
饉炒瞑核蟷 資源ごみ

曜日 第 回目の

地域により昼間収集地区と夜間収集
地区に分かれていま丸

□昼間収集地区は午前8時 30分までに

□夜間収集地区は午後7時までに

※地域により収集時間が異なりますので、
イ印を記入してください。

午前8時30分までに出してください。

ステーションで分月Uしてください
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くたさい:

午前8日寺30分までに出してください。

■品 目■
空ビンC継斗̀食品用。化粧品のビン)

空カン(ジュース・缶詰など)

一斗缶までのカン(菓子缶・調味料

缶など)

スプレー缶 (中身を抜いてください)

金属類 :な べ。やかん。フライパン

なと|、 ホーロー製品
こンのふた 1金属製のもの)

針金ハンガー

■注意事項■
●中身を出して水洗いをしてください。

●書」れたビンや板ガラス、耐熱ガラ
スは、不燃ごみで出してください。

●スプレー缶や卓上ボーンベは、必ず

中身を使い切うて(穴をあけずに出
してください。■|||

●袋の中には、ポリ袋などは入れな
いでください。

●針・カミソリなどは、危険防止の処理
をして不燃ごみで出してください。

●マニキュアのビンは不燃こみで出
してください。

ふたは必ず外してください。

金属のふたは空カン回収袋
へ入れてください:

⑧ 頸

瘍 :ド
長さ50cm以内

■品 目
1台所ごみ (残飯・貝殻など生ごみ)

紙くず・ぬいぐるみ・クッション
(大きいものは裁断してください)

プラスチック・ゴム類・ビニール類
(発泡スチロール・ビニール袋・ゴム

靴。カセットテープ。ビデオテープ。

⊂D盤・DVD。 ポリタンク(18`κまで))

1革製品 (靴・カバン・ベル ト)

1木 くず (枝木は直径10cm以内で長
さ50cm以内、板切れは厚さ5cm以
内で長さ50cm以内のもの)

|おむつ類

■注意事項■
●シーツやバスタオルなどの古布は、
50cm四方以内に裁断して可燃ごみ
に混ぜて出してください。

●生ごみは、よく水を切つて出してください。
●枝木類は、袋に入れにくい場合はひ

もで東ねて出してください。
●花火。マッチなどは十分に水に浸し、

使しヽ捨てライタTは、ガスを必ず使
い切つてから、水に浸して、発火しな
いようにして出してください。

●おむつ類は汚物をトイレに捨て、袋に

入れてから指定袋で出してください。

ご  み 集 ス テ ー シ ョ ン

週 3回 月 1回

指定袋で出してください。
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毎週 曜日

午前8時30分までに出してください。 午前8日寺30分までに出してください。

(空 ビン・空カン)とペットボトルは
同じ収集日ですが、別々に収
集するため、時間は前後しま
すのでご注意ください

飲み物用  しょうゆ用
酒用    食酢用

など

出し方
①ラベルとふたをはずす。
②中はカラにして、軽く水ですすぐ。
O(できるだけ)つぶす。
④収集用あみ袋に入れる。

■注意事項■
●ラベル、ふた、油。洗剤・ウォーター
サーバー用タンクなどのボトルは
対象外です。可燃ごみで出しくだ
さい。(ふたを可燃ごみとして出さ
ない方法として、回収店、回収団体
へお持ちいただく方法もありま
す)。

●収集用あみ袋にはペットボトルだ
けを入れ、ポリ袋などは入れない
でください。

●つぶす際はステーション前で行わ
ないでください。

■品 目 |
‐新聞紙・チラシ
雑誌・雑紙 (ノ ー ・ヽ古本。ワイシャ
ツの台紙・ハ方二。ボール紙・カタ
ログ・包装紙なこ

|ダンボール (匿 .こ 波形の紙がある
もの)

●紙パック (アルミコーティングし
たものは出せません)

1古着(身 に着けるモの)。 着物(帯は除く)

1毛布
囲園 綿入れ。タィ レケット・バスタオ

ル・カーテン・万一ペットなどは出
せません。

■注意事項■
●雨天の場合は、百着。毛布は回収 し

ません。

●古着・毛布以外の有価物は雨天時
も回収 しますか、できるだけ晴れ
の時に出してください。

●紙パックは水洗いをし、開いて乾
かしてから東ねてください。

●金具のついたもの(バインダー・カ
タログなど)や 二二一ルコーティ
ングされたもの,ま 出せません。

●書類等のホチニス留めは、外さず
に出せます。
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有料制・電話、FAX、 Eメール申込

粗大ごみ受付センター

容 457‐ 41 53 FAX.457-4221

●月曜～金曜(祝休)午前9日寺～午後4時

● 1世帯 1回 5点 まで受付、7日 後に次
の申し込みができます。

※月曜日・休日明けは、電話が大変混み
合いますのでご了承ください。

‐
課査お留騒蜃梁成警夕翼[】騎む、日
に入りきらない不燃性のごみです。

●不燃ごみ袋に入 りきる不燃性のものは重
量物を除き不燃ごみで出せます。
※品目や手数料は、受付センターに確認
してください。

【処理手数料】
1収集の場合、品目により、360円、720円、1′080
円、1,440円の4段階です。料金相当分の処理券
を購入し、粗大ごみに貼り付けてください。

|ごみ処理施設へ直接持ち込む場合は、現
金支払いで、「ご
込み」をご覧くださしヽ

■生活保護世帯は手数料

②「粗大ごみ処理券取扱
店」で、料金分の「船橋
市粗 大 ごみ処理券」
(シ ール)を購入 して
ください。

③処理券に収集日。お名前を
記入して粗大ごみに貼り
付け、収集日の午前8時 30
分までに玄関先等の指定
の場所に出してください。
※集合住宅の場合は1階のごみ置場等になります。

④収集車で収集に伺います。

(立ち会いの必要はあ りません )

※家の中までの収集は行いません。
※雨天でも収集します。

■ク リー ンサポ ー ト収 集

■高齢者 (65歳以上)、 障害者のみの世帯などで
粗大ごみの運び出しが困難な場合、屋内より
持ち出し収集を行います。
(受付センターに問い合わせください。)

で、受付センターに問い合わせくださいc

‐
収集の方法

①「粗大ごみ受付センターJへ電話で申し込

缶お1繋ぶ払b警宇F収
集日及び出す場

船橋市粗大ごみ処理券

MlM

ステーションの専用の
収集用あみ袋に入れて
ください。

ラベル・ふたは必ずはずしてください。
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