
◆ごみの出し方・収集について

月～金（祝日含む）

8:45～17:15

◆ごみの持ち込みについて

火～土（祝日含む）

9:00～17:00

月～土（祝日含む）

8:45～17:15

1 近畿セイビ(株)

2 弘伸商事(株)

3 (株)シュウロウライフ

4 マスダエーセイ(株)

年末年始は収集日が変更になります。広報紙「もみじだより」や市ホームページでご確認ください。

20221001

TEL 072-729-2371
FAX 072-729-7337

TEL 072-729-4280
FAX 072-728-3156

◆一般廃棄物収集運搬業許可業者

072-723-3226

072-729-8755

072-729-1011

072-728-3980

箕面市 家庭ごみの出し方

環境整備室

お問い
合わせ

環境
クリーンセンター

ごみの
持ち込み

お問い
合わせ

※ごみの持ち込み日時とお問い合わせ日時
は異なりますのでご注意ください。

市がごみの収集・運搬を許可している民間業
者です。（五十音順）

箕面市環境事業
有限責任事業組合

072-728-0477
(10:00～16:00)

問い合わせ先一覧

ごみの収集地区

ごみの収集日



※金属・ガラス・陶器が含まれている場合は「不燃ごみ」で出してください。

・市指定の「燃えるごみ専用袋」に入れてください。

・袋の口は、十文字にしっかり結んでください。

・１回の収集日に量の制限はありませんが、引っ越し・大掃除・イベントなどで日常生活の範囲を超えて多量に

　出すときは、「臨時収集」を申し込んでください。

●草・落ち葉・剪定枝など

【①草・葉・小さな枝など】　

【②木・枝・根株・竹・ツルなど】

※１回の収集日に①②合わせて10個まで出せます

※「燃えるごみ専用袋」を使用して、通常の燃えるごみとして出してもかまいません 

●新聞・雑誌・ダンボールなど

リサイクルの推進にご協力ください。

【燃えるごみ専用袋の販売価格】

容量 枚数 価格

・無料配布分を超えて燃えるごみを出すときは、有料で購入してください。 20リットル 10枚 418円

30リットル 10枚 628円

・燃えるごみ専用袋は、「箕面市指定ごみ袋等取扱店」で購入してください。 40リットル 10枚 836円

※ごみは午前９時までに出してください。

※箕面市に住民登録をしていない場合は、1枚目から有料で購入してください

●燃える素材でできたもので、市指定の「燃えるごみ専用袋」に入るもの

「水分はよく切る」、「かさばるものは小さくする」など、ごみ減量の工夫をすれば、無料で
お配りしている「燃えるごみ専用袋」の枚数で、十分まかなえます。

　指定袋以外の40リットルまでの透明な袋に入れて出すことができます。
（袋の口は、しっかり結んでください）

　直径7cm以下かつ長辺50cm以下に切り、持ち運びできる重さにひもでくくって出すことができます。
（燃える素材のひもを使用してください）

「燃えるごみ」でも出せますが、焼却ごみの減量と資源化、集団回収を実施
している地域団体の活性化のため、ご協力をお願いします。

燃えるごみ（週２回）

出し方

ほかのごみを混ぜない

燃えるごみ専用袋

例　生ごみ、紙・プラスチック・布・皮・木・ゴムなどでできたもの

くくって出す
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●以下のごみは「不燃ごみ」の日には、出せません。

・家電リサイクル対象品　　…詳しくは、家電リサイクル対象品のページ(P.8)をご覧ください。

・パソコンリサイクル対象品　　…詳しくは、パーソナルコンピュータのページ(P.9)をご覧ください。

・処理困難物　　…詳しくは、処理困難物(通常の収集に出せないごみ)のページ(P.10)をご覧ください。

・排出禁止物　　…詳しくは、排出禁止物(市で取り扱えないごみ)のページ(P.10)をご覧ください。

以下のごみは、処理困難物です。

●収集を希望するときは、環境整備室（072-729-2371）へ

・スプリング入りマットレス※1、自動車部品※2

・土砂、コンクリートブロック、れんが(それぞれ２０リットルまで)

・長辺が３㍍を超えるもの（持ち運びできるものに限ります）

※1)スプリング入りマットレスを臨時収集で回収する場合は3,340円/枚必要です。【特定処理困難物】

※2)タイヤ(ホイール付き含む)は排出禁止物です。市では処理できませんので購入店・販売店・メーカーに

 　　相談してください。

【１枚目から有料で購入してください】

・専用袋は、「箕面市指定ごみ袋等取扱店」で購入してください。

【燃えないごみ専用袋の販売価格】

容量 枚数 価格

20リットル 5枚 524円

30リットル 5枚 ７86円

●詳しくは、臨時収集のページをご覧ください。

・引っ越し・大掃除などで一時的に多量のごみが出た。

・処理困難物を出すとき。※詳しくは、処理困難物（通常の収集に出せないごみ）のページ（P.10）をご覧ください。

・１回の排出量制限を超えた個数のごみを一度に処理したい。

※ごみは午前９時までに出してください。

・市指定の「燃えないごみ専用袋」に入れてください。　（１回の収集日につき、２袋まで出せます）

（袋からごみがはみ出していると収集できません。折る、曲げる、解体するなど工夫して袋に入れてください）

・袋の口は、十文字にしっかり結んでください。

・ガラスや刃物は、紙で包んでから袋に入れ、袋に印刷されている「危険物」の文字に○印を入れてください。

●金属・ガラス・陶器が含まれたもので、市指定の「燃えないごみ専用袋」に入るもの

不燃ごみ（燃えないごみ）月２回

出し方

陶器、ガラス類、金属製品、電球、化粧品など食用品以外の空きびん、

菓子かんなど大きな空きかん

燃えないごみ専用袋

　次のような場合は臨時収集を申し込んでください（有料）

刃物ＡＶ機器傘化粧品のびん破損した陶器･鍋類
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（火災事故の原因になります。必ず守ってください）

●以下のごみは「大型ごみ」の日には、出せません。

・家電リサイクル対象品　　…詳しくは、家電リサイクル対象品のページ（P.8)をご覧ください。

・パソコンリサイクル対象品　　…詳しくは、パーソナルコンピュータのページ（P.9）をご覧ください。

・処理困難物　　…詳しくは、処理困難物(通常の収集に出せないごみ)のページ(P.10)をご覧ください。

・排出禁止物　　…詳しくは、排出禁止物(市で取り扱えないごみ)のページ(P.10)をご覧ください。

以下のごみは、処理困難物です。 

●収集を希望するときは、環境整備室（072-729-2371）へ

スプリング入りマットレス※1、自動車部品※2、土砂、コンクリートブロック、れんが(それぞれ20リットルまで)

長辺が3mを超えるもの（持ち運びできるものに限ります）

※1)スプリング入りマットレスを臨時収集で回収する場合は3,340円/枚必要です。【特定処理困難物】

※2)タイヤ(ホイール付き含む)は排出禁止物です。市では処理できませんので購入店・販売店・メーカーに

 　　相談してください。

・1枚目から有料で購入してください。

・処理券は、「箕面市指定ごみ袋等取扱店」で購入してください。

・収集作業員から見えやすい場所に、大型ごみ処理券を直接貼り付けてください。

・処理券の半券は､収集が終わるまで保管してください。

・購入いただいた料金は払い戻しできません。また、破損や紛失などした場合でも再発行はできません。

●詳しくは、臨時収集のページ（P.7）をご覧ください。

・引っ越し・大掃除などで一時的に多量のごみが出た。

・処理困難物を出すとき。※詳しくは、処理困難物（通常の収集に出せないごみ）のページ（P.10）をご覧ください。

・１回の排出量制限を超えた個数のごみを一度に処理したい。

※ごみは午前９時までに出してください。

・一品目ごとに「大型ごみ処理券」を貼ってください。

1.5m(150cm)以下で大型ごみ処理券1枚

1.5m(150cm)を超えて3m(300cm)まで大型ごみ処理券2枚

・コンロ・ストーブ・石油ファンヒーターは、灯油を抜くか使切り、乾電池を必ず抜く。

●市指定袋に入らない大きさで、長辺3メートルまでの持ち運べるもの

・１回の収集日につき、１個まで出せます。

長辺（一番長いところ）が

処理券が貼りづらい布団などは処理券を
ひもに貼り付けてください。

大型ごみ処理券
1枚314円
(税込)

大型ごみ（月２回）

出し方

大型ごみ処理券は・・・

机、コンロ、たんす、いす、ヒーター、レンジ、ふとん、自転車など

（長辺）

　次のような場合は臨時収集を申し込んでください（有料）

長辺が1.5mを超えたら

処理券は2枚
（長辺）
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※ごみは午前９時までに出してください。

カセット式ガスボンベ・スプレー缶の穴開けが原因となり、全国で火災が発生しています。

箕面市では、中身が残っていても、穴を開けていなくても排出することができます。

危険ごみ（月２回）

出し方

蛍光灯、乾電池、水銀体温計、水銀血圧計、

ライター、カセット式ガスボンベ・スプレー缶

絶対に袋に入れて出さないでください！

蛍光灯 乾電池・体温計 ライター
カセット式ガスボンベ

スプレー缶

燃えないごみ専用袋などに入れて、他のごみと

一緒に出すと、作業員が発見できずにそのまま

収集車に投入され、車両火災の原因になります。

カセット式ガスボンベ・スプレー缶は、絶対に袋に

は入れず、「かご型容器」に直接入れて出してく

ださい。

※電子体温計は

　不燃ごみです。
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・雨水の溜まらない「かご」を各自でご用意ください。

・プラスチック、金属等、素材は問いません。

・ペットボトルのリサイクルマークがないもの

・汚れのとれないもの

・中身の入っているもの

※ごみは午前９時までに出してください。

●資源有効利用促進法で定められた「PETボトル識別表示マーク」がついているもの

ペットボトル（月２回）

出し方

スーパーなどの店頭や公共施設に設置された回収ボックスにも出していただけます。

　ペットボトルのリサイクルマークが付いたペットボトル

回収できないもの

清涼飲料 調味料・ドレッシングなど酒類

PET樹脂を使用したボトルでも、リサイクル対象品以外

のものは、その他プラスチック製容器包装に区分され

ペットボトルのリサイクルマークはついていません。
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　・内容物は残さず、軽く水洗いしてください。

　　（中身が残っていると収集できません）

　・袋には入れず「かご型容器」に直接、かんだけを入れてください。

　・雨水の溜まらない「かご」を各自でご用意ください。（プラスチック、金属等、素材は問いません）

　・幅・厚さが15cm/長さ20cmを超えるかんは回収できません。

　　（不燃ごみとして出してください）

　※規定以上の大きなかんが、そのまま処理ラインに乗ってしまうと、機械の故障につながります。

　・食料・飲料用以外の空きかんなどは「不燃ごみ」です。

　・スプレー缶やカセット式ガスボンベなどは「危険ごみ」です。

・内容物は残さず、軽く水洗いしてください。

　（中身が残っていると収集できません）

・袋には入れず「かご型容器」に直接、びんだけを入れてください。

・雨水の溜まらない「かご」を各自でご用意ください。（プラスチック、金属等、素材は問いません）

・食料・飲料用以外のびん（薬品のびんなど）やコップ・ガラス製品などは

　「不燃ごみ」です。

・リターナブルびん（ビールびん、日本酒のびんなど）は、なるべく販売店へ

　返却してください。

※ごみは午前９時までに出してください。

※ごみは午前９時までに出してください。

●空きかんのうち、資源化できるもの　

●空きびんのうち、資源化できるもの　

空きびん（月２回）

出し方

回収できないもの

空きかん（月２回）

出し方

回収できないもの

「かご型容器」に直接、空きかんだけを入れる。

「かご型容器」に直接、空きびんだけを入れる。

幅と厚さ１５cm以下・長さ２０cm以下のかん

ジュース、調味料などの食料・飲料用のびん
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○環境整備室へ電話またはインターネットで予約申し込みしてください。

・電話受付・・・月曜日～金曜日（年末年始を除く）8:45～17:15

・収集希望日の1週間前までに予約してください。

　（時期により希望に添えない場合があります。）

・収集時間は、午前・午後のいずれかを希望できます。

　（時間の指定はできません。）

・量により数回に分けて収集する場合があります。

　料金・・・1立方メートルまでごとに2,520円

　※スプリング入りマットレスの料金は3,340円/枚です。【特定処理困難物】

　・料金は、収集時に現金で収集作業員にお渡しください。

　・大型ごみ処理券・市指定の専用袋は必要ありません。

・収集には、立ち会いが必要です。（代理人可）

・燃えるごみなどを出している排出場所か、2トン車が通り抜けできる道まで運び出してください。

※収集作業員は家屋内に立ち入ることができません

・指定袋や処理券は不要です。

　（これらを使用または貼付していても、臨時収集の料金に替えることはできませんのでご注意ください）

・許可業者に収集を依頼してください。料金など、詳しくは許可業者にお問い合わせください。

1 箕面市半町4-3-44

2 箕面市石丸2-5-13

3 箕面市石丸2-8-32

4 箕面市西宿1-1-10-201

近畿セイビ株式会社 電話 072-723-3226

弘伸商事株式会社 電話 072-729-8755

株式会社シュウロウライフ 電話 072-729-1011

マスダエーセイ株式会社 電話 072-728-3980

許可業者の団体
箕面市環境事業

有限責任事業組合

電話 072-728-0477
月-金曜日(年末年始・祝日除く)

10:00-16:00まで

臨時収集（申し込み制）

次のようなときは

臨時の収集を申し込んでください。

　引っ越し・大掃除などで一時的に多量のごみが出た。

1回の排出量制限を超えた個数のごみを一度に処理したい。

　※排出量制限

　　・不燃ごみ（1回につき2袋まで）

　　・大型ごみ（1回につき1個まで）

　　・草・葉・枝など（1回につき10個まで）

　「処理困難物」を収集してほしい。

　→詳しくは、処理困難物のページ（P.10）もご確認ください。

臨時収集の料金

申し込み電話番号  072-729-2371

申し込み方法

当日の注意

「立ち会いができない」「家から運び出せない」などの場合は・・・

申し込みURL   https://logoform.jp/form/5CLo/minoh_seibi_rinjigomi

臨時収集の

インターネット申し込み

ＱＲコード
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エアコン、テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

●廃棄する対象品の購入店、または新たな商品を購入する店に引き取りを依頼する
　・リサイクル料金と収集・運搬料金が必要です。料金など、詳しくは各店にお問い合わせください。

郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、必要事項を記入、リサイクル料金を支払う。
※メーカー名、画面サイズ、内容積などで料金が異なります。
※メーカー名、規格(画面サイズ、容量など）を確認してからお出かけください。

家電リサイクル券をお持ちの上、下記の指定引取場所へ持ち込む。(令和4年10月1日時点)
・日本通運(株)茨木指定取引場所　 電話 072-643-5091
・日本通運(株)豊中指定取引場所 　電話 06-6862-1423

1 箕面市半町4-3-44

2 箕面市石丸2-5-13

3 箕面市石丸2-8-32

4 箕面市西宿1-1-10-201

・リサイクル料金と収集・運搬料金が必要です。料金など、詳しくは許可業者にお問い合わせください。

郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、必要事項を記入、リサイクル料金を支払う。
※メーカー名、画面サイズ、内容積などで料金が異なります。
※メーカー名、規格(画面サイズ、容量など）を確認してからお出かけください。

市に電話で臨時収集を申し込む。
※家電リサイクル券は製品には貼らずに収集時に係員にお渡しください。

臨時収集の申し込みは、環境整備室（072-729-2371）へ

別途手数料
3,670円 　エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、洗濯機、衣類乾燥機
3,670円 　冷蔵庫・冷凍庫（170リットル以下）
5,240円 　冷蔵庫・冷凍庫（170リットル超）

郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、必要事項を記入、リサイクル料金を支払う。
※メーカー名、画面サイズ、内容積などで料金が異なります。
※メーカー名、規格(画面サイズ、容量など）を確認してからお出かけください。

環境クリーンセンターへ自ら持ち込む。
※事前に予約が必要です。
※家電リサイクル券は製品には貼らずに持ち込み時に係員にお渡しください。

別途手数料
1,910円+重量手数料 　エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、洗濯機、衣類乾燥機
1,910円+重量手数料 　冷蔵庫・冷凍庫(170リットル以下)
2,770円+重量手数料 　冷蔵庫・冷凍庫(170リットル超)
※重量手数料は、10kgまでごとに62.854円(十円未満の端数を四捨五入して得た額)です。

※メーカーごとのリサイクル料金については、(一財)家電製品協会家電リサイクル券センターまで。
(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター(電話0120-319-640)　https://www.rkc.aeha.or.jp/

近畿セイビ株式会社 電話 072-723-3226

弘伸商事株式会社 電話 072-729-8755

株式会社シュウロウライフ 電話 072-729-1011

マスダエーセイ株式会社 電話 072-728-3980

許可業者の団体
箕面市環境事業

有限責任事業組合

電話 072-728-0477
月-金曜日(年末年始・祝日除く)

10:00-16:00まで

次の5つの方法から選んでください。

家電リサイクル法対象品

① 購入した店がわかる、製品を買い替える場合

② 「指定引取場所」に自分で持ち込む　　※リサイクル料金のみです。

③ 下記の許可業者に依頼する　（別途、リサイクル料金、収集運搬料金が必要です）

④ 市に臨時収集を申し込む　（別途、リサイクル料金、手数料が必要です）

⑤ クリーンセンターに持ち込む　（別途、リサイクル料金、手数料が必要です）
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　デスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、
　液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、
　液晶ディスプレイ一体型パソコン、CRTディスプレイ一体型パソコン

①パソコンメーカーへ回収を依頼する

②一般財団法人パソコン3R推進協会へ回収を依頼する

③リネットジャパンリサイクル株式会社へ回収を依頼する

パソコンメーカーへ回収を依頼する。

一般財団法人3R推進協会へ回収を依頼する。
パソコンメーカーが事業撤退または倒産したなどの場合は、
一般財団法人パソコン3R推進協会が回収します。詳しくは下記までお問い合わせください。

リネットジャパンリサイクル株式会社へ回収を依頼する。
ご家庭で不要となったパソコン・小型家電等を、リネットジャパンリサイクル株式会社が
宅配便により回収・リサイクルします。

申し込み方法

※規定サイズのダンボール箱にパソコンを含めて小型家電が収まれば、1箱分は無料回収
　となります。詳しくは下記ホームページでご確認ください。

家庭で不要になったパソコンは資源有効利用促進法に基づき、各メーカーが回収・リサイ
クルします。各パソコンメーカーのホームページからお申込みください。

パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ

 回収・リサイクルの方法

メーカーお問い合わせ窓口

は、ＱＲコードを読み取ると

確認ができます。

梱包見本

回収可能な箱のサイズ

3辺合計140cm以内、

かつ重量20kg以下

リネットジャパンリサイクル(株)
URL：https://www.renet.jp/

TEL：0570-085-800（10時～17時）

 対象機器
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処理が困難なため、通常の収集には出せないごみ

・スプリング入りマットレス【特定処理困難物】 スプリング入りマットレス 自動車部品

①臨時収集で回収する場合は3,340円/枚必要です。

②持ち込みの場合は、重量分の手数料に加えて、2,080円必要です。

・自動車部品※タイヤ(ホイール付き含む)は排出禁止物です

・土砂、コンクリートブロック、れんが（20リットルまで）

・長辺が3メートルを超えるもの（持ち運びできるものに限る） 土砂、コンクリートブロック、れんが （20リットルまで）

市で取り扱えないごみ

詳しくは環境クリーンセンター（072-729-4280）までお問い合わせください。

購入店・販売店・メーカーなどに処理を依頼できないときは許可業者に処理を依頼してください。

1

2

3

4

廃棄物処理法などの法令により、市で処理しないごみ

・箕面市外で発生したごみ

・産業廃棄物　（事業に伴って発生するごみのうち、法令で指定されたごみ）

排出禁止の理由 排出禁止品 処理方法

毒性物質を含むもの 毒物、劇物、農薬その他これに類するもの
購入店・販売店・メーカーに相談してくださ
い。

・高圧ガス（プロパンガス等）を収容する容器

・石油・灯油・ガソリン等の危険物

感染性のあるもの
家庭で使用する医療器具のうち感染性のもの、そ
の他これに類するもの

処方を受けた医療機関、薬局等に相談して
ください。

・20リットルを超える土砂、コンクリートブロック、
 れんが

・バイク

・廃タイヤ(ホイール付き含む)

・金庫（手提げ金庫を除く）

・ピアノ

・消火器

近畿セイビ株式会社 箕面市半町4-3-44 電話 072-723-3226

弘伸商事株式会社 箕面市石丸2-5-13 電話 072-729-8755

株式会社シュウロウライフ 箕面市石丸2-8-32 電話 072-729-1011

マスダエーセイ株式会社 箕面市西宿1-1-10-201 電話 072-728-3980

許可業者の団体
箕面市環境事業

有限責任事業組合

電話 072-728-0477
月-金曜日(年末年始・祝日除く)

10:00-16:00まで

以下のごみは、「臨時の収集」を申し込んでください。
※環境クリーンセンターに持ち込むこともできます。(要予約)

以下のごみは、収集できません。環境クリーンセンターに持ち込みもできません。

爆発その他危険性のあるも
の

購入店・販売店・メーカーに相談してくださ
い。

その他廃棄物の処理に著し
く支障をきたすもの

購入店・販売店・メーカーに相談してくださ
い。

処 理 困 難 物

排 出 禁 止 物

法令で禁止されているごみ
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(1)収集を希望するときは、環境整備室(072-729-2371)へ電話で申し込んでください。
　　・申し込みの受付・・・月～金曜日（年末年始を除く）8:45～17:15
　　・合同火葬の料金・・・1体につき2,100円
　　・個別火葬の料金・・・1体につき9,520円

(2)環境クリーンセンター(072-729-4280)に持ち込むこともできます。【予約不要】
　　・受付・・・火～土曜日（年末年始を除く）
　　・合同火葬の料金・・・1体につき990円+重量手数料
　　・個別火葬の料金・・・1体につき8,410円+重量手数料
　　※重量手数料は、10kgまでごとに62.854円(十円未満の端数を四捨五入して得た額)です。
　　　

　　〇動物の焼骨を必要とする場合は、遺骸を引き渡すときに申し出てください。

　　・環境整備室(072-729-2371)へ、場所をお知らせください。

●ペットが死んだとき

●野良犬・野良猫などが死んでいたら

動 物 の 遺 骸

環境クリーンセンターでは、動物の遺骸はごみとは別に焼却しています。

環境クリーンセンターへのごみの持ち込み
※箕面市内で発生した一般廃棄物が対象です。

　　　　環境クリーンセンターに持ち込むときの手数料　　　10㎏までごとに６２．８５４円（税込み）

　　　　※なお、十円未満の端数を四捨五入して得た額です。

　　　　※スプリング入りマットレスは、上記手数料に加えて2,080円/枚の手数料がかかります。

※本人確認書類等をお持ちください。

※予約番号を係員にお伝えください。

※係員の指示に従い、搬入者自身で荷下ろししてください。

※ごみの収集区分に準じて分別して搬入してください。

●ごみの搬入受付

　火曜日～土曜日（祝日を含む）

　9:00 ～  17:00
　※日曜日･月曜日は搬入できません。

●お問い合わせ

　月曜日～土曜日（祝日を含む）

　8:45 ～   17:15

年末年始は日時が変更になります。

広報紙「もみじだより」や市ホームページでご確認ください。

 　　事前の予約が必要です。

 　　箕面くらしナビ(スマートフォン用アプリ)、専用予約サイト、電話にて予約することができます。

 　　詳しくは市ホームページをご覧ください。

 　　ごみの持ち込み専用予約サイトはこちら

 　　https://sodai-sys.jp/minoh/users/reservation/

環境クリーンセンター

電話：072-729-4280
箕面市大字粟生間谷2898番1
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