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1 町が収集するごみの分別収集について

※粗大ごみも、それぞれの材質に選別し、リサイクルしています。



２　ごみの出し方

◎ごみ出しのルール
　ごみは正しく分別し、収集日の朝８時までに、決められたものを決められた場所に出し

てください。収集日はごみの種類・地域により異なりますので、ごみ収集日程表にてご確

認ください。

◎収集区域
　収集区域は以下でご確認ください。

※農免道路は、菅井・菱田線です。
※旧府道は、以前の22号線（八幡木津線）です。

☆燃やすごみの収集区域割

☆燃やさないごみ（カン、びん、ビニール・プラスチックごみ）、プラスチック製容器包装、ペットボトル、粗大ごみの収集区域割

Ａ 僧坊、谷、菅井、北ノ堂、馬渕、中（農免道路から東側の地域）、東、西北、山田、
乾谷、柘榴、東畑、桜が丘

Ｂ 菱田、滝ノ鼻、舟、里、旭、北稲八間、南、中久保田、中（農免道路から西側の地域）、
光台、精華台、祝園西一丁目、狛田一丁目、狛田二丁目

Ｃ 南稲八妻、植田

① 菱田（農免道路から東側の地域）、滝ノ鼻、舟（農免道路から東側の地域）、
中久保田

② 北ノ堂、馬渕、中（農免道路から東側の地域）、東、西北（農免道路から東側の地域）

③ 菱田（旧府道から東側の地域）、里、僧坊（旧府道から東側の地域）、
舟（農免道路から西側の地域）、狛田一丁目、狛田二丁目

④ 菱田（旧府道から西側の地域）、僧坊（旧府道から西側の地域）、谷、
北稲八間（旧府道から西側の地域）、旭

⑤ 南（旧府道から東側の地域）、菅井、北稲八間（旧府道から東側の地域）、
西北（農免道路から西側の地域）、中（農免道路から西側の地域）

⑥ 南（旧府道から西側の地域）、南稲八妻、植田、祝園西一丁目

⑦ 乾谷、柘榴、東畑

⑧ 山田、桜が丘

⑨ 光台

⑩ 精華台
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◎ごみの減量にご協力ください。
　購入した食品（品物）を食べきる（使い切る）など、ごみを出さないことが大切です。
ごみの減量にご協力ください。

◎新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方
　新型コロナウイルス等の感染症対策として、家庭ごみを出す際は、次の５つを心がけま
しょう。

　以上の点に気を付けてごみを出すことが、ご家族にとっても、ごみを収集・処理する作
業員にとっても、ごみの円滑・安全な収集・処理を行う上で大切な行動です。皆様のご協
力をよろしくお願いします。

◎各種ごみの出し方

☆燃やすごみの出し方

◆主なもの
　調理くず・木くず・ふとん・汚れが取れないボトルやチューブ類など

◆出し方
・�透明・半透明の袋に入れ、収集日の朝８時までに決められた場所に出してください。
・��出す際は、カラスやその他の動物に荒らされないよう、ネットをしっかりかける等の対
策をお願いします。

◆注意点
　①生ごみは十分水切りをしてから出してください。
　　�また、町では家庭用生ごみ自家処理機の購入に関し、補助〔購入金額の１／２　上限
２０，０００円〕を行っています。

　②�燃やすごみとして出せるプラスチック製品は、小型のものに限ります。なお、出す際は、
他の燃やすごみ（生ごみ等）と一緒に袋に入れて出して下さい。

　　�なお、金属部品を含むプラスチック類は「燃やすごみ」として収集できませんので、「燃
やさないごみ（カン・鉄くず類）」として出してください。

　③紙おむつは、汚物をトイレに流すなどの方法で取り除いてから出してください。
　④�竹串や割りばしなど、堅くて先のとがったものは先を折るなどして出してください。
（収集作業員がケガをする可能性があります。）

　⑤�ふとんは「燃やすごみ」として収集しますので、広がらないようヒモなどでしばって
出してください。ただし、中にスポンジ、ウレタン素材やバネ等が入ったマットレス
やじゅうたんなどは「粗大ごみ」です。

　⑥�刈り草や葉っぱ、小さなせん定枝などが多く出る場合は、出来るだけ乾燥させ、水分
を抜いてから、数回に分けて出してください。１回につき、３袋まで出すことができ
ます。（米袋やダンボールなどに入れて出された場合は収集できません。）

家庭ごみを出すときに心がける５つのこと
その１　ごみ袋はしっかり縛って封をしましょう！
その２　ごみ袋の空気を抜いて出しましょう！
その３　生ごみは水切りをしましょう！
その４　普段からごみの減量を心がけましょう！
その５　町の分別・収集ルールを確認しましょう！
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　　�庭木のせん定などで出た太い幹や枝で、短くできないものは、「粗大ごみ」として直
接処理施設に持ち込むことが可能です。

　⑦�新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、古布、「その他リサイクルできる紙」などは、「燃

やすごみ」として出せません。地域の古紙回収（子供会や自治会などで実施）にご協

力いただくと、ごみの減量化・再資源化につながります。

　　�また、一部地域を除き、町でも月1回、各地区集会所などで古紙回収を実施しています。

（詳しくは６・７ページ）

　⑧�タタミや引っ越しなどで大量に発生した「燃やすごみ」は、有料で『環境の森セン

ター・きづがわ』（TEL72-1010）へ直接持ち込むことができます。（詳しくは15・16ページ）

☆燃やさないごみ（カン、びん、ビニール・プラスチックごみ）の出し方

◆主なもの
　●カン・鉄くず類

　　スチール缶�・�アルミ缶�・�鉄くずなど　

　●びん・ガラス類

　　びん�・�植木鉢�・�ガラス�・�蛍光灯など

　●ビニール・プラスチックごみ

　　洗面器・バケツなど、プラスチック製容器

　　包装以外のビニールやプラスチック製品

◆出し方
・��カン類、びん類、ビニール・プラスチックごみは、「別々の袋（透明・半透明）」に入れ、
収集日の朝８時までに決められた場所に出してください。

◆注意点
　①中身を全て取り除き、汚れているものは軽く洗って出してください。
　②�スプレー缶やライターなどは、必ず中身を完全に使い切ってから出してください。使
い切れない場合は、風通しの良い場所でガス抜きをするなどしてください。

　　�ガス抜き方法が分からない場合は、メーカーや以下のところでご確認ください。

※キャップ・ラベルは取り除く

●スプレー缶のガス抜き方法
一般社団法人日本エアゾール協会
URL:�https://www.aiaj.or.jp/

●ライターのガス抜き方法
一般社団法人日本喫煙具協会
URL:�http://www.jsaca.or.jp/
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☆プラスチック製容器包装の出し方

◆主なもの
　プラスチック製容器包装は、商品を入れるため、または包むためのビニールやプラスチックです。
　食品トレー、卵のパック、シャンプーなどのボトル、レジ袋、カップ麺の容器等が該当します。

◆出し方
・�透明・半透明の袋に入れ、収集日の朝８時までに決められた場所に出してください。

◆注意点
　①�中身を全て取り除き、汚れているものは軽く洗ってから出してください。

　　�（どうしても汚れが取れないものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。）

　②洗剤などの液体が入ったものは、水で洗ってから出してください。

　③紙のラベルがある場合は、取り除いてください。

☆ペットボトルの出し方

◆主なもの
　飲料類・酒・醤油・醤油加工品・みりん風調味料・食酢・調味酢・
　ドレッシングタイプ調味料の容器

◆出し方
・�透明・半透明の袋に入れ、収集日の朝８時までに決められた場所に出してください。
　※令和３年４月から収集日や出す場所を変更していますのでご注意ください。
　出す場所→「燃やさないごみ」と同じ収集拠点です。
　収集日→お住まいの場所により異なりますので、日程表でご確認ください。

◆注意点
　①ペットボトルの識別表示マークを確認してください。

　②ラベルやキャップ、異物は必ず取り除き、軽く水洗いしてください。

　③�ソース・食用油・洗剤・シャンプーなどの容器やペットボトルのキャップ・ラベルは、

「プラスチック製容器包装」の区分で出してください。

プラスチック製容器包装の識別表示マークを
分別の参考にしてください。

ラベル・
キャップを
はずします。

中を水洗
いします。

つぶし
ます。このマークが

ついているも
のだけを出し
てください。

食品の残り、紙のラベル、
セロハンテープなど

異物を取り除いて！ 軽く洗って！ 透明・半透明のごみ袋で！
取り除く
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☆粗大ごみの出し方

◆主なもの
　家具や家電製品など

◆出し方
　�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。

◆注意点
　①�できるだけ、知り合いの方へ譲るか、リサイクルショップへ持ち込むなど、リユース

へのご協力をお願いします。

　②粗大ごみとして出せる重さは大人２人で運べる程度までです。

　③�引っ越しや大掃除などで大量に出てくる場合は有料回収及び自己搬入をご利用くださ

い。（詳しくは15～17ページ）

　④�ごみかどうか判別できない場合があります。目立ちにくいものや、紛らわしいものは

「ごみ」と表示してください。

　⑤�パソコンや家電リサイクル法対象機器は出せません。（処理方法については10～11ページ）

３　古紙類の出し方

　古紙類は燃やすごみとして出せません。地域の集団回収に参加し、ごみの減量化・再資

源化につなげましょう

◆出し方
�　6種類（「新聞」・「雑誌」・「ダンボール」・「紙パック」・「古布」・「その他のリサイクルで
きる紙」）に分別し、ヒモでしばって出してください。

◆注意点
・��一部地域においては、町でも回収（※回収拠点は次頁のとおり）を行いますが、できる

限り地域の集団収集への参加をお願いします。

・��ナイロンや銀色でコーティングした紙、カーボンやノーカーボン紙などのリサイクルで

きない紙は、「燃やすごみ」へ出してください。

・町でも収集を行いますが、できる限り地域の集団収集への参加をお願いします。

◆ごみ減量のためにご協力ください
　「その他のリサイクルできる紙」のリサイクルにご協力ください。

　「紙袋」やティッシュペーパー等の「紙箱」、「お菓子の箱」、「カレンダー」、「チラシ」、

お菓子等の「包装用紙」等も『その他のリサイクルできる紙』として、古紙回収で回収可

能です。

　「燃やすごみ」として捨ててしまわず、『その他のリサイクルできる紙』としてリサイク

ルを行い、焼却されるごみの量を減らしましょう。

（6）



【参考】町回収を利用される際の拠点

◎乾電池の回収
　町では、町内の公共施設及び商業施設、各地区の回収拠点にて、乾電池専用回収ボックスを
設置し、家庭から出る乾電池リサイクル回収を実施しています。

◆回収対象となる電池
・�アルカリ乾電池やマンガン乾電池など使い切りタイプの電池

◆回収拠点

４　電池類の回収について

地区名 回収拠点 地区名 回収拠点

菱田 地域の古紙回収で対応されます 桜が丘一丁目 桜が丘一丁目集会所

滝ノ鼻 地域の古紙回収で対応されます 桜が丘二丁目 桜が丘二丁目集会所

舟 地域の古紙回収で対応されます 桜が丘三丁目 桜が丘三丁目集会所

里 地域の古紙回収で対応されます 桜が丘四丁目 桜が丘四丁目集会所

僧坊 僧坊集会所 桜が丘三丁目エスペローマ 地域の古紙回収で対応されます

谷 谷集会所 光台四丁目 光台四丁目集会所

旭 旭集会所 光台五丁目 地域の古紙回収で対応されます

北稲八間 地域の古紙回収で対応されます 光台六丁目 光台六丁目集会所

南稲八妻 地域の古紙回収で対応されます 光台七丁目 光台七丁目集会所

植田 地域の古紙回収で対応されます 光台八丁目 光台八丁目集会所

菅井 菅井区不燃物置場 光台九丁目 光台九丁目集会所

北ノ堂 北ノ堂集会所 祝園西一丁目 地域の古紙回収で対応されます

馬渕 馬渕集会所 精華台一丁目 精華台一丁目集会所

南 地域の古紙回収で対応されます 精華台二丁目 地域の古紙回収で対応されます

中 地域の古紙回収で対応されます 精華台三丁目 精華台三丁目集会所

東 地域の古紙回収で対応されます 精華台四丁目 精華台四丁目集会所

西北 西北集会所 精華台五丁目 精華台五丁目集会所

山田 地域の古紙回収で対応されます 精華台一丁目トチノキ 地域の古紙回収で対応されます

乾谷 地域の古紙回収で対応されます 精華台二丁目イングス 地域の古紙回収で対応されます

柘榴 地域の古紙回収で対応されます 精華台二丁目アズマニッシュ 地域の古紙回収で対応されます

東畑 地域の古紙回収で対応されます 公共施設 精華町役場

中久保田 中久保田集会所 ※地域の古紙回収状況により変更する場合がございます

地区名 回収拠点 地区名 回収拠点

菱田 菱田集会所 中久保田 中久保田集会所

滝ノ鼻 滝ノ鼻集会所 桜が丘一丁目 桜が丘一丁目集会所

舟 舟集会所 桜が丘二丁目 桜が丘二丁目集会所

里 里集会所、里西の出荷場 桜が丘三丁目 桜が丘三丁目集会所

僧坊 僧坊集会所、若王寺境内 桜が丘四丁目 桜が丘四丁目集会所

谷 谷集会所 桜が丘三丁目エスペローマ ごみ集積場

旭 旭集会所 光台四丁目 光台四丁目集会所

北稲八間 北稲八間集会所 光台五丁目 光台五丁目集会所

南稲八妻 南稲八妻エコステーション 光台六丁目 光台六丁目集会所

植田 植田集会所、植田区不燃物置場 光台七丁目 光台七丁目集会所

菅井 菅井区不燃物置場 光台八丁目 光台八丁目集会所

北ノ堂 北ノ堂集会所 光台九丁目 光台九丁目集会所
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◆出す際の注意点
１．回収ボックスに入れる際は、袋から出して、乾電池のみを入れてください。
２．乾電池以外の異物は絶対に入れないでください。
３�．ボタン電池は回収できません。回収協力店などに設置されている回収箱にセロハンテー
プなどで絶縁した状態で持ち込んでください。
　　回収協力店は、一般社団法人電池工業会のホームページをご覧ください。
　　URL:�http://www.botankaishu.jp/m/top.php

◎充電池（小型充電式電池）の回収
　主に携帯電話、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ノートPCなどに
使用されている小型充電池のリサイクル回収を実施しています。不要になった小型充電式
電池は以下の通り回収を行っております。適正処理・リサイクルにご協力ください。
　※他のごみには絶対に混ぜないで下さい。

◆回収対象となる電池
・�リチウムイオン電池　・ニッケル水素電池
・ニカド電池　・モバイルバッテリー

◆回収場所
　環境推進課�窓口（ただし平日：午前８時30分～午後５時15分まで）

◆注意点
・��お持ちいただく際は、金属端子部分が露出しないよう、ビニールテープなどで絶縁処理
を行ってからお持ちください。
・本体は絶対に分解しないでください。
・対象外の電池は回収できません。

◆その他
　上記回収以外にも、一般財団法人JBRCの回収協力店などで引き取ってもらう事も可能で
す。回収協力店については、一般財団法人JBRCのホームページをご覧ください。
　URL：https://www.jbrc.com/

地区名 回収拠点 地区名 回収拠点

馬渕 馬渕集会所 祝園西一丁目 祝園西一丁目集会所

南 南集会所 精華台一丁目 精華台一丁目集会所

中 中集会所 精華台二丁目 精華台二丁目集会所

東 人権センター 精華台三丁目 精華台三丁目集会所

西北 西北集会所 精華台四丁目 精華台四丁目集会所

山田 山田区自治会駐車場 精華台五丁目 精華台五丁目集会所

乾谷 乾谷集会所 精華台一丁目トチノキ ごみ集積場

柘榴 柘榴集会所 精華台二丁目イングス ごみ集積場

東畑 東畑旧集会所 精華台二丁目アズマニッシュ ごみ集積場

公共施設
役場、精華町コミュニティホール、かしのき苑
上下水道事務所、むくのきセンター

商業施設
コープ祝園駅店、
MEGAドン・キホーテUNY精華台店
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５　使用済小型家電の回収について

▼ 回収ボックス設置場所及び回収日時

▼ 回収対象品

▼ 注意事項

　家庭で使用されている小型家電には、金や銀などの貴金属や精密機械の部品として有用
なレアメタルと言われる金属が含まれています。
　精華町では、廃棄される小型家電に含まれるこの貴重な資源を活用するため、使用済小
型家電のリサイクル回収を平成25年度から実施しています。
　使用済小型家電は、これまで同様「粗大ごみ」としても収集を行っておりますが、貴金
属やレアメタルの回収による資源循環に向け、できる限り専用の回収ボックスを利用した
リサイクル回収にご協力ください。

　次の施設に専用回収ボックスを設けています。各施設の施設開庁（館）時間にご利用く
ださい。

　●精華町役場　　●むくのきセンター　　　　　　　　　●精華町コミュニティホール
　●かしのき苑　　●MEGAドン・キホーテUNY精華台店　●コープ祝園駅店
　●けいはんなプラザ

　回収ボックスの投入口（25㎝×15㎝）に入る以下のもの
対象品目
　●携帯電話端末・PHS端末、ノートパソコン※タブレット型情報通信端末を含みます。
　●電話機、ファクシミリ　●ラジオ　●デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
　●映像用機器（BDレコーダー、HDDレコーダー等）
　●音響機器（デジタルオーディオプレイヤー、CD・MDプレーヤー）
　●補助記憶装置（ハードディスク、USBメモリ等）●電子書籍端末
　●電子辞書、電卓　●電子血圧計、電子体温計
　●理容用機器（ヘアドライヤー・電気かみそり、電動歯ブラシ等）●懐中電灯
　●時計　●ゲーム機（据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機）
　●カー用品（カーナビ、カーステレオ、ETC車載ユニット、カースピーカー）
　●これらの付属品（リモコン、ACアダプタ、ケーブル、プラグ、充電器等）

⑴　回収ボックスに投入された使用済小型家電は返却できません。

⑵�　乾電池は取り外し、各地区集会所などに設置している乾電池回収ボックスに入れてく

ださい。

⑶　回収ボックスには、回収対象の使用済小型家電以外の異物やごみをいれないでください。

⑷　回収ボックスは施設内に設置していますので、施設開庁（館）時間内に投入してください。

⑸�　専用の回収ボックスの投入口に入らない大きさの対象品目に関しては、環境推進課の

窓口までお持ちください。

⑹�　個人情報を含んだ使用済小型家電を投入する場合は、必要に応じてご自身の責任によ

り個人情報を消去してください。
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６ パソコン（PC）の出し方

ＰＣリサイクルの流れＰＣリサイクルの流れＰＣリサイクルの流れ

回収申し込み・

リサイクル料の支払い

エコゆうパック

伝票送付

持ち込み
or

戸口集荷

①

②

③

・デスクトップパソコン本体
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレー
・液晶（LCD）ディスプレー
・ブラウン管（CRT）ディスプレー
 一体型パソコン
・液晶（LCD）ディスプレー
 一体型パソコン

◎メーカーの分からない・手作りパソコンの問い合わせ先

▼民間事業者を利用した宅配便による回収もご利用可能です。

    〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-8 中北ビル7F
一般社団法人パソコン3R推進協会（ 03－5282－7685／FAX.03－3233－6091）

URL http://www.pc3r.jp/ 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日を除く）

ＰＣリサイクル対象機器ＰＣリサイクル対象機器ＰＣリサイクル対象機器

パソコンリサイクルの対象とならないもの

回収・リサイクル
料金は
かかりません。

回収・リサイクル
料金が
かかります。

PCリサイクルマーク

パソコンメーカーの受付窓口に回収申込みをします。

最寄の郵便局に持ち込むか、郵便局に戸別回収の
依頼を連絡します。

あ
る

な
い

自作のパソコンや、回収するメーカーが

3R推進協会」にご相談ください。

①

②

③

配送

④

リサイクル受付

郵 便 局郵 便 局

リサイクル受付

各製造メーカー各製造メーカー

再資源化センター

リサイクル工場リサイクル工場

倒産していた場合などは、「パソコン

　パソコンは、資源の有効な利用の促進に関する法律により、製造した事業者が責任をも
って回収し、再資源化することが義務づけられています。

外付けハードディスク（HDD)・プリンタ・スキャナなどの周辺機器

エコゆうパック伝票がメーカーから送付されますので、
パソコンを梱包し、エコゆうパック伝票を貼り付けます。

※「コンビニエンスストア」・「郵便
切手類販売所」・「簡易郵便局」・
「郵便局以外のエコゆうパック取
扱所」では取り扱いできません。

　国の認定事業者「リネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締結し宅配便による回収を実施しています。回収
物にパソコンを含む場合、１箱まで無料になります。お申し込みはインターネットまたはＦＡＸでお願いします。
※箱のサイズやパソコンの種類により有料となる場合がございますので、事前にご確認ください。

申込先：リネットジャパンリサイクル株式会社
　　　　URL: http://www.renet.jp/
　　　　☎0570-085-800 　　call@renet.jp
　　　　　（10時～ 17時／日・祝休み）

就業

仕事仲間募集中

精華町在住の60歳以上の方入会できます。
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７ 家電リサイクル法対象機器の出し方

  〔エアコン・テレビ・冷蔵（凍）庫・洗濯機・衣類乾燥機〕

※1

テレビは、ブラウン管式のほか、液晶・プラズマ式も対象です。

※1　指定引取場所については、下記の家電リサイクル券センターにお問い合わせください。

　また、郵便局でリサイクル料を支払って、ご自身で指定引取場所    まで持ち込むこともできます。

義 務 品

義務外品

◎家電リサイクル法などに対する問い合わせ先
  家電リサイクル券センター（ ０１２０－３１９６４０）
  受付時間 ９：００～１8：００〔日曜・祝日を除く〕
  ホームページ〔http://www.rkc.aeha.or.jp/〕

☆精華町家電リサイクル協力店

菱田八講田16-34 93－1151

店   名 所 在 地 電話番号

ベルベ狛田電気のいしづ 祝園門田11-8 94－2211

店   名 所 在 地

エディオン精華いしづ電気

電話番号

品    目

エアコン

テレビ小〔15型以下〕

テレビ大〔16型以上〕

リサイクル料金

990円
1,870円
2,970円

品    目

冷蔵（凍）庫小〔170ℓ以下〕

冷蔵（凍）庫大〔171ℓ以上〕

洗濯機及び衣類乾燥機

リサイクル料金

3,740円
4,730円
2,530円

①同種の機器を買い替える場合は、新しい機器を購入する店で引き取りを依頼してください。

②機器が不要になった場合は、その機器を購入した店で引き取りを依頼してください。

機器を購入した店が無くなっていたり、遠方のため引き取りが難しい場合は、精華町家

製造業者や年度により料金が異なります。

電リサイクル協力店に依頼してください。

　平成13年４月から特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）が施行され、

家電リサイクル法対象機器〔エアコン・テレビ・冷蔵（凍）庫・洗濯機・衣類乾燥機〕については、処理

にあたってリサイクル料金の納付が必要となったことから「粗大ごみ」では収集していません。

　エアコン・テレビ・冷蔵（凍）庫・洗濯機・衣類乾燥機を廃棄される場合は、リサイクル料金等を支

払い、購入されたお店に引き取ってもらうなどの方法で処理してください。

・リサイクル料金：主なメーカーのリサイクル料金（消費税及び地方消費税を含む） 令和2年4月1日現在

小売業者や精華町家電リサイクル協力店に引き取りを依頼する場合は、別途収集運搬
料金が必要となります。引き取りを依頼する際には、併せてご確認ください。
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８　使用済みインクカートリッジのリサイクル回収について

　プリンターメーカーが使用済みインクカートリッジのリサイクルを推進するため、『イ

ンクカートリッジの里帰りプロジェクト』を行っています。

　ごみ減量を目指す精華町でも、使用済みインクカートリッジのリサイクル回収を実施

し、この運動に協力しています。

　専用の回収ボックスを設置していますので、プリンターメーカー純正の使用済みインク

カートリッジを投函してください。

◆回収ボックス設置場所
・�町役場南側出入り口

・かしのき苑

・むくのきセンター

・精華町コミュニティーホール

◆回収時間
各施設の開庁（館）時間

◆注意点
・各施設の回収時間内に、設置された専用回収ボックスに入れてください。

・カートリッジ以外のものは入れないでください。

・��プリンターメーカー４社（ブラザー・キヤノン・エプソン・日本HP）の純正品が回収対

象です。
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9　廃食用（天ぷら）油のリサイクル回収について

　町では家庭から排出される廃食用油の拠点回収を行い、リサイクルを行って

います。

　廃食用（天ぷら）油の回収は、下記の回収地域・場所・日時で実施してい

ます。

　油はペットボトルなど中身が漏れない容器（ネジ式のふたがついた容器）に

入れ、ふたをしっかり閉めて回収拠点に設置している回収ボックスに立てて入れてくださ

い。回収場所には目印としてのぼり旗を設置しています。皆様のご協力をお願いします。

　回収拠点がない地区にお住まいの方は、お手数ですが近くの回収拠点へ出すか、町役場

北側駐車場東側に設置している回収ボックスをご利用ください。

▼回収可能な油…�なたね油、ひまわり油、大豆油、米油、オリーブ油、コーン油、
　　　　　　　　　ベニバナ油、ごま油など　※家庭系の廃食用油に限ります。

▼回収できない油…�ラード、ヘット（牛脂）、バター、マーガリン、魚油、パーム油、
　　　　　　　　　エンジンオイル、ギアオイルなどの潤滑油

所場収回域地収回

廃食用（天ぷら）油回収拠点一覧

回収日時

設常 所会集舟 舟
設常 所会集谷 谷
設常 所会集間八稲北 間八稲北

日曜土週毎 ンョシーテスコエ妻八稲南 妻八稲南 ・日曜日　午前8時から午後5時
設常 所会集田植 田植
設常 場置物燃不区井菅 井菅
設常 所会集渕馬 渕馬
設常 所会集中 中
設常 所会集東 東
設常 場車駐会治自田山 田山
設常 所会集旧畑東 畑東
設常 所会集田保久中 田保久中

桜が丘一丁目 桜が丘一丁目集会所 常設
桜が丘二丁目 桜が丘二丁目集会所 常設
桜が丘三丁目 桜が丘三丁目集会所 常設
桜が丘四丁目 桜が丘四丁目集会所 常設
桜が丘三丁目エスペローマ 燃やすごみ集積場 常設

設常 所会集目丁四台光 目丁四台光
設常 所会集目丁五台光 目丁五台光
設常 所会集目丁六台光 目丁六台光

第 所会集目丁七台光 目丁七台光 4日曜日　午前中

 所会集目丁九台光 目丁九台光 第4日曜日　午前9時から12時
  その前日土曜日　午前9時から午後5時

祝園西一丁目 祝園西一丁目集会所 常設

設常 北側駐車場東側場役町 域全町華精

精華台一丁目トチノキ ネオステージけいはんな公園
アネシス塵芥室 第4日曜日　午前8時から正午
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10　水銀使用廃製品の回収について

　水銀は、体温計や血圧計など、私たちの暮らしの中で広く使用されていますが、有害な

物質でもあり、適正に処理されず排出された場合、大気や水を通じて健康被害や環境汚染

をもたらす恐れがあります。

　水銀の処理に関しては、平成25年10月に、「水銀に関する水俣条約」の外交会議が熊本

県で開催されるなど、世界的に適正処理の必要性に対する認識が高まっています。

　本町では、家庭から排出される水銀使用廃棄物の適正処理を進めるため、環境に与える

影響が大きい水銀体温計などの水銀使用廃製品の窓口回収を実施しています。

　現在、使用していない水銀体温計などが家庭に残っている場合は、是非ご利用ください。

◆回収対象品目
・水銀体温計

・水銀温度計

・水銀血圧計

・練り朱肉

◆回収場所
町役場環境推進課窓口

◆回収時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで

◆注意事項
・��回収時間内に、窓口に設置された専用回収ボックスに水銀体温計などを入れてください。

・��水銀血圧計など専用回収ボックスに入らない大きさの物は、手渡しにより受け取り回収

しますので、環境推進課の職員にお声掛けください。

・��回収対象は、家庭から排出されたものに限ります。

・��病院で使用していたもの等、事業活動で使用されていたものは対象外です。

・��回収対象は、使用されずに保有されている製品とし、使用中の製品まで強制的に排出を

求めるものではありません。
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11　臨時有料ごみ・ごみの自己搬入について

　引っ越しや大掃除などで一度に多量のごみが出た場合は、臨時有料ごみや処理施設への

自己搬入をご利用ください。

◎臨時有料ごみ
　毎週水曜日（祝日除く）に事前予約制でご自宅まで家庭から出たごみの有料回収を行っ

ています。

◆回収対象
　「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「プラスチック製容器包装」「粗大ごみ」「ペットボトル」

　「古紙類」

◆手続方法
　①�回収希望日の前日までに環境推進課（0774－95－1925）へ連絡し、予約を取ってくだ

さい。なお、予約は先着順のため、希望日時に対応できない場合があります。

　　受付時間は平日の午前８時30分～午後５時15分までです。（正午～午後１時は除く）

　②�当日の収集時間までにごみを分別した状態で、車が横付け可能な場所まで出してくだ

さい。

　③収集時は立ち合いの上、手数料を現金でお支払いください。

◆手数料（令和３年４月１日現在）

　２トン車１台／回………16,000円

　軽トラック１台／回…… 4,000円

◆注意点
　①予約は先着順のため、希望される日時に対応できない場合があります。

　②予約をキャンセルされる場合には、速やかに連絡してください。

　③当日お支払いいただく手数料は、釣銭のでないよう、ご協力お願いします。

　④家の中からのごみの運び出しは行いません。

◎自己搬入
　家庭から出たごみをご自身で処理場へ直接搬入いただけます。

☆燃やすごみの自己搬入

◆搬入可能なごみ
　「燃やすごみ」

◆搬入可能時間
　年末年始を除く平日　午前９時～正午

　　　　　　　　　　　午後１時～午後４時

◆手数料（令和３年４月１日現在）

　10㎏あたり260円（税抜）

◆手続の流れ
　ごみを車に積み、環境の森センター・きづがわへ直接搬入してください。
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◆注意点
　①手続き時に、免許証などの排出元住所が確認できるものが必要です。

　②搬入時間外は持ち込めませんので、時間に十分余裕をもってお越しください。

　③�環境の森センター・きづがわでは、他の搬入車両の出入りがありますので、通行には

十分ご注意ください。

　④�環境の森センター・きづがわではご自身でごみを下ろしていただきます。

　⑤業者による搬入はできません。

　⑥�木や枝等の持ち込みについては、大きさ等に制

限がありますので、環境の森センター・きづがわ

まで事前にお問い合わせください。

●問い合わせ先
　・環境の森センター・きづがわ

　　住所：京都府木津川市鹿背山川向１－２

　　電話：0774－72－1010

☆燃やすごみ以外の自己搬入

◆搬入可能なごみ
　「燃やさないごみ」「プラスチック製容器包装」「粗大ごみ」「ペットボトル」

◆搬入可能時間
　年末年始を除く平日　午前９時～正午

　　　　　　　　　　　午後１時～午後４時

◆手数料
　無料

◆手続の流れ
　①�正しく分別した状態で、車にごみを積載し、精華町役場環境推進課窓口へお越しくだ

さい。

　②窓口で搬入許可申請書をご記入いただきます。（品目、数量の記入が必要です。）

　③�職員がごみの現物を確認（搬入可能かどうか、分別状態等）し、搬入許可証を発行し

ます。

　④発行された搬入許可証を持って指定の処理場へ搬入してください。

◆注意点
　①手続き時に、免許証などの排出元住所が確認できるものが必要です。

　②必ず分別した状態でお越しください。分別できていないものは搬入できません。

　③�搬入時間外は持ち込めませんので、時間に十分余裕をもってお越しください。（精華

町役場から指定の処理場まで約20分かかります）

　④処理場では、他の搬入車両の出入りがありますので、通行には十分ご注意ください。

　⑤処理場ではご自身でごみを下ろしていただきます。

　⑥業者による搬入はできません。
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☆購入先や専門業者などに引き取りを依頼する主なもの

◆事務所・事業所のごみ
　事業活動に伴って出るごみは収集できません。事業系一般廃棄物は精華町を収集区域と

して許可を受けた収集運搬許可業者に依頼してください。

◆砂・石・レンガ・コンクリートブロック
　販売店や取扱い業者へご相談ください。少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入し有

料で処分することもできます。

◆注射針・点滴針（在宅医療等で使用）
　病院などの医療機関や薬局へ返却してください。

◆草刈り機等の農機具
　販売店などにお問い合わせください。

◆消火器
　販売店などにお問い合わせください。

　または、消火器リサイクル推進センターへ。

　TEL:03－5829－6773

　受付時間：9：00～17：00（土日祝休日および12：00～13：00を除く）

　URL:http://www.ferpc.jp

◆有害物質（アスベスト含有製品、薬品、農薬など）
　販売店やメーカーに相談してください。

◆バッテリー（自動車・バイク・電動自転車のバッテリーなど）
　販売店やメーカーに相談してください。

◆オートバイ・スクーター
　販売店やメーカーに相談してください。

　または、二輪車リサイクルコールセンターへ

　TEL:050－3000－0727

　受付時間：9：30～17：00（土・日・祝日・年末年始等を除く）

　URL:http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

　※ナンバープレート及び燃料を処理済みの50cc以下に限り、許可書で自己搬入が可能です。

◆自動車部品（タイヤ、ホイール、マフラーなど）
　交換時に引き取りを依頼するか、販売店や自動車解体・処理業者などに依頼してください。
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12　50 音順ごみ分別リスト

品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント

あ
ⅠＨクッキングヒーター 粗大ごみ

アイスパック（アイスノン） 燃やすごみ

アイロン・アイロン台 粗大ごみ

空きカン（スチール・アルミ） 燃やさないごみ（カン） 中身は使い切り、すすいでから出してください。

空きびんふた（金属製） 燃やさないごみ（カン）

空きびんふた（プラスチック製）プラスチック製容器包装

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

足拭きマット 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

アスベスト（石綿） 収集できません 健康被害の原因になります。専門の業者に引き取りを依頼してください。

あぜシート 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

油（食用）　　 燃やすごみ・廃食用（天ぷら）油回収
紙などで吸い取るか、固形化して、「燃やすごみ」の区分で出すか、廃食用
（天ぷら）油リサイクルとして、中身が漏れないようにフタをしっかりと閉
め、回収ボックスへ入れてください。（回収拠点は13ページに記載）

雨戸・網戸（木製・シャッター）２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

アルカリ乾電池 乾電池 回収容器設置場所にあるボックスに袋から出して入れてください。（7・8ページに記載）

アルバム 燃やすごみ 金属部品は取り外し、「燃やさないごみ（カン）」で出してください。

アルミホイール（車部品） 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

アルミホイル（家庭用） 燃やさないごみ（カン） 汚れているものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

行火（あんか） 燃やさないごみ（カン）

安全ピン 燃やさないごみ（カン） スチール缶に入れて、『危険』などの表記をして出してください。

アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ 業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

按摩器（マッサージ機） 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

い
石 収集できません 販売店または取扱い業者へご相談ください。少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入

し有料で処分することもできます。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

衣装ケース 粗大ごみ 中は空にして出してください。

いす 粗大ごみ

板ガラス 燃やさないごみ（びん） 割れないようにして出してください。45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗
大ごみ」の区分で出してください。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

板 燃やすごみ 厚さ２㎝、幅10㎝、長さ50㎝以上は「粗大ごみ」で出してください。

板戸　２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

一輪車（運搬用・スポーツ用） 粗大ごみ ご家庭で使用していたものに限ります。

一輪車のタイヤ 収集できません 専門業者などで引き取ってもらうか、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してください。

一升びん 燃やさないごみ（びん） 中身は空にし、すすいでから出してください。できるだけ販売店などに返してください。

一斗缶 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

犬・猫のトイレ用砂 収集できません 可燃性のものは、汚物を取り除いた場合「燃やすごみ」で出すことが可能です。

犬小屋 粗大ごみ

鋳物類 燃やさないごみ（カン）

イヤホン 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

衣類 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

衣類（下着類） 燃やすごみ

衣類乾燥機 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

入れ歯 燃やさないごみ（びん）

色鉛筆 燃やすごみ

色紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

印鑑（木製・プラスチック製） 燃やすごみ

印鑑（木製・プラスチック製以外） 燃やさないごみ（びん）

インクカートリッジ 燃やすごみ 役場入口等、町内４カ所でも回収しています。（回収拠点は12ページに記載）

う
植木 燃やすごみ 品目「木」参照。土等は取り除いて出してください。

植木鉢（陶磁器製） 燃やさないごみ（びん） 土等は取り除いてください。45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」で出してください。

植木鉢（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 土等は取り除いてください。45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」で出してください。

ウエットスーツ 粗大ごみ

ウエットティッシュ 燃やすごみ

浮き輪 燃やすごみ

うちわ 燃やすごみ プラスチック製のものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」でも収集しています。

ウッドデッキ 粗大ごみ 非常に大きい（長い）場合は、いくつかに切って出してください。業者施工の
場合は業者に引き取りを依頼してください。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
腕時計 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

乳母車 粗大ごみ

裏カーボン紙 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

運動靴 燃やすごみ 金属製のポイント底のものは、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

え
エアコン 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

液晶タブレット 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

液晶テレビ 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

液晶モニター 収集できません（メーカーにお問い合わせください） メーカーに連絡してください。（10ページに記載）ノート型で、25㎝×15
㎝以内の大きさのものは、小型家電回収ボックスでも回収できます。

枝、剪定枝（業者剪定） 収集できません 業者に引き取りを依頼してください。

枝、剪定枝（自家処理：長さ50㎝以下で直径８㎝以下） 燃やすごみ 直径15㎝までに束ねてください。（１回３束まで）

枝、剪定枝（自家処理：長さ50㎝以上で直径８㎝以上） 粗大ごみ 長さ１m程度に切断し、直径16㎝までに束ねてください（３束まで）。それ以
上は、許可書で自己搬入してください。

枝切りバサミ 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

絵の具のチューブ（金属製） 燃やさないごみ（カン） 中身は、紙などで包んで「燃やすごみ」の区分で出してください。

絵の具のチューブ（プラスチック製） 燃やすごみ

エプロン 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

絵本 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

LED電球、LED蛍光灯 燃やさないごみ（びん）

エレクトーン 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

塩化ビニールパイプ 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

園芸用支柱（金属製） 粗大ごみ 家庭菜園や家庭園芸用で使用したものに限ります。45リットルのごみ袋に
入る大きさのものは、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

園芸用支柱（プラスチック製） 粗大ごみ 家庭菜園や家庭園芸用で使用したものに限ります。45リットルのごみ袋に入る大きさ
のものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」の区分で出してください。

エンジンオイル 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

延長コード 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

鉛筆 燃やすごみ

鉛筆削り（手動式） 燃やさないごみ（カン）

鉛筆削り（電動式） 粗大ごみ

お オイル（食用） 燃やすごみ・廃食用（天ぷら）油回収
紙などで吸い取るか、固形化して、「燃やすごみ」の区分で出すか、廃食用
（天ぷら）油リサイクルとして、中身が漏れないようにフタをしっかりと閉
め、回収ボックスへ入れてください。（回収拠点は13ページに記載）

オイル（食用以外） 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

オイルヒーター 粗大ごみ オイルを抜いた状態で出してください。

オートバイ 収集できません（条件により、「直接持込」可能） ナンバープレート及び燃料を処理済みの50㏄以下に限り、許可書で自己搬入が可能です。

オーブントースター・レンジ 粗大ごみ

置き時計 粗大ごみ・使用済小型家電 乾電池は抜いて出してください。「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済
小型家電」でリサイクル回収を行っています。

お玉（金属製） 燃やさないごみ（カン）

お玉（木製・プラスチック製） 燃やすごみ

落ち葉 燃やすごみ 十分乾燥させてから、「燃やすごみ」の区分で出してください。１回３袋まで

オットマン 粗大ごみ

お盆（金属製） 燃やさないごみ（カン）

お盆（木製） 燃やすごみ

お盆（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチック
ごみ）」の区分で出してください。

おまる 粗大ごみ 必ず汚物を取り除いて出してください。

おむつ 燃やすごみ 必ず汚物を取り除いて出してください。

おもちゃ（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものや、電子部品を含むものは、
「粗大ごみ」の区分で出してください。

おもちゃ（木製） 燃やすごみ 30㎝程度以上の大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

おもちゃ（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 15㎝程度までの大きさのものは、「燃やすごみ」として出してください。45リットルのごみ袋
に入らない大きさのものや、電子部品を含むものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

折り紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に「その他リサイクルできる紙」の区分で出してくださ
い。アルミ箔を使用している折り紙は、「燃やすごみ」の区分で出してください。

折込広告（チラシ） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

折りたたみ傘 粗大ごみ・燃やさないごみ（カン）「粗大ごみ」または「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

オルガン 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

温室 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

温水器（ソーラー式・電気式など） 収集できません 販売店または専門業者へご相談ください。

か
カーステレオ・カーナビ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

カーテン 燃やすごみ 金具は外し、ヒモでしばって出してください。（１回２束まで）

カーテンレール 粗大ごみ

カーペット 粗大ごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
カーボン紙 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

貝殻 燃やすごみ

懐中電灯 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 乾電池は抜いて出してください。「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能
ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

買い物（レジ）袋 プラスチック製容器包装

カイロ（金属製・使い捨て） 燃やさないごみ（カン）

鏡 燃やさないごみ（びん） 鏡部分が割れないようにして出してください。45ℓのごみ袋に入らない大
きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

かぎ（鍵） 燃やさないごみ（カン）

学習机・椅子 粗大ごみ

額縁（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

額縁（木製） 燃やすごみ 厚さ２㎝、幅10㎝、長さ50㎝以上は「粗大ごみ」で出してください。「燃やすごみ」
で出せる大きさのものは、45リットルのごみ袋に入れて出してください。

額縁（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

掛け時計 粗大ごみ・使用済小型家電 乾電池は抜いて出してください。「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用
済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

かご（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

かご（木製） 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

傘 粗大ごみ・燃やさないごみ（カン）「粗大ごみ」または「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

加湿器 粗大ごみ

菓子袋（ビニール製） プラスチック製容器包装 残り物を取り除いてください。

菓子袋・箱（紙製） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

ガスコンロ 粗大ごみ 乾電池は抜いて出してください。買い替えの際は、なるべく販売先で引き取
りを依頼してください。

ガスストーブ 粗大ごみ

ガスボンベ 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

ガスレンジ 粗大ごみ 乾電池は抜いて出してください。買い替えの際は、なるべく販売先で引き
取りを依頼してください。

カセットコンロ 粗大ごみ ガス缶は取り外して出してください。

カセットテープ（ケース含む） 燃やすごみ

カセットボンベ 燃やさないごみ（カン） ガスを使い切って出してください。

カタログ 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

カッターナイフ 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

カッパ（レインコート） 燃やすごみ

カップ酒の容器 燃やさないごみ（びん）

カップ麺の容器・ふた（紙製） 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

カップ麺の容器・ふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装 軽く洗って、汚れを落としてから出してください。

かつら 燃やすごみ

蚊取り器（電気式） 粗大ごみ

金槌（かなづち） 燃やさないごみ（カン）

鞄 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

花瓶（金属製） 燃やさないごみ（カン）

花瓶（陶器製） 燃やさないごみ（びん）

壁紙 収集できません 建築廃材のため、業者に引き取りを依頼してください。

かま（鎌） 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

紙 古紙回収 汚れているものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

紙おむつ 燃やすごみ 必ず汚物を取り除いて出してください。

紙コップ 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

紙製ねんど 燃やすごみ

カミソリ 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

紙パック（牛乳パック） 古紙回収 内側が銀色のものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

紙袋 古紙回収 地域または町の古紙回収に「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

カメラ 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリ
サイクル回収を行っています。

蚊帳（かや） 粗大ごみ

ガラス食器 燃やさないごみ（びん）

ガラスの破片 燃やさないごみ（びん） 紙などで包み、『ガラス・危険』と書いてください。

刈り草 燃やすごみ 十分乾燥させてから、「燃やすごみ」の区分で出してください。１回３袋まで

枯葉 燃やすごみ １回３袋まで

カレンダー 古紙回収 金具は取り外し、古紙回収に「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

革ジャンパー 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

革製品・革靴 燃やすごみ 金具は取り除いて出してください。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
瓦 収集できません 建築廃材のため、業者に引き取りを依頼してください。

缶 燃やさないごみ（カン）

換気扇（家庭用） 粗大ごみ

換気扇カバー・フイルター・シート 燃やすごみ

缶切り 燃やさないごみ（カン）

乾燥剤 燃やすごみ

乾電池 乾電池 回収容器設置場所にあるボックスに袋から出して入れてください。（7・8ページに記載）

感熱紙 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

き
木（長さ50㎝以下で直径８㎝以下）燃やすごみ 直径15㎝までに束ねてください。（１回３束まで）

木（長さ50㎝以上で直径８㎝以上）粗大ごみ 長さ１m程度に切断し、直径15㎝までに束ねてください（３束まで）。そ
れ以上は、許可書で自己搬入してください。

キーボード（楽器） 粗大ごみ できるだけ販売店などにご相談ください。

キーボード（パソコン） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

木槌（木づち） 燃やすごみ 直径８㎝以上の場合は「粗大ごみ」の区分で出してください。

キッチンマット 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

着物 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード 燃やすごみ ハサミで切るなど、個人情報が分からないようにして出してください。

キャリーバッグ 粗大ごみ

急須（金属製） 燃やさないごみ（カン）

急須（陶器製） 燃やさないごみ（びん）

給湯器 粗大ごみ

牛乳パック（紙パック） 古紙回収 内側が銀色のものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

牛乳びん 燃やさないごみ（びん）

教科書 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

鏡台 粗大ごみ 鏡部分が割れないようにして出してください。

業務用冷蔵庫 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

金庫（小型） 粗大ごみ 大型のものは、収集できません。（大人二人で運べる重さまで）

く
空気清浄機 粗大ごみ

空気清浄機のフィルター 燃やすごみ

クーラー（エアコン） 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

クーラーボックス 粗大ごみ 発泡スチロールでできた簡易のものは、「燃やさないごみ（ビニール・プ
ラスチックごみ）」で出してください。

釘（くぎ） 燃やさないごみ（カン） スチール缶に入れて、『危険』などの表記をして出してください。

草刈り機（エンジン付き） 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

草刈り機（電気式） 粗大ごみ 農業などの事業で使用されたものは、収集対象外です。

草刈り機の刃（家庭用） 燃やさないごみ（カン） 危険の無いようにして出してください。

草花 燃やすごみ 土等は取り除いて、乾燥させて出してください。

鎖（くさり） 燃やさないごみ（カン）

串（金属製） 燃やさないごみ（カン） 束ねて先端の部分は、厚紙などで包んで出してください。

串（竹製・木製） 燃やすごみ 先を折ってから出してください。

櫛（金属製） 燃やさないごみ（カン）

櫛（木製・プラスチック製） 燃やすごみ

薬（錠剤・粒剤） 燃やすごみ

口紅 燃やすごみ

口紅容器（金属製） 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

口紅容器（プラスチック製） 燃やすごみ 中身を使い切れば、燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

靴 燃やすごみ 安全靴やスパイクで金属が使われているものは、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

靴下 燃やすごみ

クッション 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、ヒモでしばって出してください。

靴べら（金属製） 燃やさないごみ（カン）

靴べら（プラスチック製） 燃やすごみ

クリアファイル 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

クリーニングの袋 燃やすごみ

車イス 粗大ごみ

クレパス・クレヨン 燃やすごみ

グローブ 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
グローランプ（点灯管） 燃やさないごみ（びん）

くわ 燃やさないごみ（カン） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

軍手 燃やすごみ

け
蛍光灯 燃やさないごみ（びん） 割れないようにして出してください。（役場入口他、町内４カ所に回収ボッ

クスを設置し、リサイクル回収も実施しています。）

携帯電話 使用済小型家電 使用済小型家電回収ボックスを利用するか、販売店又は取扱店へ持って行ってください。

珪藻土製品 燃やさないごみ（びん） 基準値以上のアスベストを含むものは収集できません。メーカーなどに引
き取りを依頼してください。

毛糸 燃やすごみ

ゲーム機・携帯ゲーム機 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ゲームソフト（カセット・メモリーカード） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも回収可能ですが、「使
用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ゲームソフト（ディスク） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

劇薬 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

消しゴム 燃やすごみ

化粧品容器（ガラス製） 燃やさないごみ（びん） 中身を使い切って出してください。

化粧品容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中身を使い切って出してください。

下駄箱 粗大ごみ

ケチャップの容器 燃やすごみ 汚れが取れた場合は、「プラスチック製容器包装」の区分で出してください。

血圧計（手動式） 水銀使用廃製品 役場環境推進課窓口で回収しています。

血圧計（電気式） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

結束バンド 燃やすごみ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

玄関マット（金属を含まない） 燃やすごみ

玄関マット（金属を含む） 燃やさないごみ（カン）

剣山 燃やさないごみ（カン） 危険の無いようにして出してください。

建築廃材 収集できません 建築廃材のため、業者に引き取りを依頼してください。

剣道の防具 粗大ごみ

こ
碁石 燃やさないごみ（びん） プラスチック製のものは「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」で出してください。

鯉のぼり 燃やすごみ

工具（家庭用） 燃やさないごみ（カン）

広告紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

ゴーグル 燃やすごみ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

コード 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリ
サイクル回収を行っています。

コードリール 粗大ごみ

コーヒーメーカー 粗大ごみ

固形燃料（着火剤） 燃やすごみ 十分に水に濡らしてから出してください。

ござ（い草・わら･葦など） 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。1畳を超える大きさのものは、
「粗大ごみ」の区分で出してください。

ござ（ビニール製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

こたつ（ホームこたつ） 粗大ごみ

こたつ布団 燃やすごみ ヒモでしばって出してください。

コップ（ガラス製） 燃やさないごみ（びん）

コップ（金属製） 燃やさないごみ（カン）

コップ（プラスチック製） 燃やすごみ

コピー用紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

ごみバケツ・ごみペール 粗大ごみ 「ごみ」と表示して出してください。

ゴム手袋 燃やすごみ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

ゴムホース 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

米びつ 粗大ごみ

米袋（紙製） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「ダンボール」の区分で出してください。

ゴルフクラブ・ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

コンクリートブロック 収集できません 販売店または取扱い業者へご相談ください。少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入
し有料で処分することもできます。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

コンタクトレンズ 燃やすごみ

コンポ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

さ
サーフボード 粗大ごみ

座椅子・座卓 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

財布 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
作業服 燃やすごみ 油などの汚れが染みついているため、リサイクルできません。

酒パック 古紙回収 内側が銀色のものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

サッカーボール 燃やすごみ

サッシ　２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

雑誌 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

殺虫剤のスプレー缶 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

殺虫剤の中身 収集できません 製造メーカーへ問い合わせてください。

座布団 燃やすごみ ヒモでしばって出してください。

皿（紙製） 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

皿（陶磁器類） 燃やさないごみ（びん）

皿（プラスチック類） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

ざる（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ざる（竹製） 燃やすごみ

ざる（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

三脚 粗大ごみ

サンダル 燃やすごみ

残土 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

残飯 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

三面鏡 粗大ごみ 鏡部分が割れないようにして出してください。

三輪車 粗大ごみ

し
ＣＤ（ケース含む） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

ＣＤラジカセ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

シーツ 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

シート（レジャー用） 燃やすごみ

地下足袋 燃やすごみ

磁石 燃やさないごみ（カン）

辞書（辞典） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

システムキッチン 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

下着 燃やすごみ

下敷き 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 紙製のものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

七輪 粗大ごみ

湿布薬 燃やすごみ 表面のフィルムも「燃やすごみ」の区分で出してください。

自転車（各部品も含めて） 粗大ごみ 「ごみ」と表示して出してください。

自動車部品（タイヤ・ホイール・マフラーなど） 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

竹刀 粗大ごみ

芝刈り機（エンジン付き） 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

芝刈り機（電気式） 粗大ごみ 農業などの事業で使用されたものは、収集対象外です。

事務所・事業者のごみ 収集できません（事業系ごみ）町の収集運搬許可業者に依頼してください。

シャープペンシル（金属製） 燃やさないごみ（カン）

シャープペンシル（プラスチック製）燃やすごみ

写真 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

写真のネガ 燃やすごみ

しゃもじ（木製・プラスチック製）燃やすごみ

シャンプーの容器（ボトル） プラスチック製容器包装 中身は使い切り、すすいでから出してください。

じゅうたん 粗大ごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

充電式乾電池 充電池 リサイクルマークのある小型充電式電池に限ります。環境推進課窓口に設置された専用のボックスで回
収しています。金属端子が露出しないようビニールテープ等で絶縁処理を行ってから持参してください。

収納ケース・収納棚・収納ラック 粗大ごみ

朱肉 燃やすごみ 練り朱肉は水銀を含んでいるため、収集できません。環境推進課窓口に設
置された専用のボックスで回収しています。

瞬間湯沸かし器 粗大ごみ

消火器 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

定規（金属製） 燃やさないごみ（カン）

定規（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

定規（木製・竹製） 燃やすごみ

障子　２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

消臭剤 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
浄水器 粗大ごみ

浄水器のフィルター 燃やすごみ

照明器具 粗大ごみ 蛍光灯や豆球などは外して出してください。

ジョウロ（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ジョウロ（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

食品トレー プラスチック製容器包装 汚れを落として出してください。

食用油 燃やすごみ・廃食用（天ぷら）油回収
紙などで吸い取るか、固形化して、「燃やすごみ」の区分で出すか、廃食用
（天ぷら）油リサイクルとして、中身が漏れないようにフタをしっかりと閉
め、回収ボックスへ入れてください。（回収拠点は13ページに記載）

除湿剤 燃やすごみ 水溜式は溜まった水を流してから出してください。

除草剤 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

食器洗浄機・乾燥機（卓上タイプ） 粗大ごみ 買い替えの際は、購入先で引き取りを依頼してください。

食器棚 粗大ごみ

新聞紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「新聞」の区分で出してください。

す
水槽（ガラス製） 燃やさないごみ（びん） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

水槽（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

水筒（金属製） 燃やさないごみ（カン）

水筒（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

炊飯器 粗大ごみ

スーツ（背広） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

スーツケース・トランク 粗大ごみ

スカート 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

姿見 粗大ごみ 鏡部分が割れないようにして出してください。

スキー板・ストック 粗大ごみ

スキー靴 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

スキーウェア・手袋 燃やすごみ

スキャナー 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

スクーター 収集できません（条件により、「直接持込」可能） ナンバープレート及び燃料を処理済みの50㏄以下に限り、許可書で自己搬入が可能です。

スケート靴 燃やさないごみ（カン）

スケール（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

スコップ（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

スコップ（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

硯（すずり） 燃やさないごみ（びん）

すだれ 粗大ごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

スタンプ台 燃やさないごみ（カン） プラスチック製のものは「燃やすごみ」で出してください。

スチーム（オーブン）レンジ 粗大ごみ

スチール棚 粗大ごみ

ズック靴・スニーカー 燃やすごみ

ステレオ 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 灯油は使い切った状態で出してください。

ストッキング 燃やすごみ

砂 収集できません（土・砂） できるだけ庭などに散布するか、販売店などにお問い合わせください。少量
の場合、指定の処理施設まで自己搬入し有料で処分することもできます。

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプーン（金属製） 燃やさないごみ（カン）

スプーン（プラスチック製、紙製、木製） 燃やすごみ コンビニなどでもらうスプーンも「燃やすごみ」の区分で出してください。

スプリングマット 粗大ごみ

スプレー缶 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

すべり台（幼児用） 粗大ごみ

スポンジ 燃やすごみ

ズボンプレッサー 粗大ごみ

スマートフォン 使用済小型家電 使用済小型家電回収ボックスを利用するか、販売店又は取扱店へ持って行ってください。

炭（墨） 燃やすごみ

スリッパ 燃やすごみ

スリ鉢 燃やさないごみ（びん）

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント

せ
生理用品 燃やすごみ

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油は使い切った状態で出してください。

石油ポンプ（手動式） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

石油ポンプ（電動式） 粗大ごみ 乾電池は抜いて出してください。

石けん 燃やすごみ

石こうボード 収集できません 販売店又は取扱い業者へご相談ください。

瀬戸物 燃やさないごみ（びん）

背広（スーツ） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

セメント 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

扇子 燃やすごみ

洗濯機 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

洗濯物干し（組み立て式） 粗大ごみ

洗濯物干し（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

剪定ばさみ 燃やさないごみ（カン） 先端部分は紙や布で包んで出してください。45ℓのごみ袋に入らないもの
は、「粗大ごみ」の区分で出してください。

扇風機 粗大ごみ

洗面器（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

洗面台（陶器部分のみ） 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

そ
造花 燃やすごみ

雑巾（ぞうきん） 燃やすごみ

掃除機 粗大ごみ

ぞうり 燃やすごみ

ソースの容器 燃やすごみ 汚れが取れた場合は、「プラスチック製容器包装」の区分で出してください。

ソース・しょうゆ差し（ガラス・陶器製）燃やさないごみ（びん）

ソース・しょうゆ差し（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

ソーラーライト 粗大ごみ

外付けハードディスク（HDD) 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ソファー 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

そろばん（算盤）（木製・プラスチック製） 燃やすごみ

た
体温計（水銀式） 水銀使用廃製品 環境推進課窓口に設置された専用回収のボックスで回収しています。破損

を防ぐため、容器があれば容器に入れて持参してください。

体温計（電子式） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

体重計（アナログ） 燃やさないごみ（カン）

体重計・体脂肪計（デジタル） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

台所マット 燃やすごみ

耐熱ガラス・食器 燃やさないごみ（びん）

タイヤ・タイヤホイール 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

タイヤチェーン 燃やさないごみ（カン）

太陽熱温水器 収集できません（条件により、「直接持込」可能） 町指定の処理施設に有料で「直接持込」が可能です。

タイル 収集できません 専門業者などで引き取ってもらうか、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してください。

田植機 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

ダウンジャケット 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

タオル類 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

高枝切ばさみ 粗大ごみ 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

竹（長さ50㎝以下で直径８㎝以下）燃やすごみ 直径15㎝までに束ねてください。（１回３束まで）

竹ぼうき 粗大ごみ 「ごみ」と表示して出してください。

畳（たたみ） 収集できません（条件により、「直接持込」可能） 町指定の処理施設に有料で「直接持込」が可能です。

脱臭剤 燃やすごみ

タッパー 燃やすごみ

建具　２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

たまごのパック（紙製） 燃やすごみ

たまごのパック（プラスチック製）プラスチック製容器包装

たらい（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

たらい（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

たらい（木製） 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

たわし（金属製） 燃やさないごみ（カン）

たわし（プラスチック製） 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
単行本 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

タンス 粗大ごみ 中は空にして出してください。

ダンベル 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入れて穴があく重さのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ダンボール 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「ダンボール」の区分で出してください。

ち
地球儀 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶殻 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

茶器 燃やさないごみ（びん）

ちゃぶ台 粗大ごみ

茶碗 燃やさないごみ（びん）

注射針・点滴針 収集できません（医療系ごみ）病院などの医療機関や薬局へ返却してください。

チューブ類（吸引、CAPDなど）燃やすごみ

彫刻刀 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

調理くず 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

チラシ（広告） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

ちり紙 燃やすごみ

つ
杖 粗大ごみ

使い捨てカイロ 燃やさないごみ（カン）

使い捨てライター 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

机 粗大ごみ

土 収集できません（土・砂） 少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入し有料で処分することもできます。

つぼ（壺） 燃やさないごみ（びん） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

積み木（木製・プラスチック製）燃やすごみ

詰め換え用パック・ボトル プラスチック製容器包装 軽く洗って、汚れを落としてから出してください。

つめ切り 燃やさないごみ（カン）

て
Tシャツ 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

DVD（ケース含む） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

DVDプレーヤー 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

低周波治療器 粗大ごみ 電池は抜いて出してください。

ディスプレー（パソコン） 収集できません（メーカーにお問い合わせください） 各メーカーに連絡してください。（10ページに記載）

ティッシュ 燃やすごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス（布製） 古紙回収 汚れているものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

デスクマット 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

手帳 古紙回収 地域または町の古紙回収に「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

鉄アレイ 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入れて穴があく重さのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

デッキブラシ（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

テニスボール 燃やすごみ

手袋 燃やすごみ

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

テレビ台 粗大ごみ

テレホンカード 燃やすごみ

電化製品などの緩衝材（発泡スチロール製） プラスチック製容器包装

電気温水器 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

電気カーペット 粗大ごみ

電気カバー（照明器具） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

電気配線カバー（プラスチック製）燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

電気かみそり 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

電気こたつ 粗大ごみ

電気スタンド 粗大ごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

電気ポット 粗大ごみ

電気毛布 粗大ごみ

電球 燃やさないごみ（びん）

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
電子オルガン・電子ピアノ 粗大ごみ 専門業者での引き取りも検討してください。（大人二人で運べる重さまで）

電子辞書・電子手帳 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

電池（乾電池） 乾電池 回収容器設置場所にあるボックスに袋から出して入れてください。（7・8ページに記載）

電池（充電式） 充電池 リサイクルマークのある小型充電式充電池に限ります。環境推進課窓口に設置された専用回収のボックスで
回収しています。金属端子が露出しないよう、ビニールテープなどで絶縁処理を行ってから持参してください。

電池（ボタン電池） 収集できません 回収協力店などに設置されている回収ボックスをご利用ください。

電卓 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

点滴バッグ 燃やすごみ

テント 粗大ごみ

電動自転車 粗大ごみ 販売店や専門業者で引き取りを検討してください。排出する場合は、バッ
テリーは取り外してください。

電動自転車のバッテリー 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

電動ドリル（家庭用） 粗大ごみ

電動ベッド 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

電話機 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

電話帳 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

と
戸（とびら）２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく

ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

樋（とい） 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

砥石（といし） 燃やさないごみ（びん）

トイレットペーパーの芯 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

陶器・陶磁器類 燃やさないごみ（びん）

籐製品 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

トースター 粗大ごみ

時計 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 乾電池は抜いて出してください。「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能
ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

戸棚 粗大ごみ

トタン 収集できません 建築廃材の扱いですが、２枚までであれば「粗大ごみ」の区分で収集可能です。

徳利（とっくり） 燃やさないごみ（びん）

土鍋 燃やさないごみ（びん）

土瓶（どびん） 燃やさないごみ（びん）

ドライバー（工具） 燃やさないごみ（カン）

ドライヤー 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ドラム缶 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

鳥かご 粗大ごみ

塗料 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

塗料の容器（金属製） 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

トレー（食品販売などの容器） プラスチック製容器包装 軽く洗って、汚れを落としてから出してください。

トレー（おぼん）［プラスチック製］燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチック
ごみ）」の区分で出してください。

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ 鏡部分が割れないようにして出してください。

ドレッシングの容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが取れた場合は、「プラスチック製容器包装」の区分で出してください。

泥 収集できません

な
ナイフ（包丁） 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

苗木のポット（家庭用） プラスチック製容器包装 軽く洗って、汚れを落としてから出してください。

長靴 燃やすごみ

流し台 収集できません 専門業者などで引き取ってもらうか、許可書を取って指定の処理施設まで自
己搬入してください。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

鍋 燃やさないごみ（カン）

鍋敷き（木製・布製） 燃やすごみ

生ごみ 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

生ごみ処理機（電気式） 粗大ごみ

生ごみ処理容器（プラスチック製）燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

波板（金属製・プラスチック製）収集できません 建築廃材の扱いですが、２枚までであれば「粗大ごみ」の区分で収集可能です。

縄跳びの縄 燃やすごみ

に
ニス 燃やすごみ 古布などに浸み込ませて出してください。

荷造りひも 燃やすごみ ビニール製のものも「燃やすごみ」で出してください。

入浴剤 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。

（27）



あ

か

さ

た

な

は

ま
やら
わ

た

あ

か

さ

た

な

は

ま
やら
わ

た

な

品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
人形（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

人形（陶磁器） 燃やさないごみ（びん） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

人形（木製） 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

人形（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」の区分で出してく
ださい。また、45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ぬ
ぬいぐるみ 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

布 古紙回収 汚れているものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

ね
ネクタイ 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

ねじ（ビス） 燃やさないごみ（カン）

ネット（家庭園芸用） 燃やすごみ 家庭用で少量の場合に限ります。（１回１袋まで）

寝袋（シュラフ） 燃やすごみ

粘土（教材用） 燃やさないごみ（びん）

の
農機具 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

農業ハウス用パイプ・ビニール 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

農業用マルチシート 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

農薬 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

ノーカーボン紙 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

ノート 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

ノートパソコン 使用済小型家電 使用済小型家電回収ボックスを利用するか、メーカーに連絡しリサイクルしてください。

のこぎり 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

のれん 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

は
バーベキューコンロ 粗大ごみ ガス缶は取り外して出してください。

バーベル 粗大ごみ

バイク 収集できません（条件により、「直接持込」可能） ナンバープレート及び燃料を処理済みの50㏄以下に限り、許可書で自己搬入が可能です。

灰皿（金属製） 燃やさないごみ（カン）

灰皿（陶器・ガラス製） 燃やさないごみ（びん）

パイプ椅子 粗大ごみ

廃油（食用） 燃やすごみ・廃食用（天ぷら）油回収
紙などで吸い取るか、固形化して、「燃やすごみ」の区分で出すか、廃食用
（天ぷら）油リサイクルとして、中身が漏れないようにフタをしっかりと閉
め、回収ボックスへ入れてください。（回収拠点は13ページに記載）

廃油（食用以外） 収集できません 販売店などにお問い合わせください。

バインダー 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

はがき（圧着はがき） 燃やすごみ 特殊な加工がしてあるため、リサイクルできません。

はがき 燃やすごみ・古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出すことが可能です。

はかり（アナログ式） 燃やさないごみ（カン）

はかり（デジタル式） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

バケツ（金属製） 燃やさないごみ（カン）

バケツ（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

はさみ 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

箸（はし）［木製・竹製・プラスチック製］ 燃やすごみ

はしご 粗大ごみ

柱時計 燃やさないごみ（カン） 乾電池は抜いて出してください。45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、
「粗大ごみ」の区分で出してください。

バスタオル 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

バスマット（足拭き用・浴室用）燃やすごみ ウレタン素材のものは「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」の区分で出してください。

バスマット（珪藻土） 燃やさないごみ（びん） 基準値以上のアスベストを含むものは収集できません。メーカーなどに引
き取りを依頼してください。

パソコン（本体・モニター） 収集できません（メーカーにお問い合わせください） メーカーに連絡してください。（10ページに記載）ノート型で、25㎝×15
㎝以内の大きさのものは、小型家電回収ボックスでも回収できます。

鉢（陶磁器類） 燃やさないごみ（びん） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

鉢（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

バッテリー 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

発電機（小型家庭用） 粗大ごみ 燃料は使い切って出してください。

バット（調理用金属製） 燃やさないごみ（カン）

バット（野球用） 粗大ごみ

発泡スチロール（緩衝材） プラスチック製容器包装

発泡スチロール（製品） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

花火・燃えかす 燃やすごみ 十分に水に濡らしてから出してください。

歯ブラシ 燃やすごみ

歯磨きチューブ（ビニール製） 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
刃物 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

バラン 燃やすごみ

針 燃やさないごみ（カン） スチール缶に入れて、『危険』などの表記をして出してください。

針金 燃やさないごみ（カン） 農業などの事業で使用されたものは、収集対象外です。

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー（金属製） 燃やさないごみ（カン） 一部に金属が使われている場合は、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

ハンガー（木製） 燃やすごみ 一部に金属が使われている場合は、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

ハンガー（プラスチック製） 燃やすごみ １度に10本以上出す場合は、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」として出してく
ださい。一部に金属が使われている場合は、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

飯切り（すし桶） 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ハンコ（木製・プラスチック製）燃やすごみ プラスチック製のものは「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」
でも収集しています。

ハンコ（木製・プラスチック製以外）燃やさないごみ（びん）

半紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

ハンマー（金属製） 燃やさないごみ（カン）

パン焼き機 粗大ごみ

ひ
ピアノ（グランドピアノ） 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

ビー玉 燃やさないごみ（びん）

ビーチサンダル 燃やすごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビール瓶 燃やさないごみ（びん） できるだけ販売店などに返してください。

ビール瓶のふた 燃やさないごみ（カン）

ひげそり（カミソリ）・替刃 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

ひげそり（電動式） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ピザの箱 燃やすごみ リサイクルできないため、「燃やすごみ」の区分で出してください。

ビデオカメラ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ビデオテープ（ケース含む） 燃やすごみ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

ビデオデッキ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ビニールシート（家庭用） 燃やすごみ

ビニールハウス用パイプ・ビニール 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

ビニールひも 燃やすごみ

ビニール風呂敷 燃やすごみ

ビニールホース 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

火箸（ひばし） 燃やさないごみ（カン）

火鉢（ひばち） 粗大ごみ

屏風（びょうぶ） 粗大ごみ

肥料 収集できません 販売店や専門業者などで引き取りを依頼してください。

肥料の袋（家庭農園で使用） 燃やすごみ 家庭菜園や家庭園芸用で少量に限ります（１回で１袋）。

肥料の袋（農業で使用） 収集できません 販売店や専門業者などで引き取りを依頼してください。

びん 燃やさないごみ（びん）

便せん 燃やすごみ・古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出すことが可能です。

ふ
ＦＡＸ（家庭用） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ファスナー（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ファスナー（プラスチック製） 燃やすごみ

ファンシーケース 粗大ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油や電池は抜いて出してください。

フィルム（ネガ） 燃やすごみ

フィルムケース プラスチック製容器包装

風船 燃やすごみ

ブーツ 燃やすごみ

封筒 燃やすごみ・古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

フードプロセッサー 粗大ごみ

風鈴（金属製） 燃やさないごみ（カン）

風鈴（陶器製） 燃やさないごみ（びん）

笛（金属製） 燃やさないごみ（カン）

笛（木製・プラスチック製） 燃やすごみ

フォーク（金属製） 燃やさないごみ（カン）

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
フォーク（プラスチック製） 燃やすごみ

布巾（ふきん） 燃やすごみ

襖（ふすま）２枚まで 粗大ごみ ３枚以上出す場合は、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してく
ださい。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

ブックエンド（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ブックエンド（木製） 燃やすごみ

ブックエンド（プラスチック製）燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチック
ごみ）」の区分で出してください。

仏壇 粗大ごみ できるだけ販売店などで引き取りを依頼してください。「粗大ごみ」の区
分で出す場合は、中は空にして出してください

筆 燃やすごみ

筆箱（金属製） 燃やさないごみ（カン）

筆箱（布製・木製・プラスチック製）燃やすごみ

布団 燃やすごみ 四つ折りにし、一枚ずつヒモでしばって出してください。（１回２枚まで）

布団乾燥機 粗大ごみ

布団干し台 粗大ごみ

フライパン 燃やさないごみ（カン）

ブラインド 粗大ごみ

プラモデル 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチッ
クごみ）」の区分で出してください。

フラワーポット プラスチック製容器包装 汚れを落として出してください。

ブランコ（家庭用） 粗大ごみ

プランター 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

プリンター（パソコン用） 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ブルーシート（家庭用） 燃やすごみ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）でも収集しています。

ブルーレイディスク（ケース含む）燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

風呂おけ（浴槽） 収集できません 業者に引き取りを依頼してください。

風呂の椅子（プラスチック製） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

風呂のふた 粗大ごみ

風呂のマット 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

フローリングカーペット 粗大ごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。

ブロック(おもちゃ)［木製］ 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ブロック(おもちゃ)［プラスチック製］ 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 15㎝程度までの大きさのものは、「燃やすごみ」として出してください。45リットルのごみ袋
に入らない大きさのものや、電子部品を含むものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ブロック（コンクリート） 収集できません 販売店または取扱い業者へご相談ください。少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入
し有料で処分することもできます。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

プロパンガスボンベ 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

文鎮（金属製） 燃やさないごみ（カン）

文鎮（陶器製） 燃やさないごみ（びん）

噴霧器（家庭用） 燃やさないごみ（カン）

へ
ヘアードライヤー 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ヘアーブラシ 燃やすごみ

ペール（ごみ箱） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で「ごみ」と表
示して出してください。

ベッド 粗大ごみ

ペットシート 燃やすごみ 必ず汚物を取り除いて出してください。

ペットのトイレ用砂 収集できません 可燃性のものは、汚物を取り除いた場合「燃やすごみ」で出すことが可能です。

ペットボトル ペットボトル （令和３年４月から収集方法を変更しています）汚れを取り除き、キャッ
プ・ラベルを剥がしてから「燃やさないごみ」の収集場所へ出してください。

ペットボトルのふた・ラベル プラスチック製容器包装

ヘッドホン 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ベッドマット 粗大ごみ

ベニヤ板 燃やすごみ 厚さ２㎝、幅10㎝、長さ50㎝以上は「粗大ごみ」で出してください。

ベビーカー・ベビーラック 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベビー布団 燃やすごみ スポンジを使用したものは、「ビニール・プラスチックごみ」の区分で出してください。

ベビーベッド 粗大ごみ

ヘルスメーター（アナログ式） 燃やさないごみ（カン） デジタル式は、「粗大ごみ」又は「使用済小型家電」で回収します。

ベルト（ズボン用） 燃やすごみ 金具は取り除いて出してください。

ヘルメット 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

ペン（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ペン（プラスチック製） 燃やすごみ

ペンキ 収集できません 専門業者などに引き取りを依頼してください。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
便座（温水洗浄機能付便座） 粗大ごみ

ペンチ 燃やさないごみ（カン）

ほ
ホイール（バイク・車用） 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

望遠鏡 燃やさないごみ（カン） 45リットルのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

箒（ほうき） 粗大ごみ 「ごみ」と表示して出してください。

防具（剣道） 粗大ごみ

帽子 燃やすごみ

包装紙 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「その他リサイクルできる紙」の区分で出してください。

防虫剤・シート（衣類用） 燃やすごみ

包丁 燃やさないごみ（カン） 刃の部分は紙などで包み、『刃物・危険』と書いて出してください。

ボウル（ガラス製） 燃やさないごみ（びん）

ボウル（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ボウル（木製） 燃やすごみ

ボウル（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチック
ごみ）」の区分で出してください。

ホース（ビニール・ゴム） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）

ホース（リール） 粗大ごみ

ポータブルトイレ 粗大ごみ 必ず汚物を取り除いて出してください。

ポータブルプレーヤ(CD・DVD等）粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ボードゲーム 燃やすごみ

ボール 燃やすごみ

ボールペン 燃やすごみ

ホーロー鍋 燃やさないごみ（カン）

歩行器 粗大ごみ

ポスト 粗大ごみ

ボタン（プラスチック製） 燃やすごみ

ボタン（金属製） 燃やさないごみ（カン）

ボタン電池 収集できません（乾電池以外）回収協力店などに設置されている回収箱に持ち込んでください。

補聴器 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ホッチキス 燃やさないごみ（カン）

ホッチキスの針 燃やさないごみ（カン） スチール缶に入れて、『危険』などの表記をして出してください。

ポット（魔法瓶） 燃やさないごみ（カン） 電気式のものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 粗大ごみ

ほ乳瓶（ガラス製） 燃やさないごみ（びん）

ほ乳瓶（プラスチック製） 燃やすごみ

ポリタンク・ポリ容器 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 中身が入った状態では収集できません。

保冷剤 燃やすごみ

ホワイトボード 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

本 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

本立て（木製） 燃やすごみ

本立て（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチック
ごみ）」の区分で出してください。

本立て（金属製） 燃やさないごみ（カン）

本棚 粗大ごみ

ボンベ（LP・高圧） 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

ボンベ（カセットコンロ用） 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

ま
麻雀パイ 燃やさないごみ（びん）

マイク 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリ
サイクル回収を行っています。

まくら 燃やすごみ

マジックペン 燃やすごみ

マッサージ機（按摩器） 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。それを超える場合は、取扱店などにご相談ください。

マッチ 燃やすごみ 十分に水に濡らしてから出してください。

マットレス 粗大ごみ

窓付き封筒 燃やすごみ・古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

まな板（木製） 燃やすごみ

まな板（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチッ
クごみ）」の区分で出してください。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント
魔法びん・ポット 燃やさないごみ（カン） 電気式のものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

豆電球 燃やさないごみ（びん）

マヨネーズの容器 燃やすごみ 汚れが取れた場合は、「プラスチック製容器包装」の区分で出してください。

マルチシート（農業用） 収集できません 販売店などに引き取りを依頼してください。

マルチシート（家庭園芸用） 燃やすごみ 家庭菜園や家庭園芸用に限り、１回１袋まで

マンガ本（週刊誌・単行本） 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「雑誌」の区分で出してください。

万年筆 燃やさないごみ（カン）

み
ミシン 粗大ごみ

水着 燃やすごみ

ミニカー（おもちゃ） 燃やさないごみ（カン）

耳かき（木製・竹製・プラスチック製） 燃やすごみ

む
蒸し器（木・竹製） 燃やすごみ 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

蒸し器（金属製） 燃やさないごみ（カン） 45ℓのごみ袋に入らない大きさのものは、「粗大ごみ」の区分で出してください。

虫取り網（木製・プラスチック製）燃やすごみ 長さ50㎝以上は「粗大ごみ」で出してください。

虫取りかご（金属製） 燃やさないごみ（カン）

虫取りかご（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチッ
クごみ）」の区分で出してください。

虫眼鏡・ルーペ 燃やさないごみ（びん） プラスチック製のものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ）」
の区分で出してください。

むしろ 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。1畳を超える大きさのものは、
「粗大ごみ」の区分で出してください。

め
メガネ・サングラス（ガラスレンズ）燃やさないごみ（びん）

メガネ・サングラス（プラスチックレンズ） 燃やすごみ 金属フレームのものは、「燃やさないごみ（カン）」の区分で出してください。

メガネケース 燃やすごみ

メジャー（金属製） 燃やさないごみ（カン）

メジャー（ビニール製） 燃やすごみ

も
毛布 燃やすごみ 四つ折りにし、一枚ずつヒモでしばって出してください（１回２枚まで）。

餅つき機 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ

モニター（パソコン一体型） 収集できません（メーカーにお問い合わせください） メーカーに連絡してください。（10ページに記載）

物置 粗大ごみ 大人二人で運べる重さまで。また、できるだけ分解して出してください。

物干し竿・物干し台 粗大ごみ 物干し台はコンクリートの土台も含みます。

や
やかん（ケトル） 燃やさないごみ（カン）

焼きもの（陶磁器類） 燃やさないごみ（びん）

薬品・農薬 収集できません 購入先や専門業者などに引き取りを依頼してください。

野菜くず 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

ゆ
浴衣 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

湯たんぽ（金属製） 燃やさないごみ（カン）

湯たんぽ（プラスチック製） 燃やすごみ 15㎝程度以上の大きさのものは、「燃やさないごみ（ビニール・プラスチッ
クごみ）」の区分で出してください。

湯のみ 燃やさないごみ（びん）

湯沸かし器・湯沸かしポット 粗大ごみ

よ
容器のキャップ（金属製） 燃やさないごみ（カン）

容器のキャップ（プラスチック製）プラスチック製容器包装

洋服ダンス 粗大ごみ 中は空にして出してください。

浴槽 収集できません 業者に引き取りを依頼してください。

よしず 燃やすごみ 筒状にして、ヒモでしばって出してください。１畳を超える大きさのもの
は、「粗大ごみ」の区分で出してください。

ら
ライター 燃やさないごみ（カン） 中身を使い切って出してください。

ラケット（テニス・バドミントンなど）粗大ごみ

ラジオ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ラップ（家庭で使ったもの） 燃やすごみ

ラップ（食品を買った時のもの）プラスチック製容器包装 軽く洗って、汚れを落としてから出してください。

ラティス 粗大ごみ

ランドセル 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 布製のものは、「燃やすごみ」の区分で出してください。

り
リコーダー 燃やすごみ

リモコン 燃やさないごみ（カン）・使用済小型家電 「燃やさないごみ（カン）」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

リヤカー 収集できません（条件により、「直接持込」可能） 専門業者などで引き取ってもらうか、許可書を取って指定の処理施設まで自己搬入してください。

リュックサック 燃やすごみ

料理くず 燃やすごみ 水分を十分に切って出してください。生ごみ処理機などで堆肥化することもできます。

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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品　　　目 分　別　区　分 出し方のワンポイント

る
ルアー 燃やさないごみ（カン） 針部分を紙などで包み、『危険』と書いて出してください。

ルームランナー・ランニングマシーン 粗大ごみ

れ
冷蔵庫（冷凍庫） 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

レインコート 燃やすごみ

レジ袋 プラスチック製容器包装

レジャーシート 燃やすごみ

レンガ 収集できません 販売店または取扱い業者へご相談ください。少量の場合、指定の処理施設まで自己搬入
し有料で処分することもできます。業者施工の場合は業者に引き取りを依頼してください。

レンジ台 粗大ごみ

ろ
ろうそく（蝋燭） 燃やすごみ

ロープ 燃やすごみ

ローラースケート（ローラーブレード） 燃やさないごみ（ビニール・プラスチックごみ） 粗大ごみでも収集しています。

ロッカー 粗大ごみ 中は空にして出してください。

わ
ワープロ 粗大ごみ・使用済小型家電 「粗大ごみ」でも収集可能ですが、「使用済小型家電」でリサイクル回収を行っています。

ワイシャツ 古紙回収 地域または町の古紙回収に、「古布」の区分で出してください。

ワインセラー 収集できません（家電リサイクル法対象機器） 家電リサイクル法対象機器の出し方を確認してください。（11ページに記載）

輪ゴム 燃やすごみ

ワゴン 粗大ごみ

和紙 燃やすごみ リサイクルできないため、「燃やすごみ」の区分で出してください。

わた（綿） 燃やすごみ

和ダンス 粗大ごみ 中は空にして出してください。

割り箸 燃やすごみ

※リスト中であみかけになっているものは今回から分別区分が変わるものです。
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1 町が収集するごみの分別収集について

※粗大ごみも、それぞれの材質に選別し、リサイクルしています。



※地図上の番号の地区については 2ページに記載しています。
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