
飛騨市クリーンセンター 0577-75-3069

飛騨市環境課 0577-73-7482
お問い合せ先

施設の開所日

飛騨市クリ－ンセンター
（焼却施設）

月～金(祝日を除く)及び、毎月第３日曜日

8：30～15：３０

飛騨市リサイクルセンター
（不燃物、粗大ごみ）

月～金(祝日を除く)　 8：30～16：00

毎月第１、３日曜日

8：30～１５：３０

飛騨市で処理
できないもの

テレビ、エアコン、冷蔵･冷凍庫、洗濯機･乾燥機について。 8

産業廃棄物、医療廃棄物、農業用資材　などについて。 9

自分で運搬が困難な
場合には

古川町、河合町、宮川町の方。
10

神岡町の方。

乾電池類 ボタン電池、コイン電池、充電式電池　全て対象です。 7

蛍光灯・電球類 白熱灯、点灯管、全て対象です。 7

ペットボトル キャップとラベルを外し、水洗いしてから出してください。 6

あき缶類 水洗いをして、つぶさないで出してください。 6

び
ん
類

無色透明びん
茶色びん

その他のびん

水洗いをしてから種類ごとに出してください。
割れたびんは区分ごとにコンテナへ。
ガラスは入れないでください。

4

布類 地域の資源回収へ出して下さい。 5

紙類
指定袋(オレンジ色)に入れて出してください。

3
※汚れているものは除く

新聞紙・雑誌
段ボール

外れないように、ひもで十字で束ねてくだい。 3

燃やせるごみ 指定袋(黄色)に入れて出してください。 1

プラスチック製
容器包装

指定袋(水色)に入れて出してください。
2

※汚れているものは除く

飛騨市　一般家庭用　保存版　（平成２９年４月１日～）

ごみの分け方・出し方
『分ければ資源、混ぜればごみ』 分類して循環型社会を推進しましょう！

種類 出し方のワンポイント　 ページ



燃やせるごみ

紙類

燃やせるごみ

紙類

プラス
チック
製容器

プラスチック
製容器包装

可燃ごみ

燃やせる
もの

燃やせる
ものに金
属が付い
ている

燃やせる部
分と金属を
分けること
ができない

もの

金物

可燃ごみ

汚れていない

金属

以外

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

汚れていない

出すことができる可燃ごみの大きさは、
長さが５０ｃｍ、厚み７ｃｍ未満のものです

金属
部分

汚れている

汚れている

燃やせる部分

と金属を
分けること
ができる
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その他

※　油汚れなどが落ちにくいものは、可燃ごみに入れて下さい。

・食品トレイも
　「プラスチック製容器包装」へ。

プラスチック製容器包装

プラス
チック

ペットマークがある

プラマークがある

マークがない

ペットボトル

プラスチック製容
器包装

汚れていない

油などで
汚れているもの

プラマークはないがプラスチック製容器包装に入れてよいもの

飛騨市ルール

値段などのシールが貼って
あっても、そのまま出して下
さい。

果物の緩衝材及びネット クリーニングの袋

可燃ごみ
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・書籍 ・週刊誌・教科書・マンガ ・絵本 など

・牛乳パック

紙類、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック

1ｍ×1ｍ程度の大きさで、外れないように、ひ
もで十字に束ねてください

外れないように、ひもで十字に束ねてください。

※悪天候時はできるだけ排出を控えるようにご協力ください。

外れないように、ひもで十字に束ねてください。

・ダンボールとは、表面と裏面の紙の間に波形の芯を
　貼り合わせた板紙をいいます 。

中を洗って切り開き、ひもで十字に束ねてください。

紙類

可燃ごみ

ダンボール

新聞紙・新聞折込チラシ

図書・雑誌類

紙パック

紙類

紙類の対象と
なるもの

紙類の対象と
ならないもの

・包装紙
・お菓子の空箱
・ラップの芯
・便せん、はがき

・名刺
・コピー用紙

・写真
・カーボン紙
・感熱紙(レシート)
・汚れた紙、油紙
・ビニールコート紙
・おむつなど衛生用品

など

など
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※化粧品のびんは中身を使い切り、中を洗ってください。

 ※ガラス、コップ、食器、耐熱ガラス、哺乳瓶等は「埋立ごみ」へ

口元が透明のため

びん

　汚れがついているものは、「埋立ごみ」に出して
　ください。

口元が茶のため

口元が透明、茶色でない

びんの見分け方の例

その他

茶

透明

透明びん

その他のびん

びんの見分け方 ：口元の色で分けて出して下さい

茶びん
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その他は、中古品として海外へ輸出し再利用します。

布類

できるだけ資源回収に出してください。またはリサイクルセンターへ。

シーツ、タオルは、ウエス（機材の清掃に用いられる布）として再利用。

「可燃ごみ」

衣類全般で洗濯済みのもの

「資源回収」
もしくは

「ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ」

着ることができないもの

・背広

・礼服

・ワイシャツ

・ネクタイ

・皮製品(合成皮革)

・和服(着物・絹製品)

・浴衣
・トレーナー類

・セーター類
・スキーウエア

・ジャンパー

・ジャージ

・ぼうし

・下着

・くつ下

・ハンカチ

・タオル
・毛布
・シーツ

・雑巾 等

・着用不可能な破れ
のあるもの

・臭いの強いもの
・濡れたもの
・布団

・座布団
・まくら

・電気毛布
・クッション
・布きれ

・汚れのひどいもの
・カビの生えたもの
・ゴム製品

・ビニール製(雨合羽など)
・ストッキング

・手袋
・カーテン

・足マット

等

回収できるもの

回収できないもの
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　※よく似た容器がたくさんあります。　必ずマークを確認してください。

　

　 

　※一斗缶(事業用は除く)は、コンテナの中には入れずに脇に置いてください。

あき缶類　　

ペットボトル

　

　　キャップやラベルを外し、水洗いをしてからコンテナへ入れてください。

　　　※外したキャップとラベルはプラスチック製容器包装へ

水洗いをして、つぶさないでコンテナへいれてください。
缶詰の場合はこちら↓↓↓ふたは金物です。

◆見分け方◆

　　　　マークがある食品・飲料用の缶、缶詰の缶など

　　　①マークを確認する　　②キャップ、ラベルを取る　　③中を水洗いし水をきる

ペットボトル 塩化ビニールボトル

※塩化ビニールボトルは
「プラスチック製容器包装」へ

本体は「カン」に！ ふたは「金物」に！

底にへそのようなくぼみがあり
底につなぎ目があります

・ペットマークが付いている
・底にヘソのようなくぼみがある

・ペットマークが付いていない
・底につなぎ目がある
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・乾電池
・充電式電池類
・ボタン電池
・バッテリー

など全てが対象

・蛍光灯
・白熱灯
・点灯管

ＬＥＤ電球か不明な
ものは「電球類」へ

収集日に用意されている「乾電池回収容器」へ入れてください

収集日に用意されている「蛍光灯回収容器」へ入れてください

蛍光灯、電球類

乾電池類

ＬＥＤ電球は小型家電ですが、
判別できない場合は「電球」へ
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①小売店に処理を依頼する場合
　　・お近くの小売店に依頼する。
　　・過去に購入した店に依頼する。
　　・買い換え時に、購入する店に依頼する。

②収集業者に依頼する場合
　　・お住まいの廃棄物の収集運搬許可事業者を選び、
　　　 引取りを依頼する。（P.１０）
　　　※リサイクル料金の他に運搬経費がかかります。

③自分で指定取引場所へ運ぶ場合
　　・家電品のメーカー、型番を確認する。
　　・最寄の郵便局でリサイクル料金を支払い、下記の指定取引場所へ

　 　　　搬入する。

■指定取引場所（自己搬入する場合）

飛騨市で処理できないもの ①

会社名

0577-32-1917

（有）寺岡商店

大別して ①小売店に依頼　②収集業者に依頼　③自己搬入
の３つの方法があります。

　高山支社
高山市山田町1318-1

高山市桐生町3-280
住所 電話番号

0577-32-1684
濃飛西濃運輸（株）

家電リサイクル法対象家電品

リサイクル料

エアコン1,404円～9,720円テレビ 1,836円～3,688円

冷蔵庫
冷凍庫

3,672円～6,037円 洗濯機
衣類乾燥

2,484円～3,310円

※メーカーや大きさ等によって、価格が異なります（平成28年4月現在）

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫エアコン 洗濯機・衣類乾燥機

処分方法
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飛騨市で処理できないもの ②

その他受け入れできないもの

以下のものは飛騨市では処理ができません。発生した際は…
① 購入店及び廃棄物処理業者へお問合せください
もしくは、
② Ｐ10に示す収集業者へお問合せください

・車両本体 ・タイヤ ・ホイール

・バッテリー

・注射針などの感染性廃棄物など
・ガソリン ・オイル
・灯油 など

・LPガスボンベなど

・石 ・砂 ・土 ・消火器
・耐火金庫 ・ピアノ ・ワイヤー
・スプリング入りマット
・マッサージチェア ・ドラム缶
・ソーラーパネル ・ポンプ類 など

・農機具
・農業で使用する資材（鉄製品、

ビニールプラスチック製品）

・農薬関係 など

・金属くず（空き缶、鉄製品含む）・ガラスくず（びん含む）

・プラスチック製くず（ビニール、プラスチック含む）

・リフォーム業者に依頼し工事を行った際の廃材

飛騨市内で不法投棄が散見されます。適正に処理して下さい！

自動車部品「タイヤ」産業廃棄物「廃材」

など

など
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自分でごみの運搬が困難な場合

「有限会社 吉城環境管理センター」
住所：飛騨市古川町下気多106番地1

＜お問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-30-2609

電話：0577-73-2609

FAX：0577-73-5308

e-mail: ykkss@juno.ocn.ne.jp

「株式会社 神岡衛生社」

住所：飛騨市神岡町東雲375番地

＜お問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-489-337

電話：0578-82-0337

FAX：0578-82-5846

e-mail: info@k-eisei.co.jp

※ 別途収集運搬料金がかかりますので、個別にお問い合わせ下さい。

我々は、

『環境戦隊エコレンジャー』

子供たちに環境の大切さを伝え、

地域活性化を図るために活動して

います。

どこでも出前出演いたしますので、

お気軽に声をかけてください！
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家庭から出されたごみのゆくえ

ごみ種別

プラスチック製
容器包装

紙類

資
源
に
な
る
ご
み

新聞紙・段ボール
雑誌

びん類
無色透明、茶色、その他

布類

ペットボトル

空き缶

乾電池・蛍光灯
・電球類

資
源
に
な
ら
な
い
ご
み

燃えるごみ

埋立ごみ

家電小物類

処理

金物

廃食用油

粗大ごみ

再生用途

飛騨市リサイクル

センターで手選別

リサイクル
業者

・プラスチック製品として再商品化
・ガス等の燃料材として再利用

飛騨市リサイクル

センターで手選別

リサイクル
業者

・再生紙として再利用

リサイクル
業者

・新聞紙は新聞紙や印刷用紙、

ダンボールはダンボール、

雑誌は絵本などに再利用

リサイクル

業者
・ガラスびん、道路のアスファルトやタイル

、建築用断熱材として再利用

リサイクル
業者

・毛布、フェルト、ウェス（工場等で使用する

雑巾）、布団綿として再利用

飛騨市リサイクル
センターで手選別

リサイクル
業者

・衣料関連品、文房具、たまごパック
などの日用品として再利用

リサイクル

業者

・スチール缶やアルミ缶の原材料として
再利用

リサイクル
業者

・水銀を適正に取り出し、水銀使用製品へ
再利用

・外缶は鉄製品等として再利用

リサイクル
業者

・鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった

有用な金属を取り出し、これら金属を必要

とする製品の原材料として再利用

リサイクル

業者
・新たな鉄製品として再利用

リサイクル

業者
・石鹸等として再利用

飛騨市リサイクル

センターで手選別

リサイクル業者 ・資源になるものはそれぞれの種別へ
・資源にならないものは、クリーンセンター

で焼却処分等へ

飛騨市クリーンセンター
・焼却処分

（焼却灰⇒埋立）

松ヶ瀬最終処分場 ・埋立処分

飛騨市

クリーンセンター

牛乳パック
リサイクル

業者
・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

などの日用品として再利用
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飛騨市　ごみ分別区分早見表

50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

あ アイスの棒 可燃ごみ

カップ・袋 プラスチック製 プラ製容器包装

箱 紙製 紙類

包み紙 紙製 紙類

アイスノン 可燃ごみ

アイロン 電気を使用 小型家電

アイロン台 粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

エンジンオイル 販売店・専門処理業者 専門業者へ依頼してください

食用 油リサイクル・可燃ごみ 可燃ごみで出す際は、紙･布で吸着してください

金属製 缶 家庭用のみ排出可

ガラス製 びん 中身は使い切り、水ですすいで下さい

プラスチック プラ製容器包装

油こし容器 金物 中身は使い切ってください

雨合羽 可燃ごみ

雨戸 粗大ごみ

ナイロン製 可燃ごみ

金属製 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミ製容器（鍋焼きうどんなど） 金物

アルミホイル アルミ箔本体 金物

箱 紙類

芯 紙類

刃　金属製 金物

刃　紙製 紙類

安全ピン 金物

アンテナ 粗大ごみ

アンプ 小型家電

按摩器 小型家電 コンテナに入らないものは「粗大ごみ」へ

い 石 市では収集しません

衣裳ケース・衣裳箱　 可燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

いす（家具） 可燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

一輪車 粗大ごみ

一升びん びん・販売店 なるべく購入した店に返却下さい

一斗缶 金物 中身は使い切ってください

イヤホン 小型家電

衣類 可燃ごみ・資源回収 なるべく資源回収へ

衣類乾燥機 販売店・専門処理業者 家電の処理方法は「Ｐ８」へ

入れ歯 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」に

インク 可燃ごみ 中身は紙や布などで吸着してください

インクジェットカートリッジ 販売店で回収

インクリボンの外装 紙製 紙製

プラスチック製 プラ製容器包装

アイスの容器

油　

油の容器　

あみ (網)

【共通事項】

「粗大ごみ」は、

飛騨市リサイクルセンター

に持ち込み下さい。
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

い インスタントラーメン 容器本体 紙製 紙製

プラスチック製 プラ製容器包装

う ウインドファン 粗大ごみ

ウインドブレーカー 資源回収

植木鉢 陶器製 陶器製 埋立ごみ

プランター プランター 可燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ウエットティッシュ 本体　 可燃ごみ

容器 プラスチック製 プラ製容器包装

ウォーターベット 粗大ごみ

浮き輪 可燃ごみ

臼　（うす） 木製・石製 粗大ごみ

腕時計 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

乳母車（うばぐるま） 粗大ごみ

え エアーポンプ 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

エアコン（室外機含む） 販売店・専門処理業者 家電の処理方法は「Ｐ８」へ

液晶テレビ 販売店・専門処理業者 家電の処理方法は「Ｐ８」へ

エキスパンダー 金物

液体のりの容器 プラ製容器包装 汚れがとれないものは「可燃ごみ」へ

絵の具のチューブ 金属製 金物

プラスチック製 プラ製容器包装

FD（フロッピーディスク） 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」に

MO、ＭＤ　　ミニディスク 本体 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」に

ケース プラ製容器包装

えもん掛け 木製 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分があれば外して「金物」へ

ＬＥＤ電球 小型家電

エレキギター 粗大ごみ

園芸用バリカン 電気で動くもの 小型家電

延長コード 小型家電

煙突（家庭用） 粗大ごみ

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り器（電動式） 小型家電

お 油の容器の処理は「Ｐ１２」参照

オイルエレメント 金物 オイルは出しきってください

オイルヒーター 粗大ごみ

王冠　　（キャップ、ふた） 金物

オーディオラック 粗大ごみ

オートバイ　・バイク 販売店・専門処理業者

オードブルの容器 プラスチック製 プラ製容器包装

オーブントースター 小型家電

お菓子の容器 箱 紙製 紙製

缶 金属製 缶

袋 プラスチック製 プラ製容器包装

中仕切り 紙製 紙製

プラスチック製 プラ製容器包装

桶（おけ） プラスチック製、木製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

おしぼり 可燃ごみ

オイル缶・オイルの容器・オイル容器のふた
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

お おたま、しゃくし 金属製 金物

木製 可燃ごみ

落ち葉 可燃ごみ

おむつ 可燃ごみ

おむつカバー 可燃ごみ

斧（おの） 金物

帯 可燃ごみ

おまる 可燃ごみ

おもちゃ、玩具 金属製、金属が少しでも含まれるもの 金物 コンテナに入らないものは「粗大ごみ」へ

電池で動くもの 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

プラスチック製・木製 可燃ごみ

折りたたみ椅子 粗大ごみ

オルガン、エレクトーン 粗大ごみ

温水器 粗大ごみ

温度計 デジタル系 小型家電

アルコール使用 埋立ごみ ｱﾙｺｰﾙ使用のものは中が「赤色」

水銀使用 蛍光管 水銀使用のものは中が「銀色」

か カーコンポ 小型家電

カーテン 可燃ごみ 指定袋に入らない物・不燃性の物はお問い合わせください

カーテンレール 粗大ごみ

カーナビ 小型家電

カーペット 可燃ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

カーラー 可燃ごみ

カーラー（電動式） 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

貝がら 可燃ごみ

懐中電灯 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

外壁 粗大ごみ 家庭から出たものに限ります

買物袋 ポリエチレン製 プラ製容器包装

カイロ　 使い捨てのもの 可燃ごみ

充電式のもの 小型家電

金属製のもの 金物

鏡　（かがみ） 埋立ごみ

学習机 粗大ごみ

額縁 木製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

木製以外 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

かさ 金属の骨 金物 ビニール部分は「可燃ごみ」へ

家具 粗大ごみ

加湿器 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

果実酒用のびん びん 中を水ですすいで下さい

ガスカートリッジ、ガスボンベ、ガス缶 卓上 金物 中身は使い切り、穴を開けてください

ガスコンロ、ガス台 粗大ごみ

ガスボンベ プロパン用 販売店・専門処理業者 販売店へ依頼してください

カセットテープ 本体／ケース 可燃ごみ

カセットデッキ 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

ガソリン携行缶 金物 中身を抜いてから。コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

型紙 紙類 汚れているものは「可燃ごみ」へ
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

か 片手鍋 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

カチューシャ 可燃ごみ

カッターの刃 金物

合羽（雨かっぱ） 可燃ごみ

カップラーメン ふた 紙製 紙製

プラスチック製 プラ製容器包装

容器 プラスチック製 プラ製容器包装 きれいに洗って出してください

外装フィルム プラスチック製 プラ製容器包装

かやく袋、スープ袋 プラスチック製 プラ製容器包装 きれいに洗って出してください

かつら 可燃ごみ

家庭用ゲーム機 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

家庭用ゲームソフト CD式 可燃ごみ

カセット式 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

蚊取り線香 可燃ごみ

カバン・バック 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

画板 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

画びょう 金物

花びん・つぼ　 ガラス・陶器製 埋立ごみ

壁紙 可燃ごみ

鎌（かま） 金物

釜（かま） 金物

紙コップ　 可燃ごみ

紙皿 可燃ごみ

カミソリ、替え刃 金物

紙ねんど 可燃ごみ

紙パック 紙類 汚れがとれなければ「可燃ごみ」へ

紙袋 紙製 紙類 汚れているものは「可燃ごみ」へ

亀の子たわし 金物

カメラ 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

画用紙 紙類 汚れているものは「可燃ごみ」へ

カラーボックス 粗大ごみ 50cm以下に裁断すれば「可燃ごみ」

カラオケ機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

カラオケテープ 可燃ごみ

ガラス製のもの 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

軽石 埋立ごみ

カレンダー 紙類 金属部分があれば、外して「金物」へ

可燃ごみ

瓦(かわら) 埋立ごみ

缶、缶詰の缶 アルミ、スチール 空缶 中を水ですすいで下さい

換気扇 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

換気扇カバー 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

乾燥剤 可燃ごみ

乾電池類　（ボタン電池、充電式電池） 電池類はすべて 乾電池

かんな 金物

感熱紙 ファックス紙、レシートなど 可燃ごみ

き 着物 資源回収

ガラス（板）、ガラス食器、ガラス戸

革靴、革製品（バック、手袋等）
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

き 脚立 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

キャッシュカード・クレジットカード類 可燃ごみ 個人情報保護のため切断して下さい

キャップ・ふた 金属 金物

プラスチック製 プラ製容器包装

急須 陶磁器 埋立ごみ

牛乳パック 中が白い物 紙パック 汚れがとれなければ「可燃ごみ」へ

給油ポンプ　 手動式 可燃ごみ

電動式 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

鏡台 粗大ごみ

金魚鉢 ガラス製 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

金庫　（大型のもの） 中がコンクリート製 販売店・専門処理業者

金庫　（手さげ） 金物

く 空気入れ 金物

空気清浄機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

クーラーボックス・クーラーバッグ 粗大ごみ 指定袋に入れば「可燃ごみ」でも可

釘・ネジ・ボルト 金物

くさり プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

くすり・ビタミン剤 可燃ごみ 中身は空に。液体の場合は、紙又は布等で吸着させて

果物などのネット プラ製容器包装

口紅 化粧品を参照

くつ・サンダル 革・布・ナイロン・ゴム製 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

安全靴 金物 靴の中に金属板が入っているため

くつべら 木・竹・プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

首輪（ペット用） 金物

クリーニングの透明袋 プラスチック製 プラ製容器包装 ※飛騨市ルール

グラスウール 販売店・専門処理業者

クリスマスツリー 粗大ごみ

クリアファイル 可燃ごみ

クレヨン 可燃ごみ

クレンザーの容器 紙容器 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

プラスチック製 プラ製容器包装 中身は使い切り、水ですすいで乾かしてください

金属製 金物 中身は使い切ってください

グローブ、ミット（野球・ソフトボール） 可燃ごみ

鍬　（くわ）　類 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

軍手 可燃ごみ

け 蛍光灯・蛍光管 蛍光管 長さ制限なし（割れても蛍光管）

蛍光灯器具 小型家電

携帯電話（スマートフォン・タブレット） 小型家電 販売店でも回収しています

ゲーム機ソフト（ＣＤ　ＤＶＤタイプ） 可燃ごみ

ゲーム機本体 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

化粧品 ガラス製 びん びん 汚れが取れないものは「埋立ごみ」へ

プラスチック製 プラマークがあるもの プラ製容器包装

プラマークがないもの 可燃ごみ

埋立ごみ コンパクトなどガラス、金属、プラスチックなどの複合素材
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

け ケチャップ

容器本体 プラスチック製 プラ製容器包装
逆さまにして使用すると使い切りや
すく、容器をはさみで切ると洗いや
すい

ふた プラスチック製 プラ製容器包装

血圧計 水銀柱のもの 蛍光管

水銀柱以外のもの 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

原動機付自転車 専門業者・販売店

こ 工具箱 金物

コーヒーメーカー（本体） 小型家電

コールタール 中身 可燃ごみ 中身は布などで吸着してください

容器 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

碁石　（ごいし） 埋立ごみ

こいのぼり 可燃ごみ 長さ５０ｃｍ以下に切断してください

香水のびん 化粧品の容器を参照

ござ 可燃ごみ

こたつ・こたつの板 粗大ごみ

コップ 紙製 可燃ごみ

ガラス・陶器製 埋立ごみ

プラスチック製 可燃ごみ

粉ミルクの缶 金属 空缶 中身は使い切り、水ですすいで下さい

コピー機（小型家庭用） 小型家電

米びつ 粗大ごみ

コルクボード 可燃ごみ

ゴルフセット　クラブやバック 粗大ごみ

ゴルフボール 可燃ごみ

コンクリートブロック 販売店・専門処理業者

コンポ・ステレオ（オーディオ） 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

コンロ 金物

さ 座椅子 粗大ごみ

酒のカップ・びん びん 水でカップ内をすすいで下さい

酒の紙パック 紙類 水でパック内をすすいで下さい

酒の燗機能付入れ物 金物

酒のペットボトル ペットボトル 水でボトル内をすすいで下さい

座卓 粗大ごみ

殺虫剤 ハエなど スプレー、煙霧消毒用 金物 中身は使い切り、穴を開けてください

植物用など スプレー式 プラ製容器包装 水ですすいで、乾かしてください

座布団・クッション 可燃ごみ

三輪車 粗大ごみ

し ＣＳチューナー 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ＣＤ 本体　 可燃ごみ

ケース 可燃ごみ 包装フィルムは「プラ製容器包装」へ

ＣＤプレイヤー・ラジカセ 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

シーツ 資源回収

磁石 金物

しちりん 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

辞書・辞典・百科辞典 雑誌

自転車 粗大ごみ
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

し シャープペン 金属製 金物

金属製以外 可燃ごみ

三味線 粗大ごみ

ジュースの容器 紙パックを参照

じゅうたん・カーペット 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

充電器 小型家電

充電式の電池・バッテリーパック 乾電池

消火器 販売店・専門処理業者

照明器具 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

じょうろ 可燃ごみ

食品トレイ 白色 プラスチック製 プラ製容器包装

除湿機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

除湿剤の容器 プラスチック製 プラ製容器包装 除湿剤は出しきってください

除草剤（液体のもの） 販売店・専門処理業者 購入された販売店に相談下さい

新聞・折込みチラシ 新聞紙 ひもで十文字に縛って下さい

す 水槽・金魚鉢 ガラス製 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

水中ポンプ 粗大ごみ

水中メガネ レンズがガラス製のもの 埋立ごみ

上記以外のもの 可燃ごみ

水筒・ポット・魔法びん 金属のもの 金物

プラスチックのもの 可燃ごみ

炊飯器（電子ジャー） 電気・ガス 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー・ストック・スノーボード 粗大ごみ

スキー靴・スケート靴 粗大ごみ

スキャナー 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

スクーター 販売店・専門処理業者 販売店等に相談下さい

スケートボード 粗大ごみ

すずり 埋立 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

すだれ 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

スチール棚 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ステレオ 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ストーブガード 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ストーブの灰 可燃ごみ

ストロー 可燃ごみ

スノーダンプ 粗大ごみ

スノーボード 粗大ごみ

スノコ 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

スパイクシューズ 金属が付いているもの 金物

スパイクシューズ（革・プラスチック製） 可燃ごみ

巣箱 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

スピーカー 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

スプリングベッド 販売店・専門処理業者 販売店等に相談下さい

スプレー缶 金物 中身を使い切り、穴を開けてください

滑り台 粗大ごみ
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

す スポーツバック 可燃ごみ

ズボンプレッサー 粗大ごみ

すり鉢 陶磁器 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

せ 石油ストーブ 粗大ごみ

石油タンク 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

石膏 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

石膏ボード 販売店・専門処理業者 販売店等にご相談下さい

洗剤の容器 プラスチック製 プラ製容器包装 水で容器内をすすいでください

紙製 紙製 中身は使い切ってください

洗車機 粗大ごみ

洗濯機 販売店・専門処理業者 家電の処理方法「Ｐ８」へ

扇風機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

洗面器 プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入る物

そ 双眼鏡 金物

掃除機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ソファー 粗大ごみ

そり（遊具） プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

た 太鼓 粗大ごみ

体脂肪計 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

体温計 デジタル 小型家電

水銀使用 蛍光管

体重計 金物

大正琴 粗大ごみ

耐熱ガラス食器　（ガラス製品） 埋立ごみ

タイマー 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

タイヤ・タイヤホイール（車・バイク） 販売店・専門処理業者

タイル 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

たたみ 粗大ごみ

脱衣かご 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

タバコの容器 箱 紙製 紙製

中の銀紙 紙 可燃ごみ

外装フィルム プラスチック製 プラ製容器包装

タンス 粗大ごみ

タンスシート 可燃ごみ

断熱材 販売店・専門処理業者 販売店等に相談下さい

ダンボール ダンボール なるべく資源回収へ

ち チェンソー 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶の缶 金物

茶碗 陶器 埋立ごみ 多量であればﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

中華なべ 金物

チューブ（わさび、からし等） プラ製容器包装 容器内を水ですすいで乾かして下さい

調味料のびん びん 容器内を水ですすいでください

彫刻刀 金物

つ 埋立ごみ 石は収集しません

漬物桶 プラスチック製 粗大ごみ

漬物石（表面がプラスチック、中はコンクリート製）
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

つ 漬物桶 木製 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

釣竿 プラ製品 直接ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

釣り糸 可燃ごみ

て Ｔ字かみそり 金物

テープカッター 埋立ごみ

テープレコーダー 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

手鏡 埋立ごみ

テレビ 販売店・専門処理業者 家電の処理方法「Ｐ８」へ

テレビゲーム 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

テレビ台 粗大ごみ

電気温水器 粗大ごみ

電気カーペット 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

電気ひげそり・シェーバー 小型家電

電気ポット 小型家電

電気毛布 小型家電 コードも一緒に出して下さい

電球型蛍光灯 蛍光管

電球 蛍光管

電源アダプター 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

電子手帳 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

電子レンジ 粗大ごみ

電卓 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

電動ハブラシ 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

テント 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

天ぷら油 油リサイクル・可燃ごみ 少量であれば紙や布で吸着してください

電話機 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

と 砥石　（といし） 埋立ごみ

トイレットペーパーの芯 紙製 紙類

陶磁器類 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

灯油 販売店・専門処理業者 販売店へ相談下さい

灯油タンク 粗大ごみ 中身（灯油）は使い切ってください

灯油用ポンプ 電池式 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

プラスチック製 プラ製品 ５０センチ以下に切断し、直接ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

トースター 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

時計 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

戸棚 粗大ごみ

トタン 粗大ごみ

土なべ、どびん 埋立ごみ

ドライバー 金物

ドライヤー 小型家電

ドラム　（楽器） 粗大ごみ

ドラム缶 販売店・専門処理業者 販売店へ相談下さい

トランク（旅行用） 粗大ごみ

トランシーバー 小型家電

塗料 中身 可燃ごみ 布にふくませて袋へ入れる

塗料の缶 金物 中身（塗料）は使い切ってください

ドリンク材のキャップ 金属製 金物
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

と ドリンク材のキャップ プラスチック製 プラ製容器包装

ドレッシング等の容器 びん ガラス製 びん

プラスチックボトル プラマーク　あり プラ製容器包装

ペットマーク　あり ペットボトル

ふた プラスチック製 プラ製容器包装

な ナイフ類 金物

長靴 可燃ごみ

納豆の容器 プラスチック製 プラ製容器包装

なべ 金属製 金物

なべのふた 金属製 金物

耐熱ガラス製 埋立ごみ

鍋焼きうどんなどの容器 金属製 金物

波トタン板 粗大ごみ

に 乳酸菌飲料 容器 プラスチック製 プラ製容器包装

ふた アルミ製 可燃ごみ

荷造りひも PPバンド プラスチック製 可燃ごみ

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ 電池を使うものは小型家電

縫い針 金物

ね ネクタイ 可燃ごみ・資源回収 なるべく衣類の資源回収へ

ネット　（果物がはいったもの） プラスチック製 プラ製容器包装

粘土　ねんど 可燃ごみ

の 農機具 販売店・専門処理業者 販売店・専門処理業者

農業用ビニール、コンテナボックス、マルチ 販売店・専門処理業者 販売店・専門処理業者

農薬および農薬の容器 販売店・専門処理業者

ノート・帳面 紙製 紙類

ノートパソコン 小型家電

のこぎり 金物

バーベキューコンロ、網 金属製 金物

は ハーモニカ 金物

バール 金物

灰（薪ストーブ等） 可燃ごみ

バイク 販売店・専門処理業者 販売店へご相談ください

バインダー(書類綴じ) プラスチック製 可燃ごみ 金属部分を外して「金物」へ

白熱灯 蛍光管

はけ 可燃ごみ 金属部分を外して「金物」へ

パズルの枠 木製等のもの 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

金属製のもの 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

鉢 プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

陶磁器 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

バッグ 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

バッテリー 粗大ごみ

発電機 粗大ごみ

バット（野球などの） 木製 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

金属製 粗大ごみ

発泡スチロール 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

花火 可燃ごみ 水につけ、火薬部分をぬらして下さい
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

は パネルヒーター 粗大ごみ

歯磨き粉 チューブ容器 プラ製容器包装 中身を使い切って水ですすいで下さい

容器のふた プラ製容器包装 水ですすいで乾かしてください

針金 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ハンガー プラマークがないもの 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

プラマークがあるもの プラ製容器包装

金属を含むもの 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

飯ごう 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

はんだこて 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

パンチ(穴あけ) 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

パンプス 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

ハンマー 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ハンドクリームの容器 プラスチック製 プラ製容器包装 中身を使い切り、水ですすいで乾かしてください

パン焼器 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ひ ピアニカ プラ製品 直接ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ピアノ 販売店・専門処理業者

ヒーター 小型家電 コンテナに入らないものは「粗大ごみ」へ

ビールびん びん なるべく買った店に返却下さい

ビデオカメラ 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ビデオデッキ 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ビデオテープ 可燃ごみ

ひな壇 粗大ごみ

ひな人形 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

陶器のもの 埋立ごみ コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ビニールハウスのパイプ 粗大ごみ

ビニールプール 可燃ごみ

火ばさみ（火箸） 金属製 金物

肥料 販売店・専門処理業者

肥料袋 外袋 可燃ごみ 指定袋に入る物（一般廃棄物に限る）

びん びん 中をすすいでください

ピンセット 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ふ ファイル プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入る物・金属部分は外して「金物」へ

紙製 紙類 金属部分は外して「金物」へ

ファックス 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ファンヒーター 粗大ごみ

ブースターケーブル 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

フェンス 粗大ごみ

フォーク（食器） プラスチック製 可燃ごみ

金属 金物

フォーク(農業用) 粗大ごみ

ふすま 木製 粗大ごみ 直接ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ふた 金属製 金物

プラスチック製 プラ製容器包装 水ですすいで乾かしてください

ふで箱・ペンケース 金属製 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

プラスチック製 可燃ごみ

布団（ふとん） 可燃ごみ ５０ｃｍ以下に裁断したもの

プラスチック製
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

ふ 布団（ふとん） そのままであれば 粗大ごみ

布団カバー 可燃ごみ

布団乾燥機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

布団袋 可燃ごみ

腐葉土 可燃ごみ

フライパン 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ブラインド 粗大ごみ

ブラシ 可燃ごみ

プラモデル 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

プリンター 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

プリンターのカートリッジ 販売店・専門処理業者

風呂釜 粗大ごみ

風呂のいす プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

風呂のふた プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

風呂マット プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

フロッピィディスク 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

プロパンガスボンベ 販売店・専門処理業者

文鎮（ぶんちん） 金属製 金物

へ ヘアースプレーのふた プラスチック製 可燃ごみ

ヘアースプレーの缶 金属製 金物 中身を使い切り、穴を開けてください

ヘアピン 金物

ベッド 粗大ごみ

ペット（犬・猫）のトイレ砂 可燃ごみ 市販されているもやせる素材のものに限る

ペット（犬・猫）のトイレ用シート 可燃ごみ 市販されているもやせる素材のものに限る

ペットフードの容器 缶 金属製 空缶 水ですすいで乾かしてください

袋 プラスチック製 プラ製容器包装

紙製 紙製 紙類

箱 紙製 紙類

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーチェア 粗大ごみ

ベビーベット 粗大ごみ

ヘルスメーター 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

ベルト 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

ヘルメット 可燃ごみ

ペンキ 液体 可燃ごみ 中身は布などで吸着してください

容器 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

便座 粗大ごみ

弁当箱 木製・プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

弁当の容器 紙製 可燃ごみ

（コンビニ、仕出しなど） プラスチック製 プラ製容器包装 水ですすいで乾かしてください

ほ ボイラー 粗大ごみ

望遠鏡 埋立 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ほうき 可燃ごみ

芳香剤　 中芯、液体 可燃ごみ 液体は布などで吸着してください

芳香剤　 容器 プラ製容器包装 水ですすいで乾かしてください
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

ほ 芳香剤　（スプレー缶） 金物 中身を使い切り、穴を開けてください

防塵マスク 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

防水スプレー 液体 可燃ごみ 液体は布などで吸着してください

容器 金物 中身を使い切り、穴を開けてください

包装紙 紙類

防虫シート 可燃ごみ

包丁 金物

ホース 可燃ごみ ５０ｃｍ以下に裁断してください

ホースリール 粗大ごみ

ボーリングの玉 粗大ごみ

ボール(球技用) 可燃ごみ

ボールペン 中芯、外側 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

ペン先 金物

ポケットティッシュの袋 プラ製容器包装

歩行器 粗大ごみ

ボストンバック 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

ホタテ貝　（貝殻） 可燃ごみ

ボタン 金属製以外 可燃ごみ

金属製 金物

ホッチキス 金物

ホッチキスの針 金物

ポット　（魔法びん） 金物

ホットカーペット 小型家電

ホットプレート 小型家電

ポリタンク 可燃ごみ

保冷材 可燃ごみ

ホワイトボード 粗大ごみ

本 雑誌

本棚 粗大ごみ

ま 麻雀牌 陶器製以外 可燃ごみ

陶器製 埋立

マイク 小型家電

マウス(パソコン) 小型家電

マウスパッド 可燃ごみ

薪ストーブ 粗大ごみ

枕 可燃ごみ

枕カバー 可燃ごみ

マジックインキ（油性） 金物

マジックペン 可燃ごみ

マッサージ器 粗大ごみ

マッチ 可燃ごみ 水につけて出してください

マット 粗大ごみ

マットレス 粗大ごみ

まな板 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

マニキュア 中身 液体 可燃ごみ

容器 プラスチック製 可燃ごみ
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

ま マニキュア 容器 金属製 埋立ごみ

マフラー(車両) 販売店・専門処理業者 販売店へご相談ください

魔法びん 金属製 金物

万年筆 中身(芯など) 可燃ごみ

金属部分 金物

万歩計 小型家電

み みかん等の入ったネット プラ製容器包装

ミキサー 小型家電

ミシン 粗大ごみ

水枕 ゴム製 可燃ごみ

ミニスキー 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

ミニ掃除機 小型家電 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

耳かき 木製・プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

ミルクの缶 空缶

む 蒸し器 金物

虫取り網 金物

虫捕りかご 可燃ごみ

金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

虫ピン 金物 容器等に入れてください

虫めがね 可燃ごみ

外側が金属のもの 金物

ムシロ 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

無線機 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

め 名刺 紙類

メガネ 可燃ごみ

フレームが金属 金物

メガネケース プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

メガホン プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

綿棒の容器 プラ製容器包装

も 毛布 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

餅つき機 粗大ごみ

モップ（布部分） 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

モップ（柄の部分） 粗大ごみ

モニター 粗大ごみ

物干し竿、物干し台 粗大ごみ

物干しハンガー プラスチック製 可燃ごみ 指定袋に入らないものは、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに持込

金属製 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

や やかん 金物

薬品 販売店・専門処理業者 販売店等へご相談ください

野菜の外装フィルム ビニール製 プラ製容器包装

ゆ 湯たんぽ プラスチック製 可燃ごみ

金属製 金物

湯のみ茶碗 陶磁器 埋立ごみ

よ ヨーグルトの容器 紙製 可燃ごみ
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50音 品　　目 品目 材質など 分別区分 備考

よ ヨーグルトの容器 プラスチック製 プラ製容器包装

ヨーグルトの容器のふた プラスチック製 プラ製容器包装

アルミ製 金物

紙製 紙類

浴槽のふた 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ら ライター 埋立ごみ ガスは抜いて下さい

ライト 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

ラケット（バトミントン、テニスなど） 粗大ごみ

ラジオ・ラジカセ 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

ラップ 外箱 金属部分 金物

外箱・芯 紙製 紙類

刃 金属製 金物

紙製 紙類

ラムネのびん ビー玉はそのまま びん 中をすすいで出してください

ランチジャー 可燃ごみ 指定袋に入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

電気製でないもの 埋立ごみ ５０センチ以下で電気を使わないもの。

ランドセル 金物

り リール(釣り竿) 金物

リップクリーム 可燃ごみ

リモコン 小型家電 電池は外して「乾電池」へ

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック 可燃ごみ 金属部分は外して「金物」へ

旅行用スーツケース 粗大ごみ

れ 冷蔵庫・冷凍庫 販売店・専門処理業者へ 家電の処理方法は「Ｐ８」へ

冷蔵庫脱臭剤 可燃ごみ

レーザーディスク 可燃ごみ

レコード盤 可燃ごみ

レジャーシート 可燃ごみ

レンガ 粗大ごみ

レンジフード 粗大ごみ

ろ ろうそく 可燃ごみ

ロープ・ヒモ 可燃ごみ

ローラースケート 金物 コンテナに入らないものはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰに持込

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 小型家電

ワープロインクリボン 可燃ごみ インクジェットカートリッジはリサイクルボックスへ

ワイパー 金物

ワイヤー 販売店・専門処理業者 販売店等へご相談ください

ワインのびん びん

ワンカップ びん

びん 大きく割れたもの、コンテナの網目より大きいもの

こなごななもの 埋立ごみ 細かく割れたもの、コンテナの網目より小さなもの
割れたびん
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ごみの分け方・出し方
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