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◆ごみは収集日当日の朝、午前８時３０分までに出してください

◆ごみはお住まいの地区に設置してあるごみステーションに出してください

◆清掃センターに持ち込む場合も分別して袋に入れてください(袋に入らないものは粗大ごみとして受け付けます)

【ごみ袋および処理券の区分】

【清掃センター及びリサイクルセンター受入時間】

【ごみの収集体制】

【ごみの種類】

P４
P５～P８

P９

P１０

★
★

★

４５Ｌ
緑色

毎週月曜日 隔週木曜日

２０Ｌ
５０Ｌ

粗大ごみ
小型家電・

布類・乾電池

市街地区①
緑町・札弦第１・札弦第２・
羽衣南・新町

４５Ｌ

赤色 茶色

◆「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」・「資源ごみ」は指定ごみ袋で出してください

燃やせるごみ 燃やせないごみ

１５Ｌ

資源ごみ

高さ・幅・
厚みの合計が

２ｍ以上

１５Ｌ

紙製容器包装、ペットボトル、トレイ、缶、ビン、廃プラスチック、ダンボール、新聞紙、紙パック、雑誌

使用済み乾電池

３０Ｌ

高さ・幅・
厚みの合計が

２ｍ未満

３０Ｌ

青色
４５Ｌ

３０Ｌ

７０Ｌ

燃やせないごみ

収集区域 燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源ごみ

収集

券の色
袋の色 袋の大きさ 袋の色 袋の大きさ

事業系ごみ資源ごみ

袋の大きさ

粗大ごみ

袋の色種類
運搬

袋の色
袋の大き

さ 券の色

月曜日から土曜日(9:00～12:00・13:00～16:00)　　　(電話番号：0152-25-3577)

燃やせるごみ 紙類(資源ごみ以外のもの)、革製品、危険ごみ、せん定枝、草花、生ごみ類、木材等

隔週金曜日 隔週月曜日

拠点回収

農家地区④
上斜里大和・上斜里東・上斜里・
上斜里中・上斜里西・向陽東・
向陽北・下江鳶・江南東

隔週木曜日

P３

市街地区②
羽衣第１・羽衣第２・羽衣第３・
水元第１・水元第２・商工団地・
向陽北

毎週水曜日

事前申し込み
による収集

毎月第2・第4
水曜日

毎週火曜日

粗大ごみ ４５Ｌの指定ごみ袋に入らない大型のごみ（タンス、自転車など）

隔週木曜日 毎週金曜日

農家地区③

小型家電 家電リサイクル対象製品以外の家庭にある使用済み小型家電製品
布類・衣類 ウェスや古着として再利用できる衣類や布類

隔週木曜日 隔週金曜日 隔週火曜日
緑（青葉・清泉）・札弦第３・
神威地区・上斜里南・向陽西・
向陽中・江南第３

金属類、陶磁器、ガラス類、危険ごみ、資源ごみ以外のプラスチック、ゴム製品

乾電池

ステーションの清掃や除雪、管理器材の整理は、利用する方々が
協力して行いましょう
ごみ出しルールが守られていないごみは、貼紙をしてごみステーション
に置いていきますので、一度持ち帰り、正しく分別し、正しい収集日
に出し直しましょう

【ごみステーションの管理】

ごみステーションは収集までの一時的な保管場所です。利用する方々で
設置した施設ですので、ルールとマナーを守って正しく使いましょう。

ごみは、分別区分と出し方に従って出してください

ごみの出し方
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【せん定枝や草花の茎の取り扱い】

■　袋に入らないせん定枝や草花の茎は長さ５０ｃｍ以内、直径４０ｃｍ以内に束ね縛って出して

　　ください

■　園芸用の花や葉は、資源用の指定ごみ袋に入れて燃やせるごみの回収日に出してください

■　直径１０ｃｍ以上の太い枝や材木は、燃やせるごみ用の指定ごみ袋に入れて出してください

■　指定ごみ袋に入らない物は粗大ごみとして出してください

※土砂について

【はじめよう！生ごみの堆肥化】

【ボランティアによるごみの排出方法】
　公共の道路や公園などでボランティア活動により回収したごみは、肥料袋等に入れ、ボランティア

シールを見えやすい位置に貼付して出してください。

■ ボランティアシールの配布は役場町民課で行っております

■

■

■ 燃やせるごみ･燃やせないごみに分別して下さい

を提出していただきます

自治会や団体等で道路など公共の場所の清掃活動を実施する時は、事前に役場町民課に

ご連絡下さい

個人の庭先や花壇等から出る土砂については、袋が破れそうな場合に限り、肥料袋等に土砂を入れ、
口を縛った上、その袋を燃やせないごみの袋に入れて「土砂」と必ず書いて出してください。

ごみの出し方とポイント

　「庭木や園芸花木の枝」等は処理費用が無料の燃やせるごみとして、収集しますので、次の事項に
留意して出してください。

注意
堆肥化が困難な場合には、完全に水分を切っていただき燃やせるごみで出してください。
水分を切らない場合は、収集しません。

ボランティアシールを必要とする自治会又は団体等は、ボランティアシールの交付申請書

　台所から出る生ごみは、各家庭でリサイクルできる唯一のごみです。土に還元すれば植物を育む
優れた資源となり、ごみの減量にも繋がります。コンポスター等を活用し積極的に取り組んでみま
しょう。

●刈り芝、草花、落ち葉 など ●庭木の剪定枝、茎、根 など

（土を落としましょう。） （ひもで縛ってください。50cm以上のものは粗大ごみです。）

清里町

ボランティア
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◆指定ごみ袋に入れて（せん定枝・草花除く）、ごみステーションへ出してください
◆指定ごみ袋（４５Ｌ）に入らないものは、粗大ごみとなります

黄色袋

　一般的に燃えるものであっても、有害なガスが発生する恐れのある物や、直接焼却炉に投入できない物を除
いたごみです。

燃やせるごみ
市街地区～①毎週月曜日　②毎週火曜日

農家地区～③隔週木曜日　④隔週木曜日

生ごみ類

紙 類

【お願い】 ※紙オムツの汚物は取り除いてください

※ジュースなどの紙パックの中が銀色（アルミでコーティングされているもの）になっているものは

「紙製容器包装」で出してください

※紙製容器包装マーク（ ）がついているものは「資源ごみ」として出してください

革製品

【お願い】 ※ベルトなどの金具は出来るだけ取り外して「燃やせないごみ」で出してください

※革靴のゴム、金具部分は燃やせないごみで出してください

【お願い】

※廃食用油は凝固剤で固めるか紙などに染み込ませて出してください

※花火やマッチなどは、使い切るか、使い切れない場合は、水に浸す

などして湿らせてから出して下さい

危険ごみ

その他

●ティッシュペーパー ●ハガキ、封筒 ●紙オムツ ●汚れが落ちない食品容器
●煙草の吸殻 ●内側がアルミの紙パック など

●革靴 ●カバン、バック ●ベルト など

●花火やマッチ ●廃食用油 など

●木材（直径10cm以上） ●汚れや臭いのひどい衣類

●布団 ●ぬいぐるみ ●使い捨てカイロ など

●野菜・果物のくず ●食事の食べ残し
●卵の殻 ●コーヒーがら など

【お願い】
※水をしっかり切って出してください
※生ごみの堆肥化方法は、２ページの「ごみの
出し方とポイント」を参照願います

せん定枝・草花

●小枝 ●落ち葉 ●花 ●庭の草 など

【お願い】 ※無料の「燃やせるごみ」として収集します

※詳しくは２ページの「ごみの出し方とポイント」を参照願います
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市街地区～①隔週木曜日　②隔週木曜日

農家地区～③隔週金曜日　④隔週金曜日

◆指定ごみ袋に入れて、ごみステーションへ出してください
◆指定ごみ袋（４５Ｌ）に入らないものは、粗大ごみとなります

　　■台所用品　　■スプーン　　■フォーク　　■一斗缶　　■金属製のキャップ　など

●茶わん　　●皿　　●コップ　●植木鉢　　●花ビン　　　●鏡　　●劇薬のビン　など

●スプレー缶・ライター　　●包丁・はさみ　　●蛍光灯・電球　など

水色袋

　燃やすことやリサイクルが難しい金属類や、再生することができない陶磁器などのごみです。

燃やせないごみ

金属類

【お願い】

※割れたものは紙などで包み、他のごみと同じ指定ごみ袋に入れ、袋に「キケン」と書いて出してください

※劇薬等のビンは資源ごみではありませんので、中をすすいでから「燃やせないごみ」で出してください

陶磁器・ガラス

危険ごみ

【お願い】
※スプレー缶やライターなどは中身を使い切り、穴を開けてから出してください
※鋭利なものを入れる際は紙などで包み、他のごみと同じ指定ごみ袋に入れ、袋に「キケン」と書いて出し
てください

製品プラスチック

【注意】 ※容器包装プラスチックは「資源ごみ」になります（Ｐ７参照）

●文房具 ●歯ブラシ ●バケツ ●ハンガー ●まな板 ●カセット・ビデオテープ など

ゴム製品

【お願い】 ※ゴムホースは、１ｍ以下に切って出してください

●長靴 ●ゴム手袋 ●ゴムホース など
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紙マークのついた容器類、包装類のものが対象となります。
容器に残りかすなどがついている場合は、必ず洗い流し乾かしてください。
汚れが落ちないものや紙表示がわからないものは燃やせるごみで出してください。
小さく破らずに出してください。

紙箱類 紙袋

カップ類 フタ類

包装紙 台紙類

紙パック類
中がアルミの紙パックが対象となります。
お酒・ジュースなどが対象になります。
中が白い紙パックや紙パックマークがついたものは対象になりません。
（紙パックとして出してください）

デパートなどでもらう紙袋・割り箸の袋など
が対象になります。持つ手が、プラスチック
の場合は取り除いてください。

農家地区～　③隔週火曜日　④隔週月曜日

お菓子などの箱が対象になります。
空気層のある箱については、ダン
ボールとして収集します。

アイスクリーム・お菓子など紙製のフタ
が対象になります。

ペットボトル

ワイパー・歯ブラシ等を包んでいる台紙・ワ
イシャツの中の台紙・３連プリンの下にある
台紙などが対象になります。

〇資源ごみの袋を用意し、ペットボトル本体だけを入れて、まとめてください。
〇フタとラベルは廃プラスチック製容器包装で出してください。

ペットボトルマークのついた飲料用、調味料用のものが対象となります。

プラスチックなどのフタは対象になりま
せん。

透明袋

紙製容器包装

市街地区～　①毎週水曜日　②毎週金曜日

資源ごみ

商品を包む包装紙が対象になりま
す。プラマークがついているもの
は廃プラスチックで出してくださ
い。

アイスクリーム・お菓子などが対象
になります。プラスチックのフタ・
カップの底のスチール等は取り除い
て出してください。

資源ごみの袋を用意し、 紙マークの付いた

紙製容器包装だけを入れて、まとめてください。

-出し方の注意-

フタとラベルを取り外す 中身をきれいにすすぐ ペットボトル本体だけでまとめる

-出し方の注意-
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資源ごみ
市街地区～　①毎週水曜日　②毎週金曜日

農家地区～　③隔週火曜日　④隔週月曜日

〇ラップがついている場合、取り外して廃プラスチック製容器包装で出してください。
〇資源ごみの袋を用意し、対象のトレイ類だけを入れて、まとめてください。

アルミ・スチールマークのついた缶類が対象です。

ガラスビン類 飲料用、調味料用、化粧品用のものが対象となります。

納豆パックや魚・肉などの発泡スチロール製トレイ類が対象です。
梱包材等の発泡スチロールも対象です。
白色・カラー関係なく一緒に回収します。

透明袋

トレイ類
(発泡スチロール製)

缶類

汚れをきれいに落とす 発泡スチロール製のものが対象 対象のトレイ類だけでまとめる

〇中身をきれいにすすいでください。

〇たばこの吸い殻などの異物は入れないでください。たばこの吸い殻は

〇アルミ缶・スチール缶関係なく一緒に回収します。

〇資源ごみの袋を用意し、対象の缶類だけを入れて、まとめてください。

-出し方の注意-

-出し方の注意-

〇中身をきれいにすすいでください。

〇たばこの吸い殻などの異物は入れないでください。たばこの吸い殻は燃や

せるごみです。

〇一升ビン・リターナブルビンは、購入した商店等に引き取ってもらいましょう。

〇市販の風邪薬などのビンは資源ごみで、劇薬等のビンは燃やせないごみで

〇資源ごみの袋を用意し、対象のガラスビン類だけを入れて、まとめてください。

-出し方の注意-

燃やせるごみです。

出してください。
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プラスチック製のボトル類 プラスチック製のトレイ

プラスチック製のカップ・パック プラスチック製の袋・ラップ

プラスチック製のチューブ・ネット・緩衝材など

対象にならないもの
プラスチックでも、商品そのものは対象になりません。
【例】
おもちゃ・ＣＤ・ＣＤケース・歯ブラシ・ビデオテープ
文房具・バケツ・プラスチック以外の容器包装です。
燃やせないごみとして出してください。

　②資源ごみの袋を用意し、対象の廃プラスチック製容器包装だけを入れてまとめてください。

コンビニ弁当などの容器
　　　　インスタント食品・
　　　　冷凍食品などの袋

弁当などのラップ

　③二重袋は禁止です。

　マヨネーズ・ケチャップ
　などのチューブ

ペットボトルのフタ・ラベル 果物・野菜などのネット 緩衝材

 カップめん
 などのカップ

卵・ハムなどのパック
パン・お菓子
などの袋

　①汚れをきれいに落としてから、分別してください。

レジ袋・トイレットペーパー
などの袋

透明袋

廃プラスチック製容器包装 プラマークがついたものが対象です。

油・たれなどの容器

薬・日用品
などのケース

　　お菓子・カレールーなどのトレイ洗剤・シャンプーなどの容器 うがい薬･目薬などの容器

資源ごみ 市街地区～　①毎週水曜日　②毎週金曜日

農家地区～　③隔週火曜日　④隔週月曜日

果物などのトレイ 惣菜・食料品などのトレイ

-出し方の注意-

発泡スチロール製のトレイは、「廃プラスチック製容器包装」

ではなくて、「トレイ類」として集めますので、ご注意ください。

レジ袋などに入れず、直接資源ごみの袋に入れてください。

また、レジ袋は中身を空の状態にして資源ごみの袋に入れ

てください。リサイクルセンターで作業員が中身の袋を開け

なければならず、大変手間がかかるためです。
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資源ごみ 市街地区～　①毎週水曜日　②毎週金曜日

農家地区～　③隔週火曜日　④隔週月曜日

雑誌類 雑誌類は、背表紙がのり留め・ホチキス留め別々に縛って
出してください。教科書も対象です。

紙パック

透明袋

紙パックは中が白いものに限ります。
中がアルミのものは、紙製容器包装で出してください。
中を水洗いして、開いて十字に縛って出してください。

ダンボール

新聞紙

ダンボールは、空気層のある紙の箱です。
解体して十字に縛って出してください。
ガムテープ・金属等は取り除いてください。

新聞紙は、十字に縛って出してください。
新聞に入っている折込のチラシ以外は、一緒に入れないで
ください。

ダンボールだけでまとめてください。

紙マークのついたものは混ぜないでください。

新聞紙だけでまとめてください。

雑誌類だけでまとめてください。
背表紙がのり留め・ホチキス留めのものを一緒に縛
らずに別々に縛ってください。

-出し方の注意-

紙パックだけでまとめてください。

種類ごとに紐で縛って出してください。
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４５Ｌの袋に入らない物が粗大ごみとなります。

◆粗大ごみは、戸別有料収集ごみです。収集日の前日までに清掃センターに連絡し、引き取りを申し込み

　してください。

◆３辺の長さを計り、その長さの合計に合う「ごみ処理券」を貼ってください。

◆ごみ処理券は、クリーンサービスで販売しています。

◆運搬に支障をきたすような長いものについては３ｍ程度の長さにして出してください。

◆金庫など３０ｋｇを超えるような重量物は、販売店にご相談ください。

　　●タンス・ソファー　　　●ベッド　　　　●ベビーカー・チャイルドシート　　●自転車・三輪車

　　　　●布団　　　　　●ふすま　　　●畳　　　●机・椅子　　　●アミューズメント用品　　など

月曜日から土曜日

午前９時から正午まで、
午後１時から午後４時まで

高さ・幅・厚みの合計が
２ｍ未満

高さ・幅・厚みの合計が
２ｍ以上

清掃センター 0152-25-3363

0152-25-2800クリーンサービス

全地区

種類

毎月第２・第４
水曜日

処理券の色

緑色

茶色

処理券の色

町で収集 直接搬入

赤色

粗大ごみ 全地区～　　毎月第２・第４水曜日
事前申込に
よる収集

申込受付時間電話番号申込先収集日

青色

収集地区

清里町収入証紙

○○○円

注意：指定ごみ袋に入るものは、指定ごみ袋に入れて決められた日に出してください。
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●回収ボックスの投入口（３０ｃｍ×３０ｃｍ）に入るもの

●回収ボックスに入らないものは、清掃センターへ持ち込み願います

●個人情報は必ず消去してください

【回収できるもの】

【回収できないもの】

●家電リサイクル法対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫/冷凍庫、洗濯機/衣類乾燥機）

●デスクトップ型パソコンのモニター、ブラウン管式テレビ

●ビデオテープやカセットテープ、CD、MDなどの記録媒体（燃やせないごみ）

●マッサージチェアなどの大きい家電（粗大ごみ）

【回収ボックス設置場所】

　清里町役場・札弦センター・緑センター・コミット・プラネット'９７

　ウェスや古着として再利用できる衣類・布類が対象です。必ず洗って、

　乾燥させてから回収ボックスに出しましょう。

【回収できるもの】

●布類（寝具・インテリア類など家庭から出されたもの）

　毛布（綿入り、電気、敷きは除く）、シーツ、タオル、手ぬぐい、カーテン、ハンカチなど

●衣類（人が着用する物で、家庭から出されたもの）

　　Ｔシャツ、Ｙシャツ、スーツ、セーター、ジャケット、ダウンジャケット、コート、

　　ズボン、スカート、革製の衣類（ジャンパー等）、スキーウェア、帽子　など

【回収できないもの】

●濡れたもの、汚れたもの、破れたもの、穴の開いたもの、臭いのひどいもの

●布団、座布団、まくら、クッション、ぬいぐるみ、こたつ布団、足ふきマット　など

【回収ボックス設置場所】

　清里町役場・札弦センター・緑センター・コミット・プラネット'９７・保健センター

　家庭で使わなくなった乾電池が対象です。回収ボックスに出しましょう。

【回収ボックス設置場所】

家庭で使わなくなった電化製品が対象です。蛍光灯や電球、乾電池を取り外してから回収ボックスに
出しましょう。

清里町役場・札弦センター・緑センター・コミット・プラネット'９７・農業改良普及センター・
清里小学校・清里中学校・清里郵便局・清里町農業協同組合・Ａコープきよさと・(株)石井組・
（有）興電舎・（株）清里林産工業・野村興業（株）・札鶴ベニヤ（株）

※燃やせるごみとして出してください（布団などの指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみで出し
てください）。

家庭にある掃除機、電子レンジ、電卓、デジタルカメラ、ビデオデッキ、携帯電話、ゲーム機本体、
時計、デスクトップ型パソコン本体、ノートパソコン本体、各種メモリー、カーナビなどの小型の
電化製品
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　次のものは、収集・受入れできませんので、販売店・専門店へご相談ください。

　家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられている家電製品は、電気店にご相談ください。

　メーカー別の連絡先など詳しい内容は、一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会へお問い合わせください。

　資源有効利用促進法により、パソコンは各メーカー、電気店で回収しています。各メーカー、電気店に
ご相談ください。

家電リサイクル法対象品目

使用済みパソコン

【注意】

リサイクルマークがついているパソコンは無料回収です。平成15年10月

以降に販売されたパソコンには、価格に回収・リサイクル料金が含まれ

ているため、回収の際、料金が発生しません。その他のパソコンの回収・

リサイクル料金については各メーカーでご確認ください。

●ＣＲＴディスプレイ ●ＣＲＴディスプレイ一体型パソコン
●液晶ディスプレイ ●液晶ディスプレイ一体型パソコン

一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会
http://www.pc3r.jp/ ☎０３-５２８２-７６８５

●テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ）
●洗濯機・乾燥機 ●冷蔵庫・冷凍庫 ●エアコン

●タイヤ ●オートバイ・自動車 ●ピアノ ●機器部品 ●除雪機 ●消火器 ●プロパンガス
●バッテリー ●農業用資材 ●農機具 ●廃油 ●ホームタンク ●ドラム缶 など

在宅医療用器具（注射針・感染性廃棄物等）

農業用資材（農業用ビニール・苗箱・肥料袋・ビニールハウスの骨材等）

※かかりつけの病院にご相談ください

※農協にご相談ください
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項

アイスキャンディー 紙の箱 資源

木の棒 燃やせる

プラスチックの袋 資源 洗う

プラスチックの棒 燃やせない

プラスチック製の容器 資源 洗う

アイスクリーム 紙の容器 資源 洗う

木のへら 燃やせる

プラスチックの容器 資源 洗う

プラスチック製のへら 燃やせない

アイスノン 燃やせない

アイスピック 燃やせない 危険　紙で包む

アイロン アイロン（本体） 小型家電

アイロン台（プラスチック） 燃やせない

アイロン台（木製） 燃やせる

あかこすり 柄が木製のボディブラシ 燃やせる

柄がプラスチック製のボディブラシ 燃やせない

植物製（ヘチマ等） 燃やせる

ナイロン製 燃やせない

油こし 紙 燃やせる

容器 燃やせない

油さし 燃やせない 中身は使い切ること

雨ガッパ ビニール製のもの 燃やせない

プラスチック製の包装袋 資源

網戸 粗大

アルバム 台紙が紙製のもの 燃やせる

台紙がプラスチック製のもの 燃やせない

アルミ アルミ箔（ホイル） 燃やせない

アルミ箔（ホイル）の芯 燃やせる

アルミ箔の箱 資源 金属の刃は取り除いて燃やせないごみ

アルミ箔（ホイル）の刃の部分 燃やせない

飲料缶 資源 洗う

飲料缶以外の容器 資源 洗う

皿・鍋 燃やせない

育毛剤 ガラス製容器 燃やせない

プラスチック製容器 資源 洗う

プラスチック製のフタ 資源 洗う

衣装ケース 金属製 粗大

木製 粗大 解体して袋に入るものは燃やせるごみ

プラスチック製 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

椅子 金属製 粗大

（いす） 座椅子 粗大

木製 粗大

籐製 粗大

一輪車 粗大

一升ビン 資源 洗う　リターナブルビンは購入店へ

犬用品 木製の小屋 粗大 解体して袋に入るものは燃やせるごみ

プラスチック製小屋 粗大

犬の首輪 燃やせない 素材に応じて区分

鎖 燃やせない

金属製・化学繊維製の引綱 燃やせない

綿製・革製の引綱 燃やせる 金具は外して燃やせないごみ

解体して袋に入るものは燃やせるごみ

ごみ分別事典
具　　体　　例

あ

袋に入らないものは粗大ごみ

い
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例

イヤホーン 小型家電

衣類 革製のもの 布類・衣類

人工合皮・ビニールのもの 布類・衣類

綿製品（１００％） 布類・衣類

綿が５０％以上の合成繊維製品 布類・衣類

化学繊維製品 布類・衣類

色鉛筆 色鉛筆 燃やせる

金属製の容器 燃やせない

プラスチック製の容器 資源 洗う

印鑑 木製・獣の角等製・つげ 燃やせる

上記以外のもの 燃やせない 素材に応じて区分

印鑑ケース（革製・金属） 燃やせない

プラスチック製のケース 燃やせない

インスタントコーヒー コーヒーのビン 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

ビンとフタの間の密封紙 燃やせる

プラスチックのフタ 資源 洗う

ラベル 資源

インク インク入れの容器 燃やせない

飲料水 ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

ガラス製容器のフタ 燃やせない

紙製の容器（内側がアルミ） 資源 洗う

紙製の容器（内側が白色） 資源 洗う　紙パックとして紐で縛って出す

金属製の容器 資源 洗う

ストロー 燃やせない

ストローのプラスチックの包装 資源 洗う

ストローの紙の包装 資源

ペットボトル 資源 洗う

ペットボトルのフタ 資源 洗う

植木鉢 木製 燃やせる

陶器製・プラスチック製 燃やせない

ウイスキー ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属製のフタ 燃やせない

コルク製のフタ 燃やせる

ウエットティッシュ ティッシュ 燃やせる 乾燥させて出すこと

ティッシュの包装 資源

プラスチック製ティッシュの容器 資源 洗う

ウォッシャー液 プラスチック製容器 資源 洗う　中身は使い切ること

プラスチックのフタ 資源 洗う

浮き輪 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

うちわ 骨組みが竹または紙製 燃やせる

骨組みがプラスチック製 燃やせない

腕時計 時計 小型家電

革製のバンド 燃やせる

金属性のバンド 燃やせない

電池 乾電池 回収ボックスへ

乳母車 粗大

エアコン 収集しない 電気店に相談

映写機 小型家電

液体肥料 液体肥料 収集しない

容器（ガラス・プラスチック） 燃やせない 家庭園芸用品以外は収集しない

容器のフタ 燃やせない

絵の具 チューブ 燃やせない

プラスチックのフタ 資源 洗う

ＭＤプレイヤー MD 燃やせない

洗って乾かしてから、回収ボックスへ

う
袋に入らないものは粗大ごみ

え
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
ＭＤプレイヤー 本体 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

園芸用 苗木などのポット 燃やせない

木製の壁掛け鉢用枠 粗大 解体して袋に入るものは燃えるごみ

陶磁器製プランター・鉢 燃やせない

バリカン（電動式） 粗大

肥料・土のビニール袋 燃やせない

プラスチック製プランター・鉢 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

プラスチック製容器（成長剤等） 資源 洗う　中身は使い切ること

延長コード 小型家電

煙突 本体 粗大

ガード 粗大

掃除用ブラシ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

鉛筆 木製 燃やせる

鉛筆けずり 燃やせない 電動式は小型家電

オイル（食用） オイル 燃やせる 使い切るか紙に吸着させる

ガラス製・プラスチック製の容器 燃やせない

プラスチックのフタ 資源 洗う

オイルヒーター 小型家電 オイルは取り除くこと　オイルは専門店に相談

オートバイ 収集しない 販売店に相談

オードブル皿 陶磁器・金属・ガラス製 燃やせない

プラスチック製 資源 洗う

オーブントースター 小型家電

オーブンレンジ ガス・電気 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

桶（おけ） 木製 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

プラスチック製 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

おしゃぶり 燃やせない

お玉 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

落ち葉 燃やせる ごみのだし方とポイントを参照

お盆 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

おまる 燃やせない 洗う

おむつ 紙製・布製 燃やせる 汚物を取り除く

カバー（ビニール） 燃やせない

おもちゃ 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

おろし金 燃やせない

温度計 水銀計 燃やせない 危険　役場に相談

水銀計以外の物 燃やせない

ガーゼ 燃やせる

カーテン カーテン 布類・衣類 袋に入らないものは粗大ごみ

金属製・プラスチック製カーテンレール 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

金属製・プラスチック製のカーテンフック 燃やせない

カーペット 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

カーペットローラー 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

カイロ 金属製・プラスチック製カイロ 燃やせない

使捨てカイロ 燃やせない

貝 殻 燃やせない

鏡 鏡 燃やせない 危険　紙等で包む

木製の枠 燃やせる

金属製・プラスチック製の枠 燃やせない

ガス ガスオーブン 小型家電

ガスレンジ 小型家電

ガス台 粗大

お

袋に入らないものは粗大ごみ

か

回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

袋に入るものは燃やせないごみ
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
ガス ガスボンベ室内用 収集しない 販売店に相談

ガス湯沸器 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

卓上・一口ガスコンロ 燃やせない

卓上コンロ用ボンベ缶 燃やせない 危険　使い切って穴を開ける

ボンベ缶の紙台紙 資源

ボンベ缶のプラスチックのフタ 資源 洗う

傘 燃やせない 木製は燃やせるごみ　袋に入らないものは粗大ごみ

カセット カセットテープの包装 資源

カセットデッキ 小型家電

カセットプレイヤー 小型家電

テープ 燃やせない

ガラス 燃やせない

額縁 木製枠 燃やせる

木製裏フタ 燃やせる

プラスチック製枠 燃やせない

加湿器 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

カッター 本体 燃やせない

刃 燃やせない 危険　紙等で包む

カップ麺 紙のフタ 資源 洗う　

紙の容器 資源 洗う　

外装のフィルム包装 資源

具・スープの袋 資源 洗う　プラ以外のものは燃やせないごみ

発泡スチロールの容器 資源 洗う　トレイ類としてまとめる

プラスチックの容器 資源 洗う

麺・具 燃やせる 堆肥化をする

蚊取り線香 蚊取り線香 燃やせる

金属製容器・線香立て 燃やせない

電子蚊取り器 小型家電

かばん（鞄） 革製のかばん 燃やせる

強化プラスチック製のかばん 燃やせない

素材が繊維のかばん 燃やせる

ビニール製かばん 燃やせない

画鋲 燃やせない 危険　紙で包む

鎌 燃やせない 危険　刃は紙で包む　袋に入らないものは粗大ごみ

かまぼこ 板（木製） 燃やせる

板（プラスチック製） 燃やせない

かまぼこの外装 資源 洗う

紙 紙粘土 燃やせる

紙箱 資源

紙パック(内側がアルミ） 資源 洗う　開いて洗う

紙パック（内側が白色） 資源 洗う　紙パックとして紐で縛って出す

紙コップ・紙皿 燃やせる

紙袋 資源

紙ヤスリ 燃やせる

画用紙・色紙・ボール紙・ポスター 燃やせる

感熱紙・カーボン紙・写真・油紙 燃やせる

シュレッダーされた紙 燃やせる

ビニールコート紙・防水加工紙 燃やせる

カミソリ 安全・Ｔ字カミソリ 燃やせない 危険　紙で包む

電気カミソリ 小型家電

電気カミソリの乾電池 乾電池 回収ボックスへ

ガムテープ 紙製・布製 燃やせる

ビニール製 燃やせない

カメラ カメラ 小型家電

カメラの三脚 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

革製のカメラケース 燃やせる

袋に入らないものは粗大ごみ

回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

袋に入らないものは粗大ごみ
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
カメラ 使い捨てカメラ 燃やせない

デジタルカメラ・ビデオカメラ 小型家電

ビニールのカメラケース 燃やせない

カラーボックス ガラスの戸 燃やせない 危険　紙で包む

プラスチック製 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

ボックス（木製） 粗大 解体して袋に入れば燃やせるごみ

ねじ（金属製） 燃やせない

ガラス 燃やせない 危険　紙で包む

軽石 燃やせない

カレンダー 紙製 燃やせる 金具は外して燃やせないごみ

木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

革製品 燃やせる 金属ははずして燃やせないごみ

刈り払い機 本体 粗大 燃料は抜き取ること

刃 燃やせない 危険　紙で包む

缶 一斗缶・塗料の缶 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

飲料のスチール・アルミ缶 資源 洗う

食用油の缶・オイル缶 燃やせない 中身は使い切ること

お茶や海苔の缶 資源 洗う

缶詰の空き缶 資源 洗う　本体から切り離したものは燃やせないごみ

スプレー缶 燃やせない 危険　使い切って穴を開けること

ペットフードの缶 資源 洗う　本体から切り離したものは燃やせないごみ

換気扇 換気扇 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

カバー 燃やせない

フィルター 燃やせない

乾燥機 衣類・食器 小型家電

布団 小型家電

乾燥剤 燃やせる

乾電池 乾電池 回収ボックスへ

木 木・枝（太さ１０ｃｍ以下） 燃やせる 木・枝等の出し方を参照

木箱 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

木くず及びおがくず 燃やせる

キーホルダー 金属製 燃やせない

木製 燃やせる 金属・プラスチックの紐ははずして燃やせないごみ

キッチン タオル・ペーパー 燃やせる

マット（繊維） 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

急須 燃やせない

牛乳 ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

紙のフタ 資源 洗う

紙製の容器（紙パック） 資源 洗う　紙パックとして紐で縛って出す

ストロー 燃やせない

ストローの包装 資源

給油ポンプ 燃やせない

教科書 資源 雑誌類として紐で縛って出す

金魚（熱帯魚） エアーポンプ・濾過器 小型家電

ガラス・陶磁器製金魚鉢 燃やせない 危険　袋に入らないものは粗大ごみ

金魚（熱帯魚） 燃やせる

人工の石 燃やせない

水槽（ガラス製） 燃やせない 危険　袋に入らないものは粗大ごみ

水槽（プラスチック製） 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

金庫 手提げ金庫 燃やせない

上記以外の金庫(30kgまで） 粗大 ３０kgを超えるものは収集しない

空気入れ 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

空気清浄機 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

袋に入らないものは粗大ごみ

回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

き

く
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
クーラー エアコン 収集しない 電気店に相談

クーラーボックス 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

くぎ 燃やせない 危険　紙等で包む

草・芝 燃やせる ごみの出し方とポイントを参照

木製・竹製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

薬 市販の風邪薬などのビン 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

劇薬などのビン 燃やせない 洗う

木製薬箱 燃やせる

プラスチック製薬箱 燃やせない

ヒート（錠剤・カプセルの包） 資源 洗う

分包紙 燃やせる

プラチック製の分包 資源 洗う

果物 燃やせる 堆肥化をする

靴 革靴（紳士・婦人） 燃やせる ゴム、金具部分は燃やせないごみで出す

金属製・プラスチック製靴べら 燃やせない

靴下 燃やせる

靴墨 燃やせない

ゴム長靴 燃やせない

スニーカー 燃やせない 布部分は燃やせるごみで出す

木製靴べら 燃やせる

プラスチック製の中敷 燃やせない

繊維製の中敷 燃やせる

クリアファイル 燃やせない

グローブ 革製のグローブ 燃やせる

ビニール製のグローブ 燃やせない

クロス 布製 燃やせる

ビニール壁 燃やせない

軍手 燃やせる

蛍光灯 蛍光灯本体 小型家電

蛍光管 燃やせない 危険　袋に入らないものは粗大ごみ

蛍光球 燃やせない 危険　紙で包む

グローランプ 燃やせない

毛糸 燃やせる

ゲーム機 本体 小型家電

カセット式ゲームソフト 小型家電

携帯用ゲーム機 小型家電

ゲームソフトケースの外装 資源

コントローラー 小型家電

ＣＤ・ＤＶＤソフト 燃やせない

プラスチックのゲームソフトケース 燃やせない

携帯電話 小型家電

計量カップ 燃やせない

化粧品 金属製の容器 燃やせない

口紅 燃やせない

コンパクト 燃やせない

ビンの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

ビンの容器(フタ部分) 資源

マニキュアの容器 資源

マニキュアのフタ 資源 洗う

マスカラ 燃やせない

血圧計 水銀使用血圧計 燃やせない 危険　役場に相談

電子血圧計 小型家電

下駄 下駄箱（木製） 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

下駄箱（プラスチック製） 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

け
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
下駄 木製 燃やせる

ビニール製の鼻緒 燃やせない

プラスチック 燃やせない

玄関マット 布製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

工具 金属製工具箱 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

金属製工具全般 燃やせない 電動式は小型家電

木製工具箱 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

碁 貝製・プラスチック製の碁石 燃やせない

木製碁盤 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

プラスチック製碁盤 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

鯉のぼり 鯉のぼり 燃やせる ビニール製は燃やせないごみ

風車 燃やせない

コーヒー 紙のフィルター 燃やせる

コーヒーのかす 燃やせる 堆肥化をする

コーヒーメーカー 小型家電

ござ い草製 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

ビニール製 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

こたつ 本体 粗大

放熱球 燃やせない 危険　紙で包む

コップ 紙製 燃やせる

ガラス製・陶磁器製 燃やせない 危険　紙で包む

金属製・プラスチック製 燃やせない

ごみ箱 金属製・プラスチック製 燃やせない

ゴム ゴム印 燃やせない

ゴムひも・輪ゴム 燃やせない

タイヤ（自動車・バイク用） 収集しない 販売店に相談

タイヤ（自転車用） 燃やせない

手袋・胴長・長靴 燃やせない

ホース 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

ボート 粗大

米びつ 金属製 粗大

木製 粗大 袋に入るものは燃えるごみ

コルク コルク栓 燃やせる

コルク栓抜き 燃やせない 危険　紙で包む

コルクボード 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

ゴルフ クラブ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

バッグ 粗大

ボール 燃やせない

コンセント 小型家電

コンタクトレンズ 洗浄液のプラスチック製容器 資源 洗う

洗浄液のガラス製容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

レンズ 燃やせない

使い捨てレンズ 燃やせない

コンドーム 燃やせる 紙で包む

コンパス 文具 燃やせない 危険　紙で包む

コンロ カセットコンロ 燃やせない

キャンプ用携帯コンロ 燃やせない 燃料は抜くこと

サイドボード 本体 粗大

（茶タンス） ガラス引き戸 燃やせない 危険　紙で包む

プラスチック引き戸 燃やせない

財布 革・布 燃やせる

ビニール 燃やせない

酒 い草等わら製の薦（こも） 燃やせる

こ

さ

18



ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
酒 紙製のパック 資源 洗う

ガラスの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属製の缶 資源 洗う

陶磁器の容器 燃やせない

木製の樽 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

ビニール製の薦（こも） 燃やせない

プラスチック製のフタ 資源 洗う

プラスチックの樽 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

雑誌 資源 雑誌類として紐で縛って出す

殺虫剤 ガラスの容器 燃やせない 中身は使い切ること

スプレー式 燃やせない 危険　使い切って穴を開ける

座布団 中身が綿 燃やせる

中身が化学固形材質 燃やせない

皿 紙製 燃やせる

ガラス製・陶磁器製 燃やせない 危険　紙で包む

金属製 燃やせない

ざる 竹製 燃やせる

金属製・プラスチック製 燃やせない

三角コーナー 金属製・プラスチック製 燃やせない

サングラス 燃やせない

サンダル 燃やせない

洗濯機 収集しない 電気店に相談

三輪車 粗大

ＣＤ ＣＤ 燃やせない

ＣＤケースの外装 資源

プレイヤー 小型家電

プラスチック製ＣＤケース 燃やせない

シート ビニール製 燃やせない

ジーンズ 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

塩 ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

プラスチックのフタ・容器 資源 洗う

湿気取り剤 燃やせない 水は抜くこと

下着 燃やせる

七輪 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

湿布 湿布 燃やせる

湿布剤が入っている包装 資源 洗う

湿布剤を保護するフィルム 燃やせない

自転車 粗大

自動車 車体 収集しない 販売店に相談

バッテリー 収集しない 販売店に相談

ホイール 粗大

ホイールカバー 燃やせない

辞典 資源 雑誌類として紐で縛って出す

芝刈り機 エンジン駆動式のもの 収集しない 販売店に相談

手押し式 粗大

電気式 粗大

刃 燃やせない 危険　紙で包む

ナイロン刃 燃やせない

シャープペンシル 本体 燃やせない

芯 燃やせる

蛇口 燃やせない

ジャッキ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

写真 写真 燃やせる

ネガ 燃やせない

しゃもじ プラスチック 燃やせない

袋に入らないものは粗大ごみ

袋に入らないものは粗大ごみ

し
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
しゃもじ 木製・竹製 燃やせる

シャンプー シャンプー剤 燃やせる 使い切るかまたは紙に吸着させる

シャンプーハット 燃やせない

プラスチック容器・フタ 資源 洗う　

ジューサー 小型家電

修正液 液体 燃やせる 使い切るか又は紙に吸着させる

プラスチックの容器 燃やせない

プラスチックのフタ 資源 洗う

柔軟剤 プラスチック容器とフタ 資源 洗う

収納ボックス 紙製・木製・竹製・籐製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

朱肉 燃やせない

消火器 収集しない 販売店に相談

将棋 木製の駒・木製の盤 燃やせる

プラスチック製の駒・プラスチック製の盤 燃やせない

定規 金属製・プラスチック製 燃やせない

竹製・木製 燃やせる

消臭剤 消臭剤の詰替え用プラスチック容器 資源 洗う

消臭剤のガラス・陶磁器製容器 燃やせない 危険　紙で包む

プラスチック製活性炭容器 燃やせない

しょう油 ガラス製の容器 資源 ガラスビン類としてまとめる

金属製のフタ・容器 燃やせない

コルクのフタ 燃やせる

陶磁器製の容器 燃やせない 危険　紙で包む

プラスチック製容器 資源 洗う

プラスチックのフタ 資源 洗う

プラスチック以外のフタ 燃やせない

食品 燃やせる 堆肥化は、ごみの出し方とポイント参照

食用油 油 燃やせる 凝固剤で固めるか、紙に吸着させること

ガラス製・金属製容器のフタ 燃やせない

ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属製の容器 燃やせない

プラスチック製の容器 資源 洗う

プラスチック製容器のフタ 資源 洗う

浄水器 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

除湿器 小型家電

除草剤 アルミ製袋容器 燃やせない

プラスチック製の容器とフタ 燃やせない

薬剤 収集しない 使い切ること

食器 燃やせない

食器棚 本体 粗大

ガラス引戸 燃やせない 危険　紙で包む

人工芝 燃やせない

シンナー 収集しない 販売店に相談

新聞紙 （折込みチラシ含む。） 資源 十字に縛る

酢 ガラス製の容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属製のフタ 燃やせない

プラスチック製の容器 資源 洗う

プラスチック製のフタ 資源 洗う

水筒 プラスチック製・金属製 燃やせない

プラスチック製内蔵カップ 燃やせない

水温計 水銀使用の物 燃やせない 危険　役場に相談

電気式の物 小型家電

炊飯器 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

スーパーのレジ袋 プラスチック製の袋 資源

す

袋に入らないものは粗大ごみ
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
スキー 板 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

靴 燃やせない

スキーキャリア 燃やせない

スキーウエア 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

ストック 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

スプレーワックス 燃やせない 危険　使い切って穴を開けること

ワックス（固形） 燃やせる 使い切ること

スケート 靴 燃やせない 刃にケースをつけるか、紙で包む

スコップ 粗大 素材に応じて区分

硯（すずり） 硯 燃やせない

煉り墨 燃やせない

すだれ 竹製・木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

スタンプ台 金属製 燃やせない

ストーブ ストーブガード 粗大

ストーブ台 粗大

石油ストーブ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

石油ストーブ（タンク内蔵式） 粗大 燃料は抜き取ること

石炭ストーブ 粗大

薪ストーブ 粗大

燃えがら・灰（石炭・薪・炭） 燃やせない

ストッカー（冷凍庫） 収集しない 電気店にご相談

ストッキング ストッキング 燃やせる

プラスチック製の包装 資源

中台紙 資源

ストロー プラスチック製 燃やせない

ストローの外装（プラ） 資源

ストローの外装（紙） 資源

スノーブラシ 車用品 燃やせない

スノーボード 粗大

スノコ 木製 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

プラスチック製 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

スプーン 金属製・プラスチック製 燃やせない

スプーンの包装 資源

木製 燃やせる

スポンジ 燃やせない

ズボンプレス機 粗大

炭 未使用 燃やせる 灰は燃やせないごみ

スリッパ 布製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

スプレー缶 燃やせない 危険　中身は使い切り穴を開ける

整髪料 ガラスの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

プラスチックの容器・フタ 資源 洗う　使い切ること

スプレーの容器 燃やせない 危険　中身は使い切り穴を開ける

生理用品 本体 燃やせる 紙で包む

包装ポリ袋 資源

蒸籠（セイロ） 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製・竹製 燃やせる

石油タンク 粗大 中身は抜き取ること

石けん セッケン 燃やせる

紙の容器 資源

プラスチックの容器・フタ 資源 洗う

プラスチック製石けん箱 燃やせない

詰め替え用のパック 資源 洗う

接着剤 アルミ製・プラスチック製のチューブ 燃やせない

袋に入らないものは粗大ごみ

袋に入らないものは粗大ごみ

せ

袋に入らないものは粗大ごみ

21



ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
接着剤 溶剤 燃やせる 紙に吸着させる

セラミックヒーター 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

セロハンテープ テープ 燃やせない

テープの芯 燃やせる

洗顔料 アルミ製のチューブ 燃やせない

プラスチック製のチューブ・フタ 資源 洗う

線香 燃やせる 灰は燃やせないごみ

せんす 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

洗濯機 収集しない 販売店に相談

剪定ばさみ 燃やせない 危険　袋に入らないものは粗大ごみ

栓抜き 燃やせない

扇風機 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

洗面器 木製 燃やせる

金属製・プラスチック製 燃やせない

造花 紙製・布製 燃やせる 金属製の芯は燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせない

双眼鏡 燃やせない

ぞうきん 化学ぞうきん 燃やせない

布製 燃やせる

掃除機 本体 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

紙製ごみパック 燃やせる

コード 小型家電

ソース ガラスの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属のフタ 燃やせない

プラスチックの容器とフタ 資源 洗う

草履 ビニール製 燃やせない

わら製 燃やせる

ソファ 本体 粗大

そり 粗大

そろばん 燃やせる

体温計 電子計 小型家電

電池 乾電池 回収ボックスへ

水銀計 燃やせない 危険　役場に相談

体重（脂肪）計 本体 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

電池 乾電池 回収ボックスへ

タイル 木製 燃やせる

陶磁器製・プラスチック製 燃やせない

タイヤ 自動車・オートバイ用 収集しない 販売店に相談

タオル掛け 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

タオルケット 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

竹串 燃やせる

竹ぼうき 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

畳 粗大

脱臭剤 活性炭と一体となっている物 燃やせない

固形 燃やせる

固形の包装フィルム 資源

プラスチックの容器 燃やせない 中身は使い切ること

たばこ たばこ（紙巻き・葉巻・きざみ） 燃やせる

パッケージ 資源

パッケージの外包装 資源

タッパ 燃やせない

たまご 殻（から） 燃やせる

そ

た
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
たまご プラスチックのケース 資源

棚 金属製 燃やせない

木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

樽 木製 燃やせる

プラスチック製・陶磁器製 燃やせない

たわし プラスチック製 燃やせない

わら製 燃やせる

タンス 粗大

ダンボール 資源 ダンボールとして紐で縛って出す

チェスト 粗大

チェーン 燃やせない

茶碗 燃やせない

注射器 収集しない かかりつけの病院に相談

彫刻刀 燃やせない 危険　刃先は紙で包む

調味料の容器 紙の容器 資源 洗う

金属の容器 燃やせない

ビンの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

プラスチック製の容器・フタ 資源 洗う

チョーク 燃やせない

貯金箱 燃やせない

チョコレート 紙の箱 資源

銀色の包み紙 燃やせない 　　マークが付いているものは紙製容器包装へ

プラスチックの包装紙 資源 洗う

チラシ 燃やせる 新聞折込は資源ごみ

ちり取り 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせない

茶タンス 本体 粗大

（食器戸棚） ガラスの引き戸 燃やせない 危険　紙で包む

杖 木製 燃やせる

金属製・グラスファイバー製 燃やせない

机 木製・金属製 粗大

漬け物 石 粗大 ３０kgを超えるものは収集しない

プラスチック製の石 燃やせない

商品が入ったプラスチックの袋 資源 洗う

つっぱり棒 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

爪楊枝 竹・木製 燃やせる

（つまようじ） プラスチック製楊枝 燃やせない

紙の袋 資源

プラスチックの袋 資源

積み木 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

釣り具 木・竹製の釣り竿 燃やせる

カーボン製・グラスファイバー製の釣り竿 燃やせない

釣り針・ルアー 燃やせない 危険　紙で包む

おもり・仕掛け・釣り糸 燃やせない

木製のうき 燃やせる

プラスチック製のうき 燃やせない

つるはし 粗大 素材に応じて区分

テーブル 粗大

ＤＶＤ ＤＶＤ 燃やせない

プラスチックのケース 燃やせない

つ

袋に入らないものは粗大ごみ

袋に入らないものは粗大ごみ

て

袋の入らないものは粗大ごみ

袋に入らないものは粗大ごみ

ち

(塩､胡椒、砂糖、そ
の他）
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
ＤＶＤ プラスチックケースの包装 資源

プレイヤー 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

ティッシュ 紙の箱 資源

紙の箱の取り出し口のプラスチック 資源

ポケットティッシュの包装 資源

テープレコーダー 本体 小型家電

テープ 燃やせない

デスクマット 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

デッキブラシ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

手袋 布製 燃やせる

ゴム製 燃やせない

テプラ― 本体 小型家電

カートリッジ 燃やせない

テレビ 本体 収集しない 販売店に相談

テレビ台(木製) 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

テレビ台(プラスチック製、金属製) 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

電球 燃やせない 危険　紙で包む

電気製品 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

電卓 小型家電 電池は回収ボックスへ

テント 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

電話 電話機 小型家電

電話台 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

電話帳 資源 NTTで回収

ドアノブ 金属・プラスチック製 燃やせない

木製 燃やせる

胴付き長靴 燃やせない

陶磁器製品 燃やせない 紙で包む

砥石 燃やせない

トイレ シート(ペット用） 燃やせる

トイレットペーパーの芯 燃やせる

トイレブラシ 燃やせない

投光器 本体 小型家電 危険　紙に包む

動物の死体 小動物(ペットに限る。） 燃やせる 役場に相談

トースター 小型家電

時計 小型家電 電池は回収ボックスへ

土砂 燃やせない 個人の庭先や花壇から出るもの　Ｐ２参照

ドライヤー 小型家電

ドライバー 手回し 燃やせない

電動 小型家電 電池は回収ボックスへ

トランシーバー 小型家電 電池は回収ボックスへ

鳥かご（金属製） 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

トレイ 発泡スチロール製 資源 洗う　トレイ類としてまとめる

塗料 ペンキ 収集しない 販売店に相談

缶 燃やせない 中身は使い切ること

ドレッサー(化粧ダンス） 粗大

トロフィー 金属製・プラスチック製 燃やせない

木製（盾） 燃やせる 金属、プラスチック類は取り除く

泥よけ （自動車・オートバイ・自転車） 燃やせない

ナイフ 燃やせない 危険　紙で包む

苗(園芸用） 苗 燃やせる 土は取り除くこと

苗用ポット 燃やせない

長靴 燃やせない

流し台 粗大

納豆 紙製の容器 燃やせる

と

な
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
納豆 醤油たれの容器 資源 洗う

台紙・包み紙 資源

プラスチック製の容器 資源 洗う

発泡スチロール製の容器 資源 洗う　トレイ類としてまとめる

鍋 ガラスのフタ 燃やせない 危険　紙に包む

金属製 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

金属製・ガラス・陶磁器・プラスチックの鍋敷き 燃やせない

陶磁器製 燃やせない 危険　紙に包む

木・布製の鍋敷き 燃やせる

プラスチック製のフタの持ち手 燃やせない

生花 燃やせる

縄跳び 木製の持ち手・綿製の縄 燃やせる

ビニール製のヒモ・プラスチック製の持ち手 燃やせない

ニス ビンの容器 燃やせない 中身は使い切ること

ニッパー 燃やせない 危険　紙に包む

荷造りの紐 麻 燃やせる

ビニール製の紐 燃やせない

乳酸飲料 ペットボトルの容器 資源 洗う

ビンの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

プラスチックのフタ 資源 洗う

アルミのフタ 資源 洗う

中が銀色の紙の容器 資源 洗う

中が白い紙の容器 資源 洗う　紙パックとして紐で縛って出す

人形 布製 燃やせる

陶磁器製・プラスチック製・金属製 燃やせない 衣装は燃やせるごみ

ぬいぐるみ 全部が布及び綿製のもの 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

内部がウレタン・プラスチックのもの 燃やせる 内側の詰めものは燃やせないごみ

縫い針 燃やせない 危険　紙で包む

ぬりえ 燃やせる

ネクタイ 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

ネズミ ネズミ 燃やせる

ネズミ取器 燃やせない

粘着 シート・テープ 燃やせない

寝袋 燃やせない

粘土 燃やせない

農薬（家庭用） 収集しない 専門店に相談

ノート 燃やせる

のこぎり 燃やせない 危険　紙に包む

のり（接着用） 容器 燃やせない 中身は使い切ること

のれん 紙製・布製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

歯 缶・金属チューブの歯磨き粉 燃やせない

金属のフタ 燃やせない

歯ブラシ 燃やせない

歯磨き粉チューブのプラスチックのフタ 資源 洗う

バーベキューコンロ 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

バーベルセット 粗大 ３０ｋｇを超えるものは収集しない

バール 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

はしご 金属製 粗大

木製 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

灰皿 金属・陶磁器・ガラス 燃やせない

に

ね

の

は

ぬ
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
はえたたき 金属製・プラスチック製 燃やせない

箸 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

箸たて 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

バケツ 金属製・プラスチック製 燃やせない

ハサミ 燃やせない 危険　紙で包む

バスタオル 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

バスマット 燃やせない 裏面にゴムのないものは燃やせるごみ

パソコン 本体 小型家電

ディスプレイ 収集しない 販売店に相談

マウス等の付属品 小型家電

プリンタ 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

ノートパソコン 小型家電

ハタキ 柄が木・竹製 燃やせる

柄がプラスチック製 燃やせない

発煙筒 燃やせない 危険　役場に相談

バッテリー 本体 収集しない 販売店に相談

バッテリー補充液の容器 燃やせない 完全に使い切ること

発電機 粗大 燃料は抜き取ること。３０ｋｇを超えるものは収集しない

バット 金属製 粗大

木製 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

プラスチック製 燃やせない

発泡スチロール 資源 洗う　トレイ類としてまとめる

花火 燃やせる 危険　役場に相談

パネルヒーター 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

ハム ビニール包み 資源 洗う

針金 燃やせない

ハンガー 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

ハンガーネット 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

ハンガーボード 金属製 燃やせない

木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

ハンカチ 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

パン粉 粉 燃やせる 堆肥化すること

プラスチックの袋 資源 洗う

飯ごう 燃やせない

パンツ（下着） 燃やせる

はんてん 燃やせる

ハンドクリーム ガラスの容器・金属製のチューブ 燃やせない 中身は使い切ること

プラスチックのチューブ・フタ 資源 洗う

ハンドルカバー 燃やせない

ハンマー 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

ピアノ 本体 収集しない 販売店に相談

ピアノ線 燃やせない

ビール ビンの容器 資源 洗う　ガラスビン類としてまとめる

金属のフタ 燃やせない

缶の容器 資源 洗う

缶を包む台紙 資源

ビデオテープ テープ 燃やせない

プラスチックの包装 資源

ビデオデッキ 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

火ばさみ 燃やせない

ヒューズ 燃やせない

袋に入らないものは粗大ごみ

ひ

26



ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
肥料（園芸用） 肥料 収集しない 使い切るか販売店に相談

ビニール製の袋(プラマークのあるもの) 資源 洗う

ビニール製の袋(プラマークのないもの) 燃やせない

農業経営に伴う肥料袋 収集しない 農協に相談

ピンセット 燃やせない

ファイル 表紙が紙製 燃やせる 綴じ金具は取り除いて燃やせないごみ

表紙がプラスチック 燃やせない

ファックス 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

フィルター 紙製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

ブースター 電波増幅用 小型家電

ブースターケーブル 小型家電

風船 燃やせない

プール（幼児用） 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

フォーク 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

ふきん ふきん 燃やせる

金属製プラスチック製のふきん掛け 燃やせない

フック 金属製・プラスチック製 燃やせない

筆 柄がプラスチック 燃やせない

柄が竹 燃やせる

木の筆箱 燃やせる

金属・プラスチック・ビニールの筆箱 燃やせない

不凍液 液 収集しない

プラスチックの容器とフタ 資源 使い切って洗う

金属の容器とフタ 燃やせない

布団 布団 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

布団カバー 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

袋 燃やせる

布団乾燥機 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

金属製・プラスチック製の布団たたき 燃やせない

木・竹製布団たたき 燃やせる

フライ返し 燃やせない

フライパン 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

ブラインド 粗大

プラモデル 燃やせない

プリンタ 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

風呂 風呂釜 粗大

木のフタ 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

プラスチックのフタ 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

マット・風呂用の敷き物 燃やせない

文鎮 燃やせない

分度器 燃やせない

分配器 小型家電

ヘアバンド 芯がプラスチック製 燃やせない

芯が金属製 燃やせない

ヘアピン 燃やせない

ペーパーナイフ 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

ベッド 木製（二段、シングル、ダブル） 粗大 切断し袋に入るものは燃やせるごみ

金属製（二段、シングル、ダブル） 粗大

ウォーターベット 粗大 水は抜くこと

マット 粗大

ペット 犬、猫、鳥等の動物 燃やせる 大型ペットは役場に相談

ふ

へ
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
ペット オムツ 燃やせる 汚物は取り除くこと

金属製・プラスチック製の運搬用ゲージ 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

木・竹製の運搬用ゲージ 燃やせる

室内ゲージ 粗大 袋に入るものは燃やせないごみ

砂（可燃性、不燃性のもの） 燃やせる 汚物を取り除く

シーツ 燃やせる

衣類（犬・猫用） 燃やせる

ヘッドホン 小型家電

ペットボトル ペットボトル 資源 洗う

フタ 資源 洗う

ラベル 資源

ベビー用品 オイル容器のフタ 資源 洗う

ガラス製・プラスチック製のオイル容器 燃やせない

哺乳ビン 燃やせない

チャイルドシート 粗大

ベビーカー 粗大

ベビーチェア 粗大

ベビーバス 粗大

ベビーベット 粗大 切断し袋に入るものは燃やせるごみ

ヘルメット 燃やせない

ベンジン 液体 収集しない

ガラスの容器 燃やせない 中身は使い切ること

ペンチ 燃やせない

弁当箱 金属製・プラスチック製 燃やせない

木・竹製 燃やせる

ほうき 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

帽子 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

ホース ビニール製 燃やせない １ｍ以下に切る

包丁 燃やせない 危険　紙で包む

ボウル 金属製・プラスチック製 燃やせない

ボール ゴム製 燃やせない

ボールペン 燃やせない

補聴器 小型家電 電池は回収ボックスへ

ホッチキス 燃やせない

ポット 保温のみ 燃やせない

電気式 小型家電

ホットカーペット 小型家電

ホットプレート 小型家電

本 資源 雑誌類として紐で縛って出す

本棚 木製 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみ

金属製 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみ

マーカーペン 燃やせない

マイク 本体 小型家電

電池 乾電池 回収ボックスへ

巻き尺 燃やせない

マグネット クリップ・フック 燃やせない

まくら 中身がそば殻 燃やせる

中身がプラスチック 燃やせない

カバー(綿素材) 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

孫の手 木・竹製 燃やせる

金属製・プラスチック製 燃やせない

マジック 油性・水性のペン 燃やせない

マッチ 燃やせる 危険　燃やせるごみ参照

ほ

ま
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
マットレス 粗大

まな板 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

マフラー（えりまき） 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

魔法ビン 保温のみ 燃やせない

電気使用 小型家電

万年筆 燃やせない

みかんネット 資源

ミキサー 小型家電

ミシン 足踏み式 粗大

金属製・プラスチック製のミシン油の容器 燃やせない 中身は使い切ること

電動式 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

プラスチックの糸車 燃やせない

ミシン糸 燃やせる

ミシン油 燃やせる 使い切るか紙に吸着させる

木製の糸車 燃やせる

水差し 燃やせない

水枕 燃やせない

みそ 木の容器 燃やせる

陶磁器の容器 燃やせない

プラスチックの容器 資源 洗う

みそ 燃やせる

ミニスキー 燃やせない

虫かご 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせない

虫ピン 燃やせない 危険　紙に包む

虫めがね 燃やせない

名刺 燃やせる

めがね 燃やせない

メガホン 金属製・プラスチック製 燃やせない

綿棒 持つとところが木・紙・竹 燃やせる

持つところがプラスチック 燃やせない

毛布 布類・衣類 綿入り、電気、敷きは除く

モップ 木製の柄 燃やせる 金属部分は取り除く

プラスチック製の柄 燃やせない

物干し竿 金属製の物干し竿 粗大

竹製のつり竿・物干し竿 粗大 袋に入るものは燃やせるごみ

やかん 燃やせない

ヤスリ 燃やせない

浴衣 布類・衣類 洗って乾かしてから、回収ボックスへ

湯たんぽ 燃やせない

湯沸かし器 ガス又は灯油によるもの 小型家電 回収ボックスに入らないものは直接清掃センターへ

ストーブの放熱を利用する物 燃やせない ４５Ｌの袋より大きいものは粗大ごみ

浴槽 粗大

ライター 使い捨てライター 燃やせない

オイル式ライター 燃やせない

ガス充填式ライター 燃やせない

ライター用ガスの容器 燃やせない 危険　ガスは使い切って穴を開けて出すこと

み

む

め

も

や

ゆ

よ
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危険　ガスは使い切ること
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ごみの分類 識別マーク 注　意　事　項具　　体　　例
ライター オイルライターオイルの容器 燃やせない 危険　オイルは使い切ること

ライフジャケット 燃やせない

ラケット カーボン製・グラスファイバー製・チタン製プラスチック製のラケット 燃やせない

木製のラケット 燃やせる ラバーやガットは燃やせないごみ

ラジオ 小型家電 電池は回収ボックスへ

ラジカセ 小型家電 電池は回収ボックスへ

ラジコン 小型家電 電池は回収ボックスへ

ランタン オイル式本体 燃やせない

カーバイト式 燃やせない

カーバイト 収集しない 販売店に相談

電池式本体 小型家電

電池 乾電池 回収ボックスへ

燃料 収集しない 販売店に相談

ランチジャー 燃やせない

ランドセル 燃やせる

ラップ 資源

リボン 燃やせる

リモコン 小型家電 電池は回収ボックスへ

リヤカー 粗大

リュックサック 燃やせない 皮製・布製品は燃やせるごみ

リンス プラスチックの容器とフタ 資源 洗う

詰め替え用容器 資源 洗う

冷蔵庫 収集しない 電気店に相談

冷凍庫 収集しない 電気店に相談

レコード レコード 燃やせない

レコードプレーヤー 小型家電

レトルト食品 プラスチックの容器 資源 洗う

パック 資源 洗う

レモン絞り 燃やせない

レンガ 燃やせない

ろうそく 燃やせる

ロープ 麻製 燃やせる

金属製・ナイロン製・ポリエチレン製 燃やせない

ロッカー 粗大

ワープロ 小型家電

ワイパー 本体 燃やせない

ケース 資源

台紙 資源

輪ゴム 燃やせない

割り箸 割り箸 燃やせる

紙の袋 資源

プラスチックの袋 資源

　　この表は、一般的な品目を載せています。
　　載っていない品目については、同じような品目や部分・素材名と同じ分別をお願いします。
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【資源ごみ】
Ｑ１ 缶のフタは、「缶類」と一緒に出していいのでしょうか。
Ａ

Ｑ２
Ａ

Ｑ３ ペットボトルのフタとラベルは外した方がいいのでしょうか。
Ａ

Ｑ４ 空き缶やペットボトルは、つぶして出してもいいのでしょうか。
Ａ

Ｑ５ ビンのラベルは剥がした方がいいのでしょうか。
Ａ

Ｑ６

Ａ

Ｑ７ 歯磨き粉やマヨネーズなどのチューブ類は、中を洗わないと駄目なのでしょうか。
Ａ

Ｑ８ 油の容器は、「廃プラスチック製容器包装」として、ごみに出せるのでしょうか。
Ａ

Ｑ９
Ａ 対象になりません。「燃やせるごみ」で出してください。

Ｑ１０
Ａ

Ｑ１１ 衣類のボタンやファスナーは外して出した方がいいでしょうか。
Ａ

Ｑ１２ 「使用済み小型家電」は、大きな家電製品も出すことができるのでしょうか。
Ａ

スプレー缶などは、ガス抜きすれば「缶類」として出せるのでしょうか。

現在の調味料のフタ部分は取れやすくなっているので、外してください。
ただし、外れにくいものは、そのままでもかまいません。

ごみ分別Ｑ＆Ａ

ボタンやファスナーは外さずに、洗濯、乾燥してから「布類・衣類」の
回収ボックスに出してください。

フタとラベルは外してください。フタは「廃プラスチック製容器
包装」、ラベルはプラスチック製のものは、「廃プラスチック製容器包装」
で、紙製のものは、「紙製容器包装」になります（Ｐ５参照）。

可能であれば剥がして出してください。ただし、簡単に剥がせないもの
は無理に剥がさなくてもかまいません（Ｐ６参照）。

調味料のフタ部分がプラスチックでできていますが、外した方がいいのでしょうか。

一緒に出してください。ただし、フタの裏についている白いプラスチック製のものは
外してください。

収集後の異物除去や機械での圧縮作業に支障がでますので、なるべくつぶさずに出し
てください。

チューブ類は、「廃プラスチック製容器包装」になります。ハサミで切り開き、汚れ
をきれいに落としてから出してください。

小型家電回収ボックスに入らない家電製品は直接清掃センターへ持ち込み願います。
ただし、家電リサイクル法対象品目は、回収できません（P１０参照）。

スプレー缶やカセットボンベなどは、「燃やせないごみ」になります。
必ずガス抜きしてから出してください（Ｐ４参照）。

箱ティッシュのプラスチック製フィルムは取ったほうがいいのでしょうか。

リサイクル方法が異なりますので、取って分別してください。
プラスチック製フィルムは、廃プラスチック製容器包装、箱本体は、
紙製容器包装で出してください。

油の容器は「廃プラスチック製容器包装」の対象品目となります。ただし、そのまま
では出せませんので、必ず中の汚れをきれいに落としてから出してください。

トイレットペーパーやラップの芯は、「紙製容器包装」になるのでしょうか。
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Ｑ１３
Ａ

【燃やせるごみ】
Ｑ１４ 使用済みオムツは、どうすればいいでしょうか。
Ａ 必ず汚物を取り除き、「燃やせるごみ」で出してください（Ｐ３参照）。

【燃やせないごみ】
Ｑ１５ 蛍光灯や電球を出すときは、どうしたらいいでしょうか。
Ａ

Ｑ１６ 刃物や割れたガラスを出すには、どうしたらいいでしょうか。
Ａ

Ｑ１７ 使い捨てライターのごみは、どうすればいいのでしょうか。
Ａ ガスを使い切り、「キケン」と書いて「燃やせないごみ」で出してください。

（Ｐ４参照）

【その他】
Ｑ１８ 直接、清掃センターに持ち込む場合は、ごみ袋に入れなくていいのでしょうか。
Ａ

Ｑ１９ 指定ごみ袋以外の袋で出されたものはどうなるのでしょうか。
Ａ

Ｑ２０

Ａ

Ｑ２１

Ａ

Ｑ２２ 引越し等で一度に出た多量のごみはどうすればいいのでしょうか。
Ａ ごみ区分にしたがって分別し、清掃センターへ直接搬入してください。

Ｑ２３ 家庭から出るごみはドラム缶で燃やしてもいいのでしょうか。
Ａ

汚れや水気は時間が経つと、においやさらなる汚れの原因となるためです。また、他
の容器に汚れが移ってしまい、リサイクルできなくなります。

道路のごみを拾ったのですが、ごみ袋に入れないと回収してもらえないのでしょう
か。

指定ごみ袋に入る大きさであれば、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」などの収集
に出すことができます。ただし、「テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、
エアコン」といった家電リサイクル法の対象品目については、解体してもごみとして
処理できません。

燃やしてはいけません。ドラム缶や簡易型焼却炉による焼却行為は法律で
禁止されています。必ず分別し、収集日に出すようにしてください。

直接持ち込む場合についても、必ず分別して袋に入れて出してください。袋に入らな
い大きなものは粗大ごみとして受け付けます。

購入時の箱やダンボールなどで割れないように保護し、「キケン」と
書いて「燃やせないごみ」で出してください（Ｐ４参照）。

道路など公共の場所を個人や団体で清掃した場合は、ボランティアシール
を役場町民課で交付しています。集めたごみはどんな袋に入れても構いま
せんが、ボランティアシールに個人名または団体名を書いて袋に貼って、
ごみ収集場所もしくは直接搬入してください（Ｐ２参照）。

新聞紙などで包んで「キケン」と書いて「燃やせないごみ」で
出してください（Ｐ４参照）。

基本的に収集は行わず、貼紙をして置いていきます。一度、持ち帰って分別しなおし
て次の収集日に出してください。持ち帰らずに残っているごみは、開封調査をし、ご
みを出した方の特定と指導を行ってまいります（Ｐ１参照）。

大型ごみの品目でも、小さくして指定ごみ袋に入れてステーションに出せるのでしょ
うか。

資源ごみの汚れを落とすことや、水切りをしなければならないのはなぜでしょうか。
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家庭で取り組んでみよう！！

●外出するときは、マイバック・マイボトルを持とう
●調理くずがでないエコクッキングを心掛けよう

●揚げ物で使用した油は、炒めものに使いまわそう
●週に1度は冷蔵庫の中身をチェックしよう
●使わない家電はコードを抜こう
●白熱電球は蛍光灯やＬＥＤ照明に換えよう
●お風呂は間を空けず、続けて入ろう
●お風呂の残り湯で洗濯や掃除をしよう
●古着などは知人に譲るか、フリーマーケットに出店しよう

問い合わせ先

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492　北海道斜里郡清里町羽衣町13番地

℡：０１５２－２５－３５７７

清里町清掃センター
〒099-4404　北海道斜里郡清里町字江南807番地

℡：０１５２－２５－３３６３

正しく分別できていないごみは、収集せずに貼紙をし
て置いていきますので、分別の徹底をお願いします。

施設案内


