
○ごみは分別して持ち込んでください。
○生駒市民である事を確認しますので、免許証などの提示をお願いします。
○一時多量のごみは電話してから持ち込んでください。

清掃リレー
センター

富雄インター帝塚山大学

木幸スポーツ生駒
（旧･ペアーレ生駒）

菜畑

国道168号

阪奈道路

東生駒駅生駒駅

市役所

清掃リレーセンター
全体図

工  場

入口

ごみ計量

新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック、ウエス（布）は、リサイクルできる
大切な資源です。本市では、定期的に日時や場所を決めて、これらの品物
などを回収する集団資源回収を推進しています。これらの品物は、燃えるご
みに出さないで、できるだけ集団資源回収や古紙回収業者に出しましょう。

■リサイクルできるもの
・新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック、ウエス（布）で、それぞれの種類ごとに分けて、ひもでくくっ
てください。
・アルミ箔、ビニールコートした紙、写真、紙コップ、油紙など、紙以外
の成分が多く入っている紙は、リサイクルできませんので、混ぜないよう
にしてください。
※集団資源回収の実施団体は、近所の人に聞くか、環境事業課に問い
合わせてください。
※集団資源回収の団体の登録は、随時受け付けています。

 平成22年10月1日スタート 

燃える大型ごみの出し方・申し込み方
電話申し込みで戸別収集する方法に変更になります

■収集は無料です。
■燃える大型ごみの定期収集はなくなります。
■原則として戸別収集になります。
■燃えないごみなどその他のごみは従来どおりです。
■事業所（店舗や会社）から出るごみは市では収集できません。

受付：月曜～土曜日（年末年始と祝日を除く）　午前8時～午後4時

申し込み
月に１回申し込みが
できます。

収集
依頼

一度に５点まで
申し込むことができます。

直接リレーセンターに持ち込むこともできます
お急ぎの場合や数量の多い場合などは、清掃リレーセンターへ持ち込んでください。

生駒市東生駒１丁目583　☎73‒6807

月曜～土曜日（日曜日・祝日を除く）
午後1時～3時30分

発行　生駒市役所 環境事業課（☎７４－１１１１　内線 355・356）

※100㎏を超えると
　10㎏ごとに50円

大型ごみ受付センター

保存版

（受付は9月1日スタート）

持ち込むことができる日時

一般家庭
100㎏までは

無料
10㎏ごとに50円

事業所
（事業系ごみ）

集団資源回収をご利用ください

事業系のごみや一時多量のごみで、
持ち込みできない場合は、下記の
業者が有料で収集いたします。料
金などは問い合わせてください。
㈱生駒市衛生社　  ☎79‒9031
㈱NANBU　　0120‒275‒383

ナ   ン   ブ

85-5374
ごみ なし



じゅうたん

マットレス

スーツケース

布団

衣装ケース

家具（木製）

単品で出す場合は1品が1点です

１品が１点です

この場合は3点

セットのものはそれぞれを１点と数えます

テーブルセット テーブルが１点、椅子１脚が１点
ソファセット １つのソファごとに１点
棒状のもの １束で１点

燃える大型ごみ収集の申し込み方 無料 燃える大型ごみの出し方

燃える大型ごみとは

「大型ごみ受付センター」に電話してください1

電話での確認事項2
■住所、氏名、電話番号をお聞きします。
■ごみを出す場所を確認します。
　●原則、戸別（玄関先の道路ぎわなど）での収集となります。
　●収集車が通れない場所や集合住宅は、指定場所（ごみ集積所など）での収集となります。

■ごみの品目や数量をお聞きします。
　●月に１回５点まで申し込みできます。

■収集日と受付番号をお知らせします。
　●収集日と受付番号はメモをしておくなど、忘れないようにお願いします。
　●収集日の指定はできません。

■住所、氏名（ふりがな）、FAX番号、ごみの品目・数量、ごみを出す場所を記入の
うえ、FAXを送信してください。折り返し、収集日と受付番号をFAXでお知らせ
します。

聴覚障がい・言語障がいの方は、ファクスでの申し込みができます

73-7008

■申し込み後に数量、ごみの内容などに変更があった場合は、できるだけ早めに「大型ごみ受
　付センター」に連絡してください。

最大辺が30㎝を超える木製、布製、プラスチック製などの可燃性のごみで、大人２人で持ち運び
できるものです。
      すだれ、鏡台（鏡は有害ごみの時に）、じゅうたん、ゴルフバッグ、板切れ、ヘルメット、おもちゃ（木製・
プラスチック製）、ポリバケツ、布団、毛布、木製家具、ズボンプレッサーなど

※タイヤやたたみなど市が収集できないものがあります。
※座いすやソファなど、中に金属のパイプがあるものや燃えない部分は、工具などを使い分解して燃えな
いごみの日に出してください。
※プラスチックケースなどは、砕いて小さくすれば燃えるごみに出せます。ただし、多量にならないよう何
回かに分けて出してください。

例

例

受付番号

不用品メモを用意してください。
収集日と受付番号を
お知らせします。

（受付は９月１日から）
■受付曜日　月曜～土曜日
　　　　　　（12月29日～1月3日と祝日を除く）

■受付時間　午前８時～午後４時

※休日明けなどは申し込みが集中しますので、電話が
つながりにくいことがあります。

※おかけ間違いのないように、ご注意ください。

収集日の朝８時までに出してください
■ごみ１点ごとに「受付番号」と「不用品」と書いた紙を貼り付けてください。
※表示のない物は回収しません。
■歩行や交通の支障とならないように注意してください。
■回収時の立会いは不要です。

85-5374
ごみ なし
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