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ごみ減量・分別講座シリーズ⑮

美浜町指定ごみ袋取扱店美浜町指定ごみ袋取扱店
●問合せ　環境課　内線216・217

令和３年４月１日から「家庭系可燃ごみ袋有料化」を実施します。それに伴い、令和３年２月末から新たな
美浜町指定可燃ごみ袋の販売を開始します。また、プラスチック製容器包装の袋も新たに追加されます。

美浜町指定ごみ袋取扱店とは…？美浜町指定ごみ袋取扱店とは…？
美浜町指定ごみ袋を販売することができるのは、本町に申請し取扱店として指定された本町に所在する店
舗、もしくは事業所に限られます。可燃ごみは45・30・20リットル、ミックスペーパーは45・30リット
ル、プラスチック製容器包装も45・30リットルと、すべての種類・サイズを取り扱っていただきます。

取扱店舗一覧（令和３年１月時点）取扱店舗一覧（令和３年１月時点）

東部地区は３月29日（月）、西部・美浜緑苑地区は３月30日（火）の集積所の収集時間までは、現在の指定可燃ごみ袋（緑
色）でごみ出しが行えます。ご家庭にて残ってしまった袋は、未開封10枚入りのものに限り５月以降にプラスチック
製容器包装用の袋との交換を予定しております。詳細が決まり次第、広報やごみ減量化通信などでお知らせします。

新しい指定可燃ご
み袋は、手数料と
いう扱いで販売す
るため、上記のど
の店舗で購入して
も同じ価格です。

可燃ごみ袋についての注意点可燃ごみ袋についての注意点

新しい指定可燃ごみ袋の価格新しい指定可燃ごみ袋の価格

地区 取扱店 住所

布土

アイトー電工 布土字平井 380-2
洋服のイトウ 布土字北浜田 47-3
社会福祉法人みはま福祉会 布土字和田 80
㈱布土精肉 布土字大池 124
セブン－イレブン美浜町布土店 布土字大池 36-1

河和

グリーンセンター美浜 河和字北田面 71-1
㈱かね忠 河和字北屋敷 221
橋本生花 河和字北屋敷 32
㈲快生薬局 河和字南屋敷 67
はあと薬局 河和字西谷 82-1
きしだや 河和字上前田 32-3
スーパーおおいわ 新浦戸 1 丁目 5-1
大学堂薬局河和店 新浦戸 2 丁目 10-8
柳電機河和店 北方 1 丁目 27
パレマルシェ河和店 河和字北田面 5-1
スギドラッグ河和店 北方字東側 15-1
ファミリーマート美浜河和台二丁目店 河和台 2 丁目 275
麩屋秀商店 河和字北屋敷 35
㈲紀の国屋 河和字西谷 213-3
ローソン美浜北方店 北方 2 丁目 5
ファミリーマート新浦戸店 新浦戸 2 丁目 10-18
フラワーマーケットワタナベ 河和字北田面 5-1

古布

ローソン美浜古布店 古布字屋敷 182
カインズ美浜店 古布字屋敷 73-8
フィール美浜店 古布字屋敷 73-8
ゲンキー古布店 古布字屋敷 73-8

地区 取扱店 住所

野間

冨士屋米穀 野間字本郷 12-1
㈲豊田屋 野間字本郷 171
ニュージョイス森田屋 野間字須賀 93-1
ナツト―薬局 野間字須賀 100
森長 野間字中町 98-5
たんぽぽ 野間字新町 199
山嘉商店 小野浦字西川 122
㈲内山電気商会 野間字石名原 100
セブン－イレブン美浜町野間店 野間字新町 180-1

奥田

丸西商店 奥田字南側 25
櫻屋 奥田字儀路 98-2
㈱綿屋林三商店 奥田字海道田 75-1
㈱ヤナギ奥田店 奥田字石亀 239-7
新店 奥田字石畑 69-1
㈲丸西電器店 奥田字東卯起 7-1
コメリハードアンドグリーン美浜奥田店 奥田字石畑 366-1
ココカラファイン奥田店 奥田字石畑 250-2
ファミリーマート美浜奥田店 奥田字北大西 85-2
セブン－イレブン南知多美浜町奥田店 奥田字儀路 532
V･drug 美浜店 奥田字三ケ市 58
ゲンキー奥田店 奥田字石畑 328-1

上野間

小仲商店 上野間字新田 80-1
須田薬局 上野間字的場 62-1
ジョイフルファーム鵜の池 上野間字中新田 10
セブン－イレブン南知多美浜町上野間店 上野間字的場 61-4
㈲旭屋 上野間字杉代 44-1

ごみ袋のサイズ １０枚入り１パック

４５リットル ５００円

３０リットル ３００円

２０リットル ２００円
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分別を徹底しましょう！ ごみ出しルールを
守りましょう！

◀◀河和地区のとある集積所にミックスペーパーの袋が残されていまし
た。時間を過ぎてしまったのか、曜日が違う日に出したのかと思いなが
らよく見てみると、様子がおかしいことに気付きました。

▶▶袋を開けてみると、懐中電灯や傘、
ポーチ、マジックペン、布製の袋、
ペットボトルで工作したペン立てな
ど、ミックスペーパーとしては出せな
いものばかりが入れられていました。
収集業者さんが、中身を判断し集積所
に置いていったものでした。

◀◀こちらの２枚の写真は分別収集会場での写真です。
　不燃ごみのコンテナのようです。こちらもよく見
てみるとライターやスプレー缶などが出されていま
す。上の方にあるので、収集時間が終わって区や当
番の方が帰ってから入れていったのでしょうか？
　ライターやスプレー缶などの可燃性のものは、適
切な分別・処理がされていないと収集車両等で火災
等が起こり、収集作業員や周囲の住民に危険が及ぶ
可能性があるので、しっかりと分別してください。

みなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

「一人の努力が集まれば　やがて大きなチカラとなる　達成しよう！！ 美浜ごみダイエット計画」

コメント
　前年同月比で、可燃ごみ排出量が増
加、ミックスペーパー収集量が減少と
いう結果でした。
　集積所にミックスペーパーの袋が置
かれていることが増えてきたなと思っ
ていたのですが、その中身が可燃ごみ
であったり、缶・ビン・ペットボトル
であったりと、誤った使い方をされて
いることが増えています。
　収集業者さんが気付いたものは、当
然集積所に置いていきますし、置いて
いかれたものがその後どのように処理
されるかは想像がつくと思います。
　このようなことが起こらないよう、
みなさまのご理解ご協力をよろしくお
願いします。

可燃ごみは減量、可燃ごみは減量、
ミックスペーパーは増量をミックスペーパーは増量を
目指しましょう！目指しましょう！

家
庭
系
ご
み
排
出
状
況

家
庭
系
ご
み
排
出
状
況

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

394,500

353,220

400,000

可燃ごみ
排出量（kg）

11.7%増

前年同月 令和２年
11 月

前年同月 令和２年
11 月

10,550

10,600

10,650

10,700

10,750

10,800

10,850
10,830

10,670

ミックス
ペーパー！
目指せ！
月14t

(14,000kg)！

ミックスペーパー
収集量（kg）

1.5％減


