
年内のごみ収集が12月30日に終了し、年始の収集開始日が1月4日のた
め、収集日が変更となる地域があります。下表の　　地区は特にご注意
ください。
年末年始はごみの量が増えるため、通常の収集時間が大きく前後する場
合があります。ごみは、収集当日の『午前8時』までに出してください！

配布についての問合せは西宮市シルバー人材センター（0120・72・
4833…午前9時～午後5時。年末は30日まで。年始は4日から）へ。

ごみや資源の分け方・出し方を掲載した冊子「ハローごみ」の更新版を、サイネッ
クス（以下、共同発行者）と共同発行し、来年4月に市内の全世帯・事業所に配布
する予定です。この事業は、発行に要する経費を共同発行者が募集する広告収入で
賄うため、市の負担は発生しません。

区分 毎週の収集地区 年内最終日 年始開始日

もやすごみ 月・木曜

12月

29日

1月

5日
火・金曜 30日 6日

もやさないごみ

月曜 26日 9日
火曜 27日 10日
水曜 28日 4日
木曜 29日 5日
金曜 30日 6日

その他プラ

月曜 26日 9日
火曜 27日 10日
水曜 28日 4日
木曜 29日 5日
金曜 30日 6日

区分 毎月の収集地区 年内収集日 1月の収集日

資源Ａ
・新聞紙
・ダンボール
・古着
・紙パック

第1

水曜

12月
通
常
通
り

終了

1月

通
常
通
り

4日
第2 14日 11日
第3 21日 18日
第4 28日 25日
第1

木曜

終了 5日
第2 終了 12日
第3 15日 19日
第4 22日 26日
第1

金曜

終了 6日
第2 終了 13日
第3 16日 20日
第4 23日 27日

資源Ｂ
・雑誌 ・古本 等

第1・3 水曜 21日 4・18日
第2・4 14・28日 11・25日

ペットボトル

第1・3 月曜 19日
変
更

9・23日
第2・4 12・26日 16・30日
第1・3 火曜 20日 10・24日
第2・4 13・27日 17・31日
第1・3 水曜 21日

通
常
通
り

4・18日
第2・4 14・28日 11・25日
第1・3 木曜 15日 5・19日
第2・4 22日 12・26日
第1・3 金曜 16日 6・20日
第2・4 23日 13・27日

≪表の見方≫（例）資源Ａ「第1水曜」…毎月第1回目水曜に収集する地区

問 美化企画課（0798・35・8653）、美化第1課（0798・33・4758）、美化第2課（0798・41・6265）

27日以降の申込分は、1月4日以降の収集となります。年始の受付は1
月4日から。要手数料。

年始は1月4日から。搬入は西部総
合処理センターへ＝右地図参照。
なお、前日までの予約が必要です。
粗大ごみと事業系ごみは要手数料。

至神戸 至大阪国道 2号線

国道 43号線
臨港線

くるま・バイクは
通行できません

阪神西宮

JR西宮

西宮 I.C

西宮浜 I.C

西宮浜

西宮大橋
西部総合処理センター
リサイクルプラザ

阪神高速道路 3号神戸線阪神高速道路 3号神戸線

阪神高速道路５号湾岸線

市役所

札
場
筋
線

予約
問合せ

ごみ電話受付センター
（0798・33・6776）
※12/31～1/3は休み

月曜～金曜（祝日含む） 9：00～19：00
土・日曜 9：00～17：00
12/29・30 9：00～16：35

予約
問合せ

ごみ電話受付センター（0798・22・6600）
※受付は9：00～19：00（土・日曜、12/29～31は17：00まで）。
1/1～3は休み

搬入
時間

8：00～16：30（もやさないごみ・粗大ごみは15：30まで）
いずれも月曜～土曜。12/25、1/1～3は持ち込み不可

生活系ごみ
ごみ電話受付センター
（0798・33・6776）
※12/31～1/3は休み

月曜～金曜（祝日含む） 9：00～19：00
土・日曜 9：00～17：00
12/29・30 9：00～16：35

水路清掃
園芸土の収集

美化第3課
（0798・35・0017）
※12/29～1/3は休み

月曜～金曜 8：20～16：50

年内収集は12/27までに申込を（28日以降の申込分は1/4以降の収集）

し尿収集
浄化槽の維持

美化第3課
（0798・33・0779）
※12/31～1/3は休み

月曜～金曜 8：20～16：50
祝日 8：20～16：05

12/29・30 8：20～16：35
臨時（工事現場）し尿は、12月26日午後4時までの申込分については、12月28日
までに収集（26日午後4時以降の申込分は、1月4日以降の収集）※要手数料

亡くなった
動物等の収集

ごみ電話受付センター
（0798・26・5041）

※1/1～1/3は休み

月曜～金曜（祝日含む） 9：00～19：00
土・日曜 9：00～17：00
12/29・30 9：00～16：35
12/31 9：00～15：00

要手数料

★片づけごみは適正に処分を！　家財ごみなどを道路等に捨てると不法
投棄（犯罪）になります。ごみは適正に処分しましょう

西
部
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
の
地
図

12月12日から、広告掲載を募集するため、共同発行者が市内事業所の皆さんを訪
問します。広告を希望する場合はサイネックス（06・6766・3350）へ、ハロー
ごみについては美化企画課へ問合せを。　※市に直接、広告を申し込むことはでき
ません

★もやさないごみ等回収用コンテナの盗難にご注意！　阪急苦楽園口駅を中心に半径1.5㌔㍍の地域で相次いで発生しています。コンテナは、「収集日
当日の朝に設置」「収集後は路上やごみステーションに放置せず、速やかに屋内に片づける」など適切な管理にご理解とご協力をお願いします

※月曜～金曜の午前8時20分～午後4時50分
（祝日は4時5分まで。12/29・30は4時35分まで）
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● 編集／政策局戦略部広報課 ☎0798･35･3400　　     vo_kouhou@nishi.or.jp　 ● 携帯サイト「ふろむ西宮」 http://www.nishi.or.jp/i/
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◇留守家庭児童育成センターの
　来年度利用申請を受付
◇年末年始の業務案内
◇保健だより
◇12月29日～1月3日の救急医療
◇西宮市役所業務説明会を開催 ８面

４面
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年内は 12月 30日まで、年始は 1月 4日から

次号は1月1日号です（配布は12/29・30）

官民協働で冊子「ハローごみ」を発行 ～ 共同発行者が広告掲載を募集します！

収集日が変更になる地域があります！

12/28 ～ 31は、例年、
大変混み合います！
早めの持ち込みをお願い
します！

収集 年内収集は 12/26 までに申込を！

持ち込み 年内持ち込みは 12/31 まで！

困ったときの相談窓口

年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集
生活系ごみ生活系ごみ収集日収集日年末年始の年末年始の 粗大ごみ粗大ごみの収集・持ち込みの収集・持ち込み


