
A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ４月 （ＡＰＲＩＬ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

資源ごみの⑴紙類・布類、⑵ビン類・缶類は交互に収集します。（カレンダーでご確認ください。）
ごみ収集の休みは、●日曜日、●５月１日～５月３日、●１２月３１日～１月３日です。

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ５月 （MAY）
日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

スマートフォン向けごみ分別アプリ「さんあ～る」をご利用ください。
ごみの収集日や分別方法など、ごみに関する情報をお知らせする便利な無料アプリを配信しています！
※通信料は利用者の負担となります。

iPhone用 Android用

５月３日～５月５日はごみ収集日の休みです

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 リプラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃
不燃

有害 資源ービン・缶



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ６月 （JUNE）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

資源ごみ（布類）は、雨の日・雨が降りそうな日はごみ集積所に出さないでください。
雨に濡れるとカビが生え、資源として活用できなくなってしまいます。

資源ごみ（紙類）は、種類ごとにひもで十文字に縛って出してください。（ビニールひも、紙ひも、スズランテープ）
出すときの注意点
①複数枚たまってから、ひもで縛ってください。②ひも以外のもので巻かないでください。（ガムテープ・ハンディラップ等）
③ポリ袋に入れて出すことはできません。④新聞紙については、新聞販売店等から提供される新聞整理袋（紙製・プラスチック製）では出せません。

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃可燃 他プラ



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ７月 （ＪＵＬＹ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

雑がみとは、段ボール、新聞紙・折り込みチラシ、雑誌・本、紙パック以外のリサイクルできる紙をいいます。
下記の①か②の方法で出してください。
①雑がみ本体をひもで十文字で縛ってください。
②雑がみを紙袋に入れ、紙袋に「ざつがみ」と明記して、中身が見えるように紙袋をひもで縦一文字に縛って出してください。

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

不燃

有害 資源ー紙・布
出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ８月 （ＡＵＧＵＳＴ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

電池が取り外せない電子機器は、有害などのごみに出してください。
対象品目例：〇モバイルバッテリー 〇電子たばこ 〇ワイヤレスイヤホン 〇電動歯ブラシ 〇小型ゲーム機 〇ポータブル扇風機 など

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃リプラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 ９月 （ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

家電リサイクル対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、
市では収集や処理ができません。松戸市ホームページにて処理方法をご確認ください。

処理方法について

使用済小型家電回収ボックスをご利用ください。
対象品目：回収ボックスの投入口（横幅３０ｃｍ×高さ１５ｃｍ）に入る家電製品に限ります。
（〇ノートパソコン〇タブレット 〇携帯電話〇ビデオカメラ 〇ＩＣレコーダー 〇デジタルカメラ 〇電子辞書など）

回収場所について

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃他プラ

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 １０月 （ＯＣＴＯＢＥＲ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

「靴・バッグ・ベルト」回収ボックスをご利用ください。
「靴・バッグ・ベルト」は、材質により「可燃ごみ」または「その他のプラスチックなどのごみ」として収集を行い焼却処分していますが、
この回収ボックスに入れられたものは、海外で「リユース（再使用）」されます。
出し方：透明または半透明のポリ袋に入れてください。 （靴はほかのものと分けてください）

回収場所について

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃不燃

有害 資源ービン・缶



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 １１月 （ＮＯＶＥＭＢＥＲ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

ペットボトルは、集積所に出すことができません。
スーパーなどの回収協力店舗か、
町会自治会等のリサイクル活動に出してください。

紙類・布類、ビン・缶、ペットボトルの排出の際は、地域の団体（町会・自治会等）のリサイクル活動（集団回収）を
積極的に活用しましょう！
回収品目・回収日・回収場所は、各団体にご確認ください。

リサイクル活動について

回収協力店舗について

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃リプラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃可燃リプラ 他プラ



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２３年 １２月 （ＤＥＣＥＭＢＥＲ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

粗大ごみの出し方（戸別収集） について
①粗大ごみ受付センター（☎047-391-0007）に電話で申し込み ②「粗大ごみ処理券」を購入する
③「粗大ごみ処理券」を貼る ④予約した日に家の前に出す

清掃施設への持ち込み【粗大ごみ】 について
持ち込み先：松戸市リサイクルセンター（七右衛門新田３１６－４）
予約方法：下記の①か②でご予約ください。
①持ち込み専用サイト（２４時間対応） ②持ち込み専用ダイヤル☎０４７－７０７－２７４６（受付時間：８時３０分～１６時３０分） 持ち込み専用サイト

処理券取扱店舗一覧

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃他プラ

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２４年 １月 （ＪＡＮＵＡＲＹ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

１２月３１日～１月３日はごみ収集日の休みです

ごみ集積所は、利用者や管理者で清潔に保つための維持管理をお願いします。
ルール違反のごみや不法投棄でお困りの方は、不法投棄看板や啓発看板（警告看板やポスター、ラミネート）を配布していますのでご利用ください。
配布場所：環境業務課（松戸市根本３８７－５ 松戸市役所 新館６階）

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 リプラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃可燃 他プラ



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２４年 ２月 （ＦＥＢＲＵＡＲＹ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

一時多量ごみ（引越し、大掃除、庭木の剪定など）、事業所・商店・町会等から出るごみ、イベントにより生じるごみ（地域のまつり・各種講座等）は、
市で収集しません。分別区分及び持ち込みの基準に従って市の清掃施設へ自ら運ぶか、一般廃棄物処理業者に収集を依頼してください。
（紙類・布類、ビン類・缶類は民間の清掃施設に持ち込んでください。）

処理方法について

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃リプラ
不燃

有害 資源ービン・缶

可燃可燃 他プラ



正しく分別し決められた曜日に所定の場所にお出しください。

集積所には収集日の朝８時３０分までにお出しください。２０２４年 ３月 （ＭＡＲＣＨ）

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

問い合わせ先 松戸市家庭ごみ相談コールセンター ☎０１２０－２６４－０５７

在宅での医療行為により排出される医療廃棄物は、注射針などの鋭利なものが含まれているため、
ごみ集積所に出すことができません。
かかりつけの医療機関、またはお近くの薬局に処分についてご相談ください。

処理方法について

新しい収集カレンダーは、２０２４年３月中に市ホームページに掲載します。
２０２４年３月３１日までは、このカレンダーを捨てないでご使用ください。

A-月曜日
【該当地区】

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０、
小金原団地６-１３、竹ケ花（１～１５を除く）、八ケ崎５丁目、
八ケ崎６丁目の一部（５～８、１４-２）、八ケ崎７丁目、
日暮３～８丁目（日暮８丁目４１-１を除く）、
松戸新田（新京成線南側【１、３、１５、１７～１９、６６、９４、１０９、１１５を除く】、
１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（２５５を除く）、南花島１～４丁目、稔台、稔台５～８丁目

標記 ごみ種別 標記 ごみ種別

可燃 可燃ごみ 資源ー紙・布 資源ごみ（紙類・缶類）

不燃 不燃ごみ リプラ リサイクルするプラスチック

有害 有害などのごみ 他プラ その他のプラスチックなどのごみ

資源ービン・缶 資源ごみ（ビン類・缶類）

出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

可燃他プラ

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ー紙・布

可燃 可燃可燃リプラ 他プラ不燃

有害 資源ービン・缶
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