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一般家庭用

ごみの分別・資源化にご協力ください。ごみの分別・資源化にご協力ください。ごみの分別・資源化にご協力ください。

阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市

ごみの分別・出し方ごみの分別・出し方
マニュアルマニュアル

ごみの分別・出し方ごみの分別・出し方
マニュアルマニュアル

ごみの分別・出し方ごみの分別・出し方
マニュアルマニュアル

可燃ごみ：市指定袋（有料）

空缶･空ビン：透明･半透明（無料）

プラスチック製容器包装：透明･半透明（無料）

古布・紙パック･乾電池：透明･半透明(無料）

宅配便を活用した小型家電の回収

引越し等の直接搬入（自己搬入）：(有料) 
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不燃ごみ：市指定袋、粗大ごみ：処理券（有料）

ペットボトル：透明・半透明（無料）

段ボール･紙類：紙袋または紐で縛る（無料）

パソコンの処理･家電リサイクル法対象品 

処理困難物・事業系のごみ 
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「可燃ごみ」は、必ず「市指定可燃ごみ専 
　 用袋（有料）」に入れて出してください。

「不燃ごみ」、「粗大ごみ」は｢ごみ総合受
　 付センター」に予約のうえ、不燃ごみは「市
　 指定不燃ごみ専用袋（有料）」 に入れ、粗
　 大ごみは「粗大ごみ処理券（有料）」を貼               
　 り付けて出してください。

「資源ごみ」は無料で収集します。

全てのごみは必ず指定された収集日の午前　 
　８時までに、指定された場所に出してくだ 
　 さい。

祝日のある月は、収集日が一部変則となり　
　ますので、収集日程表をご確認ください。



可燃ごみ（生ごみ）可燃ごみ（生ごみ）可燃ごみ（生ごみ） 有料（指定袋）有料（指定袋）

可燃ごみのおもな例

ふとん・剪定枝・材木等の出し方

生ごみ 履物・かばん類 紙おむつ 枯れ葉･小枝プラスチック製
おもちゃ類

ふとん･毛布類 プラスチック製
洗面器・バケツ

ぬいぐるみ 　まな板ビデオテープ
カセットテープ

スポンジ類 CD・ケース フィルム

☆上記以外でもリサイクルマーク　　　 のついていないプラスチック製品については

　可燃ごみで収集します。

ふとん、カーペット、マットレス（スプリングなし）は、折りたたんで指定袋に入れ

ていただくか、指定袋に入りきらない大きさの物はたたんで紐などで縛り、４５㍑の

指定袋をくくりつけてください。剪定枝や燃える材質でできた解体した家具類など

は、紐などで縛り、１点につき４５㍑の指定袋を１枚くくりつけてください。
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大袋４５㍑ 大袋４５㍑ 大袋４５㍑



【家庭用特小袋（１０㍑）】　

　1セット（１０枚入り） : １００円  

【家庭用小袋（１５㍑）】　　

　１セット（１０枚入り）：１５０円

【家庭用中袋（３０㍑）】　　

　１セット（１０枚入り）：３００円

【家庭用大袋（４５㍑）】　　

　１セット（１０枚入り）：４５０円

●可燃ごみ以外は入れないでください。

●ごみはきちんと分別し、決められた日に出してください。

●生ごみはよく水を切って出してください。

●とがった物、えいりな物などを入れると、袋が破れてけがをする場合がありますので気を

　つけてください。

●袋の口は、しっかり結んでください。

●紙おむつ使用の際に出る汚物はトイレに流し、ごみに出さないでください。

●草・枯葉等、多量に出す場合は、なるべく３～５袋ずつ分けて出してください。

●使い捨てライター等はガスを空にして前日から水につけてから出してください。

●使い捨てカイロは、使用済みに限ります。

可燃ごみ（生ごみ）可燃ごみ（生ごみ）可燃ごみ（生ごみ） 有料（指定袋）有料（指定袋）

■ 阪南市指定袋

■ ごみの出し方（注意点）
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この袋は、商店･事業所などのごみの排出には使用できません



※Ｐ２のほか、以下のものなどがあります。

※掲載しているものがすべての品目ではありません。

※ご不明な点は、「ごみ総合受付センター」(TEL 072-483-9200)へお問い合わせください。

可燃ごみ一覧表可燃ごみ一覧表可燃ごみ一覧表可燃ごみ一覧表
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アイスノン

雨合羽

アルバム

アルミホイル（調理用）

植木鉢（プラスチック製）

おまる

おもちゃ（プラスチック製）

カイロ（使い捨て）

カバン・バック

乾燥剤

クーラーボックス

ゴムホース

ゴルフボール

ごみペール

座布団

サンダル

ＣＤとＣＤケース

写真

じゅうたん（折りたたんで紐等で縛ってください）

シュレッターごみ

じょうろ（プラスチック製）

食用油（紙や布にしみ込ませるか固めるか）

水槽（プラスチック製）

洗濯ばさみ

造花

タッパウエア

テニスボール

テニスラケット

波板（可燃袋に入るもの）

長靴

ぬいぐるみ

粘土(紙・油）

バット（木製）

歯ブラシ

ハンガー（木製）

ハンガー（プラスチック製）

フロッピーディスク

文房具（鉛筆・ボールペン・定規）

ヘルメット

ボーリングの玉

ペット用トイレの砂

ポリタンク（中身を抜き取ってください）

バック（布・皮製）

保冷剤

まくら

まな板

ラップ

レコード盤

レジャーシート

ロープ

品　　　　目 品　　　　目

ア　
　

行

タ　

行

マ
行

ラ　

行

ナ　

行

ハ　
　
　
　
　
　

行

カ　
　
　

行

サ　
　
　

行

ポリタンク

ゴムホース

タッパウエア類

ゴム手袋

クーラーボックス



※燃える材質（木・プラスチック）の製品などは、分解すれば可燃ごみとして出
   していただけます。
※粗大ごみによっては、「１束まで処理券１枚貼付」または「１組で処理券１枚
　貼付」として取り扱えるものがあります。

粗大・不燃ごみ粗大・不燃ごみ粗大・不燃ごみ粗大・不燃ごみ 有料（申し込み）有料（申し込み）
ごみ総合受付センターごみ総合受付センター TEL 072-483-9200TEL 072-483-9200

FAX 072-483-8856FAX 072-483-8856
インターネットインターネット h ps://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/shigen1/5819.htmlh ps://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/shigen1/5819.html

■ 粗大ごみのおもな例　（大型ごみ）

■ 粗大ごみ処理券

■ 粗大ごみとして収集できないもの
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【家庭用小袋（２０㍑）】

　１セット（１枚入り）：２５０円

【家庭用大袋（４５㍑）】

　１セット（１枚入り）：５００円

●不燃袋に入らない物については粗大ごみとなります。

●えいりな物は新聞紙などでくるみ「危険」と表示し出してください。

●スプレー缶・卓上コンロ用ガス缶は、必ず中のガスを使い切り、風通しの良い屋外で

　穴を空けて出してください。

●処理券・不燃袋には予約日と申し込まれた方の氏名又は受付番号を記入してください。

●予約日の朝８時までに出してください。

●粗大ごみの長さは、「縦」「横」「高さ」「径（円形のもの）」のうち一番長いところ

   を測って合計してください。　　　　　　　　　　　

●１回の申込は５点までです。

●申し込まれた品物以外は収集できません。追加等のお申し込みがある場合は、再度ご連

   絡ください。

■ 不燃ごみのおもな例　（金属製の小物類、陶器類、小型の家電品）

■ ごみの出し方（注意点）

■ 阪南市指定袋

この袋は、商店･事業所などのごみの排出には使用できません

※詳しくは「ごみ総合受付センター」へお問い合わせください。

オーディオ類 食器･コップ ガス缶 アイロン フライパン 時　計

電話機 オイル缶 金属のおもちゃ 植木鉢（陶器） 電気スタンド 傘

(中味を
 空にする)

(穴を空ける)



※Ｐ５・６のほか、以下のものなどが不燃・粗大ごみとなります。

※掲載しているものがすべての品目ではありません。

※ご不明な点は、「ごみ総合受付センター」（TEL 072-483-9200）へお問い合わせください。

不燃・粗大ごみ一覧表不燃・粗大ごみ一覧表不燃・粗大ごみ一覧表不燃・粗大ごみ一覧表
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アイロン

アルミサッシ

アコーデオンカーテン

衣装ケース

一輪車

一斗缶以上の缶

植木鉢（陶器）

エレクトーン

カーテンレール

懐中電灯

かがみ

かさ

ガスレンジ

カセットボンベ

カッターナイフ

カミソリ

ガラス製品

脚立

金庫（手提げ）

くぎやねじ

ゴルフクラブ

ゴルフセット

草刈機

座椅子

スキー用具

スノーボード

サーフボード

自転車（電動含む）

網の部分は可燃ごみ

カーテンレールも含む

燃える素材で可燃袋に入れば可燃ごみ　

　

　

　

１０本まで処理券１枚

電池を抜き取ってください

新聞紙などで包み「危険」と表示

２０本まで処理券１枚

電池を抜き取ってください

穴をあけてください

新聞紙などで包み「危険」と表示

新聞紙などで包み「危険」と表示

新聞紙などで包み「危険」と表示

折りたたみ３ｍ以内は処理券１枚

耐火型は収集できません

新聞紙などで包み「危険」と表示

２０本まで処理券１枚

バッグにクラブ１５本まで

３脚まで処理券１枚

一式(板･ストック・ブーツ)処理券１枚

一式(板・ブーツ)処理券１枚

１枚につき処理券１枚

１台につき処理券１枚

1/3畳にする(1畳まで処理券１枚)

電池を抜き取ってください

　

　

１５本まで処理券１枚

　

　

　

ＦＡＸ機も含む

　

　

木製は可燃ごみで出してください

　

　

プラ製は可燃ごみで出してください

３脚まで処理券1枚

危険のないように出してください

プラ製は可燃ごみで出してください

　

インクカートリッジは抜いてください

　

　

解体したもの

３本まで処理券1枚

一対まで処理券1枚

たたみ

テレビゲーム機

タンス

チャイルドシート

釣竿

鉄パイプ

電気ストーブ

電気コード

電子ピアノ

電話機

テント

トタン

土鍋

ハシゴ

バット（金属製）

バトミントンラケット

バーベキューセット

バケツ（金属製）

パイプいす

針金

ハンガー（金属製）

ベビーカー

PCプリンター

魔法瓶

めがね

物置

物干し竿

物干し台

品　　　目 出　し　方 出　し　方品　　　目

ア　
　
　
　

行

タ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

ハ　
　
　
　
　
　
　
　

行

マ　
　
　

行

カ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

サ　
　
　

行

２ｍ以内の長さで紐でくくってください
３枚まで処理券１枚



●透明又は半透明のごみ袋に入れて出してください。

●軽くすすいでください。

●空缶・空ビンにタバコの吸殻等の異物は入れないでください。

●一升瓶やビール瓶は、なるべく酒販売店に引き取ってもらってください。

●一斗缶・油缶・陶器類（茶わん等・ガラス・コップ類）は不燃ごみになります。

●即席用アルミ鍋（鍋焼きうどん等）・化粧品のびん・梅酒ビン・入浴剤の缶・蚊取り線香

　の缶など汚れていない物は空缶・空ビンで収集します。

●スプレー缶・卓上コンロ用ガス缶は必ず穴をあけて「不燃ごみ」として出してください。

空缶・空ビン空缶・空ビン空缶・空ビン 無料（透明・半透明）無料（透明・半透明）

■ 空缶・空ビンのおもな例

■ ごみの出し方（注意点）
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缶詰

ビール・ジュース

ジャム・ミルク 酒・ワイン 調味料

化粧品・薬 即席用アルミ鍋

お菓子・蚊取り線香・入浴剤・半斗缶



●透明又は半透明のごみ袋に入れて出してください。

●軽くすすいでください。

●潰さないで出してください。

●ペットボトルにタバコの吸殻等の異物は入れないでください。

ペットボトルペットボトルペットボトル 無料（透明・半透明）無料（透明・半透明）

■ ペットボトル（ジュース・お茶・しょうゆ・調味料など）

■ ごみの出し方（注意点）

■ キャップ・ラベルについて
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このマークが目印

キャップや、はがしたラベルは「プラスチック

製容器包装」として出してください。

          ふたを取る　     　　　            　ラベルをはがす　　　　　             残り水などで洗う



●透明又は半透明のごみ袋に入れて出してください。

●容器などに汚れなどがある場合は、軽くすすいで乾かしてから出してください。

●汚れのひどい物やチューブ類で中身が全て取り出せないものについては、可燃ごみで出し

   てください。

●強風等の場合は、散乱しないようにしてください。

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 無料無料（透明・半透明）（透明・半透明）

■ プラスチック製容器包装のおもな例

■ ごみの出し方（注意点）

１０

電気製品などの

梱包用発泡スチロール

カップ麺・プリンなどの

容器

スナック菓子の袋 空気入り緩衝剤

ジュースの容器　

豆腐・肉・果物などの食品用トレイ 卵のパック くだものネット

シャンプー・リンスなどの

詰め替え用容器

レジ袋 シャンプー・リンスの

容器

プラスチック製容器包装とは容器包装リサイクル法で対象とされた「容器包装」で、商品を
消費したり商品と分離した場合に不要となる「容器」及び「包装」を指します。



その他紙製容器包装

　●紙箱類、包装紙類、紙の袋類、酒、ポタージュ類の紙パックで裏面が銀色に加工され

　　ているものは水ですすぎ、乾かしてから出してください。

　●トイレットペーパー、ラップの芯は、段ボール・紙類で収集します。

　●その他紙製容器包装類は紐などで縛り指定日に資源ごみ置場に出してください。

段ボール

　●段ボールは折りたたみ、紐などで縛り指定日に資源ごみ置場に出してください。

　●新聞・本・雑誌も資源物として収集します。

　●梱包用緩衝材・発泡スチロール等は抜いてください。プラスチック製容器包装で収集

　　します。

※洗剤の箱は可燃ごみとして出してください。
※シュレッダーごみ（細かく裁断したもの）は可燃ごみとして出してください。
※使用済みティッシュなどは可燃ごみとして出してください。
※紙類・古着等の資源ごみは、できるかぎり地域の集団回収している子ども会、自治会
　などへのご協力をお願いします。

段ボール・紙類段ボール・紙類段ボール・紙類 無料(無料(紙袋または紐で縛る紙袋または紐で縛る)

■ 段ボール・紙類

■ ごみの出し方（注意点）

１１

段ボール

　　　　　新聞     　　　　　　本・雑誌　　　　　　 紙袋　　　 　　    包装紙

お菓子などの箱



●古着・古布は、洗濯をして必ず紐などでくくるか透明又は半透明の袋に入れて、出して

   ください。

●汚れがひどい場合は「可燃ごみ」として出してください。

●古着・古布は濡れると再利用できませんので、雨天の時は、できるかぎり次回の収集日

　に出してください。

●カーテン（レース製以外）・シーツ・皮ジャンは古着・古布で収集します。

※布団・座布団・毛布・レースカーテン・じゅうたん・カーペット等・マット類・バッ

　ク類　は、古布として収集できませんので可燃袋に入れて出してください。（出し方

　については、Ｐ２を参考にしてください。）

●紙パック及び乾電池は、各住民センター等に設けてある回収ボックスに各自で随時投入

　してください。上記以外の物は入れないでください。

●裏面が銀色に加工されているものはその他紙製容器包装として出してください。

●乾電池は、紙パック回収ボックスの中の乾電池回収ボックスに、各自で随時投入してく

　ださい。

古着・古布古着・古布古着・古布 無料(透明・半透明）無料(透明・半透明）

■ ごみの出し方（注意点）

１２

紙パック・乾電池紙パック・乾電池紙パック・乾電池 無料無料(回収ボックス）(回収ボックス）

■ ごみの出し方（注意点）

洗う　　　　　　　　開く　　　　　　　束ねる（縛る）　　　　　　　　乾電池



１３

パソコンの処理方法パソコンの処理方法パソコンの処理方法パソコンの処理方法

●家庭用パソコンは「資源有効利用促進法」により、平成15年10月よりメーカーによる

   回収・リサイクルが始まっています。

●PCリサイクルマークがついているパソコンは再資源化料金の必要はありません。

　各メーカーに収集の依頼をしてください。

●PCリサイクルマークがついていないパソコンは各メーカーが独自に設定している再資源

   化料金が必要となりますので各メーカーで確認してください。

●回収するメーカーがないパソコン（自作のパソコンやメーカーが倒産等）については、

　一般社団法人パソコン3R推進協会が有償で回収・再資源化を行っています。詳しくは

　ＴＥＬ０３－５２８２－７６８５ もしくは ホームページ　https://www.pc3r.jp で確認

　してください。

家電リサイクル法対象品家電リサイクル法対象品家電リサイクル法対象品家電リサイクル法対象品

　平成13年4月1日より、資源の有効活用と環境保全のために消費者だけでなく、製造業者（家

電メーカー）や小売店も一緒になって取り組むための法律が施行されました。対象機器としまし

て、エアコン・テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機が対象となっています。

　これらの対象機器を廃棄する場合、家電小売店や郵便局で対象機器ごとにリサイクル券を購入

することになり、リサイクル料金を支払わなければなりません。また、対象機器の収集運搬を家

電小売店や自治体に依頼する場合には、さらに収集運搬手数料が必要になります。

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）について

市では収集できません

エアコン　　　   テレビ　　　　 洗濯機　　　冷蔵庫・冷凍庫　　衣類乾燥機



家電リサイクル法対象品の処分方法家電リサイクル法対象品の処分方法家電リサイクル法対象品の処分方法 有料有料

１４

販売店に引き取り

を依頼する場合

自分でメーカーの指定引き

取り場所に持ち込む場合

阪南市に引き取り

を依頼する場合

引
き
取
り
依
頼

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
支
払
い

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
支
払
い

【リサイクル料金】

及び【収集運搬料金】

を支払う。

郵便局所定の払い込み用紙

【家電リサイクル券】に必要

事項を記入し、リサイクル料

金を支払う。

郵便局所定の払い込

み用紙【家電リサイ

クル券】に必要事項

を記入し、リサイク

ル料金を支払う。

●以前購入した店

●買い替えした店

お店が不明な場合は

お近くの電気店か取

引協力店に相談して

ください。

資源対策課

TEL 072-483-5876

販売店

郵便局　リサイクル料金（税込み）
●テレビ（液晶・プラズマ含）

　15型以下 1,320円～3,100円　16型以上  2,420～3,700円

●冷蔵（凍）庫   170㍑以下　3,740円～5,200円　

　　　　　　　　171㍑以上　4,730円～5,600円

●洗濯機・衣類乾燥機　　       2,530円～3,300円

●エアコン　　　　　　　       990円～2,000円

※別途振込手数料が必要です。

※一部メーカーによって、リサイクル料金が異なります。

阪南市

○電話予約し、収集日と

　収集時間を設定します。

○収集の時に収集運搬料

　金￥3,000円（１点に

　付き）をお支払いくだ

　さい

【指定引取場所】

日本通運（株）

岸和田流通センタ－

岸和田市地蔵浜町７－６

TEL ０７２-４３９-５６５８

【営業日・受付】

月曜日～土曜日

午前9時～午後5時

日曜日、祝日は休み

※リサイクル料金等については変更される場合があります。上記金額は令和３年度分です。



不用なパソコン
小型家電を宅配便で
回収しています。

※ブラウン管（CRT）モニターは、処理等に費用がかかるため別料金となります。

1箱1,６５0円（税込）が無料パソコン本体を含むと

小型家電リサイクルにご協力ください。小型家小型家電電リリササイイククルルににご協ご協力力くくだだささいい。。小型家電リサイクルにご協力ください。
パソコンや携帯電話などの使用済小型家電には、貴金属やレアメタルといった有用金属がたくさん含まれ
ており、リサイクル可能な貴重な資源です。この貴重な資源をもっと有効に活用するために、2013年4月か
ら小型家電リサイクル法がスタートしています。阪南市では、新たに国の認定事業者であるリネットジャパ
ンリサイクル（株）と協定を締結し、便利で安心な宅配便による自宅回収を実施しています。回収を依頼する
使用済小型家電にパソコンが含まれる場合は、回収料金が無料となっています。貴重な資源のリサイクル
にご協力ください。

環境省　小型家電リサイクル法 検索小型家電リサイクル法について

宅配便での回収だから便利です！

ご利用方法 簡単３ステップ！

1 お申し込み

インターネットから
お申し込み

回収物を詰める

段ボール箱等に
詰めるだけでOK♪

佐川急便が回収

宅配業者が、ご希望日時に
回収へお伺いします

※段ボール箱は、お客様がスーパーなどでご用意ください。有料オプションで、専用段ボール（1箱４３８円※税込）もご用意しております。
※FAX申込をご希望の方は、市のホームページからダウンロード、又はお問い合わせください。専用用紙を配布しています。

2 3 使ってないパソコン
やっと捨てることができました !

家で邪魔になっていたパソコン。でも個
人情報が心配で捨て方が分からなくて
困っていました。だから国が認定の安心
できる会社に任せることができて本当に
良かったです。　 （東京都 50代男性）

重いデスクトップパソコンも宅配便で送
るだけなのでとってもラクでした。壊れ
たモニターも一緒に処分できてお部屋も
スッキリしました。（兵庫県40代女性）

お客様の声自宅で待つだけ！ 最短翌日に回収！

15
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回収品目回収品目
どんなパソコンでも回収します！

回収料金回収料金

どんなに古くても

OK！
HDDが無いPCも

OK！
壊れて動かなくても

OK！

いらなくなった携帯電話も一緒にお送りください。
不用な携帯電話が、知的障がいのある方の支援へ繋がります。
知的障がいのある方のスポーツ支援を行っている『スペシャルオリンピ
ックス日本』へ寄付を行っています。また回収した携帯電話の解体作業
が知的障がいのある方の雇用につながります。

※回収はご家庭からのみとなります。事業所からの回収は受け付けておりません。
※家電4品目(TVなど）は対象外です。※詳しくはリネットジャパンリサイクルHPをご確認ください。

重量20 kg以内 ３辺合計140ｃｍ以内

パソコンを含むと

無料

１箱
1,650 円（税込）が

※無料の対象はパソコン本体を含む回収1回につき1箱の宅配
　回収料金となります。
※ブラウン管(CRT)モニターは、処理等に費用がかかるため
　別料金となります。

パソコンは、データ消去にご注意ください。パソコンは、データ消去にご注意ください。

個人情報が心配なパソコンや携帯電話を

国が認定した工場で
安全にリサイクルします。

無料
データ消去
ソフト
※パソコンのみ

パソコンの初期化だけでは個人情報などのデータは消えていません。

データが心配な方には…
リネットジャパンリサイクルが
消去作業を行い、消去証明書を
発行する（別料金）サービスもあり
ます。
※詳しくはリネットジャパンリサ
イクルHPをご確認ください。

リネットジャパンリサイクル株式会社

お問い合わせ

0570-085-800

サービス提携会社（市の連携事業者）

環境省・経済産業省　認定

お申し込みは、インターネットから
検索リネットジャパン

https://www.renet.jp/
●申し込み後の変更・回収品の返却はお受けできません。但し、回収日時の変更のみ前日15時まで承っております。●回収後にパソコンが含まれなかった場合は、回収料金を後日ご請求いたします。
●当社グループは個人情報保護に取り組んでいます。特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。

call@renet.jp

回 収 品 目 例（箱に同梱できる小型家電）
パソコン本体 ノートパソコン・デスクトップパソコン・タブレット

携帯電話・PHS・スマートフォン・電話機・FAX

カメラ フィルムカメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ

ゲーム機 据置型・携帯型・周辺機器（コントローラー等）

音響機器 オーディオプレーヤー・スピーカー・アンプ・ステレオ・ラジオ

キッチン家電 炊飯器・電子レンジ・コーヒーメーカー・電気カミソリ・アイロン

その他 リモコン・電動工具・時計・電子辞書・電卓・換気扇・各種ケーブル類

携帯電話
通信機器

パソコン周辺機器 パソコンモニター（テレビは除く）・プリンター・スキャナー・
周辺機器（キーボード・外付けドライブ等）

上記記載例は一部です。電気・電池で動くものならほとんどが対象となり４００品目以上あります.詳しくは「リネットジャパンリサイクル（株）」のホームページ
で確認してください。



１７

ごみをみだりに投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」第25条の規定により、5年以下の懲役若しくは1000

万円以下の罰金又はその両方を科せられます。

処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物

●処理が困難な物（バイク・農機具、タイヤ、バッテリー、ピアノ、消火器など）

●危険物（ガソリン、シンナー、廃油、塗料、ガスボンベなど）

●建築廃材（コンクリート、ブロック、石膏ボード、土など）

●空であることが確認でできない塗料、溶剤、油類のカンや容器

●医療系廃棄物（注射針など）

※市では収集できない、また、泉南清掃事務組合に搬入できないものはおおむね次

のとおりです。（販売店や取扱店へ相談のうえ処理をお願いします。）

市では収集できません

 消火器　　自動車部品類　　オートバイ　 　 オイル　　　　　　　　　　ペンキ
ブロック・

コンクリート

商店・事業所のごみ商店・事業所のごみ商店・事業所のごみ商店・事業所のごみ

●事業系一般廃棄物（会社・商店・事業所・工場から出るごみ類）は市では収集で 

　きません。自らの責任において、焼却場（泉南清掃事務組合）に直接搬入してい

　ただくか、市の許可業者に収集を依頼してください。

市では収集できません

《お問い合わせ先》  泉南清掃事務組合　TEL 072－484－0581

ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！



●自己搬入されるごみは、引っ越しなどにより多量に排出される臨時的なものです。

●可燃・不燃・粗大及び資源ごみの分別をお願いします。

●可燃・不燃・粗大・資源ごみ、全て料金がかかります。

●阪南市指定袋を使用する必要はありません。

●粗大ごみ処理券を貼る必要はありません。

※詳しくは「泉南清掃事務組合」へお問い合わせください。

阪和道（和歌山方面）

レストラン●

コンビニ●

和歌山方面大阪方面

旧尾崎中学校

南海本線

尾崎駅

男
里
川

男里川

菟砥橋北詰

泉南清掃事務組合

付近見取図

阪南市資源対策課

■ ごみの出し方（注意点）

１８

引越し等の直接搬入について引越し等の直接搬入について引越し等の直接搬入について 有料（自己搬入）有料（自己搬入）

泉南清掃事務組合　TEL 072－484－0581



有価物集団回収報奨金について有価物集団回収報奨金について有価物集団回収報奨金について有価物集団回収報奨金について

《有価物集団回収の目的》

　自治会、子ども会等の団体が自主的に行う集団回収に対し、報奨金を交付することにより

　ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する意識の向上をめざすもの

   です。        

《対象団体・団体の登録について》        

　①市内の自治会、子ども会、婦人会等の営利を目的としない団体であること。        

　②おおむね20世帯以上が参加している団体であること。        

　③1年に6回（2ヶ月に1回）以上、集団回収を行う団体であること。        

　④事前に団体登録が必要ですので、詳しくは資源対策課へお問い合わせください。        

《対象品目》        

　新聞・雑誌・ダンボールなどの紙類・紙パック・アルミ缶・衣類などの古着類        

        
《報奨金》        

　回収した資源物1kgあたり3円の報奨金を交付します。

　

　

家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難な方を対象に「声かけ」を行いながら

ごみを戸別収集する事業を実施しています。

　

   《対象者》 ①要介護認定を受けている方のみで構成されている世帯

　　　　　　 ②障がい者のみで構成されている世帯

　　　　       ③その他、市長が特に必要があると認める世帯

    

　　   お問い合わせ：阪南市役所 市民部 資源対策課（TEL 072－483－5876）

各種お問い合わせ先各種お問い合わせ先

お問い合わせ事項

粗大･不燃ごみのお申し込み

ごみの直接搬入について

不法投棄・放置自転車等

ごみ総合受付センター

泉南清掃事務組合 

阪南市役所

資源対策課

ごみの収集について

廃家電リサイクルなど

お問い合わせ先 電話番号

TEL 072－483－9200

FAX 072－483－8856

TEL 072－484－0581

FAX 072－484－1011

TEL 072－471－5678

FAX 072－473－3504

TEL 072－483－5876

FAX 072－483－8856

発行：阪南市役所　市民部　資源対策課　

ウェブサイト　 h ps://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/shigen1/index.html  

１９

阪南市ふれあい収集事業阪南市ふれあい収集事業阪南市ふれあい収集事業阪南市ふれあい収集事業
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