」を行っています。その他のごみは、リサイクル工場に直接運ばれています。

燃やさないごみ

粗大ごみ

まだ使えるもの 再使用（リユース）
むさしのエコボなど

使えるものは、工夫・手直ししてくりかえし使用

危険・有害ごみ

電池 充電池 蛍光管 など

スプレー缶
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武蔵野クリーンセンター・むさしのエコreゾート

　「武蔵野クリーンセンター」は、ご家庭から出る

燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、危険・有

害ごみを受け入れている市内唯一のごみ処理施設

です。平成29年4月に、自由に入れる見学者コース

やイベントのできるオープンスペースを兼ね備えた

開かれたごみ処理施設として生まれ変わりました。

　まちとつながり、市民がごみ問題に向き合えるよ

う開かれた施設である点が評価され、2017年度

グッドデザイン賞を受賞しました。

二ツ塚処分場（西多摩郡日の出町）

　平成10年から焼却灰とごみの埋め立てを開始した、最終処分

場です。この処分場は日の出町の方のご理解とご協力をいただ

きながらごみの最終処分を行っています。平成18年にエコセメ

ント化施設が稼働したことにより、搬入された焼却灰は全てエ

コセメント化されています。不燃ごみは、今まで埋め立てられて

いましたが、ごみの分別やリサイクルなどの推進により、平成

30年4月から埋立て処分を行っていません。多摩地域に新たな処

分場を確保することは極めて困難なことから、埋立ゼロを継続

して可能な限り長期利用をしていく必要があります。

　「むさしのエコreゾート」は、クリーンセンターの建て替えに

伴い、旧施設の一部を改修して再利用した環境啓発施設です。

市民や市民団体、企業、関係機関、行政などが一緒に考え、学

び合いながら、環境に配慮した行動をまち全体へと広げていく

ことを目指しています。

　地球温暖化を踏まえ、ごみをはじめ資源、エネルギー、緑、水

循環、生物多様性など、環境について考え、学び、体験すること

ができます。展示スペースや廃材を使ったものづくりなどが体

験できるコーナーのほか、環境に関する資料・図書の閲覧など

の機能があります。どなたでも自由に来館することができます。

開 館 時 間 9：30～17：00
休 館 日 火曜日・祝日（月曜日が祝日の場合は開館、
 その週の水曜日は休館）・年末年始
問い合わせ 環境政策課環境啓発施設係　☎0422-60-1945

開 館 時 間 10：00～17：00
休 館 日 火曜日・祝日（月曜日が祝日の場合は開館、その週の水曜日は休館）・年末年始
問い合わせ ごみ総合対策課クリーンセンター係　☎0422-54-1221

武蔵野

クリーンセンター
煙突

駐輪場
（階段下）

駐輪場

市役所

野球場テニスコート

むさしの

エコ

reゾート

管理棟

N

館内入口

敷地入口

敷地入口

敷
地入

口

敷
地
入
口

正面玄関
館内入口

最 クリーン
終 

処 

分 

場

センター

破砕・選別

資源になるもの
  （アルミ、鉄など）
はリサイクル工場
へ　

灰

有害物質は
水銀などの処理が
できるリサイクル
工場へ

焼　却

（
二
ツ
塚
廃
棄
物
広
域
処
分
場

　西
多
摩
郡
日
の
出
町
）

メーカーによる

リ サ イ ク ル

リサイクル
工場

資 源 物
戸別収集

ペットボトル、缶、びん、古着、古紙・新聞紙、プラスチック製容器包装

武蔵野市のごみのゆくえ

ペットボトル、発泡スチロールトレイ、紙パックなど

資 源 物
拠点回収

（店頭自主回収）

燃やすごみ

テレビ、エアコン、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫

パソコン、
ディスプレイ

家
パソコン
電リサイクル

（市収集対象外）

クリーンセンターには、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、危険・有害ごみ、の4種類が搬入
され、周辺環境や地球温暖化について配慮しながら、最終処分場やリサイクル工場に運ぶため「中間
処理」を行っています。その他のごみは、リサイクル工場に直接運ばれています。

燃やさないごみ

粗大ごみ

まだ使えるもの 再使用（リユース）
むさしのエコボなど

使えるものは、工夫・手直ししてくりかえし使用

危険・有害ごみ

電池 充電池 蛍光管 など

スプレー缶
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・不法投棄 土壌汚染
・ずさんな処理 が行われ 大気汚染

・ずさんな管理  火災事故　　などの事例が報告されています。

◎ 無許可の業者が回収した「ごみのゆくえ」は？

　

適正な処理が確認できません。

ご家庭のごみは市のルールに従って処分してください。

26頁参照 29頁参照 29頁参照 12頁・25頁参照

「ご家庭の電化製品・粗大ごみ何でも回収します。」
このような内容のチラシがポストに投函されていませんか？

それらの業者は、市の許可 ※ を持っていない
「無許可」の回収業者の可能性があります。

小型家電粗大ごみ パソコン家電リサイクル法対象品
（テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫・保冷温庫）

※）市の許可とは「一般廃棄物処理業許可」のことです。
　　家庭ごみを回収するには、市の許可もしくは市の委託が必要です。
　　チラシなどに記載されている「古物商許可」「産業廃棄物処理業許可」だけでは家庭ごみ
　　の回収をすることができません。

● ｢無許可」の廃棄物回収業者に注意　

●持ち去り禁止条例

　

※新聞広告の裏などに手書きでも構いません。
資源物持ち去り防止チラシ

　平成23年４月１日から、資源ごみの無断持ち去
りを禁止する条例の規定を施行しました。
　この条例により、ごみを出す人の許可のない勝手
な持ち去りは、明らかな禁止行為となりました。
　この条例の施行以降も、無断持ち去りが続いて
いる地域があるため、警告チラシを作成しました。
チラシのデータをホームページに掲載しています
のでご活用ください。

飼養動物（ペット）が死んだときは、飼い主の方で処理をお願いします。民間の動物霊園など
にお問い合わせください。飼い主（占有している方）が不明の動物死体（イヌ、ネコなど）は、
環境政策課　電話 0422-60-1842　にご連絡ください。

●動物の死体処理

武蔵野市からのお知らせ　

（「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」第17条の４の規定による）

ホームページはこちら→
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公 害 相 談 な ど…環境政策課　　　　　　　　　電話 0422-60-1842 

動物の保護・相談…東京都動物愛護相談センター　電話 042-581-7435
　カラスの巣、スズメバチの巣の撤去、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭など

2023年2月発行

ごみ減量の取り組み

レジ袋削減などに関する
協定を結びました

アトレ
イトーヨーカ堂
エコス
紀ノ國屋
京王ストア
コープみらい

※50音順
　(令和5年2月1日現在）

締結事業者　スーパーマーケット11社

家庭･事業者･市の
　　ごみ減量 ｢Ｅｃｏパートナー」を

認定しました
事業者の
ごみ減量

学校法人  亜細亜学園
株式会社アトレ  吉祥寺店
株式会社イトーヨーカ堂  武蔵境店
いなげや武蔵野桜堤店
いなげや武蔵野関前店
いなげや武蔵野西久保店
井の頭自然文化園
ＮＴＴ武蔵野研究開発センタ
エフエフビル管理組合
御料理　武蔵野

2023年　武蔵野市認定　Ecoパートナー事業所
キラリナ京王吉祥寺
コピス吉祥寺
サミットストア武蔵野緑町店
JR東日本ステーションサービス
吉祥寺駅
シュープラザビル
学校法人  成蹊学園
合同会社  西友  吉祥寺店
ダイヤバローレビル
株式会社東急百貨店吉祥寺店

株式会社  パルコ  吉祥寺店
株式会社  丸井  吉祥寺店
三鷹東急ストア
ミニコープ  武蔵野店
武蔵野赤十字病院
株式会社モンテローザ
横河電機株式会社
ヨドバシ吉祥寺　　　　

サミット
ダイエー
東急ストア
ビッグ・エー
三浦屋

相談･問い合わせ先など

ごみ総合対策課（ごみの収集・運搬、減量・資源化施策の推進、まちの美化など）
電話 0422-60-1802

　

粗大ごみ受付センター（粗大ごみ収集予約）　 電話 0422-60-1844 
　　受付時間　　月曜日～土曜日（祝日含む） ※日曜は休みです。　8：30～19：00　英語対応可 

不法投棄ごみ/設置看板の貸出

集団回収

武蔵野クリーンセンター（ごみの焼却、破砕処理）

不法投棄は環境に悪影響を与えるだけでなく、まちの美観を損ねます。
私有地に不法投棄されたごみは、捨てた人がわからない場合、土地の所有者または管理者が処理をするよう
に定められています。（「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」の第33条
２項及び３項の規定による）
市民の皆様からの通報を受けた場合は現地調査を行い、投棄者の特定につながる証拠が発見された場合は、
投棄者に対して厳重に指導し、廃棄物を撤去させます。
不法投棄厳禁看板の貸出については、ごみ総合対策課までご相談ください。

①武蔵野クリーンセンター施設見学（詳細は55頁参照）
②粗大ごみの持ち込み（事前予約不要。事業系ごみの持ち込みはできません。）
　収集で申し込みできない場合は、市内の家庭から排出された粗大ごみを直接持ち込むことができます。　
　・受付時間 平日　9：00～11：30、13：00～16：00
 土曜　9：00～11：30　　※日曜・祝日・年末・年始は休みです。
　・料金 50㎏まで　　　　一律1,000円
 50㎏を超える分　10㎏ごとに200円ずつ加算
　・支払方法 現金払い
　・持ち物 排出場所（住所）を確認する書類（免許証、公共料金払込用紙、郵便物など）
 (親族が持ち込む場合）持ち込む方の身分確認書類（免許証など）　
＊できる限り、粗大ごみ収集（26頁参照）をご利用ください。　
＊粗大ごみ以外は、原則持ち込みできません。それ以外のごみが混ざっている場合は、その場で分別し、お持ち帰りいた
　だきます。各地区の通常の収集日に出してください。
＊持ち込みができるのは原則本人（事情がある場合は親族）です。車の場合は、自家用車またはレンタカーでお願いします。

自治会やマンション管理組合、子ども会、サークルなどのグループで協力し、古紙類、古着、缶、牛乳パックなどの資
源を回収するリサイクル活動です。集団回収活動に対する市の補助制度があります。

武蔵野市は、レジ袋使用事業者（スーパーマーケット
など）と、協定を取り交わしています。
レジ袋の削減と食品ロスの削減の呼びかけなど、
協力してごみ減量を目指す取り組みを進めます。

平成14年度以来、ごみの排出量が多い市内の事業所に対し、指導を繰り返し
実施してきました。その結果、令和元年度は平成13年度に比べ、約9,000t以上
の減量ができました。市では平成19年から、雑紙、生ごみの全量資源化などを
実施してきた事業所を「Ecoパートナー」として認定し、表彰しています。2023
年は、以下の27事業所を認定しました。
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◎ 無許可の業者が回収した「ごみのゆくえ」は？

　

適正な処理が確認できません。

ご家庭のごみは市のルールに従って処分してください。

26頁参照 29頁参照 29頁参照 12頁・25頁参照

「ご家庭の電化製品・粗大ごみ何でも回収します。」
このような内容のチラシがポストに投函されていませんか？

それらの業者は、市の許可 ※ を持っていない
「無許可」の回収業者の可能性があります。

小型家電粗大ごみ パソコン家電リサイクル法対象品
（テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫・保冷温庫）

※）市の許可とは「一般廃棄物処理業許可」のことです。
　　家庭ごみを回収するには、市の許可もしくは市の委託が必要です。
　　チラシなどに記載されている「古物商許可」「産業廃棄物処理業許可」だけでは家庭ごみ
　　の回収をすることができません。

● ｢無許可」の廃棄物回収業者に注意　

●持ち去り禁止条例

　

※新聞広告の裏などに手書きでも構いません。
資源物持ち去り防止チラシ

　平成23年４月１日から、資源ごみの無断持ち去
りを禁止する条例の規定を施行しました。
　この条例により、ごみを出す人の許可のない勝手
な持ち去りは、明らかな禁止行為となりました。
　この条例の施行以降も、無断持ち去りが続いて
いる地域があるため、警告チラシを作成しました。
チラシのデータをホームページに掲載しています
のでご活用ください。

飼養動物（ペット）が死んだときは、飼い主の方で処理をお願いします。民間の動物霊園など
にお問い合わせください。飼い主（占有している方）が不明の動物死体（イヌ、ネコなど）は、
環境政策課　電話 0422-60-1842　にご連絡ください。

●動物の死体処理

武蔵野市からのお知らせ　

（「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」第17条の４の規定による）

ホームページはこちら→
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

吉祥寺南町

吉祥寺本町
２・３・４丁目
御殿山

吉祥寺本町
１丁目
吉祥寺東町

吉祥寺北町

中　町

西久保

境

境南町

関　前
桜　堤

緑　町
八幡町

燃やすごみ

燃やすごみ

曜日
地区

プラスチック製
　　　容器包装

粗大ごみ：予約制

朝9時までに出してください。
燃やすごみ・燃やさないごみは市指定有料ごみ処理袋です。

・インターネット トップページ＞ごみ・環境＞ごみ・リサイクル＞粗大ごみ＞粗大ごみのインターネット申込み（365日24時間）
・粗大ごみ受付センター 0422-60-1844（月～土曜日（祝日を含む）8：30～19：00）

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

プラスチック製
　　　容器包装

燃やすごみ プラスチック製
　　　容器包装

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ プラスチック製
　　　容器包装
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燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

燃やさないごみ
隔
　週

ペットボトル

びん、缶

古紙
古着

危険･有害ごみ

隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶

古紙
古着

危険･有害ごみ

隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶

古紙
古着

危険･有害ごみ

隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶

古紙
古着

危険･有害ごみ

隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶

古紙
古着

危険･有害ごみ

隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶
古紙
古着

危険･有害ごみ
隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶
古紙
古着

危険･有害ごみ
隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶
古紙
古着

危険･有害ごみ
隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶
古紙
古着

危険･有害ごみ
隔
　週

隔
　週

ペットボトル

びん、缶
古紙
古着

危険･有害ごみ
隔
　週

隔
　週

ｅｃｏブックｅｃｏブック
ごみ便利帳ごみ便利帳武蔵野市武蔵野市

令和５年度（２０２３年度）保存版

武蔵野市 ごみ総合対策課

TEL 0422-60-1802
〒180-0012 武蔵野市緑町3-1-5

 武蔵野クリーンセンター内

https://www.city.musashino.lg.jp/

武蔵野ごみ武蔵野ごみ
チャレンジ600g!チャレンジ600g!

武蔵野クリーンセンター武蔵野クリーンセンター

むさしのエコreゾートむさしのエコreゾート

  リチウムイオン電池などの充電池を
   ほかのごみと混ぜて出さないでください。
   ＊クリーンセンターや収集車の中で火災の
       原因となり、大変危険です。

注意!注意!

リチウムイオン電池の分別を動画で紹介 ➡

市公式LINEアカウントで、
分別の検索や収集日程の通知受取が出来ます。

友達登録はこちら ➡


