
必ず
確認してね!

粗大ごみ申込みハガキを使いきったり、無く
なった場合は、以下の配布場所で直接お受け
取りください。(郵送はしておりません
ので、ご注意ください。)
また、粗大ごみ収集申込みガイドが必要な場
合も、併せてお受け取りください。

また、インターネットでも入手できます。

申込みハガキ
配布場所

新玉　東雲　清水　素鵞　
番町　味酒　八坂　雄郡

いよてつ髙島屋　
フジグラン松山　
松山三越
市民課（市役所本館 1階）
清掃課（室町1丁目 2-1）
環境モデル都市推進課
　　　　 （市役所別館 3階）

石井　伊台　浮穴　小野　
久谷　久米　桑原　興居島
五明　潮見　生石　道後　
垣生　久枝　北条※　堀江
三津浜　味生　湯山　余土
和気
※北条地域は浅海・粟井・河野・立岩の
4出張所でも配布しています。

公民館本館

支　所

市民サービス
センター等

松山市 粗大ごみ 検索

粗大ごみとして収集できる
ものの確認をする際は、
松山市が配布しております
｢ごみ分別はやわかり帳｣
(粗大ごみの出し方)を
ご活用ください。

はやわかり帳
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（一社）日本消火器工業会
（消火器リサイクル推進センター）
☎03-5829-6773
https://www.ferpc.jp/

消火器

回収する消火器は原則として自社製品の
み(有料)ですが、詳しくは下記までお問
い合わせください。

南クリーンセンター 
 ☎971-8862
西クリーンセンター
（可燃ごみのみ） ☎953-1153

その他
引越し等で申込みが
間に合わない場合

直接、クリーンセンターへ搬
入(30㎏を超えると有料)す
るか、一般廃棄物収集運搬業
許可業者※に依頼（有料）し
てください。

家から運び出せない
粗大ごみ

建物の破損防止、効率的な収
集を行うため、家の中まで回
収にお伺いすることができま
せんので、一般廃棄物収集運
搬業許可業者（有料）へご相
談ください。

粗大ごみとして収集できないもの ！ 事業所のごみは回収しません

●1エアコン

●3 冷蔵庫・冷凍庫

●4 洗濯機、
　衣類乾燥機
●5 保冷庫・
　冷温庫

【リサイクル方法】
 買い替え
新しい製品を購入するお店に依頼

  買い替えずに処分
処分する製品を購入したお店に依頼

  買い替えでなく購入したお店もない場合

  自分で指定引取場所に持ち込む

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

家電４品目

郵便局・ゆうちょ銀行で家電リサイクル
券を入手し、一般廃棄物収集運搬業許可
業者などに指定引取場所までの処理を依
頼(有料)

郵便局・ゆうちょ銀行で家電リサイクル券
を入手し、廃家電を家電リサイクル券と一
緒に指定引取場所へ持ち込む。
※家電リサイクル券の費用・手数料が別途
必要です。

●2テレビ
　　ブラウン管式
　　液晶式
　　プラズマ式

※小形シール鉛蓄電池は、
　ヘッドホンステレオ、
　ハンディクリーナー、
　コードレスフォン、ビデオカメラ用
　に限ります。

●設置場所･･･電器店やスーパ
ー（ＪＢＲＣ協力店のみ、詳しく
は清掃課まで）・各支所（出張
所）・市民サービスセンター・
清掃課

小形充電式電池
（二次電池）

排出禁止物

適正処理困難物

●容積、重量が著しく大きいもの

●危険性のあるもの
ガスボンベ類・バッテリーなど

車の廃タイヤ・タイヤホイール・
スプリングマットレスなど

購入店、販売店または取扱業者へご相談
ください（有料になる場合があります）。
一般廃棄物収集運搬業許可業者※にて
取扱可能なものもあります（有料）。

※一般廃棄物収集運搬業許可業者は電話
帳の索引にて「一般廃棄物処理」「ごみ
処理」の項目を参考にしてください。　

　（また、インターネットでも検索できます。）

排気量50CC以下を含む全てのバイ
ク・ピアノ・お風呂のボイラー・電気温
水器・ソーラー温水器など

松山市 一般廃棄物収集運搬業許可業者 検索

下記の識別表示マークを参考にしてください。

粗大ごみってどんなモノ？
［粗大ごみの例］

！

！申込みの際は具体的な品目を書いてください。

調理器具

寝具

その他

家具・生活雑貨

レジャー・園芸

家電

※なべ・やかんは金物・ガラス類です

※グランドピアノは×

※　　 のついた物で45ℓ以下の袋に入る大きさ
　の物は可燃ごみ等で出せます（１回３袋まで）

事業所のごみは回収しません

美容・お風呂用品

照明器具、コードリール、電
気スタンド、アイロン、按摩
器（マッサージチェア）、音響
機器、コンポ、スピーカー、
ラジカセ、ビデオデッキ、Ｄ
ＶＤ録音再生機、空気清浄
機、ストーブ、こたつ（天板も
あわせて１点）、ファンヒータ
ー、電気カーペット、扇風
機、掃除機、電話機、プリン
ター、ワープロなど

食器洗乾燥機、オーブントースター、レン
ジ、コンロ、炊飯器、ポット、ホットプレ
ート、魔法瓶、米びつ、ミキサー  など

ベッド（スプリングマットレス
は×）、布団（上下1組１点）

玄関用品
傘（束ねて１点）、安全靴、
下駄箱、玄関マット

時計、テレビ台、アイロン台、衣装ケース、カラーボック
ス、洋服かけ（衣文かけ）、たんす、棚、机、椅子（１脚1
点）、ソファー（1脚1点）、座椅子、マット（スプリング
入りは×）、じゅうたん、たたみ（１枚１点）、ござ 、水
槽、トレーニングマシーン  など

クーラーボックス、釣具、ゴルフ
道具、スキー道具、ラケット、楽
器類、プランター、ホースリー
ル、園芸用品、ラティス、脚立、
キャリー

トタン板、波板、灯油ポリタンク、
物干し台（１組１点）、
物干し竿

自動車用品
チャイルドシート、フロアマット、
カーオーディオ（足まわり部品、
マフラー、エアロパーツ等は×）乗り物類・子供用品

自転車、三輪車、一輪車、空気入れ

お風呂のふた、鏡、除湿機、体重計、
美顔器、ドライヤー、化粧コンパクト

小 さ な 粗 大 ご み は

時計

ヘルメット

電気
ポット

体重計
炊飯器

鏡

粗大ごみは、１回の申込みで５点ま
でしか出せません。
そこで、袋に入る大きさのものをた
くさん出される場合は、申込みハガ
キに「小物粗大ごみ袋」と記入して
効率よく出しましょう。「小物粗大
ごみ袋」は、45ℓ以下の無色透明
のごみ袋を使用し、袋の口がしっか
り結べて持ち上げた時に破れないよ
うにしていただければ、中にたくさ
んの粗大ごみが入っていても「小物
粗大ごみ袋」１袋で１点です。

畳

布団

コンポ

物干し台

ゴルフバッグ

スキー
道具一式

衣装ケース
やみかん箱

１枚１点と数えます。
（１畳１点ではありま
せん。半畳でも１点
です）

上下１組を紐で縛っ
ていただける場合、
１点と数えます。（敷
布団２枚でも同じ）

重ねて１つに縛って
いただける場合、１
点と数えます。

スピーカーとプレイ
ヤー、コード類をまと
めて１点と数えます。
（「コンポ一式」とご
記入ください）

中にゴルフクラブが
入っていても構いま
せん。

ストック、スキー靴、ス
キー板１人分が１点
です。

１組１点です。

ソファー

（折りたたみの）
パイプ椅子

傘

庭木・
角材・板

小物粗大
ごみ袋

椅子
自転車

ポリタンク

ソファーの各部分１脚
で１点と数えます。

２脚を１つに紐で縛っ
ていただける場合、
１点と数えます。

２個を１つに縛って
いただける場合、
１点と数えます。

１つが直径15ｃｍ以
内、１辺が150ｃｍ
以内の木に限りま
すが、１人で持ち運
べるぐらいの量を
紐で縛っていただ
ける場合、１点と数
えます。

紐で縛っていただ
ける場合、１点と数
えます。
（目安は１人で持ち
運べるぐらい）

左の説明参照

１脚１点です。

１台１点です。

出し方のアドバイス

申込みに関する注意点！申込みに関する注意点！
！ 事業所から出たごみや、事業を目的として利用されたごみは回収しません

●自動車やバイクの部品に関しては、
　排出が困難なものが多いので確認をしてください。
●金庫については、手提げ金庫のみです。
●粗大ごみ収集時間の指定はできません。
●粗大ごみシールの貼られていない粗大ごみについては、
　収集いたしません。
●粗大ごみ収集の際、建物に入っての収集はできません。
●粗大ごみについては、素材（FRP等）によって
　収集できないものもあります。
●物置や倉庫など、大きいものについては、
　分解して排出してください。
●申込みハガキの「排出場所見取図」を記入の際は、
　裏面にある「ステップ③申込み」を参考に
　必ず記入してください。

小物
粗大
ごみ袋

注 意 分別・出し方ルール守って！

正しい例 悪 い 例

小物粗大ごみ袋の中
に、スプレー缶やライ
ター、バッテリーや電
池などの発火性のあ
るものは入れないで
ください。

粗大ごみにあたらな
いプラスチックごみ
やペットボトル、空き
缶や可燃ごみに該当
するものは収集でき
ません。

携帯電話はできるだ
け販売店に引き取り
を依頼し、石油ストー
ブなどは灯油を完全
に除いて排出してく
ださい。

❶ ❷ ❸
小物粗大ごみ袋が適切に排出なされていないものは収集しません。

この他にも、「90ℓの袋を使用している」「袋の口が縛られておらず、
ガムテープで止めてある」「排出禁止物が入っている」等ルールが守ら
れていない小物粗大ごみ袋が多く見受けられます。

口はきちんと縛る ●1 袋が正しくない ●2小物粗大ごみの中に
　他のごみが入っている

●3スプレー缶など他の
　ごみが入っている

小物粗大
ごみだけに

４5ℓ以下の
透明な袋で


