
福生市のごみと資源の分け方・出し方福生市のごみと資源の分け方・出し方
ごみはきちんと分別し、決められた方法で出しましょう

英　語 韓国語 中国語

収集方法と排出場所
　一軒一軒のご家庭及び事業所から直接収集します。道路に面した敷地内に出してください。ただし、マンションやアパートなどの集合住宅では、それ
ぞれの決められた集積所に出してください。

Collection Methods and Disposal Areas 
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수거방법과 배출장소
각 가정 및 사업소에서 직접 수거합니다. 도로에 면한 부지 내에 배출해 주십시오. 단, 맨션 및 아파트 등의 집합 주택에서는 각각의 지정된 집적소에 배출해 
주십시오.

Collection Days 
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수거일
수거일의 아침 8시까지 배출해 주십시오. 아침 8시 이후 및 수거일이 아닌 날의 배출은 금지하고 있습니다. 연말연시를 제외하고 공휴일에도 수거합니다. 
쓰레기 및 자원의 수거일은 시청에서 배포하는 ‘쓰레기ㆍ재활용 캘린더’에서 확인하여 배출해 주십시오.

How to Dispose of Your Garbage
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쓰레기 배출방법
태우는 쓰레기 및 태울 수 없는 쓰레기는 훗사시 지정 수거 봉투로 배출해 주십시오.
※훗사시 지정 수거 봉투 이외의 봉투로 배출된 경우는 수거하지 않습니다. 
캔ㆍ병ㆍ페트병ㆍ플라스틱병ㆍ금속ㆍ유해 쓰레기(스프레통)는 양동이ㆍ바구니 등의 
용기로 배출해 주십시오(용기는 가정에서 준비해 주십시오).
소형가전ㆍ경질 플라스틱ㆍ용기 포장 플라스틱ㆍ유해 쓰레기(건전지, 형광관, 수은 
체온계, 1회용 라이터)는 품목별로 투명 또는 반투명 봉투에 넣어 배출해 주십시오. ※
스프레통ㆍ1회용 라이터는 반드시 내용물을 비운 후 배출해 주십시오.
신문, 잡지ㆍ잡종이(종이팩 포함), 골판지, 헌 옷ㆍ헌 직물은 끈으로 십자로 묶어 
주십시오.

収集日
　収集日の朝8時までに出してください。朝8時以降及び収集日以外の日のごみ出しは禁止しています。年末年始を除き祝日も収集します。ごみ及び
資源の収集日は、市役所で配布している「ごみ・リサイクルカレンダー」で確認してください。

ごみの出し方
　燃やせるごみ及び燃やせないごみは、福生市指定収集袋で出してください。　※福生市指定収集袋以外の袋で出された場合は収集しません。缶・ビン・
ペットボトル・プラスチックボトル・金属・有害ごみ（スプレー缶）は、バケツ・カゴなどの容器で出してください。（容器はご家庭で用意してください。）
　小型家電・硬質プラスチック・容器包装プラスチック・有害ごみ（乾電池、蛍光管、水銀体温計、使い捨てライター）は、品目ごとに透明又は半透明
の袋に入れて出してください。　※スプレー缶・使い捨てライターは必ず中身を空にしてから出してください。
　新聞、雑誌・雑紙（紙パック含む）、ダンボール、古着・古繊維は、ひもで十字に束ねてください。

福生市指定収集袋
1 福生市指定収集袋の種類
 燃やせるごみ（水色）・燃やせないごみ（黄色）
2 販売場所
 福生市内のスーパーマーケット又は
コンビニエンスストアなど

3　福生市指定収集袋の大きさと価格
ミニ袋（5ℓ相当） 1セット（10枚） 70円
小 袋（10ℓ相当） 1セット（10枚） 150円
中 袋（20ℓ相当） 1セット（10枚） 300円
大 袋（40ℓ相当） 1セット（10枚） 600円

훗사시 지정 수거 봉투
1 훗사시 지정 수거 봉투 종류

태우는 쓰레기(하늘색)ㆍ태울 수 없는 
쓰레기(노란색)

2 판매 장소
훗사시 내의 슈퍼마켓 또는 편의점 등

3 훗사시 지정 수거 봉투의 크기와 가격

미니 봉투(5리터 상당) 1세트(10장) 70엔
소형 봉투(10리터 상당) 1세트(10장) 150엔
중형 봉투(20리터 상당) 1세트(10장) 300엔
대형 봉투(40리터 상당) 1세트(10장) 600엔

Fussa City-Designated Garbage Bags
1. Types of garbage bags Fussa City designates

Combustible waste (light blue) and incombustible 
waste (yellow)

2. Available locations: Available for sale at 
supermarkets and convenience stores in Fussa City

3. Sizes and prices of Fussa City-designated garbage bags:
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Fussa City Sorting and Disposal Procedures for Garbage and Recyclable Resources
Let’s Sort Garbage Properly and Dispose of Items Using the Designated Methods

훗사시의 쓰레기와 자원의 분리방법ㆍ배출방법
쓰레기는 제대로 분리하여 지정된 방법으로 배출합시다.

福生市垃圾和资源的分类方式、扔出方法福生市垃圾和资源的分类方式、扔出方法
垃圾请仔细归类，按照规定方法扔出。

收集方法和扔出地点
从各家各户及各事业所直接收集。请把垃圾扔在自家门前的路边。不过，在高层公寓等集体住宅，请将垃圾扔至各自规定的回收站。

收集日
请在收集日的早上 8 点之前扔出垃圾。禁止在早上 8 点以后或者收集日以外的日期扔出垃圾。除年末年初之外，节假日时仍将照常收集。

至于垃圾及可再利用资源的收集日请参阅市政府下发的“垃圾回收日程表”，确认之后再扔出。

垃圾的扔出方法
可燃垃圾及不可燃垃圾，请用福生市指定收集袋扔出。

※用福生市指定收集袋以外的袋子扔出时不予收集。
罐类、玻璃瓶罐、PET 塑料瓶、金属类、有害垃圾 ( 喷雾器罐 ) 请装

在桶或筐等容器里扔出。( 容器请各家自备。)
小型家电、硬质塑料制品、塑料容器包装类、有害垃圾（干电池、

荧光管、水银体温计、一次性打火机 ) 请根据种类装入透明或半透明的收
集袋中扔出。
※喷雾器罐、一次性打火机请务必将内容物清空后扔出。

报纸、杂志、废纸类（含纸盒）、纸箱、旧衣、旧布请用绳子十字形捆扎。

3 福生市指定收集袋的大小和价格

迷你袋 (5 公升相当 )　       1 套 (10 个 )        70 日元
小　袋 (10 公升相当 )　      1 套 (10 个 )      150 日元
中　袋 (20 公升相当 )　      1 套 (10 个 )      300 日元
大　袋 (40 公升相当 )　      1 套 (10 个 )      600 日元

福生市指定收集袋
1 福生市指定收集袋的种类

可燃垃圾（天蓝色）、不可燃垃圾（黄色）

2 出售地点

福生市内的超市或便利店等



燃やせるごみ Combustible Waste 태우는 쓰레기
収集回数　週2回
出　し　方　福生市指定収集袋（有料）【袋色：水色】

Collection frequency   ������������
Disposal method   ��������������������������������������
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수거 횟수  주 2회
배출방법  훗사시 지정 수거 봉투(유료)【봉투색: 하늘색】

出せる
も　の

生ごみ、汚れた紙くず類、衛生上焼却処分の必要なもの（生理用品、汚れた布など）、資源として再生利用できな
い紙（感熱紙、カーボン紙など）、汚れの落ちないプラスチック類、皮革製品（くつ、バックなど）、ゴム製品
※１辺が50cm未満のもの

배출 

가능한 것

可扔

出物

可扔

出物

可扔

出物

음식물 쓰레기, 더러운 종이 조각류, 위생상 소각해야 

하는 것(생리용품, 더러운 천 등), 자원으로 재생 이용할 

수 없는 종이(감열지, 카본지 등), 이물질이 제거되지 

않는 플라스틱류, 가죽 제품(구두, 가방 등), 고무 제품

※한 변이 50cm 미만인 것

배출 

가능한 것
유리류, 도자기류, 복합 제품

(포트, 우산, 장난감 등)

배출 

가능한 것

소형가전(휴대전화, 디지털 카메라, 전자 계산기, 

전자 사전, 게임기, 휴대용 음악 플레이어, 

드라이어, 전자 레인지, AC 어댑터 코드류 등)

※한 변이 50cm 미만인 것

배출 

가능한 것

맥주 캔, 주스 캔 등 캔 전반(18리터 이내)

※스프레통은 유해 쓰레기 배출일에 배출해 

주십시오.

배출 

가능한 것
음료용ㆍ식료품용 병, 약병, 

화장품 병 등

배출 

가능한 것

프라이팬, 냄비, 주전자, 스푼, 나이프, 포크, 

부엌칼, 밥솥의 내부 용기 등(거의 대부분이 

금속으로 된 것)　※한 변이 50cm 이내인 것

Disposable
items
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注　意 生ごみはよく水切りをしてくださ
い。袋の口はよくしばってくださ
い。おむつの汚物はトイレに流し
てください。液体のものは出さな
いでください。

 ※缶、ペットボトル、ビンなど、
燃やせるごみ以外の物が入ってい
る場合は収集しません。

주　의 음식물 쓰레기는 물기를 잘 제거해 
주십시오. 봉투의 입구는 잘 묶어 
주십시오. 기저귀에 묻은 오물은 
변기에 흘려보내 주십시오. 액체류는 
배출하지 마십시오.
※캔, 페트병, 병 등 태우는 쓰레기 
이외의 것이 들어 있는 경우에는 
수거하지 않습니다.

주　의 봉투의 입구를 잘 묶어 주십시오. 깨진 유리나 도자기류는 종이나 천 
등에 싸서 위험하지 않도록 배출해 주십시오.
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주　의 내용물을 비우고 물로 세척한다. 18리터 캔은 압착하여 배출해 
주십시오. 봉투에 넣지 않고 용기에 직접 넣어 배출해 주십시오.

燃やせないごみ Incombustible Waste 태울 수 없는 쓰레기
収集回数　4週に1回
出　し　方　福生市指定収集袋（有料）【袋色：黄色】

Collection frequency  ���������� ���������
Disposal method  ��������������������������������������
��		���

수거 횟수  4주에 1회
배출방법  훗사시 지정 수거 봉투(유료)【봉투색: 노란색】

出せる
も　の

ガラス類、陶器類、複合製品（ポット、かさ、玩具など）

Disposable
items
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注　意 袋の口をよくしばってください。割れたガラスや陶器類は、紙や布
などに包み危険のないように出してください。

小型家電 Small Household Appliances 소형가전
収集回数　4週に1回
出　し　方　透明又は半透明の袋

Collection frequency  ���������� ���������
Disposal method  ������������������������������������

수거 횟수  4주에 1회
배출방법  투명 또는 반투명 봉투

出せる
も　の

小型家電（携帯電話、デジタルカメラ、電卓、電子辞書、ゲーム機、
携帯音楽プレーヤー、ドライヤー、電子レンジ、ACアダプター、
コード類など）　※1辺が50㎝未満のもの

Disposable
items
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缶 Cans 캔
収集回数　2週に1回
出　し　方　バケツ・カゴなどの容器
※袋に入ったものは収集しません。

Collection frequency  �������������������
Disposal method  	����������������������������������������������������
	���������������������	��������������		���������		������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  양동이ㆍ바구니 등의 용기
※봉투에 들어 있는 것은 수거하지 않습니다.

出せる
も　の

ビール缶、ジュース缶など缶全般（18ℓ以内の
もの）
※スプレー缶は有害ごみの日に出してください。

Disposable
items

�		�������� ������������������������ �������
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注　意 袋の口をよくしばってください。
 50㎝以上の物は粗大ごみで出してください。

주　의 봉투의 입구를 잘 묶어 주십시오.
50cm 이상인 것은 대형 쓰레기로 

배출해 주십시오.

注　意 中身を空にして水洗いする。18ℓ缶は、
つぶして出してください。袋に入れず
に容器に直接入れて出してください。

金属 Metals 금속
収集回数　2週に1回
出　し　方　バケツ・カゴなどの容器
※袋に入ったものは収集しません。

Collection frequency  �������������������
Disposal method  	��������������������������������������������������
	���������������������	��������������		���������		������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  양동이ㆍ바구니 등의 용기
※봉투에 들어 있는 것은 수거하지 않습니다.

出せる
も　の

フライパン、鍋、やかん、スプーン、ナイフ、フォーク、包丁、炊飯器の内釜など（ほとんどの部
分が金属でできているもの）
※1辺が50cm未満のもの

Disposable
items

���������������������	������������������ ������������������������������������ ���������������
�	����������� ����������������������������	��� �����	���������������������	��������������

注　意 包丁やカッターナイフなどは紙や布などに包み、危険のないよう出してください。
 金属以外の外せる部分は、取り除いてください。袋に入れずに容器に直接入れて出してください。

Notes ���������������������������	����������������������	������ �����������	�
������������������

� �����������������	����������������	���������������	��
� ������������ �����������������	����������������	�������������������

�������������������
주　의 부엌칼 및 커터칼 등은 종이나 천 등에 싸서 위험하지 

않도록 배출해 주십시오.

 금속 이외의 분리할 수 있는 부분은 분리해 주십시오. 

봉투에 넣지 않고 용기에 직접 넣어 배출해 주십시오.

Notes ��������������	����������������������������������������������������������������� �����������	�������	����������������	��
������������������������������������

� ���������������	������	��������������������	�������������������������������
�����������������������������	���

주　의 뚜껑이나 캡을 제거하고 내용물을 비운 후 물로 세척한다. 봉투에 넣지 않고 용기에 
직접 넣어 배출해 주십시오. 

※맥주병 등의 재활용할 수 있는 병은 되도록 구입한 가게에 반납해 주십시오.

ビン Glass Bottles 병
収集回数　2週に1回
出　し　方　バケツ・カゴなどの容器
※袋に入ったものは収集しません。

Collection frequency  �������������������
Disposal method  	������������	�������������������������������������������
	���������������������	��������������		���������		������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  양동이ㆍ바구니 등의 용기
※봉투에 들어 있는 것은 수거하지 않습니다.

出せる
も　の

飲料用・食料品用のビン、薬のビン、
化粧品のビンなど

Disposable
items

����	��� ���������������� �����
������������	��������	��� ��������������
����

注　意 フタやキャップを取り除き、中身を空にして水洗いする。袋に入れずに容器に直接入れて出してください。
※ビールビンなどのリターナブルビンは、できるだけ買ったお店に返却してください。

可燃垃圾
收集次数  每周 2 次
扔出方法  福生市指定收集袋 ( 购买 )【袋的颜色：蓝色】

厨房类含水垃圾、污浊其他纸张屑、因卫生
起见需要焚烧处理的物品 ( 生理用品、污浊
布等 )、不能作为资源再利用的纸张 ( 感热纸、
复写纸等 )、污物不能除去的塑料类、皮革
制品（鞋子、皮包等）、橡胶制品
※边长未满 50cm 的物品

注　意 厨房类含水垃圾请去除水分。袋口扎
紧。尿布上的污物请冲洗到便池里。
液体垃圾请勿扔出。
※罐、塑料瓶、玻璃瓶罐等，含有可
燃垃圾以外的物品时不予收集。

不可燃垃圾
收集次数　4 周 1 次
扔出方法　福生市指定收集袋 ( 购买 )【袋的颜色：黄色】

玻璃类、陶瓷类、复合产品
( 水壶、雨伞、玩具等 )

注  意　袋口扎紧。破裂的玻璃和陶瓷器请用纸或布包好，避免发生危险。

小型家电
收集次数　4 周 1 次
扔出方法　透明或半透明的收集袋

小型家电 ( 手机、数码相机、计算器、
电子词典、游戏机、随身听、电吹风、
微波炉、AC 适配器、连接线等 )
※边长未满 50cm 的物品

可扔

出物

可扔

出物

可扔

出物

啤酒罐、果汁罐等各类罐 (18 公升以内 )
※喷雾器罐请在有害垃圾收集日扔出。

平底锅、锅、烧水壶、匙、刀、叉、菜刀、
电饭煲内锅等(绝大部分由金属构成的物品)
※边长 50cm 以内的物品

饮料瓶、食品瓶、药瓶、
化妆品瓶等

注  意　袋口扎紧。

50cm 以上的物品请按粗大垃圾扔出。

罐类
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　桶或筐等容器
※放入袋中的物品不予收集。

注  意　将罐倒空，用水洗净。18 公升的罐请

弄扁后扔出，不要装进袋，而是直接

放进容器内扔出。

注  意　菜刀及其他刀具等用纸或布包好，避免发生危险。

并取下非金属可分离的部分。不要装进袋，而是

直接放进容器内扔出。

金属类
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　桶或筐等容器
※放入袋中的物品不予收集。

玻璃瓶罐
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　桶或筐等容器
※放入袋中的物品不予收集。

注  意　取下瓶盖，倒空后用水洗净。不要装进袋，而是直接放进容器内扔出。

※啤酒瓶等可回收的瓶尽量退还至经销店。

18ℓ



ペットボトル Plastic Bottles (PET) 페트병
収集回数　2週に1回
出　し　方　バケツ・カゴなどの容器
※袋に入ったものは収集しません。

Collection frequency  ��������������������
Disposal method  �����������������������������������
��	���������	���������������
������������������������������������������������������������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  양동이ㆍ바구니 등의 용기
※봉투에 들어 있는 것은 수거하지 않습니다.

出せる
も　の

清涼飲料水、しょう油・酒類のペット
ボトル（　　の材料表示のあるもの）

청량 음료수, 간장ㆍ주류 페트병

(　　의 재료 표시가 있는 것)

Disposable
items

����������������������������������
������
�
������	�����������������������������
��������������

注　意 キャップとラベルを取り除く。（容器包
装プラスチックで出してください。）

中身を空にして水洗いする。 必ずつぶして容器に直接入れる。

Notes �������������������������������������
������������������������������������
�����������

�������	����������������������������
�����������

����	��������	�����������������������
���������������������������������

주　의 뚜껑과 라벨을 제거한다(용기 포장 
플라스틱으로 배출해 주십시오).

내용물을 비우고 물로 세척한다. 반드시 압착하고 용기에 직접 넣는다.

プラスチックボトル Other Plastic Bottle-Type Containers 플라스틱병
収集回数　2週に1回
出　し　方　バケツ・カゴなどの容器
※袋に入ったものは収集しません。

Collection frequency  ��������������������
Disposal method  �������������������������������������������������������
��	���������	���������������
������������������������������������������������������������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  양동이ㆍ바구니 등의 용기
※봉투에 들어 있는 것은 수거하지 않습니다.

出せる
も　の

洗剤、シャンプー、食用油、ソースなどのプ
ラスチック容器　（ボトルタイプのみ）

Disposable
items

���������������������������������
��������
�
�����������
���	���
������������������������
������������

注　意 ノズルとキャップを取り除き、中身を空にして水洗いしてください。
 ※ノズルとキャップは、容器包装プラスチックで出してください。卵のパックやカップラーメンの容器は

容器包装プラスチックで出してください。

Notes ������������������������������
���������������������������	������������������������
�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

주　의 노즐과 캡을 제거하고 내용물을 비운 후 물로 세척해 
주십시오.

 ※노즐과 캡은 용기 포장 플라스틱으로 배출해 주십시오.

 달걀 포장 용기나 컵라면 용기는 용기 포장 플라스틱으로 

배출해 주십시오. 배출해 주십시오.

硬質プラスチック Rigid Plastic Items 경질 플라스틱
収集回数　2週に1回
出　し　方　透明又は半透明の袋

Collection frequency  ��������������������
Disposal method  ���������������������������������������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  투명 또는 반투명 봉투

出せる
も　の

バケツ・洗面器・植木鉢・ざる・かご・ポリタンク・収納ケース・
CDケース・ハンガー・靴べら・コップ等　
※１辺が50cm未満のもの

Disposable
items

�	�����
�����������
����������
����������
��������
����������	��������
�
�������������
���������
��������
����������
��	��
�������������������
�������������	�������������������������������

容器包装プラスチック Plastic Containers and Packaging 용기 포장 플라스틱
収集回数　週1回
出　し　方　透明又は半透明の袋

Collection frequency  �����������
Disposal method  ���������������������������������������

수거 횟수  주 1회
배출방법  투명 또는 반투명 봉투

出せる
も　の

カップめんの容器・お菓子の袋・卵のパック・豆腐の容器と上のフィルム・スーパー等のレジ袋・コンビニ弁当
の容器・食品トレイ（色つき、白色）、発泡スチロールの容器、その他プラマーク　　のついているもの

Disposable
items

�������������������������
����������������
��������������������
����	��������������������������������������
�
����������������������������	����������
��������������������	��������������
�������������������������������
������������
����������������������������
������������������������������������������������       �����

注　意 汚れているものは、水洗いして出してください。

Note ���������������������������������������������
주　의 더러운 것은 물로 세척한 후 배출해 주십시오.

注　意 水洗いして出してください。
 洗っても汚れが落ちないものは燃やせるごみで出してください。
 容器包装プラスチック以外の物が入っている場合は、収集しません。

Notes ��������������	�������������������������������
� �������������������������������������������������	�������������

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������

주　의 물로 세척한 후 배출해 주십시오.
 물로 세척해도 이물질이 제거되지 않는 것은 

태우는 쓰레기로 배출해 주십시오.

 용기 포장 플라스틱 이외의 것이 들어 있는 

경우에는 수거하지 않습니다.

ダンボール Cardboard 골판지
収集回数　2週に1回
出　し　方　ひもで十字にしばる
※しばっていないものは収集しません。

Collection frequency  ��������������������
Disposal method  �	������������������������������������������
�������������������������������������	����������������������������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  끈으로 십자로 묶는다
※묶여 있지 않은 것은 수거하지 않습니다.

新聞、雑誌・雑紙（紙パック含む）
신문, 잡지ㆍ잡종이(종이팩)

Newspapers, Magazines and Recyclable Paper (Milk Cartons and Drink Boxes)

収集回数　2週に1回
出　し　方　ひもで十字にしばるか、紙袋に入れる

Collection frequency  ��������������������
Disposal method  �	������������������������������������������������������������������

수거 횟수  2주에 1회
배출방법  끈으로 십자로 묶거나 봉투에 넣는다

出せる
も　の

新聞（チラシ含む）、雑誌（本全般）、
雑紙（はがき、包装紙、菓子箱、紙パッ
クなど）、シュレッダー屑

Disposable
items

����������������	�����������
�
������������������������������
�
�������������������	���������������
�
��������������
�����������������
�
������������
����������������������
����������������

注　意 資源として再生利用できない紙（感熱紙、カーボン紙など）は、燃やせるごみで出してください。
 新聞と雑紙は別々にしばってください。
 雑紙（紙パックは洗って乾かし、切り開いてから）は紙袋に入れてまとめるか、ひもで十字にしばっ

て出してください。
Notes ����������������������������������������������	�������������������������������������������

����	�������������
�  ����������	������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������
������	�������

����������������������������������	���������������������������������������������������������
주　의 자원으로 재생 이용할 수 없는 종이(감열지, 카본지 등)는 태우는 쓰레기로 배출해 주십시오.
 신문과 잡종이는 별도로 묶어 주십시오.

 잡종이(종이팩은 씻어 말린 후 펼쳐서)는 종이 봉투에 넣어 정리하거나 끈으로 십자로 묶어 배출해 

주십시오.

古着・古繊維 Used Clothing and Fabric 헌 옷ㆍ헌 직물
収集回数　4週に1回
出　し　方　ひもで十字にしばる

Collection frequency  �������������	�������
Disposal method  �	������������������������������������������

수거 횟수  4주에 1회
배출방법  끈으로 십자로 묶는다

出せる
も　の

衣類全般、
タオル、
毛布など

Disposable
items

�������������
��������
�
��������
�����

注　意 ひもでしばってください。収集日が雨の日または雨となることが予想される日には出さずに次回の収集日に出してください。

Notes ��������	����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������	���������

주　의 끈으로 묶어 주십시오. 비가 내리거나 또는 
비가 예상되는 날에는 배출하지 말고 다음 

수거일에 배출해 주십시오.

배출 

가능한 것

세제, 샴푸, 식용유, 소스 등의 

플라스틱 용기(병 타입만 해당)

배출 

가능한 것

양동이ㆍ세면기ㆍ화분ㆍ소쿠리ㆍ바구니ㆍ폴리에틸렌제 

용기(플라스틱 말통)ㆍ수납 케이스ㆍCD 케이스ㆍ

옷걸이ㆍ구둣주걱ㆍ컵 등 ※한 변이 50cm 이내인 것

배출 

가능한 것

컵라면 용기ㆍ과자 봉지ㆍ달걀 포장 용기ㆍ두부 

용기와 위쪽 포장비닐ㆍ슈퍼 등의 비닐봉투ㆍ편의점 

도시락 용기ㆍ식품 트레이(색상형, 흰색), 스티로폼 

용기, 기타 플라스틱 마크       가 부착된 것

배출 

가능한 것

신문(전단지 포함), 잡지(책 

전반), 잡종이(엽서, 포장지, 

과자 상자 등, 종이팩), 파쇄지

배출 

가능한 것

의류 전반, 

모포 등

배출 

가능한 것

PET塑料瓶
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　桶或筐等容器
※放入袋中的物品不予收集。

可扔

出物

可扔

出物

可扔

出物

清凉饮料、酱油、酒类的 PET 塑

料瓶  ( 印有      符号的物品 )
注  意　取下瓶盖和标签。( 请按塑料容器包

装类扔出。)

倒空后用水洗净。
务必弄扁后直接放进容器中。

塑料瓶
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　桶或筐等容器
※放入袋中的物品不予收集。

洗涤剂、洗发精、食用油、调味汁等

物品的塑料容器　( 仅限瓶装类型 ) 

桶、洗脸盆、花盆、篓箩、筐、聚乙烯罐、整理箱、
CD 盒、衣架、鞋拨子、杯子等　※边长 50cm 以
内的物品

可扔

出物

杯装面的包装盒、点心包装盒、鸡蛋包装盒、
豆腐包装盒及其薄膜、超市购物袋、便利店
盒饭饭盒、食品饭盒 ( 彩色、白色 )、发泡乙
烯的容器、其他带有塑料符号      的物品

可扔

出物

可扔

出物

报纸(含广告传单)、杂志(所
有书籍 )、废纸类 ( 明信片、
包装纸、点心盒等、纸盒 )、
碎纸机屑

注  意　取下喷嘴和瓶盖，将内容物清空，用水洗净。

※喷嘴和瓶盖请按塑料容器包装类扔出。

鸡蛋包装盒和杯装方便面的容器请作为

塑料容器包装类扔出。

硬质塑料制品
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　透明或半透明的收集袋

注  意　污浊物品用水洗净后扔出。

塑料容器包装类
收集次数　每周 1 次
扔出方法　透明或半透明的收集袋

注  意　 请用水洗净后扔出。

洗不掉的污垢按可燃垃圾扔出。

含有塑料容器包装类以外的物品时不予收集。

纸箱
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　用绳子十字形捆扎
※未系紧的物品不予收集。

报纸、杂志、废纸类 ( 含纸盒 )
收集次数　2 周 1 次
扔出方法　用绳子十字形捆扎或放入纸袋

注  意　不能作为资源再生利用的纸 ( 感热纸、复写纸等 ) 请按可燃垃圾扔出。

报纸和废纸类请分别捆好。

废纸类（纸盒请洗净、晾干、切开后）请装入纸袋汇总，或用绳子捆成十字形后扔出。

旧衣、旧布
收集次数　4 周 1 次
扔出方法　用绳子十字形捆扎

所有衣物、
毛毯等 注  意　请用绳子捆好。下雨天或预计会

下雨时请勿扔出，在下一个收

集日扔出。



3束（袋）以内 枝木や葉は、燃やせるごみの日に透明又は半透明の袋に入れて出してください。枝木は1束の直径30cm以内、1本の幹の太さ10cm以内、長さ50cm未満にし、ひもで束ねて出してください。
4束（袋）以上 リサイクルセンター（042-552-1621・042-551-9150）に申し込みをし、戸別に収集します。枝木は1束の直径30cm以内、1本の幹の太さ10cm以内、長さ1.5m以内にし、ひもで束ねて出してください。

Handling Branches and Leaves 
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나뭇가지ㆍ잎의 취급에 대해
3다발(봉투) 이내 나뭇가지나 잎은 쓰레기 배출일에 투명 또는 반투명 봉투에 

넣어 배출해 주십시오. 나뭇가지는 1다발 직경 30cm 이내, 

줄기 1개의 굵기 10cm 이내, 길이 50cm 이내로 정리한 후 

끈으로 묶어 배출해 주십시오.

4다발(봉투) 이상 재활용 센터（042-552-1621·042-551-9150）에 

신청하고 호별로 수거합니다. 나뭇가지는 1다발 직경 30cm 

이내, 줄기 1개의 굵기 10cm 이내, 길이 1.5m 이내로 

정리한 후 끈으로 묶어 배출해 주십시오.

道路や公園などを清掃して出たごみを出す場合は、ボランティア袋を公共施設にて無料配布します。家庭から出たごみには使用できません。

Volunteer Bags 
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볼런티어 봉투
도로 및 공원 등을 청소하고 나온 쓰레기를 배출할 경우는 

볼런티어 봉투를 공공시설에서 무료 배포합니다. 가정에서 

배출한 쓰레기에는 사용할 수 없습니다.

戸別の有料収集です。福生市リサイクルセンター（042-552-1621・042-551-9150）へお申し込みください。
出せるもの 家具、家電製品（テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機（衣類乾燥機）、エアコン、パソコンを除く）、自転車、じゅうたん、布団など1辺が50㎝以上のもの
処理方法  申込み時に収集日及び金額を確認し、指定された収集日までに廃棄物処理券取扱店で処理券を購入して、処理券に名前を記入し、品物に貼り付け、収集日の朝8時30分までに、ご家庭の玄関や敷地の

入口（団地や集合住宅は1階部分）に出してください。
ペットの死体処理の手順についても、粗大ごみと同様の手続きをお願いします。（1体につき3,000円）

Disposing of Oversized Garbage (reservations required) 
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대형 쓰레기의 배출방법(사전에 신청이 필요합니다)
호별 유료 수거입니다. 훗사시 재활용 센터（042-552-1621·042-551-9150）에 신청해 주십시오.
배출 가능한 것: 가구, 가전제품(TV, 냉장(동)고, 세탁기, 의류 건조기, 에어컨, PC 제외), 자전거, 카펫, 이불 등 한 변이 50cm 이상
처리방법: 신청 시에 수거일 및 금액을 확인하고 처리권 취급점에서 처리권을 구입하여 지정된 수거일까지 폐기물 처리권에 이름을 기입하고 
물품에 부착하여 수거일의 아침 8시 30분까지 가정의 현관이나 부지 입구(단지나 집합 주택은 1층 부분)에 배출해 주십시오.

애완동물의 사체 처리 순서도 대형 쓰레기와 같은 절차를 밟아 주십시오(1구당 3,000엔).

次のものは収集できませんので、購入店や専門処理業者に依頼してください。
① 家電5品目　テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機（衣類乾燥機）、エアコン、パソコン
② タイヤ、バイク、バッテリー、ピアノ、プロパンボンベ、消火器、ペンキ、汚泥、廃油 (液状のもの )、爆発物、薬品等有害物、コンクリート製品、レンガ、石、瓦、残土、注射針、建築廃材、耐火金庫、
その他市で処理できないもの

Items That Fussa City Cannot Collect 
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시에서는 수거할 수 없는 것
다음은 수거할 수 없으므로 구입처나 전문 처리업자에게 의뢰해 주십시오.

① 가전 5품목: TV, 냉장(동)고, 세탁기(의류 건조기), 에어컨 및 PC

② 타이어, 오토바이, 배터리, 피아노, 프로판 가스통, 소화기, 페인트, 진흙, 폐유(액상), 폭발물, 약품 등 유해물, 콘크리트 제품, 벽돌, 

돌, 기와, 잔토, 주삿바늘, 건축 폐자재, 내화 금고, 그 밖의 시에서 처리할 수 없는 것

有害ごみ（乾電池・蛍光管・水銀体温計・使い捨てライター・スプレー缶） Household Hazardous Waste 
유해 쓰레기(건전지ㆍ형광관ㆍ수은 체온계ㆍ1회용 라이터ㆍ스프레통)

ごみは正しく分別し、収集日当日の朝8時までに決められた場所に出してください。
ごみ及び資源の出し方が守られない場合には、収集しません。また、不法投棄は、法律で罰せられます。
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쓰레기는 올바르게 분리하여 수거일 당일 아침 8시까지 지정된 장소에 배출해 주십시오.

쓰레기와 자원의 배출방법을 준수하지 않은 경우에는 수거하지 않습니다. 또한 불법 투기는 법률에 의해 처벌됩니다.

問合せ先
福生市生活環境部環境課ごみ対策係
TEL　042-551-1731（直通）
FAX　042-552-9433
内容についての確認は、
日本語でお願いします。

Inquiries
Garbage and Recyclable Resources 
Management Section, Environmental 
Department, Lifestyle and Environment 
Division, Fussa City
Tel: 042-551-1731 (direct line)
Fax: 042-552-9433
Inquiries concerning the contents of this 
pamphlet should be made in Japanese.

연락처
훗사시 생활환경부 환경과 
쓰레기대책계
전화번호: 042-551-1731(직통)
FAX번호: 042-552-9433
자세한 내용은 일본어로 문의해 
주십시오.

収集回数　4週に1回
出　し　方　
品目ごとに透明又は半透明の袋
乾電池、蛍光管（長さ120cm以上は粗大ごみ）
水銀体温計、使い捨てライター（中身を空にし
てから）
バケツ・カゴなどの容器
スプレー缶（中身を空にしてから）

Collection frequency  ��������� �����������
Disposal method  
Items to be placed in transparent or semitransparent bags according to type:
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Items to be placed in a container, such as a bucket or basket:
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수거 횟수  4주에 1회
배출방법
품목별로 투명 또는 반투명 봉투에 넣는 것

건전지, 형광관(길이 120cm 이상은 대형 
쓰레기)
수은 체온계, 1회용 라이터(내용물을 비운 후)
양동이ㆍ바구니 등의 용기

스프레통(내용물을 비운 후)

枝木・葉の取り扱いについて

ボランティア袋

粗大ごみの出し方（事前に申込みが必要です）

市では収集できないもの

(used dry-cell batteries, �uorescent tubes, mercury 
thermometers, disposable lighters and aerosol spray cans)

有害垃圾 (干电池、荧光管、水银体温计、一次性打火机、喷雾器罐 )

收集次数　4 周 1 次
扔出方法
分种类装入透明或半透明的收集袋中
干电池、荧光管 ( 长度 120cm 以上为
粗大垃圾 )
水银体温计、一次性打火机 ( 将内容
物清空后 )
桶或筐等容器
喷雾器罐 ( 将内容物清空后 )

关于树枝、树叶的处理
3 捆（袋）以内 树叶及树枝请装入透明或半透明的收集袋中，

在可燃垃圾收集日扔出。请将树枝修剪到 1 捆
的直径 30cm 以内、一根的枝干粗细 10cm 以内、
长 50cm 以内，用绳子捆好后扔出。

4 捆（袋）以上 向回收再利用中心（042-552-1621・042-551-9150）
申请后独户收集。请将树枝修剪到 1 捆的直径
30cm 以内、一根的枝干粗细 10cm 以内、长 1.5m
以内用绳子捆好后扔出。

义工袋
扔出道路和公园里清扫产生的垃圾时，由公共设施免费
提供义工袋。但家用垃圾不能使用。

粗大垃圾的扔出方法（需要事先申请）
按户收费收集。请向福生市资源再利用中心（042-552-1621・042-551-9150）申请。

可扔出品　家具、家电制品 ( 电视机、冰箱・冰柜、洗衣机、烘干机、空调、电脑除外 )、自行车、地毯、被褥等边长 50cm 以上的物品
处理方法　申请时确认收集日及所收金额，并在处理券销售店购买处理券，在指定的收集日之前，在废弃物处理券上填写姓名，粘贴于
所扔物品上，在收集日的早上 8 点 30 分之前，扔至自家门前或住地入口 ( 住宅小区或集体宿舍的 1 楼 )。
动物尸体的处理步骤与粗大垃圾的手续相同。( 每具动物尸体收费 3,000 日元 )

本市无法收集的物品
以下物品无法收集，请向经销店或专业公司委托处理。

① 5 种家电　电视机、冰箱・冰柜、洗衣机（烘干机）、空调、电脑
② 车胎、摩托车、蓄电池、钢琴、罐装煤气罐、灭火器、油漆、污泥、废油 ( 液状物 )、爆炸物、药品等有害物、混凝土制品、

砖、石、瓦、残土、注射针、建筑废料、耐火金库、其他本市无法处理的物品

问讯处
福生市生活环境部环境课垃圾

对策系
电话号码　042-551-1731( 直拨 )
传真号码　042-552-9433
咨询相关内容时请使用日语。

请将垃圾正确分类，在收集日当天的早上 8 点之前扔至规定的地点。
不遵守垃圾及可再利用资源的扔出方法时将不予收集。非法丢弃垃圾将受到法律处罚。

1本の幹の太さ10cm以内、１束の直径30cm以内
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一根的枝干粗细 10cm以内，1捆的直径 30cm以内
줄기 1개의 굵기 10cm 이내, 1다발 직경 30cm 이내

長さ50cm未満
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长度未满 50cm
길이 50cm 미만


