
市民環境部 廃棄物対策課 

家庭系ごみ分別等説明会 
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【もやせるごみ量】 

ご協力ありがとう
ございます！ 

分別の効果が 
表れています。 

【もやせるごみ・雑誌類＋プラごみ（月別）】 
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雑誌類 

プラごみ 

【雑誌類・プラごみ回収量】 

 昨年の説明会等で分別のお願いをしたところ、みなさんのご協力で
「もやせるごみ」が減少し、「雑誌・プラ」の回収量が増加しました。 

ごみ量の変化 

もやせるごみ  

資源ごみ  
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 風で飛ばされないようにするため、以下の点に注意してください。 

 １ 網に入れる前に、中のプラごみをしっかりと押し込む。 

 ２ 網の中がいっぱいになり過ぎる前に口を縛る。 

 青色の網が足りない場合は、網目の細かい黒色の網を 

  使用してください。 

 

 

 収集日を月２回から隔週に変更しました。 

 資源ごみを店頭回収している市内小売店等を田原市HPで紹介しています。 

【収集日の見直し】 

【回収店舗情報の提供】 

【プラごみを出すときのお願い】 

縛り方の例 

プラスチック容器類の回収について 

 分別をしたら、プラごみの置場がなくなっちゃった！ 

 ごみ出しに行ったら、網が足りなかった・・・。 



有料化指定ごみ袋について 
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 現在の指定ごみ袋が使用できるのは、平成３０年１月３１日までで
す。 
 有料化指定ごみ袋は平成２９年１１月頃から、田原市に登録をした
小売店などで販売を開始します。 

 平成２９年１１月頃から販売（使用可能） 

 水色半透明の手提げ型 

 販売店は田原市HP又は店頭で確認 

 地区名等を記載することができる 

【有料化指定ごみ袋】 

【現在の指定ごみ袋】 
 平成３０年１月３１日まで使用可能 

 残った指定袋は「布類」等を出す際に使用可能 

 多量に残った指定袋は平成３０年１月頃から有料
化指定ごみ袋と交換を開始 

※ 交換場所や枚数は改めてお知らせします 
自治会名 

地区名を記入することで、他の
地域からの持ち込みも減るの
ね。記入については、各自治会
のルールにしたがってね。 

ごみ袋の新デザイン 



家庭系ごみ有料化の概要 
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有料化指定ごみ袋 

４５リットル ２２５円 

３０リットル １５０円 

２０リットル １００円 

１０リットル ５０円 

１冊１０枚入りの金額（手数料） 
現在の指定ごみ袋 

（45リットル） 
有料化指定ごみ袋 

（30リットル） 
有料化指定ごみ袋 

（20リットル） 

新 

新 

減量 
するほど 

オトク！ 

 ごみの減量目標を平成３２年度に設定 

 達成できなかった場合は手数料が２倍 

【手数料の金額】 

【目標の設定】 

Ｈ３２ 

目標値 
430ｇ 

Ｈ２７ 

600 

300 

0 

【１人１日あたりのごみ量】 

 有料化によりごみ袋の金額は上がりますが、分別・減量をすることで
費用負担が軽減されます。 
 平成３２年度の目標値を達成できない場合、手数料が２倍になります。 

分別すると、 
負担はほぼ同じだ！ 

へ減らそう･･･ さらに減量すると、 
お得になるね！ 



有料化の対象となるごみ 

  分別区分の変更は 

 平成３０年２月１日 
                からです 

 昨年の説明会の意見を参考に、割れガラス・陶器類を有料化の対
象から外しました。また、もやせないごみを細分化し、こわすごみを
有料化の対象とします。 

【有料化の対象】 
【現在】 【有料化導入後】 

有料化の対象とする 

「もやせないごみ」を細
分化し、分別を分かり
やすくする 

有料化の対象から外す 



「資源ごみ類」、「埋めるごみ」の出し方 

6 

 現在の「もやせないごみ」を細分化し、分別区分を明確にしました。
分別区分ごとにコンテナ等を設置しますので、袋に入れずに直接、コ
ンテナ等に入れるようにお願いします。 

ごみの種類 ごみの例 注意点 回収 

空缶 
飲食類の缶 
スプレー缶など 

スプレー缶は穴を開けずに
別のコンテナ（名札付）へ 

   電化製品類 
廃家電、電池式おもちゃ 

時計など電池・電気を使うもの 
家電４品目（テレビ・冷蔵
庫・洗濯機・エアコン）は× 

  発泡 
  スチロール 

発泡スチロール 白色の網袋に入れる 

有害ごみ 
蛍光灯、電球、電池 
鏡、水銀入り体温計 

電池はボタン電池など、 
すべての電池を出せる 

小物金属 
調理器具、傘 
金属の蓋など 

金属が主体で分解できな
いもの 

  埋めるごみ 
割れたびん、陶器類 

ガラスくず、ライターなど 
割れていないびんはガラス
びんへ 

【ごみの種類と出し方の注意点】 

新 

新 

変 



ごみのサイズで分別区分が変わります 
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分別区分 具体的なごみの例 

もやせるごみ 
30cm以下 

ごみステーションへ 

こわすごみ 
30～50cm程度 
（袋に収まる） 

ごみステーションへ 

粗大ごみ 
50cmより大きい 

（袋に収まらない） 

各資源化センターへ 

 プラスチック製品などの燃える素材（資源ごみを除く）
は、ごみのサイズによって出し方が代わるのね！ 

30ｃｍ 

50ｃｍ 

サイズ 



「もやせるごみ」の出し方 
 「もやせるごみ」は３０ｃｍ以下の燃えるもの（資源ごみを除く）が対
象となります。これより大きいものは、炭生館で処理をする際、機械
に引っ掛かるなどにより、故障の原因となります。 

運動靴 

生ごみ 

小型のぬいぐるみ 
 マークがない 

プラスチック製品 

革製品・靴・かばん 

 大きさが３０ｃｍ以下の燃えるもの（資源
ごみを除く）。 

①できるだけ汚物等を取り除く 

②透明もしくは半透明の袋に入れる 
 （現在の指定ごみ袋の使用ＯＫ） 

③もやせるごみのごみステー ションに 
  出す 

【紙おむつ等の出し方】 もやせるごみの対象 

 プラスチック製品を燃やすと発生するダイ
オキシンは炭生館で無害化処理していま
す。 

少し大きいものを出したいとき 
 プラスチック製品やゴム製品などの細かく

できるものは、３０ｃｍ以下にすることで、も
やせるごみとして出すことができます。 

子ども用おもちゃ 



「こわすごみ」の対象 
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◆ 破砕        ◆ 切断  

 

 

 

 
◆ 分解            

 

 

 「こわすごみ」は革製品、ゴム製品などの燃える素材（資源ごみを
除く）でできたもので、東部資源化センターで破砕・切断等して、最終
的には「もやせるごみ」として、炭生館で処理しています。 

ごみステーションで収集された「こわすごみ」 

細かくしたものは「もやせるごみ」
として、炭生館で処理しています 

【東部資源化センター】 【炭生館】 

分解してま～す！ 



「こわすごみ」のサイズ 
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最大サイズは４５リットルの有料化指定ごみ袋に収まるもの 
  （袋に収まれば、３０リットル以下の袋も使用可能） 
「袋に収まる」とは、取手を縛ることができて、はみ出さない 

 「こわすごみ」のサイズは原則３０ｃｍより大きいのもので、有料化
指定ごみ袋に収まるものが対象となります。 

【注意点】 
必ず、有料化指定ごみ袋に入れて、袋ごと出してください 
工具等を使用せずに分解できるもの（カラーボックスなど）は、 
  分解してください 
 （分解に工具等が必要なものは、本体のサイズで判断してください） 
金属が主体で、回収コンテナに収まるのものは「小物金属」として

出してください 
袋が縛れない、はみ出している場合は「粗大ごみ」となります 

【「こわすごみ」のサイズ】 
３０ｃｍより大きく概ね５０ｃｍで、有料化指定ごみ袋に収まる 



「粗大ごみ」の出し方 
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 「粗大ごみ」は、燃える素材のもので、最大限、広げた状態で４５
リットルの有料化指定ごみ袋に収まりきらないものや、資源ごみのう
ちコンテナに収まらないものです。 

 ごみステーションでの回収は行っていないため、各資源化センター
へ直接搬入していただきます。 

布 団 

はんてん 

自転車・三輪車 

じゅうたん、玄関マット 

 広げた状態で４５リットルの有料化指定ごみ
袋に収まりきらないサイズのもの。 

 玄関マットやはんてんなど、折りたたむこと
により有料化指定ごみ袋に収まるものは、「こ
わすごみ」として、ごみステーションに出すこと
ができます（袋に入れて出してください）。 

折りたたんで袋に収まればOK！ 

粗大ごみの対象 こわすごみとして出せる場合 



ごみ収集日 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

もやせるごみ（週２回） 

紙類・布類（月１回） 

資源ごみ類・埋めるごみ（月１回） 

プラ・ペット・トレイ（隔週） 

ガラスびん（月１回） 

こわすごみ（月１回） 

 分別区分の変更等に伴い、ごみ収集日が変更されます。 

 なお、「資源ごみ類」、「埋めるごみ」、「こわすごみ」は、現在の「も
やせないごみ」のごみステーションで回収します。 

【有料化導入後のごみカレンダー（例）】 



ごみダイエット大作戦！ 
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しっかり水切り 生ごみ処理機の活用 
買い過ぎない・作り過ぎない 

食べ残さない 

 昨年の説明会において、もやせるごみを減らすための作戦をお伝
えしました。「生ごみ」と「紙類」を減らす作戦がこちらです。 

 ティッシュペーパー    

 レシート（感熱紙） 

 汚れがひどいもの 

 ビニールがついているもの 

 酒パックなど内側が銀色のもの 

 写真   

 カーボン紙 

 臭いが強いもの 

生ごみは水切りで減量 

雑がみの分別 

【紙袋に入れて雑誌と一緒に出す】 【雑がみとして回収できないもの】 



ごみダイエット大作戦！ 
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プラスチック容器類 

 昨年の説明会において、もやせるごみを減らすための作戦をお伝
えしました。「プラスチック容器類」を減らす作戦がこちらです。 

弁当の空き容器などは、 
軽くすすいで資源ごみへ 

お菓子の袋などを分別して、
積極的に回収！ 

カップ・トレイ類 

プランター プラスチック棚 

このマークが 
目印です！ 

ボトル類 

 平成３０年２月から 
  ラベルをはがしてから出す 

【ペットボトルの出し方が変わります】 
ペットボトルのリサイクルをしている「容器包装リサイ
クル協会」から、今後、ラベルをはがしての回収をお
願いします。 

 ラベルの積極回収   回収できる？できない？ 



ごみ分別アプリのサービス 
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紙ごみやプラごみを出し忘れちゃうことがあるわ！ 

 収集日カレンダー 
 （※アラーム付） 

 分別区分検索 

 インフォメーション 

 アプリストア（Google 
playやApp store）から
「さんあ～る」を検索して
ダウンロードしてくださ
い。 

QRコードからでもＯＫ！ 

Google play  App store 

１ 
 アプリを起動させ、新規
登録を選択します。 

２ 

 田原市版トップ画面の右
上のアイコン（メニュー）
を選択します。 

５   利用者通知設定の当日
通知無しのボタンを右に
すると、通知時間などの
設定ができます。 

７ 
 メニュー画面の設定を選
択します。 

６ 
 自治体選択で田原市を
選択し、地区選択でお
住まいの地区を選択し
ます。 

４ 

お住まいの
地区を選択 

【主な機能】  都道府県選択で愛知
県を選択します。 

３ 
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ごみ減量に御協力ください 



お問い合わせ 

市役所 廃棄物対策課 
ＴＥＬ ２３－３５３８ 


