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は　じ　め　に
　いま、ごみの問題は深刻な状況となっています。
　わたしたちはひとりひとりがごみを減らす努力をしてい
かなければ、自然環境等の手当てに対し手遅れになって
しまうかもしれません。当たり前のことですが、ごみは捨
てなければごみにはなりません。それどころか、立派な
資源として有効に活用できるごみもたくさんあるのです。
　ごみを減らして、大切なみんなの資源を活かすために、
リサイクルに協力をお願いします。
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１．ごみの分別収集の基本的なルール

　●ごみの区分と収集容器について
　○新地町では、「資源ごみ」類に代表される分別収集をしています。
　　【新地町のごみ分別収集区分等】

　※ごみ収集所及び収集日は「ごみ収集カレンダー」をご覧下さい。

　●ごみ収集所について
　○	ごみ収集所は、各地区にお住まいの方々が掃除したり、共同で管理を
して、利用しています。お住まいの地区以外のごみ収集所にごみを出
すことはしないで下さい。

　●ごみを出す前に
　○正しく分別してありますか。
　○収集日や時間を守っていますか。
　○	資源物（びん、かん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類）
に異物や汚れが付いていませんか。

ご　み　の　区　分 収　集　容　器

◆燃やすごみ 指定ごみ袋（赤文字）

◆燃やさないごみ 指定ごみ袋（青文字）

◆資源物 びん 収集所に設置してあるコンテナ

かん 収集所に設置してあるコンテナ

ペットボトル 収集所に設置してあるネット

プラスチック製容器包装 指定ごみ袋（緑文字）

新聞、雑誌、段ボール、紙パック 区分ごとにひもで束ねる

◆粗大ごみ そのまま収集所へ

◆有害ごみ
収集所に設置してある回収箱または
袋に入れて収集所へ
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２．ごみの出し方

●燃やすごみ
　	燃やすごみは、家庭の日常生活に伴って生じた生ごみ、紙くず等
です。指定ごみ袋「燃やすごみ（赤文字）」に入れて出して下さい。

○生ごみは水をよく切ってから出して下さい。

○割りばしなどで袋が破れないように注意して下さい。

○紙おむつなどは、汚物をトイレに捨ててから出して下さい。

○庭木の剪定樹などは、30cm以内に切って束ねて出して下さい。

○ふとん、カーペット、衣類は、焼却炉の投入口がふさがりますので、
　小さく切断して指定袋に入れて出して下さい。
　※個人で処理出来ない時は、有料となりますが業者にご相談下さい。
※光陽クリーンセンター（ごみ焼却場）では、破砕機を設置しており、
ふとん、カーペット、畳、枝、木材（長さ30㎝・太さ5㎝以下）
などの、可燃物の個人での搬入が可能です。搬入は予約制となり
ますので、電話35−5637までご相談下さい。

30
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●燃やさないごみ
　	燃やさないごみは、家庭の日常生活に伴って生じた金属、ガラス、
陶器等です。

　指定ごみ袋「燃やさないごみ（青文字）」に入れて出して下さい。
　袋に入らないものは、粗大ごみとなります。

○	板ガラス、包丁、カミソリなど危険なものは、紙などで包んで表示
して指定袋に入れて出して下さい。

○	スプレー缶は、穴をあけないで、中のガスを出し切ってから出し
て下さい。

　
○	汚れのとれないびん、化粧品のびん、薬品のびんはリサイクル出来
ないびんです。燃やさないごみで出して下さい。

○	プラスチック製のおもちゃなど、容器包装でないプラスチック製品
は燃やさないごみで出して下さい。

○	小型の家電製品（アイロン、ドライヤー、電気ポットなど）は燃や
さないごみで出して下さい。
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●資源ごみ（びん）
　回収できるびんは、飲物、食べ物が入っていたびんです。
　	ごみ収集ステーションに設置してあるコンテナへ、色ごとに分けて
出して下さい。

○キャップやふたを取って、中を水洗いして出して下さい。
　※キャップやふたはその素材ごとに分別して出して下さい。

○	飲物、食べ物以外に使われたびん（芳香剤、殺虫剤など）は、燃
やさないごみに出して下さい。

金属製キャップは「かん類」へ プラスチック製キャップは
「プラスチック製容器包装」へ
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●資源ごみ（かん）
　回収できるかんは、アルミ・スチール製のかんです。
　	ごみ収集ステーションに設置してあるかん用のコンテナへ、出して
下さい。
　　　（表示マーク）
	

○中を軽く洗ってから出して下さい。

○	タバコの吸殻などの異物の入ったものは、リサイクル出来ませんの
で、取り除いてから中を洗って出して下さい。
　取り除くのが不可能なものは、燃やさないごみに出して下さい。

※�リサイクルの妨げになりますので、
缶の中には異物を入れないで下さい。
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●資源ごみ（ペットボトル）
　回収できるペットボトルは、ジュースやお酒、しょう油の入って
　いたボトルで、ボトルやラベルに　　		が表示されているもの。
　
　ごみ収集ステーションに設置してあるペットボトル用のネットへ、
　出して下さい。

○キャップやラベルを必ず取り外して、中を軽く洗って出して下さい。
　※キャップやラベルはプラスチック製容器包装へ出して下さい。

○	マジックなどで着色したペットボトルや工作で切り刻んだペットボ
トルは、燃やさないごみに出して下さい。

ペットボトル
清涼飲料、酒類、しょうゆ等の容器が対象。

中に入った異物、キャッ
プを取り除き、水でよく
すすいで乾かしてくださ
い。

プラスチック製キャップやラベルは
「プラスチック製容器包装」へ

金属キャップは「かん類」へ

燃やさないごみ
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●資源ごみ（プラスチック製容器包装）
　回収できるプラスチック製容器包装は、ボトルやラベルに　　　
　が表示されているもの。
　指定ごみ袋「プラスチック類（緑文字）」に入れて出して下さい。

○	付着物や汚れがある場合は、必ず水洗いをし、汚れを落としてから
　出して下さい。
　	ただし、付着物が落ちないものや油のついているものは、リサイク
　ルできませんので燃やすごみに出して下さい。

燃やすごみ

トレイに付着している
テープやラップなどは
取り除いて下さい。

トレイはよく洗って乾
かしてから出して下さ
い。

ボトル類

シャンプー・洗剤・乳酸菌飲料
などのボトル

ネット類

野菜や果物が入っていたネット
（発泡スチロール製ネットも含む）

チューブ類

歯みがき粉・わさびなどのチュー
ブ

トレイ類

生鮮食料品のトレイ・惣菜など
のトレイ

カップ・パック類

プリン・卵パック・コンビニなどの弁
当容器・惣菜のパックなど（紙類は除く）

ポリ袋・ラップ類

レジ袋・スナック菓子・お菓子などの
包み。食品や惣菜などを包むラップ

キャップ類

インスタントコーヒーやペットボト
ルなどのプラスチック製のキャップ

緩衝材類

家電製品などに入っている発泡
スチロール製の緩衝材



− 9−

●資源ごみ（新聞紙）
　	資源ごみ（紙類）の収集日（毎月第２土曜日）の午前８時までにごみ
収集ステーションへ出して下さい。

　
　○新聞紙と広告紙を分ける必要はありません。一緒に出して下さい。
　
　○	ひもで十字に縛って出して下さい。リサイクルの妨げになるので、
ガムテープは使用しないで下さい。

　○	油やペンキなどが付着した新聞、濡れが著しい新聞、新聞紙・広
告紙以外の紙類は燃やすごみに出して下さい。

●資源物（雑誌）
　	資源ごみ（紙類）の収集日（毎月第２土曜日）の午前８時までにごみ
収集ステーションへ出して下さい。

　
　○	ひもで十字に縛って出して下さい。リサイクルの妨げになるので、
ガムテープは使用しないで下さい。

　○	紙以外のもの（カタログのナイロンの袋、写真など）は外して出
して下さい。
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●資源物（段ボール）
　	資源ごみ(紙類)の収集日（毎月第２土曜日）の午前８時までにごみ
収集ステーションへ出して下さい。

　○	ひもで十字に縛って出して下さい。リサイクルの妨げになるので、
ガムテープは使用しないで下さい。

　○	発泡スチロールが付いているものは、必ず取り外して出して下さ
い。

　
　
　○	ペンキなどで汚れた段ボール、アルミ加工やロウ加工してある段
ボールは、燃やすごみに出して下さい。

●資源物（紙パック）
　	資源ごみ（紙類）の収集日（毎月第２土曜日）の午前８時までにごみ
収集ステーションへ出して下さい。

　○	水洗いし、開いて乾かしてから、ひもで十字に縛って出して下さ
い。リサイクルの妨げになるので、ガムテープは使用しないで下
さい。

　○	うち側がアルミ加工されている紙パックは、燃やすごみに出して
下さい。
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●粗大ごみ
　家庭の日常生活から生じた、たんす、自転車などの大型ごみです。
　	粗大・有害ごみの収集日（年４回）にごみ収集ステーションへ出し
て下さい。

　○地区名、氏名を書いて出して下さい。

●有害ごみ
　家庭の日常生活から生じた、乾電池、蛍光管、鏡、水銀計です。
　	粗大・有害ごみの収集日（年４回）にごみ収集ステーションへ出し
て下さい。

　○	自動車やバイク等のバッテリー、小型家電等の充電池、電子たば
こは収集できないごみになりますので、販売店、または専門業者
へ依頼して下さい。

　○	乾電池、蛍光管は収集所に設置してある回収箱または袋に入れて
下さい。

鏡 蛍光管など
※�器具などは粗大ごみ
となります。

●回収箱に入れて
　出して下さい。 乾電池類



− 12−

●家電リサイクル法指定品

●収集できないごみ
　	農業などの機械器具、農業用ビニール、バイク、自動車、古タイヤ、
バッテリー、浴槽、ブロック、レンガ、ビニール管等の建築用資材、
ピアノ、ドラム缶、農薬、薬物、ガスボンベ、消火器、家電リサイ
クル対象品（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エア
コン）、パソコンなどです。

※	農業用使用済みプラスチック (ビニール類 )は、産業廃棄物となりますので、町で
は収集できません。販売店及びＪＡふくしま未来新地総合支店へご相談下さい。

　○処分料金について

※上記料金は、あくまで目安です。料金はメーカーによって異なります。
※上記のほか郵便局では振込み手数料が必要です。

【指定引取場所】
　●株式会社	高	良（南相馬市）　電話（２５−４５０５）

＋

リサイクル料金（目安）
テ レ ビ ２, ８３５円
冷蔵庫・冷凍庫 ４, ８３０円
洗濯機・乾燥機 ２, ５２０円
エアコン ２, １００円

収集運搬料金
　各販売店や収集運搬業者によって料
金が異なります。
　ただし、指定引取所 ( 南相馬市 ) に
自分で運ぶ場合は、収集運搬料金はか
かりません。

〇	処分の際、料金がかかります。メーカーや品番によって処分料金が違います
のでご注意下さい。

〇	以上のものは、法律により小売業者による引取り及び製造業者等によるリサ
イクルが義務づけられています。以下のいずれかの方法で処分してください。
①購入した店、もしくはこれから購入する店に引取りを依頼する。
②郵便局でリサイクル券を買い、指定引取場所へ自分で運ぶ。
※	町内から一番近い指定引取場所は㈱高良原町第一営業所（南相馬市原町区上
渋佐字原田 150 − 1）です。☎ 0244 − 25 − 4505

③郵便局でリサイクル券を買い、家電販売店又は収集運搬許可業者に収集のみ
を依頼する。

注 意 事 項

テレビ エアコン
室外機含む

洗濯機
衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫
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●家庭系パソコンの回収リサイクル

　○回収手順
　　①排出者は、当該パソコンのメーカーに連絡して下さい。
　　②メーカーがゆうパックラベルを作成し、排出者へ郵送されてきます。
　　③排出者がパソコンを適宜梱包し、ゆうパックラベルを貼付して下さい。
　　④排出者が郵便局（簡易郵便局を除く）へ集荷依頼又は窓口へ差出して下さい。

　○リサイクル料金
　　
　　リサイクル料金を負担することなくメーカー等が引き取ります。

　○回収するメーカーが存在しないパソコン
回収するメーカーがないもの（倒産したメーカー、自作のパソコン等）につい
ては、「一般社団法人パソコン 3R推進協会」へお問合せください（有償）。　
電話 03−5282−7685　　http://www.pc3r.jp/

対 象 機 器

対象外機器

ディスプレー、デスクトップ本
体、ノートブックパソコン、
パソコンと一体として販売され
たキーボード、マウス、ケーブ
ル等の付属品

プリンター、スキャナー、
外付けドライブ、ワープロなど

平成１５年１０月以降に販売されたパソコン

平成１５年１０月までに販売されたパソコン

※	ＰＣリサイクル
マーク表示のあ
るもの

　　リサイクル料金の負担が必要となります。
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●廃棄物を排出した事業者の責任について
　〇	事業者は事業活動にともなって排出される産業廃棄物が適正に処理されるよう

に、生じた廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
　〇	排出事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、許可

を持った産業廃棄物処理業者（収集運搬業許可業者・処分業許可業者）に定め
られた基準（委託基準）に従って委託しなければなりません。

　〇	排出事業者は、委託した場合であっても、産業廃棄物の最終処分が終了するまで、
処理が適正に行われるよう一連の処理に責任を負います。

●処理を委託した排出業者にも責任があります
　〇	処理事業者が不法投棄した場合、その処理を委託した排出事業者にも責任を負う
義務があります。「産業廃棄物処理業者に委託したから無関係」ではありません。

●処理を委託した排出業者にも責任があります
　〇	処理事業者が不法投棄した場合、その処理を委託した排出事業者にも責任を負う
義務があります。「産業廃棄物処理業者に委託したから無関係」ではありません。

●不法投棄を引き起こさせないために
　〇	処理を委託した産業廃棄物が不法投棄されないためには、法律で定められた委

託基準を守るだけでなく、「委託業者の選定時に広く情報収集を行う」、「適正な
処理料金により委託契約を行う」、「委託業者の処理状況や中間処理後の残さ物
の最終処分についても現地確認を行う」等の方法があります。

●個人も事業者と同様に罰せられます
　〇	個人が不法投棄を行うことも重大な犯罪です。廃家電リサイクルの有料化にと

もない、電化製品などを不法投棄する例が増えています。個人であっても不法
投棄は厳しく罰せられます。

●主な罰則
　〇	不法投棄した場合、５年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金に処せられるな

ど厳しい罰則が設けられています。（法人には３億円以下の罰金）

不法投棄は重大犯罪です
不法投棄は他人事ではすまされません。不法投棄は他人事ではすまされません。

やっても、やらせても罪になります。やっても、やらせても罪になります。

不法投棄不法投棄
禁止禁止
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●罰則
　違反者には、

　　５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの両方
が科せられます

「近所でゴミをもやしていて臭いが
する」、「煙で洗濯物に臭いがついて
しまう」、「煙が家の中に入ってきて
喘息が悪化した」など野焼きに対す
る苦情が多く寄せられています。

廃棄物の野焼き 焼却炉での焼却

野焼き（野外焼却）は、ダイオキシン
（ビニールなどを燃やした時に出る
有害物質）対策のため、国の法律によ
り、構造基準を満たした焼却炉で適
正に焼却する場合を除いて、野外で
の廃棄物の焼却が禁止されています。

野焼き野焼き
はできませんはできません
野焼き野焼き
はできませんはできません
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また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活
環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の
行政指導の対象となります。

ただし、次のような場合は、政令で例外としてみとめらています

※上記の焼却にビニールやプラスチック類が混ざらないように気をつけてください

認められているもの 具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うため
に必要な廃棄物の焼却

河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、
応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な
廃棄物の焼却

正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事、卒塔婆の供
養焼却

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないも
のとして行われる廃棄物の焼却

農業者の焼き畑、田んぼの畦焼き、稲わらの焼却、
林業者の伐採下枝の焼却、漁業者の海藻類等の焼却

焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃
棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

●野外での焼却を制限する法律
　○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（焼却禁止）

　　	第 16 条の２　	何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却しては
ならない。

　　１　	一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準
又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

　　２　	他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

　　３　	公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生
活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

　　	第十五条　	何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、
合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量
に焼却してはならない。
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あ
〜
え

あ アイスの袋・容器（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
アイスの容器（紙製） 燃やすごみ
アイスノン 燃やすごみ
アイロン 燃やさないごみ
アイロン台 燃やすごみ プラスチック・金属の部分は燃やさないごみ
空き缶(飲食料用) 資源ごみ 缶 水洗いして出す
空き箱（ボール紙） 資源ごみ 紙類
空きびん(飲食料用) 資源ごみ びん 水洗いして出す
アクセサリー（金属・プラスチック） 燃やさないごみ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ 　
足踏みミシン 粗大ごみ
油（機械用） × 専門業者・許可業者に相談下さい
油（食用）� 燃やすごみ 固めるか、布･紙等に浸して
油のびん・油の缶 燃やさないごみ 中身をカラにする
油のペットボトル 燃やすごみ 中身をカラにする
雨具（カッパ） 燃やさないごみ
雨戸 × 建築物 専門業者・許可業者に相談下さい
雨どい × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
編み機 粗大ごみ 　
網戸 粗大ごみ 　
アルミ缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す
アルミホイル 燃やすごみ
アンテナ（テレビ用・ＦＭ用・ＢＳ用等）燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
アンプ（オーディオ） 粗大ごみ 　

い 衣装ケース（プラスチック製） 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
いす 粗大ごみ
いちご等パック 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
いちご等パックの表面フィルム 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
一斗缶（18リットル缶） 燃やさないごみ 使いきって出す
一輪車 粗大ごみ
一升びん(油は除く） 資源ごみ びん 水洗いして出す
犬小屋 粗大ごみ 　
医薬品 × 専門業者・許可業者に相談下さい
医療付随物（在宅点滴パック等） 燃やすごみ 新聞紙等に包んで､注射針等は医療機関へ
衣類 燃やすごみ
衣類乾燥機 × 家電リサイクル法処理
インスタントラーメン（袋） 資源ごみ プラスチック類 汚れのある物は燃やすごみ

う ウインドファン 粗大ごみ 窓用エアコンは家電リサイクル法処理
植木 燃やすごみ 指定袋に入れる
植木台(金属製) 燃やさないごみ 木製は燃やすごみ
植木鉢・プランター（陶器・プラ製）燃やさないごみ 　
浮き輪（ビニール・ゴム） 燃やさないごみ
うす（木製・石製） 粗大ごみ
腕時計 燃やさないごみ
乳母車・ベビーカー・シルバーカー 粗大ごみ 　

え エアコン（窓用含む） × 家電リサイクル法処理
エアゾール缶（スプレー缶） 燃やさないごみ 使い切って、穴を開けないで出す
液体洗剤のプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 中身を使い切って、水洗いして出す
絵の具チューブ（金属製） 燃やさないごみ 　
絵本 資源ごみ 雑誌類
ＭＤ(ミニディスク) 燃やさないごみ

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
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え
〜
か

え エレクトーン × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
園芸用支柱パイプ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
エンジン × 　 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
エンジンオイル × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
延長コード 燃やさないごみ 　
煙突（金属製） 粗大ごみ 　
えんぴつ削り 燃やさないごみ

お オイル（自動車・機械用） �× 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
オイル（食品用） 燃やすごみ 固めるか、布･紙等に浸して
オイルヒーター・パネルヒーター ×� 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
オイルフィルター (油こし) 燃やすごみ 金属製は燃やさないごみ
王冠（金属製） 資源ごみ 缶 　
応接セット(テーブル・ソファー ) 粗大ごみ 　
オーディオ機器 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
オートバイ × 二輪車取扱店へ
オーブントースター・オーブンレンジ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
お菓子・パンの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
お座敷ワゴン(木製)� 燃やすごみ 指定袋に入れて
押入れ収納ケース（プラ・金属製）燃やさないごみ 指定袋に入れて
おしぼりの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
落ち葉･枯れ葉・木の葉 燃やすごみ 土は取り除く
おにぎりの外装フィルム 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
おまる(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚを含む) 燃やさないごみ 指定袋に入れて
おもちゃ (金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 燃やさないごみ 　
おもちゃの空き箱 資源ごみ 紙類 紙以外のものは外して下さい
オルガン × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
温度計・湿度計（水銀） 有害ごみ
温風ヒーター 粗大ごみ

か ガーデニングラティスフェンス(木製) 燃やすごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
カーテン 燃やすごみ
カーテンレール(金属製) 燃やさないごみ 指定袋に入れて
カーテンレール（木製） 燃やすごみ 指定袋に入れて
カーペット 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
カーポート × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
カーボン紙・感熱紙・シール紙 燃やすごみ
貝殻 燃やすごみ 家庭からの少量のもの
懐中電灯 燃やさないごみ 電池をはずして出す
買い物袋（レジ袋） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
カイロ（使い捨て） 燃やすごみ
鏡 有害ごみ
額縁（木製） 燃やすごみ 木製以外は燃やさないごみ
傘 燃やさないごみ
菓子・パン等の袋（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
加湿器 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
菓子の空き缶（金属製） 資源ごみ 缶 　
菓子の空き箱（ボール紙製） 資源ごみ 紙類
菓子の袋（紙製） 燃やすごみ
ガスストーブ 粗大ごみ
ガステーブル 粗大ごみ
ガスボンベ（ＬＰガス） × 販売店・専門業者へ
ガスレンジ(ガスオーブン) 粗大ごみ

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
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か
〜
き

か カセットコンロ（卓上コンロ） 燃やさないごみ カセットボンベを抜いて出す
カセットテープ・カセットケース 燃やさないごみ
カセットデッキ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
カセットボンベ(卓上コンロ用) 燃やさないごみ 使い切って、穴を開けないで出す
カップめんのかやくの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
カップめんの外袋フィルム 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
カップめんのたれ袋 燃やすごみ
カップめんのふた 燃やすごみ
カップめんの容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
家電製品等の空き箱（段ボール） 資源ごみ 段ボール
かなづち・とんかち・ハンマー 燃やさないごみ
カニの甲羅 燃やすごみ 家庭からの少量のもの
かばん（革・ビニール製） 燃やさないごみ
加熱式たばこ × メーカー、販売店にご相談ください
かばん（布製） 燃やすごみ
花瓶（陶器製・金属製） 燃やさないごみ 　
紙おむつ 燃やすごみ 汚物を取り除いてから
紙おむつの外袋（プラ製） 資源ごみ プラスチック類
紙くず 燃やすごみ
かみそり(電動式含む) 燃やさないごみ 刃物部分の保護をして出す。電池は外す
紙パック（お酒等アルミの複合素材） 燃やすごみ
紙パック（牛乳・ジュース等）� 資源ごみ 紙パック
紙袋 燃やすごみ 　
ガムの包み紙 燃やすごみ
カメラ 燃やさないごみ 電池をはずして出す
蚊帳（かや）� 燃やすごみ 　 指定袋に入れて
カラーボックス 粗大ごみ 　
カラオケセット 粗大ごみ 　
ガラス（板ガラス）・ガラスコップ・ガラス食器 燃やさないごみ
カレンダー（紙製）� 燃やすごみ 　 金属部分は燃やさないごみ
革靴・革鞄・革製品 燃やさないごみ
缶（油用・ペンキ用） 燃やさないごみ 中身を使い切って
缶（飲食料用） 資源ごみ 缶 水洗いしてから
換気扇 燃やさないごみ レンジフードは粗大ごみ
緩衝材（紙製) 燃やすごみ 　
緩衝材（発泡スチロール製) 資源ごみ プラスチック類 　
乾燥機（衣類用） × 家電リサイクル法処理
乾燥機（布団用・食器用） 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
乾燥剤 燃やすごみ
缶詰の空き缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す
乾電池(アルカリ、マンガン電池)� 有害ごみ 　
乾電池等の包装フィルム 資源ごみ プラスチック類 　
感熱紙 燃やすごみ

き 木くず 燃やすごみ 30ｃｍ以内にして指定袋に入れて出す
ギター 燃やすごみ 弦ははずして燃えないごみ、エレキギターは粗大ごみ
キックボード 燃やさないごみ
キッチン収納庫(レンジ台) 粗大ごみ 　
着物 燃やすごみ
脚立（きゃたつ）・はしご・ステップ 粗大ごみ 　
キャッシュカード・クレジットカード類 燃やすごみ
キャップ・ふた（金属製） 資源ごみ 缶 　

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
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き
〜
こ

き キャップ・ふた（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
キャラメル・飴玉の包装紙 燃やすごみ
キャリア(スキー用･ボード用等) 粗大ごみ 　
キャリーボックス(赤ちゃん用)� 燃やすごみ
給湯器（ガス） 粗大ごみ 　
牛乳パック 資源ごみ 紙パック
金魚ばち（ガラス・プラスチック製）燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
金庫(耐火)� × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
金庫（手提げ） 燃やさないごみ

く 空気入れ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
空気清浄機 粗大ごみ 　
クーラーエアコン × 家電リサイクル法処理
クーラーボックス 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
釘・ネジ・ボルト 燃やさないごみ
草・花 燃やすごみ 土は取り除く
草刈り鎌（かま） 燃やさないごみ 家庭用に限る、刃の部分を保護して出す
草刈り機（エンジン付） 粗大ごみ 業務用は販売店・許可業者に相談下さい。
鎖（くさり）・チェーン 燃やさないごみ 　
薬・ビタミン剤 燃やすごみ
薬・ビタミン剤の容器（びん） 資源ごみ びん 　
薬の包装材（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類
果物等ネット 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
果物ナイフ 燃やさないごみ
口紅のケース・リップのケース 燃やすごみ 金属製は燃やさないごみ
靴・サンダル 燃やすごみ 革製は燃やさないごみ
靴の空き箱 資源ごみ 紙類 　
クッション 燃やすごみ 大きなものは刻んで指定袋で出して下さい
クラッカー（パーティー用） 燃やすごみ
クリーニングの透明袋 資源ごみ プラスチック類
クリーンヒーター（ＦＦ式） 粗大ごみ 　
クリップ 燃やさないごみ
車椅子 粗大ごみ
グレイチング（金属製暗渠（あんきょ）蓋） �× 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
クレヨン 燃やすごみ
くわ 粗大ごみ

け 蛍光管 有害ごみ 器具は燃やさないごみ
蛍光灯 有害ごみ 器具は燃やさないごみ
携帯電話 �× 販売店に相談下さい
軽量カップ（金属・プラスチック製）燃やさないごみ
化粧品の容器 燃やさないごみ 箱・紙製は燃やすごみ
ゲームソフト 燃やさないごみ
ゲーム機(家庭用) 燃やさないごみ
ケチャップのチューブ容器 資源ごみ プラスチック類 汚れの落ちない物は燃やすごみ
玄関マット(布） 燃やすごみ 布製以外は燃やさないごみ
建築廃材 �× 専門業者・許可業者に相談下さい

こ 碁石 燃やさないごみ
工具箱 燃やさないごみ 　
工具類 燃やさないごみ
香水用びん 燃やさないごみ
ござ(い草) 燃やすごみ 　 刻んで指定袋に入れて
ござ(ビニール製) 燃やさないごみ 指定袋に入れて

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト



− 21−

こ
〜
し

こ こたつ・こたつ板 粗大ごみ
コップ 燃やさないごみ
ゴム製品（手袋・長靴・マット等）燃やさないごみ
ゴムホース 燃やさないごみ 　
ゴムボート 燃やさないごみ
米びつ(金属製) 粗大ごみ 　
米袋（紙製） 燃やすごみ
米袋（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
コルクボード 燃やすごみ
ゴルフクラブ 粗大ごみ
ゴルフバッグ 粗大ごみ
ゴルフボール 燃やさないごみ
コンクリート・石・土・砂・ブロック・レンガ × 　 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
コンパネ 燃やすごみ 　 指定袋に入らない物は専門業者・許可業者に相談下さい
コンプレッサー × 　 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
コンポ(オーディオ) 粗大ごみ
コンロ 粗大ごみ

さ サーフボード・ウィンドサーフィン 粗大ごみ 　
座椅子(肘掛け無し)� 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
サイドボード 粗大ごみ
酒パック（アルミコーティング） 燃やすごみ
サッシ(金属製) × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
雑誌・本 資源ごみ 雑誌類 　
殺虫剤のスプレー缶 燃やさないごみ 　 使い切って、穴を開けないで出す
殺虫剤のびん(家庭園芸用)� 燃やさないごみ 中身を使い切って
殺虫剤のプラスチック容器 燃やさないごみ 中身を使い切って
座布団・クッション 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
三輪車 粗大ごみ

し シーツ・ベッドシーツ 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
ＣＤ（コンパクトディスク） 燃やさないごみ
ＣＤプレーヤー・ＣＤラジカセ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
磁気マットレス 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
磁石 燃やさないごみ
辞書・辞典 資源ごみ 雑誌類
七輪(しちりん)� 燃やさないごみ
自転車 粗大ごみ
自転車型室内健康器具 粗大ごみ
自動車・自動車部品 × 専門業者へ（自動車は自動車リサイクル法処理）�
芝刈り機(エンジン付) × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
芝刈り機（手押し） 粗大ごみ
芝刈り機（電動式） 粗大ごみ
ジャッキ（手回し） 燃やさないごみ
ジャッキ(油圧式) �× 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
シャンプー・リンスの容器（ポンプ式部分を含む） 資源ごみ プラスチック類 中身を使い切って、水洗いして出す
週刊誌 資源ごみ 雑誌類
ジューサー・ミキサー 燃やさないごみ
ジュースの缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す
ジュースのマルチパック(紙製) 燃やすごみ 　
ジュースのびん 資源ごみ びん 水洗いして出す
ジュースのペットボトル 資源ごみ ペットボトル キャップを取り、水洗いして
じゅうたん 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
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し
〜
す

し 充電器 燃やさないごみ
充電式電池 × 　 販売店へ
瞬間湯沸器 粗大ごみ 乾電池を取って出す
消火器 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
浄化槽モーター（ブロワー） 粗大ごみ
将棋盤・碁盤（木製） 燃やすごみ
焼却炉 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
障子紙・襖紙・壁紙 燃やすごみ
障子戸 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
浄水器 燃やさないごみ
照明器具 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
しょうゆのびん 資源ごみ びん 汚れを洗い流してきれいなもの
しょうゆのペットボトル 資源ごみ ペットボトル 汚れを洗い流してきれいなもの
食パンの袋 資源ごみ プラスチック類
食品トレイ 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
食品トレイのラップフィルム 燃やすごみ
食用油 燃やすごみ 　 布や紙にしみ込ませるか凝固剤を入れる
食用油の缶・びん 燃やさないごみ 中身を使い切って、水洗いして出す
食用油のペットボトル 燃やすごみ 中身を使い切って、水洗いして出す
除湿機 粗大ごみ
除湿剤 燃やすごみ 水を抜いて出す
除湿剤の容器(プラスチック製) 資源ごみ プラスチック類 プラスチック類中身を使い切ったものに限る
書籍・本 資源ごみ 雑誌 　
食器(金属・陶磁器・ガラス製) 燃やさないごみ 　
食器洗い・乾燥機 粗大ごみ 　
食器棚 粗大ごみ
シルバーカー・ベビーカー 粗大ごみ
人工芝 燃やさないごみ
新聞紙・広告 資源ごみ 新聞紙

す 水槽・金魚鉢(ガラス製・プラスチック製) 燃やさないごみ 　
水筒・ポット・魔法瓶 燃やさないごみ 　
炊飯器 燃やさないごみ
スーツ・背広 燃やすごみ
スーツケース 粗大ごみ
スーツロッカー・ビニールロッカー 粗大ごみ 布は燃やすごみ
姿見 粗大ごみ 鏡は有害ごみ
スキー板・スノーボード 粗大ごみ
スキーキャリア 粗大ごみ
スキー靴・スキーブーツ・スノーボードブーツ 燃やさないごみ
スキーストック 燃やさないごみ
スケート靴 燃やさないごみ
スケートボード 燃やさないごみ
スコップ（金属製） 燃やさないごみ 　
硯(すずり)� 燃やさないごみ
すだれ 燃やすごみ
スチール缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す
スチール製の机・書庫・整理棚 粗大ごみ
スティックのりのケース 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ステレオ(ミニコンポ・セパレート含む） 粗大ごみ 指定袋に入らない物
ストーブ（電気・石油・ガス）� 粗大ごみ 乾電池・石油をぬいて
スノーダンプ 粗大ごみ
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す
〜
た

す すのこ（木製） 燃やすごみ 木製以外は燃やさないごみ
スピーカー 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
スプーン（金属・プラスチック製）燃やさないごみ 使いきって、穴を開けないで出す
スプレー缶のオーバーキャップ 資源ごみ プラスチック類
スプレー缶の外装フィルム 資源ごみ プラスチック類
スプレー缶 燃やさないごみ 　 使い切って、穴を開けないで出す
ズボンプレッサー 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
スマートフォン × 販売店に相談してください
スリッパ 燃やすごみ

せ 精米機 粗大ごみ 　 家庭用に限る
石油ホームタンク（金属製） × 　 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
石鹸（せっけん）� 燃やすごみ
石膏(美術授業の教材等) 燃やさないごみ
石膏ボード × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
接着剤の容器 燃やさないごみ
瀬戸物・陶器 燃やさないごみ
セメント × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
セロハン・セロハンテープ 燃やすごみ
洗剤の紙製容器 燃やすごみ
洗剤のプラスチック製容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
洗車ブラシ 燃やさないごみ
洗濯機 × 家電リサイクル法処理
洗濯バサミ 燃やさないごみ
剪定鋏(はさみ)・枝切鋏 燃やさないごみ 刃の部分を保護して出す
扇風機 粗大ごみ
洗面器 燃やさないごみ
洗面台 粗大ごみ 鏡は有害ごみ

そ 双眼鏡 燃やさないごみ
倉庫・物置・ガレージ × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
掃除機 粗大ごみ 電池式は電池をぬいて
ぞうり 燃やすごみ ゴム製は燃やさないごみ
ソースのプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
そば･うどんの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ソファー・ソファーベッド 粗大ごみ
そり（プラスチック製） 燃やさないごみ
そろばん 燃やすごみ プラスチック製は燃やさないごみ
体温計・体重計・体脂肪計 燃やさないごみ 水銀体温計は有害ごみ
耐熱ガラス製品 燃やさないごみ
台所洗剤（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
台所洗剤（紙製） 燃やすごみ
タイヤ × 専門業者・処分場へ自己搬入（有料）
タイヤのチェーン 燃やさないごみ 　
タイヤホイール × 専門業者・処分場へ自己搬入（有料）
タイル × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
高枝切りばさみ 粗大ごみ
卓上コンロ 燃やさないごみ カセットボンベを抜いて出す
畳（たたみ）� × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
卓球台 粗大ごみ

た 脱臭剤 燃やすごみ
タッパー（台所用品） 燃やさないごみ 　
棚・戸棚・本棚・食器棚 粗大ごみ
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た
〜
て

た タバコの外装フィルム 資源ごみ プラスチック類
たまごパック 資源ごみ プラスチック類
樽（木製） 燃やすごみ 小さくして指定袋で出して下さい
樽（プラスチック製） 燃やさないごみ 小さくできないものは粗大ごみ
たんす 粗大ごみ
断熱材（グラスウール） × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
段ボール 資源ごみ 段ボール

ち チェーン・鎖（金属製） 燃やさないごみ 　
チャイルドシート 粗大ごみ
茶箱 粗大ごみ
茶碗 燃やさないごみ
注射器・針（在宅医療廃棄物） × 医療機関へ相談下さい
彫刻刀 燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出して下さい
銚子 燃やさないごみ
調味料の缶 資源ごみ 缶 汚れを洗い流してきれいなもの
調味料のびん 資源ごみ びん 汚れを洗い流してきれいなもの
調味料のプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
調味料のペットボトル 資源ごみ ペットボトル ボトルキャップを取り、水洗いして
チラシ・折り込み 資源ごみ 新聞紙 新聞紙と一緒に出して下さい
ちりとり 燃やさないごみ

つ つい立て 粗大ごみ
杖・ステッキ 燃やすごみ 金属製は燃やさないごみ
使い捨てライター 燃やさないごみ 使い切ってから出して下さい
机 粗大ごみ
つけもの桶(プラスチック製) 燃やさないごみ 　 指定袋に入らない物は粗大ごみ
土・砂・石・コンクリート・ブロック・レンガ × 専門業者・許可業者に相談下さい
壺（つぼ）� 燃やさないごみ
釣り竿 燃やさないごみ 　 指定袋に入らない物は粗大ごみ

て ディスプレイ・モニター (パソコン)� × メーカーにお問い合せください
ディスプレイ棚 粗大ごみ 　
ティッシュペーパー・ちり紙 燃やすごみ
ティッシュペーパーの集積包装 資源ごみ プラスチック類
ティッシュペーパーの箱 資源ごみ 紙類
テープデッキ・テープレコーダー 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
テーブル・座卓 粗大ごみ
テーブルクロス 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ 燃やさないごみ
デジタル体温計・血圧計・体脂肪計 燃やさないごみ
鉄板（料理用）� 燃やさないごみ 　 指定袋に入らない物は粗大ごみ
テニスラケット 燃やすごみ 金属製は燃やさないごみ
デパート等の包装紙・紙袋 燃やすごみ 　
手袋・グローブ・軍手 燃やすごみ 革・ゴムは燃やさないごみ
テレビ(液晶型・ブラウン管型)� × 家電リサイクル法処理
テレビアンテナ 粗大ごみ 　
テレビ台 粗大ごみ 　
電気あんか 燃やさないごみ
電気温水器 × 専門業者・許可業者に相談下さい
電気カーペット 燃やすごみ コード・スイッチは燃やさないごみ
電気かみそり・シェーバー 燃やさないごみ
電気コード・ケーブル 燃やさないごみ 　
電気こたつ 粗大ごみ
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て
〜
な

て 電気スタンド 燃やさないごみ
電気ポット 燃やさないごみ
電気毛布 燃やすごみ コード・スイッチは燃やさないごみ
電球 有害ごみ 器具は燃やさないごみ
電撃殺虫機 燃やさないごみ
電磁調理器 燃やさないごみ
電子ピアノ・電子オルガン × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
電子レンジ・オーブンレンジ 粗大ごみ 　
天体望遠鏡 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
電卓 燃やさないごみ
電池 有害ごみ 　
テント（キャンプ用）� 燃やすごみ ポ－ルなどの金属は燃やさないごみ
電動かんな（家庭用） 燃やさないごみ
電動ドリル（家庭用）� 燃やさないごみ
電動のこぎり（家庭用） 燃やさないごみ
電話機（ＦＡＸ付きを含む） 燃やさないごみ
電話帳（ＮＴＴタウン・ハローページ） × NTTで無料回収（フリーダイヤル0120-506-309）�

と 戸・ドア(木製) × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
ドアノブ 燃やさないごみ
砥石（といし） 燃やさないごみ
トイレットペーパーの集積包装 資源ごみ プラスチック類
トイレットペーパーの芯 燃やすごみ
豆腐のプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
灯油用ポリタンク 燃やさないごみ
灯油ポンプ 燃やさないごみ
トースター 燃やさないごみ
時計 燃やさないごみ
トタン板 × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
ドライヤー 燃やさないごみ
トラクター（農機具） × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
ドラム缶 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
ドラムセット（音楽用） 粗大ごみ
トランク・スーツケース 粗大ごみ 　
鳥かご(木製)� 燃やすごみ 金属・プラ製は燃やさないごみ
塗料(ペンキなど）自体（中身） 燃やすごみ 　 布・紙にしみ込ませて出す。
塗料の缶 燃やさないごみ 中身を使い切って
塗料のスプレー缶 燃やさないごみ 　 使い切って、穴を開けないで出す
ドリンクのびん 資源ごみ びん 水洗いして出す
ドリンクのびんの１０本マルチパック(紙製) 燃やすごみ 　
トレイ類(食料品用等)� 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ドレッサー・鏡台 粗大ごみ
ドレッシングのびん 資源ごみ びん 汚れを洗い流してきれいなもの
ドレッシングのプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
トロフィー 燃やさないごみ

な ナイフ・包丁・刃物類 燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出す
苗箱 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
長靴 燃やさないごみ
流し台 粗大ごみ
納豆のマルチパック（外装フィルム） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
納豆の容器 資源ごみ プラスチック類 汚れのあるものは、燃やすごみ
なべ・やかん・フライパン 燃やさないごみ
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な
〜
は

な なべ焼きうどんのアルミ容器 燃やすごみ
波板ビニール × 　 専門業者・許可業者に相談下さい

に ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン電池 × 　 販売店へ
乳酸飲料のふた（アルミ箔） 燃やすごみ 　
乳酸飲料の容器・外装フイルム 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
入浴剤の袋 燃やすごみ
入浴剤の容器（金属製） 資源ごみ 缶 水洗いして出す
入浴剤の容器（プラスチック製）� 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
庭木の枝・葉 燃やすごみ 30ｃｍ以内にして指定袋に入れて出す
人形ケース 燃やさないごみ 人形は燃やすごみ

ぬ ぬいぐるみ 燃やすごみ 　
ぬか・ぬかみそ 燃やすごみ
布地・布くず（裁断くず）・布切れ 燃やすごみ

ね ねこ車（一輪車） 粗大ごみ
ネジ 燃やさないごみ
ネット（果物用） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
粘土（工作用ねんど） 燃やさないごみ

の 農業用機械・農機具 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
農業用ビニール・マルチ × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
農薬・劇薬 × 　 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
農薬の容器（びん）� 燃やさないごみ 　 中身を使い切って・水洗いして出す
農薬の容器（プラスチック製） 燃やさないごみ 　 中身を使い切って・水洗いして出す
ノート・帳面（雑誌類）� 資源ごみ 雑誌類
鋸（のこぎり）・鉈（なた）・鑿（のみ）・鉋（かんな）燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出す

は バーベキューコンロ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
灰 燃やすごみ 土が混ざったものは回収しません
バイク × 二輪車取扱店へ
パイプハンガー 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
はかり（金属製） 燃やさないごみ 　
ばけつ 燃やさないごみ
はさみ・カッター 燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出して下さい
梯子（はしご）・脚立 粗大ごみ
バスケットボールのゴール 粗大ごみ
バスタオル 燃やすごみ
パソコン（デスクトップ型） × メーカーにお問い合せください
パソコン（ノート型）� × メーカーにお問い合せください
パソコンの付属機器（ケーブル等）燃やさないごみ
パソコンのプリンター 燃やさないごみ
パソコンのラック 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
バター・マーガリンの容器 資源ごみ プラスチック類 汚れのあるものは、燃やすごみ
バッグ・かばん（皮革製）� 燃やさないごみ
バッテリー × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
発電機 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
バット（木製） 燃やすごみ 金属製は燃えないごみ
発泡スチロール（梱包用・魚箱用） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
発泡スチロール（白色トレイ） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
発泡スチロール緩衝材（型枠） 資源ごみ プラスチック類 　
花・草 燃やすごみ
花火 燃やすごみ 安全のため、濡らしてから
歯ブラシ 燃やさないごみ
歯ブラシ等の容器（プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
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は
〜
ふ

は 歯磨きチューブ容器 資源ごみ プラスチック類 汚れのあるものは、燃やすごみ
刃物類 燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出して下さい
針 燃やさないごみ 紙などで包んで出して下さい
針金 燃やさないごみ
ハンガー（針金・プラスチック製）燃やさないごみ
パンの外袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ハンバーガー等の持ち帰り容器（紙製）燃やすごみ
ハンバーガーの包装紙 燃やすごみ
パンフレット 資源ごみ 雑誌類
ハンマー（金属製）� 燃やさないごみ 　

ひ ピアニカ 燃やさないごみ
ピアノ ×� 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
ビーチパラソル 粗大ごみ
ビールの缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す
ビールの缶の６缶マルチパック(紙製) 燃やすごみ 　
ビールびん 資源ごみ びん 水洗いして出す
ひげそり 燃やさないごみ 電池をはずして出す
ビデオカメラ 燃やさないごみ
ビデオテープ 燃やさないごみ
ビデオデッキ 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
ビニールシート・レジャーシート 燃やさないごみ
ビニールテープ 燃やすごみ
ビニールテーブルクロス 燃やすごみ
ビニールハウス × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい
ビニールひも 燃やすごみ
ビニール袋・レジ袋 資源ごみ プラスチック類
ビニールホース 燃やさないごみ 　
ビニール合羽 燃やさないごみ
ビニール風呂敷 燃やすごみ
火鉢（ひばち）� 燃やさないごみ 大型は粗大ごみ
ひも・縄・ロープ 燃やすごみ
肥料袋 × 　 JA・販売店に相談下さい
びん（飲食用以外）� 燃やさないごみ 化粧品等
びん（飲食用に限る）� 資源ごみ びん 水洗いして出す

ふ ファンヒーター 粗大ごみ 　
フィルム・ネガフィルム 燃やすごみ
フィルムのケース 資源ごみ プラスチック類
フェンス × 専門業者・許可業者に相談下さい
襖（ふすま）・障子戸（木製） × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
襖紙・障子紙・壁紙 燃やすごみ
筆箱・筆入れ(金属製） 燃やさないごみ 　
布団(ふとん）� 燃やすごみ 　 刻んで指定袋へ
布団乾燥機 燃やさないごみ
フライパン・なべ・やかん 燃やさないごみ
ブラインド 粗大ごみ 　
ぶら下がり健康機 粗大ごみ
プラスチックのトレイ 資源ごみ プラスチック類（例）おつまみ、お菓子等の中敷き
プラモデル 燃やさないごみ
プラモデルの部品用の型枠 燃やさないごみ 　
フラワースタンド 燃やさないごみ 　
ブランコ 粗大ごみ

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
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ふ
〜
ほ

ふ プランター・植木鉢(プラスチック製）� 燃やさないごみ 　
ブリスターパック（プラスチックのクリアーシートと台紙の圧着加工パック） 資源ごみ プラスチック類（例）歯ブラシ、文具、おもちゃ、電化製品の部品等のパック
プリン・ヨーグルト・ゼリーの3連マルチパック 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
プリン・ヨーグルト・ゼリーの3連マルチパックの台紙 燃やすごみ 　
プリン･ヨーグルト・ゼリーのふた（アルミ箔）燃やすごみ 　
プリン･ヨーグルト・ゼリーの容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
プリンター 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
ブルーシート 燃やさないごみ
フロッピーディスク 燃やさないごみ
風呂の釜（ボイラー） × 電気温水器は専門業者・許可業者へ
風呂のふた 粗大ごみ 　
風呂の浴槽 × 専門業者・許可業者に相談下さい
プロパンガスボンベ × 購入先や専門業者に処理を依頼する
文具（プラスチック製・木製） 燃やすごみ 　
文鎮(ぶんちん） 燃やさないごみ
噴霧器(金属製）� 粗大ごみ 　

へ ヘアースプレー缶 燃やさないごみ 使い切って、穴を開けないで出す
ベッド・ベッドマット 粗大ごみ
ペットの砂・ペットのトイレ用シーツ 燃やすごみ 汚物を取り除く
ペットフードの缶 資源ごみ 缶 汚れを洗い流してきれいなもの
ペットボトル（油用） 燃やすごみ 中身を使い切って、水洗いして出す
ペットボトル（しょう油・酒・清涼飲料用）� 資源ごみ ペットボトル 中身を使い切って、水洗いして出す
ペットボトルのキャップ 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ヘッドホン 燃やさないごみ
ベニヤ板 燃やすごみ 多量の場合は専門業者・許可業者に相談下さい
ベビーいす 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
ベビーカー・乳母車・シルバーカー 粗大ごみ
ベビーダンス 粗大ごみ
ベビーベッド 粗大ごみ
ベビーラック 粗大ごみ
ヘルスメーター・体重計 燃やさないごみ
ベルト・バンド 燃やすごみ 革製は燃やさないごみ
ヘルメット 燃やさないごみ
便器・便座 × 専門業者・許可業者に相談下さい
ペンキの缶 燃やさないごみ 　
ペンチ(工具） 燃やさないごみ
弁当の空き容器(プラスチック製） 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
弁当用ストレッチフィルム(外装フィルム) 資源ごみ プラスチック類 汚れのある物は燃やすごみ
ペン類 燃やさないごみ

ほ ホイール（自動車用） × 専門業者・処分場へ自己搬入（有料）
ボイラー 粗大ごみ 電気温水器は専門業者へ
望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡 燃やさないごみ
芳香剤等のプラスチック容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
包装紙(デパート等)� 燃やすごみ 　
包丁・ナイフ・かみそり 燃やさないごみ 刃の部分を紙などで包んで出して下さい
ホース(ビニール･ゴム)� 燃やさないごみ 　
ホースリール（金属製）� 燃やさないごみ 　
ポータブルトイレ × 専門業者・許可業者に相談下さい
ホームベーカリー 燃やさないごみ
ボール(スポーツ用品) 燃やさないごみ
ポケットティッシュの小袋 資源ごみ プラスチック類

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト



− 29−

50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
ほ ポスト・郵便受（金属製） 燃やさないごみ 　
ボタン電池 有害ごみ 　
ホットカーペット 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
ポテトチップスの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ポリタンク（灯油・水入れ） 燃やさないごみ 中身を使い切る
保冷剤 燃やすごみ
本・雑誌 資源ごみ 雑誌類
本立て（金属製） 燃やさないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ
本棚 粗大ごみ

ま マイク 燃やさないごみ
巻尺・メジャー（金属製） 燃やさないごみ 　
マグカップ 燃やさないごみ
マッサージ機 粗大ごみ
マッチ 燃やすごみ
マットレス(三つ折り) 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
まな板 燃やすごみ プラスチック製は燃やさないごみ
マニキュアのびん 燃やさないごみ
マフラー（自動車部品） × �購入先や専門業者に処理を依頼する
豆炭あんか 燃やさないごみ
マヨネーズのチューブ容器 資源ごみ プラスチック類 汚れのある物は燃やすごみ
マンガ本 資源ごみ 雑誌類

み ミシン(足踏み式） 粗大ごみ
ミシン（卓上・電動） 粗大ごみ
味噌のプラスチック容器 資源ごみ 　 汚れのある物は燃やすごみ
ミニコンポ 燃やさないごみ
みりんのびん 資源ごみ びん 水洗いして出す
みりんのペットボトル 資源ごみ ペットボトル キャップを取り水洗いして
ミルクの缶 資源ごみ 缶 水洗いして出す

む 虫眼鏡・ルーペ 燃やさないごみ
無線機 燃やさないごみ

め メガネ・サングラス（金属製） 燃やさないごみ 　
メガホン(応援用・プラスチック製）�燃やさないごみ 　
目薬の容器・携帯ケース 資源ごみ プラスチック類 　
メモリーカード・ＵＳＢメモリー 燃やさないごみ データを消去、または裁断して出す

も 毛布 燃やすごみ 刻んで指定袋に入れて
餅つき機 粗大ごみ 　
モップ(柄付き)� 燃やさないごみ
物置・倉庫・ガレージ × 専門業者・許可業者に相談下さい
物干し竿 粗大ごみ
物干し台と支柱 粗大ごみ
物干しハンガー 燃やさないごみ 　
もやしの袋 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
門扉 × 専門業者・許可業者に相談下さい

や 焼肉用金網 燃やさないごみ
焼肉用たれのびん 資源ごみ びん 汚れを洗い流してきれいなもの
焼き海苔の外袋 資源ごみ プラスチック類 　
焼き物(陶磁器）� 燃やさないごみ
薬品 × 販売店・専門業者・許可業者に相談下さい

ゆ 郵便受け 燃やさないごみ 　
浴衣 燃やすごみ
湯のみ 燃やさないごみほ

〜
ゆ
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50　音　品 各収集区分 分　　類 ワ　ン　ポ　イ　ン　ト
ゆ 湯沸器(台所用) 粗大ごみ
ＵＳＢメモリー・メモリーカード 燃やさないごみ データを消去、または裁断して出す

よ 洋酒びん 資源ごみ びん 水洗いして出す
ヨーグルト・プリン・ゼリーの3連マルチパック 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
ヨーグルト・プリン・ゼリーのふた（アルミ箔） 燃やすごみ
ヨーグルト・プリン・ゼリーの容器 資源ごみ プラスチック類 汚れを洗い流してきれいなもの
浴槽 × 専門業者・許可業者に相談下さい
浴槽のふた 燃やさないごみ 　
よしず 粗大ごみ

ら ライター (金属製・プラスチック製）燃やさないごみ 中身を使い切って
ラケット（金属製）� 燃やさないごみ 　
ラジオ・ラジカセ 燃やさないごみ
ラジコン 燃やさないごみ
ラップ類(食品包装用） 資源ごみ プラスチック類 汚れのある物は燃やすごみ
ランドセル 燃やさないごみ

り リモコン 燃やさないごみ
リヤカー 粗大ごみ
旅行かばん(スーツケース大型) 粗大ごみ 　
リンス・シャンプーの容器（ポンプ式部分を含む） 資源ごみ プラスチック類 中身を使いきり水洗いして出す

る ルーフボックス（自動車用） 粗大ごみ 　
れ 冷蔵庫・冷凍庫 × 家電リサイクル法処理
冷暖房機(エアコン） × 家電リサイクル法処理
冷風機・冷風扇 粗大ごみ
レーザーディスク盤・レコード盤 燃やさないごみ
レーザーディスクプレイヤー・レコードプレーヤー 粗大ごみ
レジ袋 資源ごみ プラスチック類
レジャーシート 燃やさないごみ
レトルトパック 燃やすごみ
レンガ・ブロック × 　 専門業者・許可業者に相談下さい
レンジフード 粗大ごみ

ろ ろうそく 燃やすごみ
ローラースケート 燃やさないごみ
ロールカーテン 燃やさないごみ 　 指定袋に入らない物は粗大ごみ
ロッカー 粗大ごみ 家庭用のみ

わ ワープロ 粗大ごみ
ワインのびん 資源ごみ びん 水洗いして出す
ワゴン(台所用）� 粗大ごみ
わさびのチューブ容器 資源ごみ プラスチック類 汚れのある物は燃やすごみ
ワックスの缶 燃やさないごみ 中身を使い切る
ワンカップびん 資源ごみ びん 水洗いして出す

ゆ
〜
わ
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