
ごみ分別の手引き変更内容について 

 法律の改正や市の組織改正等に伴い、以下の部分が変更されています。            令和４年１２月現在（１／３） 
ページ 行 変更前 変更後 

２ 

７ 表中  不燃ごみ 小型家電製品 小型家電製品は、資源物として取扱います。 

８ 表中  不燃ごみ ただし書き 洗濯機の次に衣類乾燥機を追加 

３０ 表中  粗大ごみ（有料回収）欄 市で引き取れないものに衣類乾燥機を追加 

下から２ 
廃棄物政策課・各公民館（中央公民館を除く）・各市

民活動センターの窓口へ 
廃棄物対策課・各市民活動センターの窓口へ 

４ 

３ 午後 5 時まで 午後 5 時 15 分まで 

４ 廃棄物政策課 TEL:21-1437 廃棄物対策課 TEL:21-1401 

５ 野本公民館 TEL:23-7077 
野本市民活動センターTEL:23-7077 松山市民活動センター

TEL:23-9311 

中ほど <注意事項> （事業系は 10 ㎏あたり 120 円） （事業系は 10 ㎏あたり 200 円） 

５ 

１３ 表中  5.家電リサイクル法の対象になっているもの 洗濯機の次に衣類乾燥機を追加 

中ほど 家電リサイクル法によるリサイクル料金 エアコン 3,675 円 エアコン 2,100 円 

下から４ （3）ご自分で「グループごとのリサイクル拠点」まで （3）ご自分で「近隣の指定取引場所」まで 

下から１、２ <注意事項>（4）Ａグループ及びＢグループ （4）削除（グループはなくなりました） 

９ 下部 アルミサッシ（自分で交換した物のみ） アルミサッシ 取り扱い不可 

１０ 上部 板戸（自分で交換した物） 板戸 取り扱い不可 

１０ 下から９ 衣類乾燥機  不燃粗大ごみ 
衣類乾燥機  取り扱い不可 

注意事項欄 家電リサイクル法による処分 

１１ 中ほど ウォークマン 携帯音楽プレーヤー 

１１ 中ほど ウオシュレット（自分で購入した物のみ） 温水洗浄便座（自分で交換した物のみ） 

１４ 下部 ガス湯沸し器 不燃粗大ごみ ガス湯沸し器 取り扱い不可 

１４ 中ほど 
額ぶち（金属製） 注意事項欄 上に同じ（ガラスは

不燃物 プラスチックはプラ②へ） 

額ぶち（金属製） 注意事項欄 50cm 以上は不燃粗大ごみ（ガラ

スは不燃物 プラスチックはプラ②へ） 

１５ 下部 カメラ カメラ（デジタルカメラ含む） 
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１６ 

 

 

上部 

 

缶（蚊取り線香・赤ちゃん用ミルク缶）びん・かん 

缶（赤ちゃん用ミルク缶） びん・かん 

缶（蚊取り線香） 不燃物 

１６ 上部 缶（米貯蔵缶）自己搬入のみ受入可 缶（米貯蔵缶） 取り扱い不可 

１８ 上部 携帯電話 取り扱い不可 携帯電話・スマートフォン 取り扱い不可 

２２ 中ほど 
瞬間湯沸器（自分で交換した物のみ） 瞬間湯沸器 折り扱い不可 

焼却炉（自分で交換した物のみ） 焼却炉 取り扱い不可 

２２ 中ほど 
障子アルミ製（自分で交換した物のみ） 障子アルミ製 取り扱い不可 

障子木製（自分で交換した物のみ） 障子木製 取り扱い不可 

２３ 上部 食器洗い乾燥機 不燃粗大ごみ 食器洗い乾燥機 ビルトインタイプは取り扱い不可 

２３ 中ほど 炊飯器（5.5 合炊き以上） 炊飯器（5.5 合炊きを超えるもの：電気・ガス共） 

２５ 下部 洗面化粧台（自分で交換した物のみ） 洗面化粧台 ビルトインタイプは取り扱い不可 

２６ 中ほど 
タイヤ（車用）・タイヤホイール ※毎年 11 月頃環境

保全連絡協議会主催の‥‥‥行う予定（広報掲載予定） 

※印は全文削除（実施の予定はありません。） 

注意事項欄 販売店に問い合わせください 

２７ 上部 卵のパック（紙製）可燃物 透明又は白色系半透明袋 卵のパック（紙製）紙類・布類 ひもでしばる 

２７ 下部 調理台（システムキッチン除く）自己交換のみ 調理台 ビルトインタイプは取り扱い不可 

２８ 上部 杖（ステッキ―金属製・プラスチック製） 杖（ステッキ―木製以外） 

２８ 中部 
漬物たる（プラスチック製） 注意事項欄 20 ㍑まで 

これ以上は粗大ごみ 

漬物たる（プラスチック製） 注意事項欄 20 ㍑まで それを超

えるものは不燃粗大ごみ 

２８ 中部 
漬物たる（ホーロー製） 注意事項欄 20 ㍑まで こ

れ以上は粗大ごみ 

漬物たる（ホーロー製） 注意事項欄 20 ㍑まで それを超える

ものは不燃粗大ごみ 
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２９ 

１４ 
テレビ（液晶）家電リサイクル法適用外  

不燃粗大ごみ 

テレビ（液晶） 取り扱い不可 

注意事項欄 家電リサイクル法による処分 

１６ 
テレビ（プラズマ）家電リサイクル法適用外 

不燃粗大ごみ 

テレビ（プラズマ） 取り扱い不可 

注意事項欄 家電リサイクル法による処分 

３０ 中ほど 
戸（ドア）スチール 自己交換のみ 戸（ドア）スチール 取り扱い不可 

戸（ドア）木製 自己交換のみ 戸（ドア）木製 取り扱い不可 

３１ 下部 流し台（自分で交換した物） 流し台 ビルトインタイプは取り扱い不可 

３３ 中ほど 
バッテリー  ※毎年 11月頃環境保全連絡協議会主催

の ‥‥‥  で行う予定 

※印は全文削除（実施の予定はありません。） 

注意事項欄 販売店に問い合わせください 

３５ 
上部 ふすま（自分で交換した物のみ） ふすま 取り扱い不可 

下部 風呂釜（自分で交換した物のみ） 風呂釜 取り扱い不可 

３６ 下部 
便器（自分で取り換えた物） 便器 取り扱い不可 

ボイラー（風呂用）自分で交換した物のみ ボイラー 取り扱い不可 

３７ 下部 ポラロイドカメラ インスタントカメラ 

３７ 下部 
ポリタンク 注意事項欄 20 ㍑まで それ以上は粗大

ごみ 

ポリタンク 注意事項欄 20 ㍑まで それを超えるものは不燃粗

大ごみ 

３７ 下部 
ポリバケツ 注意事項欄 20 ㍑まで それ以上は粗大

ごみ 

ポリバケツ 注意事項欄 20 ㍑まで それを超えるものは不燃粗

大ごみ 

３９ 下部 門塀（自分で交換した物のみ） 門塀 土木構造物、鋼構造物を除く 

４０ 上部 
浴槽（ホーロー・ステンレス製）自分で交換した物のみ 浴槽（ホーロー・ステンレス製） 取り扱い不可 

湯沸かし器（自分で交換した物のみ） 湯沸かし器 取り扱い不可 

４２ 上部 ワンカップのコップ カップ酒のコップ 

    

    



全ペ

ージ 
共通 

注意事項欄において、以下のとおり記載されたもの 

50cm まで、50cm 以下、50cm 位、50cm くらい、50cm 程

度もしくは 50cm 角以下 

50cm 未満もしくは 50cm 角未満 

全ペ

ージ 
共通 

注意事項欄において、30cm 以下、30cm まで、30cm のも

のまでと記載のあるもの 

30cm 未満 

全ペ

ージ 
共通 

スプレー缶、殺虫剤入りスプレー缶、ヘアスプレー缶

などのエアゾール缶は、使い切って穴をあける 

スプレー缶、殺虫剤入りスプレー缶、ヘアスプレー缶などのエア

ゾール缶は、中身を使い切って、ガス抜きを行う 

※（社）日本エアゾール協会ＨＰより 

＜ガス抜きキャップ使用の注意事項＞ 

○中味を完全に使い切ってから火の気のない風通しの良い戸外で

行う。 

○中身が残っている製品で実施すると、可燃性ガスが多量に出て

危険。 

○屋内で実施すると、残っているガスが部屋にたまることがあり

危険。 

    

    

    

 


