
可燃ごみ

（燃やせるごみ）

•生ごみ（十分に水切り
をして袋に入れ、口を
しばる）

•木切れ、竹などは６０
ｃｍ以内に切って、
縛って袋に入れて出
してください。（多量の
場合は、ご相談くださ
い。）

•衣類（座布団・ぬいぐ
るみ等）

•プラスチックマークの
ついていないプラス
チックごみ

不燃ごみ

（燃やせないごみ）

•陶器（茶碗・皿など）

•カミソリの刃、鏡、ガ
ラス食器類など危険
物は紙などで包んで
「割れ物」等と書いて
出してください。

•化粧品のビン

•ストーブ（必ず灯油を
抜いて、指定袋に入
れて出してください。）

•ライター、スプレー缶、
カセットボンベは必ず、
穴を開けてガス抜き
してください。

資源ごみ

•缶－アルミ缶、スチール缶
の２種類にわけてください。

•ビン－茶色、無色透明、そ
の他の３種類にわけてくだ
さい。

•ペットボトル－PETマーク表
示があるもの。（ラベル等
は剥がして洗って下さい。）

•プラスチック－プラマーク
のついているもの。（ラベ
ル等は剥がして洗って下さ
い。）

•紙類－新聞（広告・チラシ
を含む）、雑誌（本・カタロ
グなど）、段ボールの３種
類。※ひもでバラバラにな
らないようしばってください。

•牛乳など飲料用の紙パッ
ク－１ℓ、500ｍｌのもの。内
側がアルミのものは除く。
洗浄して、開いて、ひもでし
ばってください。

•※収集場所では、３種類に
分けて置いて下さい。

乾電池・蛍光灯

•収集日は、１２月の各
地域の資源ごみの日
です。１２月以外の資
源ごみの日には収集
していません。

•随時回収しているの
は、役場住民サービ
ス課・榎井公民館・文
化会館・農業改善セ
ンターの窓口です。

•乾電池は収集日しま
すが、ボタン電池と充
電式電池は収集しま
せん。

•蛍光灯は、割れない
ように購入時に入っ
ていた箱や新聞紙に
包んでください。

収集できないもの

•下記のごみは、販売
店などで引き取っても
らうか、専門の業者
に処理を依頼してくだ
さい。

•①家電リサイクル法
による商品（テレビ、
エアコン、冷蔵庫・冷
凍庫、洗濯機・乾燥
機）

•②タイヤ・バッテリー・
農薬・薬品・消火器・
廃油・有毒物質・あぜ
波板等

•③事業活動（営業）に
より生じたごみは自
己責任で処分してくだ
さい。

•※琴平町で収拾でき
るのは、個人が家庭
で排出したごみのみ
です。

琴平町ごみ収集表 ごみは収集日の朝７～８時までに出してください。ごみは町指定ごみ袋に入れて出してください。

下記のとおり分別して、指定された収集日に出してください。

ごみの出し方や収集日についてわからないことがあれば、琴平町役場住民福祉課 環境衛生係まで電話して下さい。（☎０８７７－７５－６７０７）



可燃垃圾

•廚房垃圾（將水份
瀝乾後放入袋中, 
並綁緊袋口）

•樹枝,竹子等請切
成60cm以內大小後
, 綑綁放入袋中後
放置收集地（如量
多時, 請與我們聯
絡）

•衣類（坐墊, 布玩
偶等）

•未標有回收標誌的
塑膠類垃圾

不可燃垃圾

•陶器（碗・杯子・
盤子等）

•刮鬍刀的刀片,鏡
子,玻璃器皿類等
危險物品請用紙包
好後寫上「割物」
(破碎物品) 後丟
棄

•化妝品的瓶子

•暖爐（必須將煤油
取出後,放入指定
垃圾袋裡丟棄）

•打火機,噴霧罐, 
必須在卡式瓦斯罐
上打洞使氣體完全
排放

資源回收垃圾

•罐子－請分成鋁罐
,鐵罐2種

•瓶子－請分成茶色
,透明無色,其他顏
色3種

•保特瓶－有PET回
收標誌（請將外標
貼撕下後清洗乾淨）

•塑膠類－有塑膠回
收標誌（請將外標
貼撕下後清洗乾淨）

•紙類－請分成報紙
（含廣告・傳單）
,雜誌（書籍,目錄
等）,紙箱3種

•※ 為了不散亂,請
用繩子綑綁好

•※ 請分成3種,放
置於垃圾收集場

乾電池・螢光燈

•收集日為12月各地
的資源回收垃圾日。
12月以外的資源回
收垃圾日是不回收
的

•隨時都能回收的地
方有,役場住民服
務課・榎井公民
館・文化會館・農
業改善中心的窗口

•乾電池能回收,但
是鈕扣電池及充電
式電池是不能回收

•為了不讓日光燈破
損,請使用購買時
的箱子或是用報紙
包好

無法收集的東西

•如有下列的垃圾要
請販售的店家取回
或是請專門的業者
處理。

•①家電回收法中標
示有義務要回收的
商品（電視,冷氣,
冰箱,冰庫,洗衣機
,烘乾機）

•②輪胎,電池,農藥
,藥品,滅火器,廢
油,有毒物質,菜畦
波浪隔板等。

•③事業活動（營業）
用所產生的垃圾必
須自己處理。

•※琴平町只收集家
庭的垃圾。

琴平町垃圾收集表
請於收集日的早上7〜8點間將垃圾放置收集地。垃圾請放入町指定垃圾袋後放置收集地。
請依下列的分類法分類, 請於指定日放置收集地。

如有垃圾的收集方法與收集日等相關問題, 請與琴平町役場住民福祉課 環境衛生專員聯絡 （☎０８７７－７５－６７０７）



Garbage collection in Kotohira Town 
Put out garbage between 7:00 am~8:00 am on collection days. Use designated bagｓ only.
Follow the rules for putting out garbage and recyclables on collection days.

If you have any questions regarding rules  or collection days, please contact Residential Welfare ｄｉｖｉsｉｏｎ of  Kotohira town hall. （☎0877-75-6707）

Burnable garbage Non-ｂurnable
garbage

Recyclable garbage Dry cell battery, 
Fluorescent lights

Items not collected 
by Kotohira town

・Kitchen garbage (Drain off 
as much water as possible 
and tie it)

・Tree branches, bamboo 
items etc. Cut shorter than 
60 cm and tie them before 
putting out to local clean 
station (in large quantities, 
please contact us)

・Cloth/Fabric (Cushions, 
plush toys etc.)

・Plastic items without 
recycling mark

・Ceramic items (cups, 
plates etc.)

・Razors, mirrors, glass 
tableware, etc.: wrap the 
items in paper and attach a 
notice saying 「ＢＲＯＫＥＮ」

・Cosmetics/Makeup 
bottles

・Stoves (empty the 
kerosene completely and 
put it in the designated bag 
only)

・Lighters, spray cans, and 
gas cartridges: you MUST 
make a hole in the can to 
empty the can completely

・Cans－ separate aluminum 
and steel, divide into two bags

・Bottles－ separate brown, 
transparent and colorless, and 
divide to three bags

・PET bottles－ bottles with 
PET recycle mark (remove 
the label and wash them) 

・Plastic－ plastic containers 
and wrappings with the plastic 
identification mark (remove 
the label and drain them)

・Paper waste－ separate 
newspapers (includes 
advertisement flyer), 
magazines (books, catalog 
etc.), cardboard, three 
sepatate ｔｙｐes
※Please tie with astring
※At the collection point, 
please separate them into 
three bags.

・Collected ONLY on 
December at the 
designated collection 
points.

・Accepted anytime in the 
following : resident 
services hall, Enai public 
hall, cultural hall, and 
agricultural improvement 
center 

・All dry cell batteries are 
accepted, NOT 
rechargeable batteries and 
button batteries

・Fluorescent lights are 
fragile so wrap them in 
original cases or in 
newspapers

・For the following, please 
contact handlers sell 
recycle or consult with the 
recycle shop 

・① Items subject to the 
home appliances recycling 
law (televisions, air 
conditioners, refrigerators 
& freezers, washing & 
drying machine)

・② Tires, batteries, 
fertilizer, medicines, fire 
extinguishers, waste oil, 
toxic material, roofing etc.

・③ Business activities 
(Companies): business 
owners are responsible for 
the disposal of the 
business generated waste.
※ Only  household waste 
from Kotohira town 
residents will be collected.


