
 

ごみ・資源物の 

分別と減量の手引き 

２０１９年４月１日から 

光と 緑と ほたるの町 

辰 野 町 

家庭保存版 

RRR 
リデュース リユース リサイクル 

 ごみの量を減らそう・繰り返し使おう・資源として活かそう 

ごみの減量 資源の分別 できていますか？ 

混ぜればごみ、分ければ資源 

快適なまちづくりは ごみの出し方から！ 

この手引きをご覧いただき、ごみの減量化・資源化が

すすめられるよう、皆様のご協力をお願いします。 



 

３Ｒ（スリーアール)とは、 

 Ｒｅduce（リデュース）「減らす」 

 Ｒｅuse（リユース）「繰り返し使う」 

 Ｒｅcycle(リサイクル）「再資源化する」 

  の３つのＲの総称です。 

Ｒｅduce 

（リデュース） 

                 「減らす」 

 

→ごみになるものを減ら

す 

 

ごみになる物を買わない、

増やさないようにしましょ

う。 

 

●買い物でマイバックを

使用する 

●容器や包装の少ない

商品を選び、買いすぎを

ストップ 

●包装紙や箱など過剰

な包装は断る 

●不要なサービス品やダ

イレクトメールは断る 

●短期間だけ使用するも

のはレンタルやリースを

活用 

●マイ箸を持ち歩く 

Ｒｅuse（リユース）            

           「再使用する」 

 

→物を大切に、 

     繰り返し使う 

 

繰り返して使ったり、使っ

てくれる人を探しましょう。 

 

●壊れてもすぐ買い換え

ずに修理して使う 

●フリーマーケットやリサ

イクルショップを活用する 

●繰り返し使えるリターナ

ブルびんを使用する 

●ペットボトルを水筒代わ

りに使用する 

☆地球環境の保全（資源の有効活用、地球温暖化の防止、  

  埋立地の縮小化）につながり… 

☆焼却や埋め立てにかかる諸費用（ごみ処理費用 他）の 

   抑制になります 

Ｒｅcycle(リサイクル） 
              「再資源化」 
 
→再使用できない物を資
源化する 
 
不要になったら再資源化
しましょう。 
 
●町の分別収集へ正しく
出す 
●資源回収や店頭回収
を利用する 
●生ごみを減量化・資源
化する 
●リサイクル推奨商品を
購入する 

ごみ減量のキーワードは「3Ｒ」です！ 

それでも不要になってし

まったものは・・・ 
どうしても使用でき

ないものは・・・ 

一人ひ

とりが３

Ｒに取り

組むこと

によって 



　ごみの減量・資源化、ごみ処理経費の負担の公平性の確保等を目的に、ごみ処理費用有料制度を導入しています。

ごみ処理費用有料制度のしくみ

ごみ処理費用有料制度は、規定量（指定ごみ袋購入チケットの枚数）までは一律の負担とし、規定量を超えて
ごみを出す場合は、別途ごみ処理手数料が必要となります。

ごみを処理するには多くの費用がかかっているため、排出量に応じた負担をしていただくことで、ごみの減量
化・資源化への意識を持っていただき、ごみ減量化・資源化の取り組みを実践されることを目的とします。

１　上伊那地域で統一したごみ袋を指定しています

　上伊那全市町村で共通の指定ごみ袋を作製します。
指定ごみ袋の種類は、燃やせるごみ指定袋（大）（中）（小）、燃やせないごみ指定袋（1種類）及び、資源プラス

チック用回収袋（容器包装プラスチック、１種類）で、それぞれ10枚1組で販売しています。

２　ごみ袋に手数料を上乗せします

ごみ袋にごみ処理手数料額の「ごみ証紙」を印刷（以下ごみ袋のことを「証紙付指定ごみ袋」といいます。）して
販売しています。販売は、証紙売りさばき人として上伊那広域連合が指定した小売店のみで販売します。

３　証紙付指定ごみ袋を購入するには指定ごみ袋購入チケットが必要です

証紙付指定ごみ袋を購入するには、指定ごみ袋購入チケット（以下「ごみチケット」といいます。）が必要となり
ます。ごみチケットは、世帯の人員に応じて年間枚数を規定（世帯人員別指定ごみ袋購入チケット（第一段階）配
布枚数参照）して、その枚数で購入できる証紙付指定ごみ袋の枚数内で、ごみの減量化・資源化に取り組み、ご
みを削減していただくことを目的としています。

なお、第一段階チケットで購入できる証紙付指定ごみ袋の枚数以上の証紙付指定ごみ袋が必要なご家庭は、
市町村役場で指定ごみ袋有料チケット（1,500円/枚）を購入し、この有料チケットと引換で証紙付指定ごみ袋を購
入してください。ただし、この場合でも、ごみ処理手数料（証紙代金）と証紙付指定ごみ袋代金は別途必要です。
有料チケット１枚で証紙付指定ごみ袋１セットを購入することができます。また、燃やせるごみ指定袋（小）に限
り、ごみチケット１枚で最大２セットまで購入可能です。

４　ごみチケットは使用用途により交付・追加交付します。
　　　　

　第一段階チケットは、次のような場合に限り、申請していただくことによって交付または追加交付します。
　　（１）自治会組織・ボランティア団体等において使用する場合

　　（２）辰野町において住民登録外課税されており、居住しているが第１段階チケットが配布されない場合
　　（３）単身赴任・学生等で住民登録していなくて第１段階チケットが配布されない場合
　　　　　　　社員証、学生証、アパート管理人の居住証明が必要です
　　（４）転入・出生等により世帯員が増加し第１段階チケットが不足する場合
　　（５）乳幼児・高齢者・病気等により紙おむつを使用し第１段階チケットが不足する場合
　　　　　　　紙おむつを購入したレシート、領収証が必要です

　　指定ごみ袋購入ごみチケットは、再発行できませんので、大切に保管してください。
　　(紛失したり、使い切った場合は第二段階チケットを購入していただきます。)
　　指定ごみ袋購入ごみチケット(第一段階チケット)は、有効期限が表示されていますので、
　必ずご確認ください。

世帯人員別証紙付指定ごみ袋購入チケット（第一段階）配布枚数

世帯人員区分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
チケット枚数 6枚 7枚 9枚 10枚 11枚 12枚 13枚
購入できる枚数 60枚 70枚 90枚 100枚 110枚 120枚 130枚



５　証紙付指定ごみ袋別証紙代金

　　ごみ処理手数料（証紙代金）は、証紙付指定ごみ袋の種類・サイズによって異なります。
　　なお、「資源プラスチック用回収袋」は、資源化推進のため、証紙代金はいただきません。また、指定ごみ
袋購入チケットは不要です。

　指定ごみ袋の種類

　証紙付指定ごみ袋の購入は

　　証紙付き指定ごみ袋は、小売店（証紙売りさばき指定小売店）で購入することができます。

　　　①証紙付指定ごみ袋は１０枚１セットで販売します。
　　　②証紙付指定ごみ袋の代金は販売店により異なります。
　　　③証紙付指定ごみ袋の購入金額は次のとおりとなります。

指定ごみ袋の種類

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 大）

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 中）

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 小）

燃 や せ な い ご み 指 定 袋

支払い金額（指定ごみ袋10枚入り1ｾｯﾄ当たり）

指定ごみ袋代

指定ごみ袋代

指定ごみ袋代

指定ごみ袋代

証紙代金（500円）

証紙代金（400円）

証紙代金（300円）

証紙代金（400円）

有料チケット分

（1,500円）

第一段階チケットを渡し、販売店で購入します。

指定ごみ袋代は販売店によって異なります。

市町村役場窓口で

の支払います。

規程枚数以上のごみを出す方

は、ごみ処理費用を上乗せし

て負担していただきます。

燃やせるごみ指定袋 

（大）（中）（小） 
燃やせないごみ指定袋 資源プラスチック用回収袋 

ごみ袋の種類 文字色
証紙印刷
の有無

証紙代金
指定ごみ袋購入

チケットの要・不要

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 大 ） 50円

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 中 ） 40円

燃 や せ る ご み 指 定 袋 （ 小 ） 30円

燃 や せ な い ご み 指 定 袋 青 40円

資 源 プ ラ ス チ ッ ク 用 回 収 袋 紫 無し 無料 不要

証紙付指定ごみ袋の種類と証紙代金

有り 要
赤

役場窓口で支払います。 



タナカストアー 41-0230 大橋通り食糧販売店 41-0507
デリシア辰野店 41-3821 辰野本町食糧販売店 41-0229
カネカ辰野店 41-2800 ばんの商店 42-0505
遠藤産業 41-0972 三浦屋商店 41-0613
ぎふとらんどICHINOSE 41-5418 いいざわ 47-5305
マツモトキヨシ辰野ファミリー薬局 44-1661 辰野製パン 41-0482

丸八食品 41-0135 グリーンセンターたつの 41-0207

ローソン辰野樋口店 43-3963 コメリハード＆グリーン辰野店 44-1537

モンマートサワヤ酒店 41-0228 クスリのサンロード辰野店 44-2622

和田屋商店 41-0620 セブンイレブン辰野伊那富店 41-5502

ヤマザキデイリーストア辰野樋口店 41-0486 セブンイレブン伊北インター店 43-3567

セブンイレブン辰野平出店 41-0146 たのめ生鮮食品館 46-2008

ニシザワ辰野平出店 44-2600 グレース 41-0278

八幡屋酒店 41-0172 セブンイレブン辰野宮木店 41-5734

ひまわり 41-4814 ファミリーマートJA平出店 44-1076

マルニスーパー 41-3451 バロー辰野店 44-2055

伊藤薬局 41-0053 ファミリーマートJA小野たのめ店 44-5166

臼田商店 41-0168 可燃・不燃の指定袋購入にはチケット必要

タナカストアー 41-0230 辰野町役場総合窓口 41-1111

デリシア辰野店 41-3821

ローソン辰野樋口店 43-3963

モンマートサワヤ酒店 41-0228

和田屋商店 41-0620 1,500円/1枚
セブンイレブン辰野平出店 41-0146

ニシザワ辰野平出店 44-2600

辰野本町食糧販売店 41-0229

辰野町役場総合窓口 41-1111

400円/1枚

証紙取扱店 

指定ごみ袋 

粗大ごみシール 指定ごみ袋購入有料チケット 

この情報は、2018年11月現在のものです。 



ごみの分別にご協力いただきありがとうございます

　私たちの身の回りには多くの品物があります。これらは様々な材質でできているため、分別に手
間がかかる場合があります。
　しかし、ごみや資源物を正しく分別することは、各家庭のごみ処理費用の負担軽減となるだけで
なく、ごみの減量化、地球環境の保護に大きく係わってきます。
　また、収集時の事故や、処理施設でのトラブルを防止する効果もあります。
　これまでも、皆様方の協力をいただき分別を推進してまいりましたが、今もなお指定袋の中に混
入してはいけないものが入っていたり、資源化できるものがごみとして出されている割合が多いこと
が見受けられます。
　ごみの減量化や資源化を推進し、処理施設や環境への負荷の低減につなげるために、これから
も分別にご協力いただきますようお願い申し上げます。
　分別に迷ったときは、この「ごみ・資源物の分別と減量の手引き」を積極的にご活用ください。
　手引きに載っていないなどで分からないものがありましたら、役場住民税務課生活環境係までお
問い合わせください。

 

     きちんと分別をしていないごみは、収集しません。 

     指定された袋以外は使えません。 

     名前の書いていないものは収集しません。 

     指定ごみ袋には必ず氏名を記入してください。 

      （アパート居住者はアパート名も記入） 

出し方のルールを守りましょう 

 

     指定されている収集ステーションへ出しましょう。 

     収集カレンダーを確認し、出す日を守ってください。 

     出す時間を守りましょう(収集日の午前６時～８時まで)。 

出す日・出す場所のルールを守りましょう 

 地域のごみステーションは、それぞれの地域でルールに基づいた

ごみ出しや清掃活動などにより管理されています。公共のごみ捨て

場ではありません。 

 ほかの地域からごみを出すことはルール違反です。 

 自分たちのごみステーションがいつでも気持ちよく使えるよう、一

人ひとりがステーション管理人となってほしいと思います。 



家庭から出る資源物・ごみ

　はい

　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

い
い
え

 
それは、飲食物が入っていた、アルミ缶・スチール缶・び

ん類・ペットボトルですか？ 資源物として出しましょう。 

それは、新聞紙・段ボール・雑紙・牛乳パック等です

か？ 
資源物として出しましょう。 

それは、衣類・布類（再利用や再生利用ができるも

の）ですか？ 資源物として出しましょう。 

それは、商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包

装）で、商品を消費したり分離した後不要となるもの

ですか？ 

資源プラスチック（プラスチック

製容器包装）として出しましょう。 

ごみは何ですか？（詳しくは、ごみ分別表で確認してください。） 

生ごみ・ティッシュペー

パー・プラスチックのみで

できた製品・靴・皮革製

品・ふとん・畳・など 

金属製品・ガラス製

品・陶器製品・金属と

プラスチックの複合製

品など 

たんす・自転車・テーブ

ル・電気カーペット 

素材のわからないもの 

６ページへ 

８ページへ 

８ページへ 

指定ごみ袋に入る大きさですか？ 

長いものや、広いものは50㎝未満に切断できますか？ 

燃やせるごみ 
指定ごみ袋に入れて

出してください。 

大型可燃ごみ 
上伊那クリーンセンター

に直接搬入してください。 

燃やせないごみ 
指定ごみ袋に入れて

出してください。 

粗大ごみ 
クリーンセンター八乙女に直

接搬入してください。 

資源プラスチック 
資源プラスチック用回収

袋に入れて出してください。 

９ページへ 

１０ページ １６ページへ １２ページ １７ページ

指定ごみ袋に入る大きさですか？ 

長いものや、広いものは50㎝未満に切断できますか？ 

コンテナ・         

  ネット収集へ 
ゆすいで出してください。 

古紙類の収集へ 
しばって出してください。 

古布類の収集へ 
透明な袋に入れ氏名を

記入して出してください。 



　　　●　キャップを外し、ラベルを剥がす
　　　　　　　⇒　「資源プラスチック」に出してください。
　　　●　中身を使い切り、さっと水洗いして、乾かしてから出してください。
　　　●　口元のリング、取っ手（握り手）はついたままで良いです。

　　　●　プラスチック製のボトル　⇒　「資源プラスチック」に出します。
　　　 ●　工作等でペンキが付着したり、カットしてあるもの、汚れが落ちないもの、直接ペット
　　　　　  ボトルに印刷されているもの ⇒「燃やせるごみ」に出します。

　　　●　化粧品類のびん、油等の汚れが落ちないびん、割れたびん
　　　●　あきびん以外のもの。

　　　●　哺乳びん等の耐熱ガラスは、「燃やせないごみ」に出してください。
　　　●　一見ガラスびんに見える陶磁器製のびんもありますので、注意してください。
　　　●　一升びんやビールびんは販売店へ(再使用できるリターナブルびんです)。
　　　●　農薬や劇薬が入っていたびんは、リサイクルする際に有毒なガスを
　　 　　　発生する危険性があるので、出さないでください。

●無色・茶色・その他の色の３区分に色分けして出してください。

●はっきりとした無色と茶色以外の中間色はその他の色に分別してください。
●割れたびんは、燃やせないごみに出してください。

収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区の決められた収集ステーションに出してください。

収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区の決められた収集ステーションに出してください。

●清涼飲料水、乳飲料、お茶類、酒類、醤油、調味料等の入っていたペットボトルです。

●ペットマーク　　　が目印となります。

●清涼飲料水、食品、酒類、ドリンクなどの入っていたガラスびんです。

資源物の出し方 

出し方 

出せないもの 

ペットボトル 

びん 

無色                茶色                その他 

出し方 

キャップを外す 

軽くゆすぐ ※ラベルは無理に

はがさなくても良い

出せないもの 

キャップ

を外す 
ラベルを

剥がす 

軽くゆすぐ 



●次のマークが目印となります。

　●　中身を使い切り、さっと水洗い、乾かしてから出してください。
　●　たばこの吸い殻などの異物は入れないでください。

　●　汚れの落ちないもの⇒「燃やせないごみ」に出してください。
　●　スプレー缶・食用油の缶・塗料・機械油等の缶⇒「燃やせないごみ」に出してください。
　●　ボトル中の蓋は、内側にゴム等が付いているため⇒「燃やせないごみ」に出してください。
　●　一斗缶以上の大きな缶⇒「燃やせないごみ」に出してください。

ペットボトルのキャップ
　　　⇒エコキャップ運動へ。社会福祉協議会で集めています。
　　　　キャップのリサイクルで発生した利益が、発展途上国の子ども向け
　　　　ワクチン代として寄付される運動です。
リターナブルびん
　　　⇒一升びんやビールびんのような、繰り返し使えるびんの商品を
　　　　選びましょう。
缶詰のふた
　　　⇒缶詰のふたも表示にしたがい分別して出します。
店頭回収や資源回収
　　　⇒上記の機会があるものは、そちらも活用を。
コンテナ・ネットに正しく入れてください
　　　⇒びん・缶はコンテナ、ペットボトルはネットに入れます。
　　　⇒異物が入っていたり、汚れているもの、ペットボトルの
　　　　キャップ・ラベルが外されていないものは収集しません。

●清涼飲料水、食料品、お茶類、調味料等の入っていた缶です。

●アルミ缶とスチール缶に分けて出してください。

収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区の決められた収集ステーションに出してください。

資源物の出し方 

出し方 

出せないもの 

缶類 

つく 
つかない 

軽くゆすぐ 

 

 

ペットボトルのキャップ 

 ⇒エコキャップ運動へ。ボランティアセンターで集めています。 

  キャップのリサイクルで発生した利益が、発展途上国の子ども向けワクチン代 

  として寄付される運動です。 

 

リターナブルびん 

 ⇒一升びんやビールびんのような、繰り返し使えるびんの商品を選びましょう。 

 

缶詰のふた 

 ⇒缶詰のふたも、表示にしたがい分別して出します。 

 

店頭回収や資源回収 

 ⇒上記の機会があるものは、そちらも活用を。 

 

コンテナ・ネットに正しく入れてください 

 ⇒びん・缶はコンテナ、ペットボトルはネットに入れます。 

 ⇒異物が入っていたり、汚れているもの、ペットボトルのキャップ・ラベルが 

  外されていないものは収集しません。 



　　その他の紙（雑紙）とは
「 段ボー
ル」「新聞

　　●　綿製品と夏物衣類が対象 　　●　透明なビニール袋へたたんで入れ（濡れや
　　●　夏物衣類は洗濯をしてあり、再度着ることの 　　　 　汚れ防止の為）、氏名を記入する。
　　　　 できるもの（目安：タンスにしまえる程度のもの）
　　古布にだせるもの（例）

　　（綿製品） （夏物衣料）      ※必ず透明な袋を使用してくだ さい。

     ・綿製品は主にウェス（工業用 雑巾）

　     にリサイクルされます。
     ・夏物衣類は南国の発展途上国 で
　     再利用（リユース）されます。

タオル 手ぬぐい

※古布に出せない衣類は、燃やせるものと燃やせないものに分けて処分してください。

●古布類は綿製品と再使用できる夏物衣料が対象です。濡れていたり、汚れたものは出せません。

収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区の決められた収集ステーションに出してください。

●古紙類は種類ごと分別して出してください。濡れていたり、汚れたものは出せません。

古紙に出せないもの  →  燃やせるごみへ 

資源物の出し方 

出せるもの 

出し方 

古紙類・古布類 

      段ボール      新聞紙・広告      雑誌・古本      その他の紙      牛乳

紙

コ

ッ

プ 酒 

汚れた紙や油紙  カーボン紙・感熱紙  臭いのついた紙    防水加工紙    ビニール・アルミコート紙（銀色） ・シール台

・写真紙、アルバム 

・習字紙等の和紙 

・ペーパータオル、ティッ

シュ 

・点字書、圧着ハガキ 

ABC 
洗剤 

○○○ 300円 

××× 450円 

 

Yシャツ 

ズボン 

スカート 

  

  
辰野太郎 

出せるもの 出し方 

           その他の紙（雑紙）とは 

       「 段ボール」「新聞紙・広告」「雑誌・古本」以外の紙のことです。 

       よく家庭から出されるものとしては、外箱（お菓子・ティッシュなど）、 

包装紙、封筒 、ハガキ 、紙 袋メモ紙、レシート（感熱紙以外）などがあります。 

小さな紙片が多くなるので、紙製の袋（持ち手も紙製）に入れて中身がこぼれないように 

しばって出してください。 

● 種類ごとにひもで十文字にしばって出してください。 

● 段ボール等の箱は、開いてたたんでください。 

● 牛乳パックは洗って開いて乾かしてからしばってください。 

● シュレッダーごみは他の雑紙類と別の紙袋へ(「シュレッダーごみ」と袋に記入)。 

● ガムテープ等で束ねないでください。   ●雨など水に濡らさないでください。 



●　中身を使い切って、付着物をさっと洗って乾かしてから出してください。

●　値札やバーコード等のシールは無理にはがさなくても良いです。

　　　●　汚れの落ちないもの　⇒　「燃やせるごみ」に出してください。
　　　●　プラスチック製でも容器包装以外のもの⇒「燃やせるごみ」に出してください。
　　　●　ペットボトル（キャップ・ラベルは資源プラスチックとして出してください。）
　　　●　在宅医療の点滴バック等は、プラマークが付いていても

⇒　「燃やせるごみ」に出してください。

レジ袋などの中に物をつめたまま指定袋に入れないでください。(二重袋禁止)
納豆のパックなどは、しばらく残り水にひたしておくと、汚れが落ちやすくなります。

トレイ類は、スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。

カップめんやヨーグルトの容器の中には、紙製のものもあるので、
識別マークをよく確認して出してください。

資源プラスチック用回収袋に入れて、収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各
地区の決められた収集ステーションに出してください。

カップ麺や弁当の容器などは、食器洗いの残り水を活用し、軽くすすいでください。

●資源プラスチック（プラスチック製容器包装）とは、商品が入っていたもの、
　 商品を包んであったもので、商品を取り出したら不要となるプラスチックです。

●プラマークのついたプラスチックが対象になります。
●回収袋には必ず氏名を記入してください。

●ストローやプラスチック製のスプーン・フォーク・保存用バッグ等は、商品そのもの
　のため、プラスチック製容器包装ではありません。燃やせるごみに出してください。

●　レジ袋などに入れず、直接「資源プラスチック用回収袋」に入れてください。
　　（二重袋の禁止）

資源物の出し方 

出せるもの 

出し方 

出せないもの 

資源プラスチック（プラスチック製容器包装） 

シャンプーの 

ボトル 

食品容器 

豆腐の容器 

詰め替え容器 

菓子袋 

ペットボトルの 

キャップ・ラベル 

緩衝材 

カップ麺の容器 

くだものネット 

マヨネーズのチューブ 

レジ袋 

卵容器 

       カップめんやヨーグルトの容器の中には、紙製のものもあるので、 

       識別マークをよく確認して出してください。 

       トレイ類は、スーパーマーケットなどの店頭回収もご利用ください。 

カップ麺や弁当の容器などは、食器洗いの残り水を活用し、軽くすすいでください。 

納豆のパックなどは、しばらく残り水にひたしておくと、汚れが落ちやすくなります。 

レジ袋などの中に物をつめたまま回収袋に入れないでください。(二重袋禁止) 



　
　　　　●　生ごみを出す場合は、充分水切りをしてから出してください。
　　　　●　生ごみ等は新聞紙等でくるまず出してください。
　　　　●　紙おむつの汚物は取り除いてから出してください。
　　　　●　指定ごみ袋に入らないごみは、大型ごみとして施設に
　　　　　　　直接持ち込んでください。
　　　　●　剪定枝は、長さ５０㎝未満、太さ10㎝未満に切ってから出してください。

　　　　●　資源化できる紙（新聞紙・雑誌・段ボール等）
　　　　●　ティッシュペーパーの箱や封筒などは、「資源物」に出してください。

指定袋に入れて、収集日当日の朝、午前　８　時までに各地区の決められた収
集ステーションに出してください。

　　　　●　資源となる金属類との複合製品は、取り外してから出してください。
　　　　　　 取り外した金属類は、「燃やせないごみ」に出してください。
　　　　　　 取り外せない場合は、そのまま「燃やせないごみ」に出してください。

　　　　●　プラマーク　　　の付いている、プラスチック製容器包装類は、「資源プラス
             チック」に出してください。

紙くず類・生ごみ・布類・草木類・プラスチック製品・ビニール製品・ゴム製品

燃やせるごみの出し方 

出せるもの 

●固く長いものや、面積の広いごみを指定ごみ袋に入れて出す場合は、ごみの 

 最長辺(長さ)を５０㎝以下にしてください。 

●指定ごみ袋には必ず氏名を記入してください。 

出し方 

生ごみ 
プラスチック類 

アルミ箔 

出せないもの 

金属類は取り除いてください。 

ゴム類 

木くず類 

皮革製品類 資源にならない紙・衣類 

汚れの落ちない 

資源プラスチック 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC8vWf-JbdAhXHc94KHQgxDW8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/cleancenter/gomidashi/&psig=AOvVaw2tyBtsK6vWFLTY8py1sX4o&ust=1535792769495425


尖っているプラスチックごみは、安全のためにごみ袋の中心部分に入れてください。

クリーニングを包んでいる袋は「燃やせるごみ」です。

資源化できる紙類・レジ袋・布類等はリサイクルへ。

犬・猫等のペットトイレ用砂は、汚物を取り除き、袋に入れてから出してください。

衣類等についているファスナー等の金属は切り取り、燃やせないごみに出してください。

硬い・柔らかいにかかわらず「燃やせるごみ」です。

金属やアルミとの複合製品は、「燃やせないごみ」です。ただし、゛簡単に金属類の取り外しがで
き、プラスチックのみとなれば、「燃やせるごみ」です。

「資源プラスチック」でも、軽く水洗いしても汚れが残るようなものは「燃やせるごみ」です。

木製の家具は、長さが５０㎝未満になるように解体すれば、燃やせるごみとして出すことができま
す。解体できない場合は、「粗大ごみ」のページをご覧ください。

点滴バックやチューブ類は、プラマーク　　が付いていても「燃やせるごみ」です。

草や木などは、土をよく落として、なるべく乾燥させてから出してください。

指定ごみ袋に入りきらない大きな可燃ごみは、施設に直接持ち込んでください。（ごみにより持ち
込む施設が異なりますので、「ごみ分別早見表」でご確認いただくか、施設にお問い合わせくださ
い。）

資源とならない衣類・シーツ・バスタオル・布団カバーは、ひも等で縛らず出してください。

長さが５０㎝未満になれば、燃やせるごみとして出すことができますが、50cm以上の場合は、「粗
大ごみ」としてクリーンセンター八乙女に直接持ち込んでください。

ビニールホースやPPバンド等の長いものは、必ず５０㎝未満に切断して出してください。
※長いまま出されると、破砕機に絡んでしまい、処理ができなくなります。

　　　　　　プラスチックごみとは、プラスチック製容器包装（資源プラスチック）以外の
　　　　　プラスチック製品そのもののことです。

農業用資材（マルチ・ビニールシート・ポリエチレン類・肥料袋・育苗ポット・ネット等）は、産業廃
棄物となりますので、「燃やせるごみ」として出さないでください。産業廃棄物処理業者に出してく
ださい。ただし家庭菜園用として使用した少量の農業資材は出すことができます。

燃やせるごみの出し方 

プラスチックごみ（プラマークのないもの）を出すときの注意事項 

その他の燃やせるごみを出すときの注意事項 

 
 
 

 資源化できる紙類・レジ袋・布類等はリサイクルへ。 

 

 燃やせるごみの約４０%（重量比）は生ごみです。 

 そして、生ごみの約７０％～８０％は水分です。 

 生ごみを出すときに水切りを行うだけでもごみの減量につながります。 

 辰野町では、生ごみ処理機・コンポストの購入に補助金があります。 

 (詳細は役場住民税務課生活係へお問い合わせください。) 



　 ●　スプレー缶やガスライターは使い切り、スプレー缶は穴をあけて出してください。

●　電池を使用しているものは必ず電池を抜いてください。
●　中身は使い切ってから出してください。
●　金属とプラスチックが分離できないものは「燃やせないごみ」に出してください。

　　　　●　家電リサイクル法対象品（テレビ、冷凍・冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）

　　　　●　乾電池・蛍光管・体温計等水銀使用製品
　　　　●　処理困難物、危険物、事業系廃棄物
　　　　●　パソコン（リサイクル対象品となります）

小型家電は回収ボックス等を活用し、リサイクルに協力してください。
缶・びん等リサイクルマーク表示があるものは資源へ。
スプレー缶やカセットボンベは必ず2箇所以上穴を開けてください。

●　刃物等の危険物は、作業員等の危険防止のため、新聞紙などに包み
　　「刃物」　「われもの」「危険物」と表に書いてください。

指定袋に入れて、収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区の決められた収集
ステーションに出してください。

　金属・陶磁器・ガラス類

燃やせないごみの出し方 

出せるもの 

出し方 

出せないもの 

金属類 

ガラス類 

陶磁器類 

金属部分が分離できないもの 

●固く長いものや、面積の広いごみを指定ごみ袋に入れて出す場合は、ごみの 

 最長辺(長さ)を50㎝以下にしてください。 

●指定ごみ袋には必ず氏名を記入してください。 

           小型家電は回収ボックス等を活用し、リサイクルに協力してください。 

       缶・びん等リサイクルマーク表示があるものは資源へ。 

       スプレー缶やカセットボンベは必ず2箇所以上穴を開けてください。 



農業用資材（マルチ・ビニールシート・ポリエチレン類・肥料袋・育苗ポット・ネット等）は、
産業廃棄物となりますので、「燃やせないごみ」として出さないでください。
販売店または処理業者にお問い合わせください。

乾電池を使用していた製品は、必ず乾電池を外してから出してください。
※火災・爆発の恐れがあるため。

小型家電はリサイクルをしましょう。

蛍光管や乾電池、水銀体温計等の水銀使用製品は燃やせないごみとして
出せません。蛍光管、乾電池の収集日に出してください。ただし、割れた蛍
光管は「燃やせないごみ」として出してください。

プラスチックと金属やアルミとの複合製品は、「燃やせないごみ」です。

スプレー缶は使い切り、必ず穴を開けてください。
※火災・爆発の恐れがあるため。

ガスライターは必ずガスを抜いてから出してください。※火災・爆発の恐れがあるため。

長さが５０㎝未満になるように解体すれば、燃やせないごみとして出すことができますが、
解体できない場合は、「粗大ごみ」のページをご覧ください。
※長いまま出されると、破砕機に絡み処理ができなくなります。

びん・缶・ペットボトルは資源物として出してください。
ただし、汚れが落ちないもの、ペンキ等塗ってあるものは「燃やせないごみ」です。

      ガスの残ったスプレー缶や危険物の混入で・・・ 

 
 町内では最近でも、燃料の入った容器が燃やせないごみ袋に混入されていたり、ガス

の残ったスプレー缶が出される事があります。 

 このようなものが出されることで、パッカー車や処理施設の爆発事故や火災発生の原

因となり、また収集や運搬、処理に携わる方々にも危険が及びます。 

 事故が起こると、ごみも出せなくなってしまいます。 

 絶対に混入しないようお願いします。 

燃やせないごみを出すときの注意事項 

燃やせないごみの出し方 

↑町内の燃やせないご

み袋の中から発見され

た、燃料の入った容器 

↑過去に町内でパッカー車火災が

おこったときの原因物(中身の残っ

たスプレー缶・ライター等) 



●家庭で使用した植物性の食用油

●家庭で一回濾
こ

して、かす等を取り除いてください。
●ペットボトルに入れ、しっかり蓋をして出してください。

●飲食店で使用したもの。（産業廃棄物となります。）
●ラードなどの動物性油脂
●エンジンオイルなどの機械油

種類

コンテナの色

　アルカリ電池
　マンガン電池
　オキシライド電池
　ボタン電池

リサイクル先

処分先

水銀体温計等水銀が含まれているものも回収します。
温度計等中に赤いアルコールが含まれているものは回収しません。

燃やせないごみへ 電気店、時計店の店頭回収へ

　・LED管

　・メタルハイドラランプ 　・充電池、ニカド電池、リチウム電池

　　高圧ナトリウムランプ

注意事項
　ヒモやガムテープで絶対に束ねない 　袋や箱に入れたまま出さない

　箱に入れたまま出さない

ガラスウール、水銀等 鉄・亜鉛等の鉱物に

　・割れた蛍光管・電球・グロー球 　・上記以外の電池・バッテリー類

青色（直管・丸管の別がある場合有） 黄　　色

回収ボックスが各地区に常設してあります。

蛍光管・乾電池の回収の朝、決められた回収場所に出してください。

●蛍光管や蛍光球、乾電池などの水銀が含まれているものが対象です。

蛍　　光　　管 乾　　電　　池

蛍光管・乾電池の出し方 

環形蛍光灯 

（直径３８cm.まで） 

直管形蛍光灯 

（１２０cm.まで） 

対
象

出
せ
な
い
も
の
等

 

出し方 

出せないもの 

廃食用油の出し方 



　　●電池やバッテリーは必ず外してください。

　　●開庁時間に、役場総合窓口に設置してある

　　　 回収ボックスに投入してください。

　　●回収ボックスで回収できる小型家電は、おおむね30㎝×10㎝以下のもの

       です。それ以上は、燃やせないごみ、粗大ごみとして出してください。

　　●小型家電を入れてきた袋や箱はお持ち帰りください。

　　●木製品を含むスピーカーなど

　　●ボックスの投入口より大きなサイズの小型家電

 

回収した小型家電をそのまま中古品として販売をすることはあり
ません。適切にリサイクルします。

  平成２５年度から小型家電リサイクル法が始まりました。
　使用済小型家電には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルといった有用な金属が含まれています。
　これらの貴重な金属をリサイクルすることを目的として回収をします。

PC、携帯電話、デジタルカメラ、ICレコーダーなどに保存している
個人情報は、必ず消去してから出してください。

小型家電リサイクル（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律） 

出し方 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具  

2 携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具  

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他 の映像用機械器具  

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 

6 パーソナルコンピュータ 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置  

8 プリンターその他の印刷装置  

9 ディスプレイその他の表示装置  

10 電子書籍端末 

11 電動ミシン  

12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具  

16 フィルムカメラ 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具  

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 

22 電気マッサージ器  

23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 

24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具  

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 

26 電子時計及び電気時計 

27 電子楽器及び電気楽器  

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具  

（資料）使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第一条 

小型家電リサイクル法対象品 

出せないもの 

       PC、携帯電話、デジタルカメラ、ICレコーダーなどに保存している 

       個人情報は、必ず消去してから出してください。回収した小型家電を 

       そのまま中古品として販売をすることはありません。 

       適切にリサイクルします。 



　　剪定枝は、長さ５０㎝未満、太さ10㎝未満に切断して、縛らないでください。

燃やせるごみ指定袋に入るごみは受け入れません。
搬入時に施設受付で「受付票」が必要になります。また、ごみの重量に応じて施設使用料が必要となります。

◎ごみ処理施設使用料

施設利用について詳しくは、処理施設の案内をご覧ください。

　

燃やせるごみ指定袋に入らない大型の可燃ごみは、上伊那クリーンセンターに直接搬入して
ください。

大型の燃やせるごみ 

持ち込めるもの 

たたみ 

じゅうたん・カーペット 
ふとん 

座ふとん 

剪定枝 

 

 

 
 毎年、野焼きに関する苦情(相談)が多く寄せられます。 

 野外焼却は、火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより近所の迷惑になる

こともあります。野外での焼却はやめましょう。 
 

 野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）で禁止されています。 

  (例外的に焼却が認められている例) 

     ① 農、林、漁業を職業として営む場合にやむを得ないものとして行う廃棄物焼却 

        例）稲わら、果樹等の剪定枝や林業者等の伐採枝の焼却等 

     ② たき火やその他日常生活上で、通常行われる軽微な廃棄物焼却 

       軽微な焼却とは、煙や臭い等が近所迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。 

        例）キャンプファイヤー、たき火等  

     ③ 風俗習慣上又は、宗教上の仕事を行うために必要な廃棄物の焼却 
        例）どんど焼き等、地域の行事での松飾り、しめ縄、だるまの焼却 

     ④ 国や自治体等が、その施設の管理を行うための廃棄物の焼却 

 

 上記のとおり例外的に焼却が認められている例はありますが、むやみに焼却してよいわけではあ

りません。焼却を行う場合は、燃やす物をよく乾燥させ、風向き、量、時間帯等を十分に配慮し必

要最小限で行うとともに、消火するまでその場を離れないでください。生活環境の保全上支障が生

じた場合等は、行政指導の対象となりますので、軽微な焼却であっても苦情が発生した場合は、焼

却を中止していただくこともあります。 

野外焼却(野焼き)はやめましょう 



①クリーンセンター八乙女に直接搬入　②粗大ごみの収集日にステーションに出す

①クリーンセンター八乙女に直接搬入

タンス等は、壊さずにそのまま搬入してください。

燃やせないごみ指定袋に入るごみは受け入れません。
搬入時に施設受付で「受付票」が必要になります。また、ごみの重量に応じて施設使用料が必要となります。

◎ごみ処理施設使用料

施設利用について詳しくは、処理施設の案内をご覧ください。

②粗大ごみの収集日にステーションに出す

燃やせないごみ指定袋に入らない大型の不燃ごみの処分には、次の2つの方法があります。

粗大ごみ 

持ち込めるもの 

ごみの大きさに応じて粗大ごみシールを貼り、収集日当日の朝、午前 ８ 時までに各地区

の決められた収集ステーションに出してください。 



　上伊那クリーンセンター
　伊那市富県３７９０番地
　電話0265-98-8337
　受入れ火曜日～金曜日

午前８時３０分～午後４時３０分まで
※月・火・木・金にあたる祝日（年末年始
は除く）は、受け入れをします。

　クリーンセンター八乙女
　上伊那郡箕輪町大字中箕輪3819番地
　電話0265-79-8773
　受入れ月曜日～金曜日

午前８時３０分～午後３時３０分まで
※祝日及び年末年始を除く。
※毎月、第１・第３日曜日は受入れをします。
※直接搬入の場合は受付票が必要になります。

　　●両施設とも使用料金は共通です。
　　●受付票は施設窓口、役場にもあります。

ごみ処理施設のご案内 

燃やせるごみ、大型可燃ごみの処理施設 

燃やせないごみ、粗大ごみ、一部資源物の処理施設 

三峰川
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　次の廃棄物は、上伊那クリーンセンター及びクリーンセンター八乙女では処理できません。

　販売店や専門の処理業者に依頼してください。

　　処理は有料となりますので、事前に処理業者へご確認をしてください。

 
 
 

不法投棄に対しては、法律（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」）により、厳しい罰則が適用されます。 

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。 

法人が関わった場合には、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。 

出せないごみ 

 
 
 
 

スプリング入りのベッドやソファー、ドラム缶、漬物石、一度溶けて冷え

固まったもの、焼却灰等 

処理困難物 

 
 
 
 

危険物 

 
 
 
 
 

自動車部品 

 
 
 
 
 

産業廃棄物 

 
 
 
 

医療系廃棄物 

 
 
 
 
 

家電リサイクル

法対象品 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_0cuD95bdAhUNF4gKHW7sAnQQjRx6BAgBEAU&url=https://pptclub.jp/category/illustrations/illustrations_building-construction/&psig=AOvVaw0JoxZ71BcvT-R1gPPFKGST&ust=1535792479410945


自分で指定場所へ搬入できない

引渡しの際に「リサイクル料金」がかかります。

（別途運搬料がかかる場合がありますので

　　　◎郵便局でのリサイクル料金の支払い不要 　販売店に確認してください。）

運搬料及びリサイクル料金については、手

　　　◎郵便局でのリサイクル料金を払ったうえで業者に依頼 続きする前に業者の方へ、必ず確認してく
　　　　 する方法と、そうでない方法があります。 ださい。

      ・最寄の郵便局または
　     簡易局でリサイクル

　     料金を支払う
　　（窓口で所定の様式に記入後に料金支払い） 　     （別途振込料がかかります）

　     受付時間　9:00～16:00

指 定 取 引 場 所

伊那市大字福島３２０－１
【搬入時間】８：３０～１２：００　・１３：００～１６：３０
月～金、第１，３，５土曜、毎月最終日曜日
（それ以外の土曜日、日曜日、祝祭日、お盆休み、年末年始除く）
岡谷市神明町３－１９－２
【搬入時間】８：００～１２：００　・１３：００～１６：３０

　　　（土のみ１６：３０まで）
日曜日　９：００～１１：３０

祝祭日、年末年始、お盆期間中はお休み
～その他注意事項～

　　・冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機等にごみや衣類が入っている場合があります。これらは引き取りできませんので、あらかじめ除いてから出してください。

　　・今後制度改正等により、上記に記載されているリサイクル料金や手続き方法、搬入先等が改訂される場合がありますのでご注意ください。

●家電リサイクル法の対象品目のリサイクル先→回収後、製造者が部品や材料として再利用します。
□詳しいお問い合わせは、㈶家電リサイクル券センター　　０１２０－３１－９６４０

注意事項 　・引き取り先への搬入時間等についてはあらかじめ確認してください。
　・上記の内容は、平成３０年１１月現在のものです。

林金属工業（株） ☎０２６６－２２－４８８８

　平成１３年４月１日から家電リサイクル法により、「テレビ」「冷蔵・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」「エアコン」
の家電４品目のリサイクルが義務付けられました。
　※平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。 
　※平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が
　　　追加されました。

業者名 住　所　等 連絡先

（株）キタニ ☎０２６５－７２－３３４０

家電リサイクル（特定家庭用機器再商品化法） 

家電リサイクル法対象品 



対象外の
一例

指定引取場所・廃棄二輪車取扱店や、リサイクル料金等は、「公益財団法
人　自動車リサイクル推進センター」のホームページ等でご確認ください。

　　　自転車・ATV・バギー車・サイドカー・ポケバイ
　　　部品・用品・バッテリー単体

　平成１５年１０月１日から「資源有効利用促進法」に基づく、家庭用パソコンを
再資源化するパソコンリサイクルが始まりました。
　回収して資源に戻すまでをパソコンメーカーが責任を持って行います。

「PCリサイクルマーク」は、平成15年(2003年)10月以降に販売された家庭
向けパソコンに貼付されているものです。

このマークの付いた家庭向けパソコンは、ご家庭から廃棄する際に新たな料金を
ご負担いただくことなく廃棄いただけます。

リサイクルマークのないパソコンを廃棄する場合には、リサイクル料金が必
要になります。

　二輪車は、ごみ処理施設で処理していません。

　二輪車メーカー・輸入事業者等１６社では、国内で販売した二輪車の、適正処理・再資源化を目的に「二輪
車リサイクルシステム」として自主的に取組んでいますので、リサイクル品として処分してください。

家庭系パソコンリサイクル 

回収の流れ 

パソコンメーカーが回収し、再資源化します。 

二輪車の出し方 

        リサイクルマークのないパソコンを廃棄する場合には、リサイクル料金が 

        必要になります。 



リサイクル識別表示マークとは、資源の有効な利用の促進に関する法律
に基づき表示が義務付けられている、製品が廃棄されたときに分別収集
して資源として再利用する際の目印となるマークである。

環境ラベルとは、製品やサービスの環境情報を、製品や包装ラベル、製
品説明書、広告、広報などを通じて購入者に伝えるものです。 また、環
境ラベルには、消費者が環境負荷の少ない製品を選ぶときの手助けにな
ることが期待されており、現状では文章やマーク､広告などのさまざまな
形態の環境ラベルが存在しています。

 
 
 
 
 
 
 
プラスチック製容器包装の表示。 

（飲料用、醤油用ペットボトルは

除く） 

 

 
 
 
 
 
 
 

紙製容器包装の表示。 

（ダンボール・アルミニウムを使

用していない飲料用紙パックは

除く） 

 
 
 
 
 
 
 
スチール製容器包装の表示。 

 

 
 
 
 
 
 
 
アルミニウム製容器包装の表示。 

 

 
 
 
 
 
 
 
ダンボール製容器包装の表示。 

 
 
 
 
 
 
 
紙パック製容器包装の表示。 

 
 
 
 
 
 
 
ペット樹脂を使用した石油製品。 

 
 
 
 
 
 
 
再生紙の古紙含有率（100%）を

示す表示。 

 
 
 
 
 
 
 
古紙再生紙であることを示す表

示。 

 
 
 
 
 
 
 
ＰＥＴボトルリサイクル推奨マーク。 

 

 
 
 
 
 
 
 

牛乳パックの再利用マーク。 

 

 
 
 
 
 
 
 

エコマーク 

環境への負荷が少ない製品であ

るという表示。 

 
 
 
 
 
 
 

統一美化マーク。 

環境保護を象徴するマーク。 

 

 
 
 
 
 
 
 

リターナブルビンマーク。 

識別表示マーク・その他のマーク 

環境ラベル 

 
 
 
 
 
 

省エネ性マーク。 

省エネ基準の目標を達成したも

のは緑色、未達成のものは橙色

で表示。 

 
 
 
 
 
 

低排出ガス認定マーク。 

自動車の排出ガス低減レベル

を示すマーク。 

 

 
 
 
 
 
 
 

国際エネルギースターロゴ 

OA機器の省エネルギーのため

の国際的な環境ラベリング制度。 

 
 
 
 
 
 
 

リサイクル電池マーク 

充電式電池につけられた電池の

種別とリサイクルをあらわす表示。 

 
 
 
 
 
 
 

非木材グリーンマーク 

非木材植物を使用した紙・紙製品

等につれられるマーク。 

 
 
 
 
 
 

ＰＣグリーンラベル 

設計、製造からリユース・リサイ

クルまで、環境に対する取り組

みを表した環境ラベル。 



（１）品目を50音順に載せています。

（２）「区分」欄で分別区分を確認してください。

（３）出し方の詳細については、それぞれの出し方のページを確認してください。

【表示一覧表】

区分 表記 出す場所

燃やせるごみ（指定袋） 可燃 地域ごみステーション

燃やせないごみ（指定袋） 不燃 地域ごみステーション

プラスチック製容器包装（指定袋） 資源プラ 地域ごみステーション

資源物(缶・びん・ペットボトル) 資源 地域ごみステーション

資源物(古紙類・古布類) 古紙・古布 地域ごみステーション

資源物(廃食用油) 廃食用油 各地区に設置の回収ボックス

大型可燃ごみ（直接搬入） 直接搬入（可燃） 上伊那クリーンセンター

粗大ごみまたは八乙女へ直接搬入 直接搬入（不燃） 地域ごみステーションまたはクリーンセンター八乙女

家電４品目対象品 家電4品目 専門業者

小型家電リサイクル法対象品 小型家電 役場総合窓口に設置の回収ボックス

蛍光管・乾電池 蛍光管・乾電池 指定場所

排出禁止物 禁止 販売店か専門処理業者

ごみ・資源物分別早見表 



　　上伊那クリーンセンター
伊那市富県３７９０  電話 0265-98-8337
受入れ 火曜日～金曜日

午前８時３０分～午後４時３０分まで
※月・火・木・金にあたる祝日（年末
   年始は除く）は、受け入れをします。
※直接搬入の場合は受付票が必要になります。

　　クリーンセンター八乙女 　　上伊那クリーンセンター

上伊那郡箕輪町大字中箕輪3819 電話 0265-79-8773
受入れ 月曜日～金曜日

午前８時３０分～午後３時３０分まで
※祝日及び年末年始を除く。
※毎月、第１・第３日曜日は受入れをします。
※直接搬入の場合は受付票が必要になります。

　　信州ウェイスト箕輪工場
箕輪町大字中箕輪14017－41 電話 0265-71-3588

　　　　資源プラスチックの指定袋に入れて持ち込んでください。(有料)
　　クリーンセンター八乙女

　　遠藤産業リサイクルセンター
辰野町大字伊那富5484－3 電話 0266-41-0972

　　キタニ
伊那市大字福島320－1 電話 0265-72-3340 　　信州ウェイスト箕輪工場

　　林金属工場
岡谷市神明町3－19－2 電話 0266-22-4488

　　　　郵便局でリサイクル料金を支払ったうえで、持ち込んでください。

　　パソコンメーカーが回収します。各メーカーの
　　申し込み窓口にお問い合わせください

PCリサイクルマークがあれば無料で回収します。

　　遠藤産業リサイクルセンター

辰野町役場　住民税務課生活環境係　℡0266-41-1111

資源化・処理施設等のご案内 

燃やせるごみ、大型可燃ごみ 

燃やせないごみ、粗大ごみ、一部資源物 

資源プラスチック 

引越しごみ、町で収集しないごみ 

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン 

パソコン 

三峰川

ナイスロード

至
美
篶

至伊那

至高遠

至
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至
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野

●伊那警察署 ●自動車教習所

●
上
伊
那
森
林
組
合
中
部
支
所

伊那公園

中央区

竜東橋北

三峰川橋

伊
那
街
道


