
 

家庭ごみの分け方・出し方 
資源をキチンと分けて、ごみを減らしましょう！  

住みよい岸和田の街を次世代の子どもたち、孫たちへ 

 

 

  

  

分別して 決められた曜日に 決められた集積所へ 

普 通 ご み 

(有料指定袋) 

 

 

 

 問合せ先一覧 

 紙パック、廃食用油、集団回収について 

収集業務担当 電話 072-423-9440   

減量推進担当 電話 072-423-9465 

 粗大ごみ、ふれあい収集、埋立ごみ、蛍光管、小さな金属類、 

 家電リサイクル、ペットボトル拠点回収について 
粗大ごみ担当 電話 072-423-9750   

地域美化担当 電話 072—423-9444    美化活動・ボランティア活動について 

岸和田市市民環境部廃棄物対策課   

 住所 岸和田市土生町2丁目4-30 

排出指導担当 電話 072-423-9444    不法投棄、ごみ置場について 

専用電話での申込み制 

４３３-００５３ 

お お ご み 

休日も収集します。 毎週   曜日 ・ 

２ヶ月に１回 

第     日曜日 

普通ごみ、プラスチック製容器包装、 

  空きビン・空きカン・ペットボトル、乾電池について 

岸和田市ＨＰ  https://www.city.kishiwada.osaka.jp/  

電話 072-423-1461 

 FAX 072-436-0418 

０７２- 

 

このプラマークが 

対象です。 

毎週     曜日 休日も収集します。  
 (無色透明・白色半透明袋) 

容器包装 
プラスチック製 

  
 

(無色透明・白色半透明袋) 

ペットボトル 毎週     曜日 休日も収集します。 

埋 立 ご み 
小さな金属類 
蛍 光 管 

粗 大 ご み 

(専用処理券) 

令和3年発行 

QRコードこちら 
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普通ごみ（有料指定袋制） 週２回 休日も収集します。(年末年始を除く) 

◎出せるもの 
生ごみ 
生ごみはしっかりと 

水切りをしてください。 

 

汚れた紙 
鼻紙などの 

汚れた紙くず。 

紙おむつは、汚物を取り除

いてから出してください。 

紙おむつ 

たばこの吸殻、ライター、マッチなど 
ライターは使いきって、たばこの吸殻、 

マッチ、花火などは水につけてから出 

してください。  

少量の草、枯葉、枝など 

少量の草、枯葉、枝

などは有料指定袋に

入れて出してくださ

い。(２～３袋程度) 

皮革類 
かばん、靴 
などの皮革類  

その他 

※資源物はしっかり分別してください。 

※事業所ごみは、家庭ごみと一緒に出さないでください。 

ごみ出しのルールを守って

出しましょう。 

問合せ先  収集業務担当 

 電話 072-423-9440 

※有料指定袋は市内のスーパーやコンビニ等の指定袋取扱所で取り扱っています。 

※指定取扱所については、ホームページをご覧ください。 

◎出し方 

(180㎝以下に） 

市の有料指定袋に普通ごみを入れ、口を結んでから収集当日、 
決められた集積所に出してください。 

問合せ先  収集業務担当 電話 072-423-9440 

週１回 休日も収集します。(年末年始を除く) 

◎出せるもの 
飲料用、食品用などの】◎空きビン・空きカン  

 ◎お菓子の缶 ◎カセットボンベ・スプレー缶 

【飲料用・調味料などの】◎ペットボトル容器 

「空きビン・空きカン・

ペットボトル」を同じ袋に

入れて出してください。 

●
 
 ※金属製のふた・キャップは、外して空きビン・空きカンに出してください。 

 ※スプレー缶・ガスボンベは必ず使い切ったあと、風通しが良い火の気がない屋外で穴を開け

てから出してください。 

 ※ラベルは、そのままで取り外さなくても構いません。 

 ※調味料などに使われている打栓式のキャップは、無理に取り外さなくても構いません。 
 
 ※ビール瓶、一升瓶は、酒屋さんに引き取ってもらってください。 
 

●ペットボトルは、キャップ・ラベルを外して、軽く水洗いしてください。 

 ※プラスチック製のふた・キャップ・ラベルは、プラスチック製容器包装の収集日に出してく

ださい。 

◎出し方  45ℓまでの無色透明・白色半透明の袋に一緒に入れ、口を結んでから収集当日、 

決められた集積所に出してください。 
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プラスチック製容器包装 週１回 休日も収集します。(年末年始を除く) 

◎出し方 

◎出せるもの           

トレー類（白色トレー、弁当の容器など） ボトル類（シャンプーなどの容器） 

チューブ類 カップ類 

詰め替え容器 その他 

袋類（お菓子の袋・レジ袋など） 

※中身を使いきって軽く水洗いをして出してください。 

※汚れが落ちにくいものは普通ごみへ出してください。また、プラスチック製容器包装か判断に迷った  

 場合も普通ごみへ出してください。 

※値段や表示ラベルのシールは、簡単に剥がせるものは剥がしてください。 

白色トレーは、スーパーなどの 

店頭でも自主回収されています。 

軽く水洗いしても内容物が残る場合は、

普通ごみで排出してください。 

内容物が残る場合は、普通

ごみで排出してください。 
お菓子の袋などは、かけらや粉が残

らないように排出してください。 

ペットボトルのラベル・ふた、 

緩衝材（発泡スチロール）など。 
軽く水洗いしても汚れが落ちない 

場合は、普通ごみで排出してください。 

問合せ先  収集業務担当 電話 072-423-9440 

◎出せないもの 

※製品そのものがプラス 

 チックのもの、ＣＤ、 

 ビデオテープ、ゴムホース、ライター、布製品、電化製品、紙製品、汚れのひどいもの、金属などと

複合している製品は、プラスチック製容器包装の分別に出さないでください。 

※プラマーク 

家電リサイクル 

指定引取り場所 

   

 電話 072-439-5658  
   岸和田市地蔵浜町7－6   

エフワン流通株式会社 

 電話 0725-22-4222 
   泉大津市我孫子601  

洗濯機及び衣類乾燥機 エアコン テレビ 冷蔵庫及び冷凍庫 ◎対象機器 

◎出し方 原則として家電小売店に引取りを依頼してください。※リサイクル料金と運搬手数料が必要 

 ※処理方法には他に、①②の方法があります。 

①②いずれの処理も郵便局にて、家電リサイクル券を購入してください。 

※

 詳しくは 家電リサイクル券センター 0120－319640  

            https://www.rkc.aeha.or.jp/ 

◎プラスチック製容器包装とは？ 
 中身の商品を取り出した(使った)あと不要となるプラ

スチック製の容器や包装しているものをいいます。 

問合せ先  粗大ごみ担当 電話 072-423-9750 

① 直接、右記の指定引取場所まで搬送する。 

② 市に収集運搬を依頼、または許可業者等へ収集運搬を依頼する。（別途運搬手数料が必要です。） 

 市に収集運搬を依頼した場合、収集の際、運搬手数料1台につき2,000円が必要です。 

   受付先：粗大ごみ申込専用電話 072-433-0053 
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◎対象者の要件 
●  

●日常生活に援助を必要とする障害者の方のみで構成されている世帯 

粗大ごみ（有料収集） 
◎出し方 

料金区分 品目区分 

500円 
45ℓ袋１個または３辺の長さ(高さ、幅、

奥行)の合計が３ｍ以内のもの１個 

1,000円 
上記を超えるもの１個 

問合せ先  粗大ごみ担当 電話 072-423-9750 

ふとん・カーペット 家具類 金属類 電化製品など 

◎出せるもの 

※市内一円を収集するため、午後からの収集になる場合があります。 

※「粗大ごみ処理券」は、お近くの

スーパー・コンビニなどで取扱いし

ています。（一部店舗除く） 

②粗大ごみ申込専用電話 072-433-0053 へ申し込んでください。 
 受付日時：月曜日～金曜日 午前９時～午後５時30分（土曜日・日曜日・休日・年末年始を除く） 

①申込み前に、出される粗大ごみの品目(品目によって大きさ等)や数量をご確認ください。 

日常生活を営んでいるうえで、粗大ごみ等の排出に支障をきたしている高齢者及び障害者の方の

負担を軽減するために、市職員が訪問し居宅内から粗大ごみ等を搬出します。なお、引越し

に伴うなど臨時の片付けで粗大ごみ等が多量になる場合は受付できません。 

◎申込み方法 
①粗大ごみ申込み時に｢ふれあい収集希望｣とお申し込みください。 
※ＦＡＸ(072-436-0418)や岸和田市ＨＰお問合せフォームでも受付けをします。 

②本人または代理人の立会いのもと、事前調査に伺います。 

ふれあい収集（粗大ごみ） 

     

詳しくは、 

一般社団法人 パソコン3Ｒ推進協会  

    電話 03-5282-7685 

https://www.pc3r.jp/ 

粗大ごみ申込専用電話 072-433-0053 

問合せ先  粗大ごみ担当 電話 072-423-9750 

③処理手数料に応じた粗大ごみ処理券の枚数、粗大ごみを収集する日をお伝えします。 

詳しくは、 

公益財団法人 自動車リサイクル促進センター       

        電話 050-3000-0727 

https://www.jarc.or.jp/ 



4 

 

紙パック 

洗って開いて 
リサイクル 

◎出し方（拠点回収）  
市内の公共施設やスーパーなどに設置しています回収ボックスへ 

紙パックを開いて、軽く水洗いして、乾かしてスーパーなどの回収ボックスへ 

 

CR BR   

問合せ先  収集業務担当 電話 072-423-9440 

◎出し方（年に２回） 
町会館などで実施しています。備付けのポリ容器に流し入れてください。 

回収日については、ホームページまたは回覧などでお知らせします。 

※一部、ドラム缶の常設されている地区もあります。 

※廃棄物対策課への持込みも可能です。平日の午前9時から午後5時30分まで（年末年始を除く） 

問合せ先  減量推進担当 電話 072-423-9465 

一般家庭から出る食用油に限る 

食用油 

食用油 

問合せ先  粗大ごみ担当 電話 072-423-9750 

割れていない蛍光管  埋立ごみ  

せともの・植木鉢など陶器類 化粧品のビン 

◎出し方  

コップ・板ガラスなどガラス類 

※ 廃棄物対策課への持込みも可能です。平日の午前9時から午後5時30分まで（年末年始を除く） 

一般家庭から出る物に限る 

長管型 丸型 

小さな金属類  

※ かわら、レンガ、コンクリートブロック、石は入れないでください。 

※ 蛍光管は、割らずに出してください。 

※ 電化製品及び危険物（発火するおそれのあるもの等）は対象外です。 

※ 対象品目以外の金属類は、粗大ごみ（有料）として申込みください。 

乾電池 

やかん フライパン スチールハンガー なべ 傘の骨 25cm以下の小型金属類 

廃食用油 

電球 

割れた蛍光管 

◎出し方（拠点回収） 
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問合せ先  岸和田市貝塚市清掃施設組合 電話 072-436-5389 

臨時ごみまたは一度に多量のごみが出る場合は、岸和田市貝塚市清掃施設組合 

（岸和田市貝塚市クリーンセンター）へ直接搬入することが可能です。 

市が適正に処理できないごみ、また産業廃棄物として規定されているものは収集できません。 

販売店または専門の処理業者に依頼してください。 

品  目 お問い合せ先 

 〈金属類〉 バイク ・ 車の部品  ・ エンジン ・ 発電機等の機械類  

  ・ 農業用機械 ・ 耐火金庫 ・ オイルヒーター ・ コンプレッサー 

 〈建築廃材〉 石膏ボード ・ 耐火ボード ・ 断熱材 ・ ガラスウール ・ 電気温水器  

  ・ ソーラー給湯器      〈プラスチック類〉 サーフボード ・ 農業用ビニール  

 〈危険物〉 ・ 石油 ・ オイル類 ・ 塗料 ・ 農薬 ・ 薬品 ・ ガスボンベ 

 〈その他〉 ・ 土 ・ 消火器 ・ バッテリー ・ 注射針 

 販売店または取扱店へお問い合わせ 

 ください。  

※石油類は近隣のガソリンスタンドへ 

 お問い合わせください。 

※注射針は、病院または薬剤店へ返却 

 してください。 

※直接搬入は混雑により長時間お待ちいた

だく場合があります。少量の場合は指定袋

による排出（可燃性のもので袋に入る大き

さのもの）または「粗大ごみ収集」(受付申

込電話072-433-0053)をご利用ください。 

搬入料金 70kgまで 

令和2年4月1日～ 1,000円 120円 

令和4年4月1日～ 1,000円 140円 

令和6年4月1日～ 1,000円 150円 

クリーンセンターへの直接搬入 

新聞・雑誌・ダンボール・古布 集団回収 

◎出し方 各町会や子供会などが行っています集団回収をご利用ください。

回収日時、回収場所については、実施団体やご近所の方などにご確認ください。 

※廃棄物対策課への持込みも可能です。平日の午前9時から午後5時30分まで（年末年始を除く） 

問合せ先  減量推進担当 電話 072-423-9465 

◎出せるもの 古新聞・折込チラシ 古布など 雑誌・雑がみ ダンボール 

※雑がみ・古布については、回収していない場合がありますので各実施団体でご確認ください。 

臨時排出ごみ   
引越しなど一度に多量のごみを処理する場合、下記の岸和田市 

一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼することも可能です。 

岸和田市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 

業者名 住所 連絡先  住所 連絡先 

大八清掃社 南上町2丁目23-23 072－422－4583   並松町8-17 072－423－0062 

薮野清掃社 紙屋町7-3 072－422－1923   上町23-8 072－439－6000  

阪南設備工業 南上町１丁目28-5 072－422－3324   箕土路町2丁目17-4 072－444－8761  

山本設備 三田町209-1 072－445－2062   小松里町1128-1 072－445－9184  

坂井設備工業所 下野町5丁目14-16 072－438－4723     

業者名 

岸和田設備工業 

両国設備 

出口設備工業所 

久米田設備 

 

※直接搬入には一般廃棄物搬入申請書と身分証明が必要です。 https://www.kishikai-cleancenter.or.jp/ 

※品目により搬入できないものがあります。 

所在地：岸和田市岸之浦町１番地の２ 

受付日時：月曜日～金曜日（休日の場合も含む） 

午後１時から午後５時まで

※土・日曜日は受付しておりません。 

※  
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事業系ごみ 

一般廃棄物収集運搬業許可業者に 

処理を委託するか、クリーンセン

ターへ自己搬入など適正に処理し

てください。 

お問合せ 

岸和田市市民環境部廃棄物対策課 

電話 072-423-9465 

いいえ はい 

なべ・やかん・フライパン 

傘・長さ25cm以下の金属類

陶器類・蛍光灯・電球・化粧

品のビンである。 紙パックマーク 

がある。 

食用油である。 

大きな家財道具・プラスチック製品 

ふとん・カーペット等である。 

空きビン・空きカン・ペットボトル

の収集日に出してください。P.1へ 

家電４品目は、粗大ごみ担当にお

問合せください。P.2へ 

 問合せ先  072-423-9750 

申込専用電話 072-433-0053 

埋立ごみ・小さな金属類・廃蛍光管

の収集日に出してください。P.4へ 

普通ごみの収集日に出してください。 

プラスチック製容器包装の収集日に 

出してください。P.2へ 

廃食用油の収集日に出してください。P.4へ 

※引越しなど一度に多量のごみを処理する

場合、岸和田市一般廃棄物収集運搬業許可

業者に収集を依頼してください。P.5へ 

カセットボンベ等である。 

各町会や子供会などが行っている 

集団回収をご利用ください。P.5へ 
 
 

※実施団体によって対象物が異なります。対象物でない

場合は、もどって「いいえ」で進んでください。 

パソコン 

市内の公共施設やスーパーなどに設置して

いる回収ボックスへ出してください。P.4へ 

粗大ごみ申込専用電話 P.3へ 

 072-433-0053 

引越しなどの一度に多量になる

ごみである。 

一般家庭から出るごみ？ 

洗濯機・衣類乾燥機・エアコン  

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫である。 

乾電池である。 

新聞・雑誌・ 

雑がみ・ダンボール 

古布である。 

燃える？ 

〈金属類〉バイク・車の部品・エンジン・発電機等の機械類     

 ・農業用機械・耐火金庫・オイルヒーター・コンプレッサー 

〈建築廃材〉石膏ボード・耐火ボード・断熱材・ガラスウール 

 ・電気温水器・ソーラー給湯器 

〈プラスチック類〉サーフボード・農業用ビニール 

〈危険物〉石油・オイル類・塗料・農薬・薬品・ガスボンベ 

〈その他〉土・消火器・バッテリー・注射針    

 

 

分別どうしたら 

いいんだろう。 

排出するもので 

たどってみよう!! 

市の収集やクリーンセンターで 

処理ができないもの 

プラマークが 

ある。 

岸和田市ＣＥＯ 

  ちきりくん 

普通ごみの収集日に出してください。P.1へ 
 

※1回に２～３袋で収集日の週の後半に出してください。

それ以上出る場合は、もどって「いいえ」で進んでくだ

さい。 

生ごみである。 

または、 

※45ℓまでの有料指定袋に入る 

家財道具・プラスチック製品・ 

ふとん・ ・草・枯葉 

・枝・かばん・くつ等である。 

汚
れ
は
？ 

ペットボトルマーク 

がある。 

はい 

いいえ 

ない 

ある 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

燃えない 

燃える 

はい 

販売店または取扱店へお問合せください。 

※石油類は、近隣のガソリンスタンドへお問合せください。 

※注射針は、病院または薬剤店へ返却してください。Ｐ.5へ 

P.1へ 

もしくは、クリーンセンターへ自己搬入し

てください。P.5へ 

もしくは、クリーンセンターへ 

自己搬入してください。P.5へ 

破線部分から切り取ってお使いください。 
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ごみの分け方 

破線部分から切り取ってお使いください。 

・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にご協力をお願いします。 

分別して 決められた曜日に 決められた集積所へ 

 

埋立ごみ  

蛍光管 

小さな金属類 

２ヶ月に１回  

第  日曜日 

 

普通ごみ 
  

週２回  

毎週  ・  曜日 

 

汚れた紙 

生ごみ 

紙おむつ 

汚物を取り除いて 
から出してください 

（有料指定袋） 

皮革類 

その他 

粗大ごみ 
 

 

申込み制    

（専用処理券） 

見 本 

ふとん・カーペット 

家具類 

金属類 

電化製品など 

埋立ごみ  

 

 

化粧品のビン 

電球 割れた蛍光管 

小さな金属類  

なべ やかん 

25cm以下の小型金属類 

 少量の草、枯葉、枝など 

 たばこの吸殻、 
ライター、マッチなど 

 

プラスチック製 

容器包装 

週１回  

毎週   曜日 

 

 ボトル類 
（シャンプーなどの容器） 

チューブ

カップ類 

 袋類 
（お菓子の袋、レジ袋など） 

詰め替え容器 

その他 

（無色透明・白色半透明） 

 トレー類 

長管型 丸型 

割れていない蛍光管  

空きビン・ 
空きカン・ 
ペットボトル 

  

週１回  

毎週   曜日 

 

（無色透明・白色半透明） 

お菓子の缶 

空きビン・空きカン 

ペットボトル容器 

 

 

集団回収 

拠点回収 

  

 

家電リサイクル 

  

  


