
もやすごみ

資源 B資源 Aもやさないごみ

その他プラ

ペットボトル

●ごみ袋に入れ、口はしっかり
くくってください。

●コンテナ収集　
コンテナ容器に直接（ごみ袋に
入れないで）入れてください。

●コンテナ収集　
袋に入れずに
直接コンテナに
入れてください。

●新聞・ダンボール・紙パック
は、それぞれひもで十字に
縛ってください。

●まとめて、ひもで十字に縛っ
て出してください。

●透明の袋に直接入れてくだ
さい。

カミソリの刃・押しピン・竹串など
小さな危険物は、厚紙に包むな
ど安全な工夫をしてください。

よく水を切って出してください。

曜日 曜日曜日 曜日 回目 曜日

回目 回目

曜日水曜日

生ごみ（台所ごみ）

しょうゆ（醤油）

ボトル類

プラマークのついているもの

家具類

敷物・寝具類

自転車

酒　類
袋・包装類

プラスチック製の外装・
ふた類・果物用ネット・
発泡スチロール等

パック・容器類

プラスチック製カップ

皮革・ゴム類・靴

カミソリの刃類・
ハンガー・かさ・灰

飲　料
（炭酸飲料・ジュース・ミネラル
ウォーター・日本茶など）

ドレッシングタイプ調味料
（食用油脂を含まないものに限る）

雑　誌
（週刊誌・月刊誌）

家電品
（家電リサイクル法対象機器を除く）

古　本
（漫画本・単行本等）

紙箱・紙袋
（菓子箱・包装紙）

チラシ・雑紙
（折込み広告紙）

古　着
（木綿・合成繊維・毛糸製等）

出す時の注意
包丁等鋭利なものや電球・蛍光灯・
ガラス片は、保護カバーや厚紙に包
むなど安全な工夫をしてください。

着用できるも
のを洗濯後、
透明または半
透明の袋に
入れて出して
ください。

出す時の注意

プラスチック類

※水銀を含む乾電池・体温計・
血圧計は、透明な袋に入れ
て、コンテナのわきに出して
ください。※市内３５ヶ所に設置している

回収ボックスもご利用ください。
詳しくはハローごみ（保存版）P16参照

※汚れた衣類・綿入りの衣類・下着
類・ぬいぐるみ（粗大ごみになら
ないもの）・布の端切れ等は、
「もやすごみ」で出してください。

窓付き封筒・ビニールコート紙・
紙コップなどのワックス加工品・
油紙・写真・防水加工紙・感熱紙・
裏カーボン紙・ノーカーボン紙

※資源化できない紙
（もやすごみで収集）

詳しい説明はハローごみ（保存版）
P10～11を参照してください。

●調味料袋や中身の残るソース
やチューブ類は「もやすごみ」
で出してください。
●商品そのものは「その他プラ」
には該当しません。

長さ………40cm以上
重さ………５㎏以上
※目安より小さいもの、軽いものでも、
粗大ごみに該当するものが、あります
ので申し込み時に確認してください。

粗大ごみとなる目安

●市が収集する場合
☎0798-33-6776

●処理センターへ
　持ち込む場合

☎0798-22-6600

搬 入日

電話受付時間

月～土曜日　8：00～15：30
（祝日を含む）

月～金曜日　9：00～19：00
（祝日を含む）
土・日曜日　９：00～17：00

新　聞

チラシは「資源
B」に出してくだ
さい。

使用済小型家電
（携帯ラジオ・目覚まし時計等）

ダンボール
（ミカン箱・家電用の箱等）

平らに伸ばし、
まとめて縛って
出してください。

紙パック
（牛乳パック・飲料パック等）

水洗いして平ら
に伸ばし、乾燥後
まとめて縛って
出してください。乾電池（水銀０使用）

金属類（フライパン・アルミ缶・
スチール缶・スプレー缶等）

陶器類（茶碗・植木鉢等）

❶キャップ・ラベルをとる。
プラスチックのキャップ・
ラベルは「その他プラ」に、
アルミキャップは「もやさな
いごみ」に出してください。

汚れがひどいものは、「もや
すごみ」に出してください。

❷中を水で洗う。
❸できるだけつぶし、袋に入
れず、コンテナに出してく
ださい。

出し方

「その他プラ」
に出して
ください。

再資源化できない紙・布類

ガラス類
（びん・コップ・電球・蛍光灯等）

プラスチック製トレイ

粗大ごみ

一度に申し込める量は、
学習机2台分程度です。

LINE申し込みは2点まで

日曜日の搬入はできません

毎週2回 毎週1回 毎月1回 毎月2回 毎週1回 毎月2回

随時受付

※14日前から持ち込み前日までに
先着順で予約受付
※当日の持ち込み受付は行いません

※先着順で予約受付
※当日の収集受付は行いません

令和4年
4月1日より
指定ごみ袋で
収集開始

LINE申し込み
市公式アカウントで
受け付けています

ごみと資源の
分け方・出し方

ごみと資源は収集当日の朝8時、
粗大ごみは朝8時30分までに
出してください。

ごみ減量化・再資源化
シンボルキャラクター
「りーくるくん」

令和4年
4月1日より
指定ごみ袋で
収集開始



新しいものに
買い換える

エアコン

テレビ

ワインセラー

洗濯機

冷蔵庫・
冷凍庫

商品を購入する店で
引き取りを依頼

買った店がわかる 現在も引き続き
営業している

引越しや販売店の廃業などで販売店がない
場合は、最寄りの販売店に引取の相談。

買った店で
引き取りを依頼

いいえ
はい

はい
はい

いいえ
販売店が

遠方で、収集が
困難な場合

●一時的多量なごみ
引越し・大掃除・
植木剪定（枝葉・生木）など

●家屋造作・廃材など
（これらは請負業者に処理を   
　  してもらってください）

●物置（1畳を超えるもの）

●事業活動に伴うごみ

❶西部総合処理センターへ持ち込み
■搬入日の14日前から前日までに先着順で受付

月～金曜日（祝日を含む）…9：00～19：00
土･日曜日……………9：00～17：00

■搬入日　月～土曜日（祝日を含む）
もやさないごみ・粗大…8：00～15：30
もやすごみ……………8：00～16：30

❷許可業者に依頼（有料）
にしのみや環境サポート協同組合

　亡くなった動物や人が亡くなられたときに使用していた衣類・寝具な
ど汚物の引き取りは、電話受付センターへ申し込んでください。委託業
者が自宅等に引き取りに伺います。

各自で直接持ち込まれる場合

亡くなった野良犬や野良猫などは無料で引き取ります

電話受付センター問

テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機を
廃棄する場合

使用済小型家電・パソコン

市では収集・処分できないごみ

市では収集しないごみ

くらしとごみの問い合わせ

亡くなった動物（犬・猫・その他小動物）などの引き取り

受付
時間

手数料

受付
時間

手数料

☎0798-26-5041

●人が亡くなられたときに使用して
いた衣類・寝具など 1000円

●人が亡くなられたときに使用して
いた衣類・寝具など 1000円

ごみ電話受付センター

ごみと資源の分け方・出し方に関すること
粗大ごみ収集申し込み ☎0798-33-6776

ごみの持ち込み ☎0798-22-6600

〈美化第2課〉
ごみステーションなどの不法投棄について

☎0798-41-6265

〈土木管理課〉
市道上の不法投棄について

☎0798-35-3639

〈美化第３課〉
し尿・浄化槽について

☎0798-33-0779

〈西部総合処理センター〉
ごみの処分・処理施設について

☎0798-22-6601

〈リサイクルプラザ〉
粗大ごみ展示・活用施設について

☎0798-22-6655

〈水路治水課〉
河川・水路について

☎0798-35-3664

〈事業系廃棄物対策課〉
事業系廃棄物について

☎0798-35-0185

〈公園緑地課〉
公園内のごみについて

☎0798-35-3611

〈市民相談課〉
市政に関する相談

☎0798-35-3100
市役所代表 ☎0798-35-3151

〈美化第3課〉☎0798-35-0017

〈環境衛生課〉

蚊・はえ・その他衛生害虫について
空き地の雑草除去・適正管理について

☎0798-35-0002

〈動物管理センター〉

ペットに関すること・犬の登録と狂犬病予防注射
飼育できない犬・猫の引き取りについて

☎0798-81-1220
リサイクル

　家電リサイクル法の対象品は、原則として粗大ごみとして
取り扱うことはできません。また、処理センターへ直接持ち込む
こともできません。販売店に依頼してください。

家電リサイクル券に関する問い合わせは
（一財）家電リサイクル券センター

直接、指定引取場所に搬入することもできます 事前に郵便局でリサイクル券（リサイクル料金）
を購入する必要があります。

廃棄する時は、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります

家電
リサイクル

法

の対象品

衣類乾燥機

●消火器

二輪車リサイクルコールセンター
●原動機付自転車・単車

☎050-3000-0727
西宮市民共済生活協同組合
山本環境整備（株）
甲南防災設備（株）
防災エンジニアリング（株）

☎0798-36-7806 ☎0120-319-640

☎0798-31-6377

☎0798-22-6600処
理
方
法

種

　類

薬局又は医療機関へ返却●在宅医療系廃棄物の注射針

榎本金庫（株）●耐火金庫 ☎078-521-4561

☎0798-23-5566
☎0798-44-5500
☎0798-23-1890
☎0798-23-0031

●月～金曜日（祝日を含む）
●土・日曜日

9:00～19:00
9:00～17:00（土・日は受付のみで引き取りはありません）

●大型犬
●犬・猫・その他小動物

3600円
1800円

●月～金曜日は8:20～16:50（祝日は16:05）までに
環境事業部庁舎2階 美化第1課へ

●土曜日は9:00～12:00、13:00～16:30までに西部総合処理センターへ
●大型犬
●犬・猫・その他小動物

1800円
900円

９時～18時
日曜・祝日を除く

指定引取場所 （株）善商　西宮市西宮浜2丁目6番

月曜日～土曜日　9時～17時
（日曜・祝祭日・年末年始・GW・盆休は除く）営業日、受付時間

〈美化企画課〉☎0798-35-8653
ごみ全般に関する相談

〈電話受付センター〉☎0798-26-5041
亡くなった動物などの収集

生活系のごみの収集全般について
〈美化第1課〉☎0798-33-4758
〈美化第2課〉☎0798-41-6265

使用済小型家電

パソコンの処理 市では収集・処理・受付は行っていません！

　市内の食品系スーパーなどの店舗・本庁・支所・公民館など35ヶ所に
設置している回収ボックスをご利用ください（※回収ボックスの投入口 
縦20cm×横35cmに入る電気や電池で動く電子機器が対象です）。
　詳しくは、ハローごみ（保存版）P16～17をご覧ください。

　PCリサイクルマークの付いたパソコンは、新たな料金
負担なくメーカーが回収・再資源化します。マークの付い
てないパソコン（自作・メーカー不明など）はパソコン3R
推進協会（　  https://www.pc3r.jp☎03-5282-7685）
が有償で回収・再資源化します。

HP

　リネットジャパン㈱（認定業者）が宅配便を活用した
個別回収を行います（インターネットのみの受付）。
　詳しくは、ハローごみ（保存版）P21をご覧ください。

国の認定業者による回収

家庭用の植木鉢やプランターの不要になった園芸土および
水路や側溝の清掃により出た土や砂の収集について

発見された方は電話受付
センターまでご連絡ください。

HP

保冷庫・
保温庫

●ごみ電話受付センター☎0798-22-6600
●ごみの持ち込みについて［一般家庭の方］
●持ち込めないごみ・現地立会調査の必要なごみ

https://www.nishi.or.jp/shitsumon/kurashi/gomi/
shisetsu/gomi-mochikomi.html 


