
 

９ Garbage 

Please sort garbage properly and bring it to the designated area, [Gomi-station] in the morning of the 

arranged date by 8:30. As collection of garbage is determined by each area, please make further inquiries to 

the Seikatsukankyou-ka.  

 

●Garbage separation 

Type of garbage Disposal method 

Recyclables 

Glass bottles 

In containers at the garbage station 

・[Blue container] --- clear bottles 

・[Brown container] --- brown bottles 

・[Green container] --- other bottles 

Glass Put in designated plastic bag (Clear green color) and dispose at the collection site.  

Cans 
Put in designated plastic bag (Clear yellow color) and dispose at the collection site. 

* Please place gas cans and caps of bottle in “unburnable garbage”. 

Newspapers 

Bundle them crosswise with a string and dispose at the collection site.  
Magazines 

Cardboard 

Paper cartons 

Plastic bottles 

(PET bottles) 

Put in the designated plastic bag (clear with black letters) and dispose at the collection 

site. 

* Caps and labels are disposed as burnable garbage. Inside of plastic bottles should be 

washed and disposed in the designated bag without crushing them. 

Styrofoam 

trays 

Put in the designated plastic bag (clear with brown letters) 

* Only white Styrofoam is accepted. Please place other colors in burnable garbage. 

Unburnable 

garbage 

Put in the designated plastic bag (clear with blue letters) 

* Gas cans and spray cans should be used up fully before disposing. When degassing, 

choose an airy place without any fire.  (No need to make a hole)  

batteries 

Put in clear plastic bags and dispose at the collection site. 

* Rechargeable batteries and watch batteries should be given to shops or authorized 

dealers. 

Burnable garbage 
Put in the designated plastic bag (gray with red letters) and dispose at the collection 

site. 

Oversized garbage  

(fee charged) 

Bring them to the Kouiki Clean Center directly or make an individual appointment for 

collection (Seikatsukankyou-ka) 

 

【Contact】Shimin Seikatu-bu Seikatsu Kankyou-ka（Haikibutsutaisaku-gakari） 

☎0287-23-8706 

 

 

 

 

 



 

９ ごみ 

ごみは正しく分別し、決められた日の朝 8 時 30 分までに指定のごみステーションに出

してください。ごみの収集日は地区ごとに決められているので、生活環境課へお問い合わ

せください。 

 

●ごみの分け方と出し方 

分別の種類 ごみを出す方法 

資源ごみ 

ビン類 

ステーションに置かれている下記 3種類のコンテナへ 

・「青色のコンテナ」 …無色透明ビン 

・「茶色のコンテナ」 …茶色ビン 

・「緑色のコンテナ」 …その他のビン 

ガラス類 指定袋（緑色）によりステーションへ 

かん類 
指定袋（黄色）によりステーションへ 

※ガス缶、金属製のキャップ等は「もやせないごみ」へ 

新聞 

ひもで十字に縛り、ステーションへ 

（指定袋に入れる必要はありません） 

雑誌類 

段ボール 

紙パック 

ペットボトル 

指定袋（透明で黒字）によりステーションへ 

※キャップとラベルは「もやせるごみ」に出し、中身を洗い流してか

らつぶさずに、指定袋に入れてください。 

発泡スチロール製 

白色トレイ 

指定袋（透明で茶色字）によりステーションへ 

※白色トレイ以外の発泡スチロールは「もやせるごみ」へ 

もやせないごみ 

指定袋（透明で青字）によりステーションへ 

※ガス缶やスプレー缶は、中身を使い切ってから出してください。 

中身及びガス抜きは、火気のない屋外の風通しのよい場所で行って

ください。（穴を空ける必要はありません） 

乾電池 

透明のビニール袋によりステーションへ 

※充電式電池やボタン電池は、販売店もしくは専門業者にて処分して

ください。 

もやせるごみ 指定袋（灰色で赤字）によりステーションへ 

粗大ごみ（有料） 
「広域クリーンセンター大田原」へ直接搬入 

または予約による戸別収集（生活環境課） 

 

【問い合わせ先】市民生活部生活環境課（廃棄物対策係） ☎0287-23-8706 

 


