
回収品目
及び
出し方

•�新聞紙（折り込みチラシも混ぜて可）ひもで束ねるか、新聞入れ袋
（レジ袋）で出す。（ホチキス綴じの雑誌と混合可能）
•�雑誌（種類毎の分別不要）ひもで束ねて出す。
　（ホチキス綴じとノリ綴じを分けて束ねる）
•�紙パック（牛乳・ジュース等）洗って乾燥させ、ひもで束ねて出す。
　（パックの内側にアルミが貼ってある紙パックは燃やせるごみへ）

•�ビン類（ビール瓶・茶色の一升瓶・コーラ瓶・サ
イダー瓶）蓋をはずし、中身のみえる袋に入れて
出す。一升瓶は茶色のみ回収します。

•�段ボール類・厚紙類　ひもで束ねて出す。
　（トイレットペーパーの芯等はレジ袋にまとめて）

•空き缶（アルミ・スチール）
�つぶさずにアルミ缶とスチール缶を分別して、透
明もしくは半透明の袋に入れて出す。

•ビールビンケース
そのまま出す。

■令和元年度から段ボール類及び空缶等の回収も一緒に実施しています。　■ビン類は破損してないもので、一升瓶は茶色のみの回収になります。　■集団資源回収は、町のごみシールは貼らないでください。

回　収　日　（９時～１２時の間に回収します）
・４月… ６日（火） ・７月… 6日（火） ・10月… 5日（火）
・５月… ６日（木） ・８月… 3日（火） ・11月… 2日（火）
・６月… 1日（火） ・９月… 7日（火） ・12月… 7日（火）
地�区�名 回　収　指　定　場　所
松　浦 〇松浦橋付近　〇旧沢田ムツ宅前　〇松村勝廣宅前

吉　野 〇吉野母と子の家跡　〇三鹿慶蔵宅前　〇人見坂バス停前

館崎２・３ 〇松谷貞明宅前　〇酒井俊忠宅前　〇館崎生活館前　〇酒井彦一宅前

館崎１ 〇川合正子宅前　〇旧吉岡支所前　〇田治孝二郎宅前（段ボール回収無）

吉岡３ 〇美山団地前ごみ置き場前　〇美山団地赤レンガ前
〇吉岡総合センター前

吉岡２ 〇棟方シズエ宅車庫前（段ボール回収無）
〇塚本理容院横空き地　〇竜川千尋宅前　〇西田謙一宅の角

吉岡１ 〇旧米谷美容院前空き地　〇吉岡八幡神社前
〇山木富貴子宅横空き地

豊　浜 〇小間征明宅前　〇小間キチ宅横の空き地　〇武田美香宅前空地

宮　歌 〇宮歌・豊浜町内会館前　〇旧宮歌生活館前　〇中山和夫宅前
〇ペンション鶴前　〇金谷隆明宅前

白　符 〇白符ふれあいセンター前　〇笈川和明宅横空地
〇白符バス停前（山側）　〇旧永井重信宅前

回　収　日　（９時～１２時の間に回収します）
・４月…13日（火） ・７月…13日（火） ・10月…12日（火）
・５月…11日（火） ・８月…10日（火） ・11月… 9日（火）
・６月… 8日（火） ・９月…14日（火） ・12月…14日（火）
地�区�名 回　収　指　定　場　所
日向２ 〇慕舞バス停横　〇旧藤山昭宅前　〇斉藤信子宅前

日向１ 〇金沢牛乳店店向い空き地　〇旧横内俊悦宅前　〇住吉　正宅前

日向３ 〇旧藤谷正勝宅前　〇出羽正機宅前　〇花田ゆみ宅前
〇西川昌実宅横消火栓前

福島４ 〇旧黒竹商店前　〇稲村義雄宅前　〇桜樹前　〇鎌田梅子宅前
〇湯淺章宅前

福島３ 〇西田商店横　〇たんぽぽ付近　〇インテリア小笠原前
〇水島孝宅横

福島２ 〇旧川村食堂横　〇居酒屋「留」横　〇山崎ハイヤー車庫前
〇大坂屋昌輝宅横歩道

福島１ 〇旧高橋時計店前　〇稲村商店横　〇住吉勝美宅前

館　古 〇吉村次郎宅前　〇山田里子宅前　〇町内会倉庫前
〇成田一榮宅前

月崎１ 〇浜中母と子の家前　〇タイヤ公園跡　〇海峡横綱ビーチ管理棟塩釜側

月崎２ 〇旧中塚喜弘宅向い歩道　〇石岡大志宅向い歩道　〇住吉ミワ宅前

回　収　日　（９時～１２時の間に回収します）
・４月… 20日（火） ・７月… 20日（火） ・10月… 19日（火）
・５月… 18日（火） ・８月… 17日（火） ・11月… 16日（火）
・６月… 15日（火） ・９月… 21日（火） ・12月… 21日（火）
地�区�名 回　収　指　定　場　所
丸　山 〇丸山地区会館前　〇三上智明宅前空き地　〇旧阿部達也前

塩　釜 〇鳴海房雄宅前　〇旧花田義明宅前　〇船橋ソマ宅空き地

浦　和 〇板橋前　〇佐藤勝政宅前

岩　部 〇岩部地区交流センター前

緑　町 〇上嶋照子宅前　〇馬躰一廣宅前　〇平野石油前　〇緑橋附近

新栄町 〇旧学校給食センター前の車庫（向かって左側）
〇新栄町会館前　〇松岡建業前　〇旧大日向章宅前

三岳１
〇土門敏克宅前　〇後藤暁子宅前　〇三岳母と子の家前
〇ローソン三岳店前空き地　〇中塚和子宅前
〇杉村秀作宅前　〇山岸　弘宅前　〇リカーショップ吉田前

三岳２ 〇菅藤清三郎宅前　〇旧松林商店前　〇旧佐藤商店前　〇中  一男宅前

千　軒 〇小池俊康宅前　〇千軒そばの前　〇茶森美津雄宅前
〇旧千軒駅前空き地

■お問い合わせ先■　町民課　電話４７－４６８１（直通）

◇　町 内 会 に よ る 集 団 資 源 回 収 に つ い て（４月から１２月まで）　◇

™生ごみ（十分に水切りしてから出す）
™紙類　™木くず（３０㎝以内）
™マヨネーズ等の容器
　（中を洗った場合は資源ごみへ）
™貝殻類　™ゴム・革類
™布・繊維　™プラスチック類
™発泡スチロール（袋に入らないものは粗大ゴミへ）
™その他（紙おむつ・生理用品・ペットのふんと砂）

（青色の袋　20㍑・３０㍑・４５㍑）燃やせるごみ

™金属類　™ガラス類　™陶器類
　※スプレー缶は必ず穴をあける
　※割れたガラス、刃物等は紙等に包み袋に入れる

（黄色の袋　３０㍑・４５㍑）燃えないごみ
お菓子お菓子

※電池は
　まとめて
　指定の袋に
　入れる

電池回収袋

資源ごみ（ビン・ペットボトル）
（オレンジ色の袋　30㍑・45㍑）

※中をすすぎ、必ずキャップをはずす
※汚れたビンは燃えないごみへ
※汚れたペットボトルは燃やせるごみへ
※ビール瓶・一升瓶はなるべく集団資源回収へ

™空きビン
™ペットボトル
  （　　のみ）

※ペットボトルは
ラベルをはがす

※中をすすぐ
※缶はつぶさないで
※汚れた缶は燃えないごみへ

※空き缶はなるべく集団資源回収へ

™アルミ缶（　　）
™スチール缶（　　）

資源ごみ（空き缶）（緑色の袋　３０㍑・４５㍑）

資源ごみ（その他プラスチック類）
（無色の袋　３０㍑・４５㍑）

※中身をすすぐ　※汚れたものは燃やせるごみへ

™洗剤・シャンプー等の容器（ポンプ式のふたのスプリング部分は燃やせるゴミへ）
™卵のパック　™カップ麺のカップ　™白色トレイ など（   　）

白色トレイ

資源ごみ（紙類）（束ねて、ごみ処理券（シール）を貼る）

※新聞・雑誌類は
　なるべく集団資源回収へ

™飲用紙パック（　　）
™ダンボール類（　　）
™新聞（チラシを含んでも可）
™雑誌
™その他紙
　（紙箱・包装紙・紙袋等）（　　）

（粗大ごみ処理券（シール）を貼る）粗大ごみ
可燃

™机　™椅子　™タンス　™畳　™ジュータン　™布団
™衣類（キルティングの入ったもの・コート・背広） ™石油ストーブ　™自転車　™掃除機　™トタン

不燃

地　区
松浦・吉野・館崎・吉岡
豊浜・上町・本町・館古

吉田町・桧倉
美山・川原町・千軒

宮歌・白符・日向
緑町・新栄町・月崎
浦和・日出・岩部

塩釜・丸山団地・三岳

時　刻 8：00〜12：00 13：00〜16：00 8：00〜12：00 13：00〜16：00
燃やせる
ご　み 毎週火・金曜日（祝祭日も収集します） 毎週月・木曜日（祝祭日も収集します）

プラスチック 毎週火曜日（祝祭日を除く） 毎週木曜日（祝祭日を除く）紙　類
ビ　ン

ペットボトル
4月… 14・28日 8月… 11・25日 12月… 8・22日 4月… 7・21日 8月… 4・18日 12月…1・15・29日
5月… 19日 9月… 8・22日 1月… 12・26日 5月… 12・26日 9月…1・15・29日 1月… 19日

空き缶 6月…2・16・30日 10月… 6・20日 2月… 9日 6月… 9・23日 10月… 13・27日 2月… 2・16日燃えない
ご　み 7月… 14・28日 11月… 10・24日 3月…2・16・30日 7月… 7・21日 11月… 17日 3月… 9・23日

時
　
刻

８時〜12時 上町・本町・吉田町
館古・桧倉

緑町・新栄町・月崎
浦和・日出・岩部

松浦・吉野・館崎
吉岡・豊浜 宮歌・白符・日向

13時〜16時 川原町・千軒 塩釜・丸山団地 美山 三岳

粗
大
ご
み

4月… 9・23日 10月… 18日 4月… 2・16・30日 10月… 4日 4月… 12・26日 10月… 25日 4月… 5・19日 10月… 11日
5月…10・24日 11月… 15日 5月… 17・31日 11月… 1・29日 5月… 14・28日 11月… 22日 5月… 7・21日 11月… 8日
6月… 14日 12月… 13日 6月… 28日 12月… 27日 6月… 21日 12月… 20日 6月… 7日 12月… 6日
7月… 12日 1月… 24日 7月… 26日 1月… — 7月… 19日 1月… 31日 7月… 5日 1月… 17日
8月… 16日 2月… 21日 8月… 30日 2月… 7日 8月… 23日 2月… 28日 8月… 2日 2月… 14日
9月… 13日 3月… 28日 9月… — 3月… 7日 9月… 27日 3月… — 9月… 6日 3月… 14日

令和３年度 福島町（ごみ・集団資源回収）分別収集カレンダー
◇ 収 集 日 程（臨時に変更する場合があります。）� ごみの減量化に協力願います◇

●お盆時期の収集� ８月１３日（金）は午後の収集地区も午前中に収集します。
●年末年始の収集� １２月３０日（木）は午後の収集地区も午前中に収集します。
� また、１月６日（木）からは通常どおり収集を行います。
◉�電池回収袋（乾電池・ボタン電池・水銀体温計を入れる）が必要な場合は、役場町民課にお問い
合わせください。
　�なお、電池回収袋がない場合は、レジ袋の代用も可能ですが、その際は「電池」である旨を
明記してください。

◎町指定ごみ袋及びごみ処理券は、町内各取扱所（商店等）で購入してください。
・町指定ごみ袋（１０枚入）
　２０㍑入り２５０円（税込）　　３０㍑入り３５０円（税込）　　４５㍑入り５００円（税込）
・�ごみ処理券１シート（５枚１組）（町の収集車で収集する紙類については、シールを必ず貼る）
　１７５円（税込）です。
・粗大ごみ処理券１シート（５枚１組）（粗大ごみの種類と出し方表に従い、規定のシール数を必ず貼る）
　１７５円（税込）です。

◉収集でき
　ないもの

•テレビ・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン…電気店に相談して下さい。• LPガスボンベ・タイヤ・消火器…販売店に相談して下さい。
•漁業用網・焼却灰・土・砂・石膏ボード・バイク・各種機械・自動車の各種部品・危険物・劇薬類・感染性医療廃棄物


