
【使用済天ぷら油回収の注意点】
・天かすなどの不純物はできるだけこし取って出してください。
・水気を切ったペットボトルなどの割れない容器に入れて出してください。
・植物性の食用油（賞味期限切れも可）の回収です。
　（牛脂やバターなどの固形状のものは回収不可）

・アイロン　・トースター　・ミキサー　
・ビデオデッキ　・時計　・ドライヤー　
・ゲーム機など　
・延長（電源）コード類　など

◆付属する電池は可能であれば取り外して有害ごみへ
◆単体製品の延長（電源）コード類は1m以下に切る。
　※家電製品に付属するコードは切らなくても可

市内店舗等に設置している「小型家電回収ボックス」の
積極的な利用をお願いします。（右記参照）

毎週２回

曜日

時　　  　分までに集積所へ

●今治市指定ごみ袋（黄色）に入れる
●各地区で決められた時間までに出す
●資源・有害・危険ごみ（P.❺～❽）は入れない
●「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」両方の
　材質を含むごみは、分別して出す
　※迷った場合は燃やせないごみへ（P.❹）
●袋に入らない大きさのもの
●１枚の袋で破れる重さのもの

台所ごみ 衛生面で燃やしたほうが良いもの
●紙おむつ・ペット砂
◆汚物はトイレに流すなどして
　取り除いて出すこと！
●飲み薬（錠剤・カプセル等）・貼り薬など
◆飲み薬の包装シートは次のとおり分別！

マークあり→プラスチック製容器包装
マークなし→燃やせるごみ

資源に出せない燃やせるもの
●紙類（汚れが落ちない・取れない紙類含む）
・紙くず　・紙皿などの防水紙　・感熱紙　・写真
・内側が銀色または緑色の紙パック
・はさみ等で切り刻んだもの　・においの付いた箱　など
●布類
・座布団　・ぬいぐるみ　・カーテン　・わたが入った衣類（はんてんなど）
・使用済の下着　・毛糸類（セーターのみ資源）など
◆カーテンなどの大きなものは折り畳んでひもで縛って袋に入れる
●ペットボトル・トレイ類（汚れが落ちないもの）
・水洗いしても油汚れ等が落ちないペットボトルや白色・着色トレイ
◆汚れが簡単に落ちるものは資源で出してください。

革製品類

使用済み天ぷら油回収場所一覧
小型家電回収ボックスについて

区分 設置場所 所在地・電話番号 回収時間 区分 設置場所 所在地・電話番号 回収時間

公共

公共

民間

今治エコステーション

大島中継センター
伯方中継センター
大三島中継センター
波止浜公民館
鳥生公民館
富田公民館
桜井公民館
日吉公民館
近見公民館
乃万公民館
朝倉支所
玉川支所
吉海支所

町谷甲475-1（P.14）

宮窪町宮窪6533
伯方町木浦甲2291
大三島町宮浦1805
地堀1丁目3-47
土橋町1-8-4
上徳甲393-3
桜井3丁目6-8
末広町4-6-2
湊町1-1-39
延喜甲237-5
朝倉北甲397
玉川町三反地甲10-1
吉海町八幡137

開館時間中
開館時間中
開館時間中
開館時間中
開館時間中
随時

開館時間中
開館時間中
開館時間中
開館時間中
随時

開庁時間中
開庁時間中

開庁時間中
開庁時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中
営業時間中

上浦支所
関前支所
愛媛銀行旭町支店
愛媛銀行今治支店
愛媛銀行今治東支店
愛媛銀行菊間支店
愛媛銀行ときわ支店
愛媛銀行日高支店
愛媛銀行波止浜支店
DCMダイキ今治店
DCMダイキ喜田村店
DCMダイキ近見店
コープ今治店
コープ喜田村店
業務スーパー今治店

区　域 設置場所 所在地・電話番号 回収時間

陸地部

別宮町9丁目1-27
TEL：0898-32-7880

9時～18時
（日曜日のみ）

町谷甲475-1
TEL：0898-47-5374

9時～16時
（月～金※祝日及び1月1日～3日を除く）

片山3丁目10-33
TEL：0898-32-4270 営業時間中

営業時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

開館時間中

営業時間中

開館時間中

開館時間中

営業時間中

開館時間中

国分4丁目1-30
TEL：0898-48-5003
朝倉北甲393
TEL：0898-56-2024
玉川町三反地甲10-1
TEL：0898-55-2701
波方町樋口甲253
TEL：0898-41-7111

大　島

大三島

大西町宮脇甲506-1
TEL：0898-53-3500
菊間町浜840
TEL：0898-54-5310
地堀1丁目3-47
TEL：0898-41-9012
湊町1丁目1-39
TEL：0898-32-3258
末広町4丁目6-2
TEL：0898-33-0534
延喜甲237-5
TEL：0898-32-0001
土橋町1丁目8-42
TEL：0898-32-3256
郷六ヶ内町2丁目2-7
TEL：0898-22-8041
小泉4丁目11-28
TEL：0898-32-0074
四村93-2
TEL：0898-32-0073
上徳甲393-3
TEL：0898-48-5175
吉海町名32
TEL：0897-84-4200
宮窪町宮窪2669
TEL：0897-86-3238
伯方町木浦甲1234
TEL：0897-72-1500伯方島

上浦町井口6656
TEL：0897-87-2015
大三島町宮浦5708
TEL：0897-82-0500

TEL：0898-47-5374

TEL：0897-86-2155
TEL：0897-72-1510
TEL：0897-82-0722
TEL：0898-41-9012
TEL：0898-32-3256
TEL：0898-48-5175
TEL：0898-48-0001
TEL：0898-33-0534
TEL：0898-32-3258
TEL：0898-32-0001
TEL：0898-56-2500
TEL：0898-55-2211
TEL：0897-84-2111

上浦町井口6605
関前岡村甲732
旭町4丁目1-2
大正町1丁目2-10
喜田村1丁目5-10
菊間町浜689
常盤町5丁目5-33
小泉4丁目6-54
地堀1-2-1
小泉3丁目2-8
喜田村3丁目2-1
大新田町5丁目4-45
馬越町4-9-5
喜田村3-1-33
北高下町1-3-25

TEL：0897-87-3000
TEL：0897-88-2111
TEL：0898-32-6088
TEL：0898-32-4470
TEL：0898-47-2541
TEL：0898-54-3550
TEL：0898-23-2260
TEL：0898-23-5488
TEL：0898-41-9500
TEL：0898-31-5688
TEL：0898-47-5010
TEL：0898-25-2345
TEL：0120-605-477
TEL：0120-804-744
TEL：0898-34-3512

●革製の衣類・カバン・ベルトなど
◆付属金属はできる限り取り外して燃やせないごみへ

草・せん定枝・木製品類など
●草・せん定枝など
・庭の草　・落ち葉　・せん定枝
◆草は土を落としてください
◆せん定枝は50cm以下に切る（枝の太さ条件もあります）
枝の太さ条件⇒　枯木⇒直径10cm以下
　　　　　　　　生木⇒直径５cm以下

●木製品類
・木製の置物　・竹串
・角材（出せる太さ、長さの条件は
せん定枝と同じです）

●今治市指定ごみ袋（緑色）に入れる
●各地区で決められた時間までに出す
●資源・有害・危険ごみ（P.❺～❽）は入れない
●市が処理できないものは出さない（P.12)
●袋に入らない大きさのもの
●１枚の袋で破れる重さのもの

金属類・ガラス製品・陶磁器類

｝粗大ごみへ（P.❾.10）

｝粗大ごみへ（P.❾.10）

●金属類
・鍋　・フライパン　・包丁　・アルミ箔　・傘 など
※傘に限っては指定ごみ袋からはみ出ても可
●ガラス製品
・ガラス製品　・ガラスくず（破片） など
●陶磁器類
・花瓶　・食器類 など

鋭利なもの（刃）や割れたものを出すときは、
紙などに包み「刃物」・「われもの」と書いて
指定ごみ袋に入れてください。

指定ごみ袋に充電式電池（リチウムイオン電池など）が内
臓されている電気製品は、絶対に入れないでください。

　小型家電には、金・銀・銅・鉄・アルミ
などの貴重な金属が含まれており、こ
れらの金属はさまざまな製品（自動車
や家電等）に生まれ変わります。

　詳細は、「家庭ごみの分別早見表」
でご確認の上、以下の回収ボックスへ
お出しください。

スプレー缶、カセットボンベ、ライターは危険ごみです！
燃やせないごみでは出せませんのでご注意ください。

小型家電製品類

ゴム製品・プラスチック製品など
●ゴム製品
・スニーカー　・ゴム製スリッパ
・ゴム手袋　・ホース　・ゴムマットなど
◆ゴムマット等の大きなものは、
　折り畳んでひもで縛って袋に入れる
◆ホース等の長いものは１ｍ以下に切って袋に入れる
●プラマーク表示がないプラスチック製品
・洗面器　・CD、DVD、BD（ケース含む）・歯ブラシ　など
●その他
・保冷剤　・乾燥剤　・使い捨てカイロ（使用済みのもの）　など

資源に出せないびん類・缶類
●飲食用・化粧用で次の状態のびん類・缶類
・割れているびん類
・油汚れ（錆び含む）等が落ちないびん類・缶類
　（一斗缶含む）
◆中身が入った状態では出さないでください。
◆割れたものは紙などに包み「われもの」と書いて
指定ごみ袋に入れてください。

●その他
・飲食用以外の一斗缶（中身は出してください）

要注意

要注意

共通注意

共通注意

燃やせるごみの出し方 燃やせないごみの出し方

●生ごみ
調理や飲食で出た生ごみ、貝殻など
◆生ごみは、しっかりと水切りを！

●食用油
紙や布にしみこませるか、凝固剤で固める
※市内店舗等の「使用済み天ぷら油回収」も
　ご利用ください（上記参照）

１度に３袋まで！

縦15cm×横25cm
小型家電に限ります。

回収ボックス投入口
【対象物】

食品ロスの削減をお願いします

もやせるごみ
今治市

もやせ
ないご

み

今治市

今治エコステーション

Aコープいまばり愛彩

ハードオフ今治片山店

よろずや

朝倉公民館

玉川公民館

波方公民館

大西公民館

菊間公民館

波止浜公民館

近見公民館

日吉公民館

乃万公民館

鳥生公民館

立花カルチャーセンター

日高公民館

清水公民館

富田公民館

ファッションパークヒラタ

宮窪公民館

伯方公民館

（有）越智巧商店

大三島公民館

毎週２回

曜日

時　　  　分までに集積所へ

9時～16時（月～金※祝日
及び1月1日～3日を除く）

❸ ❹


