
生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

5 6 7 8 9 10 11

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

12 13 14 15 16 17 18

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

19 20 21 22 23 24 25

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

26 27 28 29 30

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

令和２年　４月　Ａｐｒｉｌ
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　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

3 4 5 6 7 8 9

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

10 11 12 13 14 15 16

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

17 18 19 20 21 22 23

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

24 25 26 27 28 29 30

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ
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令和２年　５月　Ｍａｙ
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

収集なし 収集なし 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

7 8 9 10 11 12 13

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

14 15 16 17 18 19 20

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

21 22 23 24 25 26 27

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

28 29 30

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ
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令和２年　６月　June

　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

5 6 7 8 9 10 11

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

12 13 14 15 16 17 18

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

19 20 21 22 23 24 25

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

26 27 28 29 30 31

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

令和２年　７月　July

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1

燃やせるごみ

2 3 4 5 6 7 8

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

9 10 11 12 13 14 15

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

16 17 18 19 20 21 22

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

23 24 25 26 27 28 29

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

30 31

資源ごみ
有害などのごみ
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令和２年　８月　August

　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

燃やせるごみ
リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

6 7 8 9 10 11 12

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

13 14 15 16 17 18 19

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

20 21 22 23 24 25 26

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

27 28 29 30

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

令和２年　９月　September

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

燃やせるごみ
その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

4 5 6 7 8 9 10

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

11 12 13 14 15 16 17

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

18 19 20 21 22 23 24

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

25 26 27 28 29 30 31

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ
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令和２年　１０月　October

　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

8 9 10 11 12 13 14

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

15 16 17 18 19 20 21

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

22 23 24 25 26 27 28

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

29 30

資源ごみ
有害などのごみ
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

令和２年　１１月　November

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

燃やせるごみ
リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

6 7 8 9 10 11 12

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

13 14 15 16 17 18 19

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

20 21 22 23 24 25 26

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

27 28 29 30 31

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック
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令和２年　１２月　December

　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 

 

収集なし 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

10 11 12 13 14 15 16

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

17 18 19 20 21 22 23

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

24 25 26 27 28 29 30

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

令和３年　１月　January

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 

収集なし  収集なし 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

7 8 9 10 11 12 13

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

14 15 16 17 18 19 20

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

21 22 23 24 25 26 27

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ
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令和３年　２月　February

　　　　資源ごみ

  　　  燃やせるごみ　

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 



生ごみ、紙くずなど

　　　　陶磁器・ガラスなどのごみ　 陶磁器、ガラス製品、刃物、30ｃｍ以上50ｃｍ未満のプラスチック製品など

　　　　リサイクルするプラスチック 容器包装プラスチック（リサイクルマークのついたプラスチック製品など）

　　　　その他のプラスチックなどのごみ 30ｃｍ未満のプラスチック製品やゴム類、合成皮革製品など

ビン、缶、金属類、かさ、小型の電化製品、紙類、段ボール、布類など

　　　　有害などのごみ 乾電池、蛍光灯（管）、水銀を使用した体温計など

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

7 8 9 10 11 12 13

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック

陶磁器・ガラス
　　　などのごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

14 15 16 17 18 19 20

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

21 22 23 24 25 26 27

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック 燃やせるごみ

その他のプラス
チックなどのごみ 燃やせるごみ

28 29 30 31

資源ごみ
有害などのごみ 燃やせるごみ

リサイクルする
　　　プラスチック
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  　　  燃やせるごみ　

　　　　資源ごみ

令和３年　３月　March

                                 ○日曜日 
                                 ○5月3日～5日 
                                 ○12月31日～1月3日 

ごみ収集の休み 

○当分の間、剪定枝等の収集日は毎週月曜日です。 

            （資源ごみ有害などのごみの日） 
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