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・祝日も収集しています。
（ただし、土曜・日曜、1月1日～3日は収集しません。）
・災害などで収集できない場合があります。
台風の時は、次回の収集日にごみを出すよう
ご協力をお願いします。
・一世帯で一度に出せる量は6点までです。

(守らない場合、収集できません。)

そ大ごみ、ごみ置き場、
不法投棄、ごみの分別について

もやすごみ、もやさないごみ、
そ大ごみ、一時多量ごみ

資源化物、草木の受付、
スプリング入りマットレス・ソファー

ごみの分別、許可業者について 環境政策課

DVD、ビニール、おもちゃ、
プラスチック容器、洗剤容器など

小さなファスナー、金具を含む
水分を切って、ごみ減量と猫・
カラス対策を。

リタ
ーナブルびん

な

んども付ける容

器

自転車
（電動はバッテリーを外す）、
ゴルフセット、
ベビーカー

対応を
お願いします。

（種類ごとに透明・半透明の袋にいれてください。） （種類ごとに分けて、ひもでしばってください。）紙・布

雨の日には出さないで！

生ごみは・・・
ギュッとしぼって、
ごみ袋の真ん中へ！

（小型電化製品とその他のもやさないごみは袋を分けてください）

かん・びん
ペットボトル

●2,600円 1,940円

1,270円

ひもでしばって

キャップ・ラベルキャップ・ラベルは
「もやすごみ」へ

ビニール袋や新聞社が配布している紙袋など

包装紙、プリント、
ポスター、
パンフレットなど
小さな雑がみは、
飛び散らないよう大きな封筒などに
入れてください。

には入れないでください。

コルク・プラキャップは「もやすごみ」へ
金属製キャップは「かん」へ

このチラシを10言語で読むことができます。Ｃａｔａｌｏｇ　Ｐｏｃｋｅｔ（カタポケ）
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●主に飲食用で、
　１辺20㎝未満の金属缶
●主に飲食用で、
　１辺20㎝未満の金属缶

スプレー缶は中身を必ず使い
切ってください。
スプレー缶は中身を必ず使い
切ってください。

中はすすいで、つぶしてください。中はすすいで、つぶしてください。

草木を直接持ち込む場合

そ大ごみは事前申込制です

携帯電話・パソコンからの
お申し込みも可能です。

取扱店舗一覧

※迷惑メール対策の設定等で仮受付のメール
　が届かない場合は、設定を変更するか、お電
　話でお問い合わせください。
●お申し込み時に、収集日と受付番号をお知ら
　せします。
　（収集までに10日前後かかることがあります。）
●一世帯で一度に出せる量は６点までです。
●直接持込については、那覇・南風原クリーン
　センター（098-882-6701）へお問い合わせ
　ください。
●家電４品目は、受付できません。
●そ大ごみ処理券は、スーパー・コンビニなど
　で購入できます。
●スプリング製品の処理券
　（適正処理困難物処理券）
　は、取扱店舗で購入できます。

必ずしばって
ください

必ずしばって
ください

必ずしばって
ください

次のものは市で受け入れできません

裏面をご覧ください。

処分方法については、
環境政策課へお問い合わせください。

※自作パソコンなど製造メーカー
　がないパソコンについても、
　リサイクルの対象となります。

＜紙類を出すときの注意点＞
●窓付き封筒のセロハン部分、ティッシュ
　箱のビニール部分は取る
●紙や袋には入れず、テープで巻かない
●資源化できない紙類は「もやすごみ」へ
　例)紙コップ、伝票、レシート、写真、
　　 汚れた紙、シュレッダーした紙など

下記のものなどはごみ処理施設や収集車を
破損させる可能性があるため、そ大ごみとし
て収集します。

再生可能な衣類・
タオル・シーツ等は
「資源化物（布）」へ

充電式電池・ボタン電池は回収協力店へ！充電式電池・ボタン電池は回収協力店へ！

充電式電池
3つの矢印の「リサイクル
マーク」が目印！

ボタン電池
型式番号「SR、PR、LR]や
形状が目印！

詳しくは裏面を
ご覧ください
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収 入
420,431千円 
（令和元年度実績）

　　　　 　　　　 
ごみ収集車・処理施設で

・・・３つの矢印の「リサイクルマーク」が目印！

・・・型式記号「SR、PR、LR」や形状が目印！

・・・マンガン電池・アルカリ電池・コイン電池など

※ボタン電池はセロハンテープで絶縁してください。
※投入口に入らない電池は対象外です。

充電式電池・ボタン電池の回収店舗一覧はこちら➡

ボタン電池

乾 電 池

充電式電池

ボタン型

2,600円
1,940円
1,270円

45L（86cm×47cm） 360円

30L（78cm×50cm） 240円
20L（60cm×40cm） 170円

30L（70cm×50cm） 220円

20L（65cm×27cm） 180円
10L（50cm×35cm） 120円

45L（80cm×65cm） 330円

1,650円（税込）

認定事業者 : （株）拓琉金属 
           （電話）098-876-3548 （所在地）浦添市字港川495-9  

35%
28%

34%

その他
那覇・南風原
クリーンセンター、
那覇エコアイランド
管理運営費

ごみ収集運搬経費

家庭ごみ
有料化事業

指定ごみ袋などの収入はごみ処理に関する費用の約10％にあたります。

※指定ごみ袋、そ大ごみ処理券はスーパー等でお買い求めください。
※適正処理困難物処理券は取扱店舗でお買い求めください。

は」ーァフソ、スレトッマり入グンリプス「、」みご大そ「※
　事前にクリーン推進課へ収集のお申込みが必要です。 取扱店舗

➡
スリーアローマーク

ニカド電池 ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

各種リサイクルマーク

市民のみなさまへ市民のみなさまへ が多発しています！が多発しています！電池による電池による発火事故発火事故
取り外し可能な電池は、取り外してください

台風時のごみ出しについて台風時のごみ出しについて

もやさないごみの出し方について

回収ボックス

回収ボックス

「SR」＝酸化銀電池・・・腕時計など
「PR」＝空気亜鉛電池・・・補聴器など
「LR」＝アルカリボタン電池・・・ゲーム機など

乾電池（マンガン電池・アルカリ電池・コイン電池など）は
回収協力店では回収できません。
透明・半透明の袋に入れて、市の収集曜日に出してください。

　那覇・南風原クリーンセンターでは、
小型家電に内蔵されている「充電式電
池」が原因と考えられる発火事故が多
発しています。
　取り外し可能な充電式電池は取り除
き、小型電化製品とその他のもやさな
いごみは袋を分けて出してください。

台風発生

通常通りごみ収集を行います
路線バスが運行するまで
ごみ収集は行いません

次の収集日に出してください路線バスの運行開始後に
ごみ収集を行います

朝８時３０分に路線バスは運行していますか？質問
①

正午（１２時）までに路線バスは運行開始していますか？質問
②

はい いいえ

いいえはい

2%2%
1%

※ごみ収集中に路線バスの運行が停止した場合、その時点
から収集を中止します。

※台風により収集が行われなかった場合、臨時の収集日は
設けておりません。次の収集日に出してください。

那覇市では、国の認定事業者「リネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締
結し、宅配便による小型家電・パソコンの宅配便回収を実施しています。宅配
便回収を含めたいずれかの方法でリサイクルへのご協力をお願いします。

※無料の対象はパソコン本体を含む回収1箱の料金です。
※古くても、壊れていても、自作パソコンでも対象となり
ます。

※ダンボール箱はご自分でご用意ください。
　有料で専用ダンボール （1箱 438円/税込）もあります。
※事業所からの回収は受け付けておりません。
※FAX送信表は、市HPにあります。 
※家電4品目は対象外です。

「PCリサイクルマーク」がついたパソコンはパソコンメーカーが無償で
回収・リサイクルします。詳しくは各メーカーへお問い合わせください。

「PCリサイクルマーク」がついていなくても有料で持込できます。処理
費用等については事前に認定事業者へお問い合わせください。

■宅配便回収を依頼する場合

■パソコンメーカーへ処理を依頼する場合

■小型家電リサイクル認定事業者へ直接持込する場合

箱の規定は

詳しくは HP をご確認ください。

セロハンテープ



みなさま

第２回目の
火曜日

第１回目の
月曜日

第１回目の
火曜日

第１・３・５回目の曜日
第２・４回目の曜日


