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①指定ごみ袋を使用しましょう
　　★収集場所に出すときは、決められた指定ごみ袋を使用してください。
　　★指定ごみ袋には処理料金が含まれています。

②キチンと分別しましょう
　　★ごみの分け方・出し方のルールにしたがって、種類ごとにキチンと分別しましょう。
　　　分別されていないごみは収集されません。

③収集日を確認しましょう
　　★地域によって収集日が異なります。家庭ごみ収集カレンダーで収集日と収集内容を確認し

てください。

④朝８時までに出しましょう
　　★収集時間は、当日の収集内容や収集量、天候や道路工事、収集ルートの変更などにより、

大幅に変更になる可能性があります。いつもの時間に収集しないことが
　　　ありますので、朝８時までに出しましょう。

⑤収集場所を確認しましょう
　　★収集場所は、地域やごみの種類によって異なります。
　　　お住まいの地域の収集場所を確認して、正しく出しましょう。

■違反シール
　　★収集場所に残されたごみは、右の違反シールが貼られています。
　　　違反内容を確認して、再度分別し違反シールをはがして次の収集日に
　　　出してください。（ごみ処理施設に直接搬入することもできます。）

家庭ごみの出し方

指定ごみ袋で出すときの注意点とお願い

①長さ・大きさは60㎝以下にしてください
　　★指定ごみ袋に入れるものの長さ・大きさは60㎝以下にしてください。
　　　長いもの、大きなものは破砕処理が必要です。

②重さは10㎏以下にしてください
　　★指定ごみ袋を使用するときは、重さは10㎏以下にしてください。
　　　重すぎると収集作業に支障があります。

③細分別をお願いします
　　★「もえるごみ」であっても金属部品がついているものは、できるだけ取り外して「その他不燃
　　　ごみ」に出してください。
　　★「不燃ごみ」であってもプラスチック部品などがついているものは、できるだけ取り外して
　　　「もえるごみ」に出してください。

家庭ごみの出し方とマナー
南魚沼市、湯沢町では、「指定ごみ袋」を使用して家庭ごみを収集しています。家庭ごみを収集
場所・ごみステーションに出すときは、ルールを守って正しく出しましょう。ルールが守られて
いないと、違反シールがはられて収集場所に残されます。

このごみは
ルール違反です

南魚沼市・湯沢町

■
■
■
■
■
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もえるごみの
分け方・出し方は、
３～４ページを
ご覧ください。

★古紙類は、種類ごとに「ひも」で十字に
縛ってください。指定ごみ袋は使用しな
いでください。

不燃ごみの
分け方・出し方は、
５～６ページを
ご覧ください。

容器包装ごみの
分け方・出し方は、
７～８ページを
ご覧ください。

古紙類の分け方・出し方は、
９～10ページをご覧ください。

★長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが
10㎏を超えるものは、可燃ごみ処理施設また
は不燃ごみ処理施設に直接搬入してください。

粗大ごみの分け方・出し方は、
11ページをご覧ください。

家 庭 用
もえるごみ袋

南魚沼市・湯沢町

指 定 ご み 袋

もえるごみ袋（青色文字）

不燃ごみ袋（緑色文字）

容器包装ごみ袋（黄色文字）

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
容器包装ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

古紙類 粗大ごみ

★「もえるごみ」を出すときに
　使用してください。

★「缶」「びん」「有害ごみ」「その他不燃
　ごみ」を出すときに使用してください。

★「ペットボトル」「その他のプラス
　チック容器包装類」を出すときに使
　用してください。

※指定ごみ袋の料金が、ごみ処理料金（手数料）になります。

※大和地域で販売している指定ごみ袋は使用できません。魚沼市、大和地域専用ですので注意してください。

指定ごみ袋とごみの分け方・出し方
家庭ごみは、種類ごとに分別し「指定ごみ袋」に入れて、各地区で決められた収集場所・ごみ
ステーションに収集日の朝８時までに出してください。重さは10㎏以下です。収集日は、「家
庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。

指定ごみ袋はスーパー・商店・コンビニエンスストアで
購入してください。

指定ごみ袋料金
１号（10ℓ） 20枚入り 400円
２号（30ℓ） 20枚入り 700円
３号（45ℓ） 20枚入り 1,000円

指定ごみ袋料金
１号（10ℓ） 10枚入り 200円
２号（20ℓ） 10枚入り 250円
３号（45ℓ） 10枚入り 300円

指定ごみ袋料金
２号（20ℓ） 20枚入り 500円
３号（45ℓ） 20枚入り 600円
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★指定ごみ袋全体の中身が全く見えない状態で出
されたものは収集しません。ただし、生ごみ類
やプライバシーに係るものは、小袋に入れてか
ら指定ごみ袋に入れてもかまいません。

指定ごみ袋で出すときの注意点

指定ごみ袋で収集しないもの

家 庭 用
もえるごみ袋

南魚沼市・湯沢町

※「もえるごみ」であっても、金属部品がついているものは、できるだけ取り外して
　「その他不燃ごみ」に出してください。（衣類のファスナー、おもちゃの金属部品など）お願い

もえるごみ もえるごみ
青色文字の「家庭用もえるごみ袋」に入れて、決められた収集場所に収集日の朝８時までに出し
てください（重さは10㎏以下）。収集日は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。

長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが10㎏を超えるものは収集対象外です。可燃ごみ
処理施設に直接搬入してください。

●生ごみ類・貝殻 ●CD・DVD・テープ

●布団・布団カバー・シーツ・
　長座布団・毛布など

●ブルーシート・マルチ・
　畔シートなど

●ドラムホース・サニーホースなど ●直径１０㎝を超える木材・
　木の幹・木の根など

●ゴム・革製品

●食用油 ●使い捨てカイロ・ライター

●おもちゃ・プラスチック製品 ●紙おむつ

●スキー靴

●衣類・古布

●袋・プラスチック容器

★十分に水切りをしてください。

★ゴム製・プラスチック製・ビニール製・
　木製のおもちゃ

★電池は外して「有害ごみ」へ。

★アルミ加工の袋・汚れのおちない袋・
　シャンプーなどの容器

★紙や布に吸わせるか、
　凝固剤を使用してください。
★廃天ぷら油の回収は、
　４ページをご覧ください。

★袋に入る長さに切ってください。
　木材は長さ60㎝×直径10㎝以内です。

★ライターのガスは
　出し切ってください。

★汚物はトイレに流してください。

●草花・枝・葉

★折りたためば指定ごみ袋に入るものでも、長さ・大きさが60㎝をこえるものは、収集
　対象外です。(※破砕処理が必要です。)
★重さが10㎏を超えるものは、収集対象外です。(※収集作業の支障になります。)

※シーツ、毛布、カーテン、ブルーシートなどは、60㎝以下に切れば
　指定ごみ袋に入れて「もえるごみ」に出してもかまいません。

家庭用廃天ぷら油の拠点回収にご協力ください。ペットボトルに入れて、収集日の
当日、下記の収集場所にお持ちください。（収集日以外は持ち込まないでください。）

●じゅうたん・ござ・
　カーペットなど

●カーテン・
　テーブル
　　クロスなど

可燃ごみ処理施設に直接搬入してください。

廃天ぷら油回収のご案内

廃天ぷら油の出し方
①油の固形物を取り除いてください。
②油を冷ましてペットボトルに入れ、ふたをしっ
かり閉めてください。

③回収場所の回収ボックスに入れてください。
★容器にはペットボトルを使用してください。
　（ペットボトルのサイズは決まっていません。）
★植物性の天ぷら油に限ります。×× ※次のものは回収しません。　
・動物性食用油（ラードなど）　・鉱物油（機械油など）
・水や不純物の入った食用油 
・事業所から排出された油
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★指定ごみ袋全体の中身が全く見えない状態で出
されたものは収集しません。ただし、生ごみ類
やプライバシーに係るものは、小袋に入れてか
ら指定ごみ袋に入れてもかまいません。

指定ごみ袋で出すときの注意点

指定ごみ袋で収集しないもの

家 庭 用
もえるごみ袋

南魚沼市・湯沢町

※「もえるごみ」であっても、金属部品がついているものは、できるだけ取り外して
　「その他不燃ごみ」に出してください。（衣類のファスナー、おもちゃの金属部品など）お願い

もえるごみ もえるごみ
青色文字の「家庭用もえるごみ袋」に入れて、決められた収集場所に収集日の朝８時までに出し
てください（重さは10㎏以下）。収集日は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。

長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが10㎏を超えるものは収集対象外です。可燃ごみ
処理施設に直接搬入してください。

●生ごみ類・貝殻 ●CD・DVD・テープ

●布団・布団カバー・シーツ・
　長座布団・毛布など

●ブルーシート・マルチ・
　畔シートなど

●ドラムホース・サニーホースなど ●直径１０㎝を超える木材・
　木の幹・木の根など

●ゴム・革製品

●食用油 ●使い捨てカイロ・ライター

●おもちゃ・プラスチック製品 ●紙おむつ

●スキー靴

●衣類・古布

●袋・プラスチック容器

★十分に水切りをしてください。

★ゴム製・プラスチック製・ビニール製・
　木製のおもちゃ

★電池は外して「有害ごみ」へ。

★アルミ加工の袋・汚れのおちない袋・
　シャンプーなどの容器

★紙や布に吸わせるか、
　凝固剤を使用してください。
★廃天ぷら油の回収は、
　４ページをご覧ください。

★袋に入る長さに切ってください。
　木材は長さ60㎝×直径10㎝以内です。

★ライターのガスは
　出し切ってください。

★汚物はトイレに流してください。

●草花・枝・葉

★折りたためば指定ごみ袋に入るものでも、長さ・大きさが60㎝をこえるものは、収集
　対象外です。(※破砕処理が必要です。)
★重さが10㎏を超えるものは、収集対象外です。(※収集作業の支障になります。)

※シーツ、毛布、カーテン、ブルーシートなどは、60㎝以下に切れば
　指定ごみ袋に入れて「もえるごみ」に出してもかまいません。

家庭用廃天ぷら油の拠点回収にご協力ください。ペットボトルに入れて、収集日の
当日、下記の収集場所にお持ちください。（収集日以外は持ち込まないでください。）

●じゅうたん・ござ・
　カーペットなど

●カーテン・
　テーブル
　　クロスなど

可燃ごみ処理施設に直接搬入してください。

廃天ぷら油回収のご案内

廃天ぷら油の出し方
①油の固形物を取り除いてください。
②油を冷ましてペットボトルに入れ、ふたをしっ
かり閉めてください。
③回収場所の回収ボックスに入れてください。
★容器にはペットボトルを使用してください。
　（ペットボトルのサイズは決まっていません。）
★植物性の天ぷら油に限ります。×× ※次のものは回収しません。　
・動物性食用油（ラードなど）　・鉱物油（機械油など）
・水や不純物の入った食用油 
・事業所から排出された油

◆収集日時と回収場所
湯　　沢　　町

収 集 日 毎月第３週《月曜日〜金曜日》
※祝日を除く

時　　間 午前８時30分〜午後５時00分

回収場所 ・湯沢町役場・湯沢町公民館

南魚沼市（塩沢地域・六日町地域）

収 集 日 毎月第４木曜日
※祝日の場合はその前日

時　　間 午前８時30分〜午後５時00分

回収場所
・市役所本庁舎・大和庁舎
・塩沢庁舎・環境衛生センター
　（玄関入口の回収ボックス）
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お願い

不燃ごみ 不燃ごみ
緑色文字の「家庭用不燃ごみ袋」に入れて、決められた収集場所に収集日の朝８時までに出してく
ださい（重さは10㎏以下）。収集日は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。
「缶」「びん」「有害ごみ」「その他不燃ごみ」は、別々に指定ごみ袋に入れてください。

●ジュース類・酒類・缶詰類・菓子類・五升缶・
　スプレー缶などの空き缶・缶のふた

★中をゆすいで水を
　切ってください。

★オイル缶（エンジンオイルなどの機械油の缶）は「その他不燃ごみ」へ。

★スプレー缶は使い切ってから
　穴を開けてください。

缶 その他不燃ごみ

注意して
ください。

●蛍光灯（直管形・円形・電球形）●乾電池　●LED電球
●水銀体温計　●水銀血圧計

有　害　ご　み

び　　ん

注意して
ください。

●ジュース類・酒類・調味料・薬の容器などの空きびん
★栓やふたを取り除き、中をゆすいで水を切ってください。

★一升びん・ビールびんは、販売店の引き取りもご利用ください。
★ごま油・オリーブオイルなどのびんは「その他不燃ごみ」へ。

注意して
ください。

★蛍光灯（管）は、購入時の包箱に入れても回収します。
★長い蛍光灯は、指定袋からはみ出してもかまいません。不燃ごみ袋３号（45ℓ）を使
用し、袋口をひもで固定してください。
★割れた蛍光灯（管）も有害ごみです。
★水銀体温計・水銀血圧計はケースに入れたまま出してください。

青色文字の「家庭用不燃ごみ袋」も使用できます。指定ごみ袋に入れるときは二重袋にしないで
ください。長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが10㎏を超えるものは対象外です。不燃ご
み処理施設に直接搬入してください。

●化粧品のびん・割れた
　びん・ガラスくず

●包丁やカミソリ
　などの刃物

●金属類（一斗缶・鍋・やかん・調理器具・傘・時計・
　鉄くず）・びんの王冠（金属製のふたや裏ぶたの素材が
　異なるもの：コルク・プラスチックなど）

●陶磁器類（茶わん・皿・花瓶など）

●小型家電製品
（電気ストーブ・扇風機・電気ポット・炊飯器など）

★小型家電製品の灯油・電池は、
　取り除いてください。

●白熱電球・
　グローランプ・
　電気コード

★プラスチック製の
　カミソリは
　「もえるごみ」に
　出してください。

★スプレー缶等のガス
缶は、使い切ってか
ら穴を開け、中身が
無い状態で出してく
ださい。

★ボタン型電池、充電式
電池（リチウムイオン･
　ニッケル･ニカドなど）
は回収しません。回収
協力店の回収ＢＯＸを
利用してください。

★化粧品のびんは、混ぜ
ないでください。その
他不燃ごみになります。

★割れたびんは、混ぜな
いでください。その他
不燃ごみになります。

★割れたびんや割れたガラス、割
れた瀬戸物・陶磁器類、包丁な
どの鋭利なものは新聞紙などで
包み、マジックで中身を記入（び
ん、茶わん、包丁など）してく
ださい。

★傘は指定袋からはみ出してもか
まいません。不燃ごみ袋３号

　（45ℓ） を使用し、袋口をひもで
固定してください。

★電気製品・おもちゃなどの電池
は、取り外して「有害ごみ」に
出してください。

※「不燃ごみ」であっても、プラスチック部品などがついているものは、できるだけ取り
　外して「もえるごみ」に出してください。（傘の布、扇風機の羽など）

★テレビ、パソコン（デスクトップ型・ノート型）、ワープロ（デスクトップ型）
は対象外です。詳しくは12ページ「収集対象外のごみ」をご覧ください。

注意してください。 × ×

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町
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お願い

不燃ごみ 不燃ごみ
緑色文字の「家庭用不燃ごみ袋」に入れて、決められた収集場所に収集日の朝８時までに出してく
ださい（重さは10㎏以下）。収集日は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。
「缶」「びん」「有害ごみ」「その他不燃ごみ」は、別々に指定ごみ袋に入れてください。

●ジュース類・酒類・缶詰類・菓子類・五升缶・
　スプレー缶などの空き缶・缶のふた

★中をゆすいで水を
　切ってください。

★オイル缶（エンジンオイルなどの機械油の缶）は「その他不燃ごみ」へ。

★スプレー缶は使い切ってから
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家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
不燃ごみ袋

南魚沼市・湯沢町
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容器包装ごみ 容器包装ごみ
黄色文字の「家庭用容器包装ごみ袋」に入れて、決められた収集場所に収集日の朝８時までに出し
てください。収集日は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。
「ペットボトル」「その他のプラスチック容器包装類」を混ぜずに分けて、それぞれ指定ごみ袋に入
れてください。

●ジュース類・酒類・調味料
　などのペットボトル

●シャンプー・
　リンスなどの
　詰め替え
　容器

●汚れの落ちない折詰箱・
　仕出弁当・カレールウ・
　バター・マーガリン
　などの容器

●マヨネーズ・
　ケチャップ・
　油の容器

●油や汚れの
　ついた菓子袋

●たれ・ドレッシング・
　チューブ式の
　調味料容器

●洗剤・
　シャンプー・
　リンス・
　化粧品
　などの容器

●ストロー・スプーン・タッパー・
　プラスチックの容器

●クリーニングの袋・
　ダイレクトメールの封筒

「もえるごみ」 に
 出してください。

●プラスチック製のおもちゃ・
　一般のプラスチック類

●ビデオテープ・カセットテープ・
　ＣＤ・ＤＶＤ・ケース

★容器包装プラスチックに該当しても、汚れのついたもの、汚れや臭いの落ちないものは対象に
　なりません。
★プラスチック製であっても、容器包装以外のプラスチック製品は対象になりません。

★中をゆすいで水を切り、乾かしてください。
★キャップとラベルは取り外し「その他のプラスチック容器包装類」へ。

リサイクル
 できません！

ペットボトル

対象外のプラスチック

★汚れや臭いのあるものは、リサ
イクルできません。混ぜないで
ください。他のものもリサイク
ルできなくなります。

★汚れや臭いのあるものは、リサ
イクルできません。混ぜないで
ください。

★値札など取れないものは、付い
ていてもかまいません。

マークの
あるものに限ります

その他のプラスチック容器包装類

容器包装ごみは、これまで「もえるごみ」として出していたものの中から、容器包装ごみを分別し
て、リサイクルにご協力いただくものです。きれいなもの、臭いのないものが対象です。
指定ごみ袋に入れるときは二重袋にしないでください。収集場所は「不燃ごみ収集場所・不燃ごみ
ステーション」、湯沢町は「ごみステーション」です。

●レジ袋・トイレット
　ペーパー・日用品
　などの袋

●お菓子・海苔の仕切り
　トレイ・卵パック

●野菜・果物の
　ネット

●お菓子の外装・個包装・
　インスタント食品の袋・
　マヨネーズの外装

商品が入っていたプラスチック製の容器や袋
（きれいなもの、臭いのないもの）が対象です。

●弁当などの容器

●お惣菜・生鮮食品・
　お寿司などのトレイ

●カップ麺の
　容器

●白トレイ

●キャップ・ラベル類 ●豆腐・飲料などの
　容器

★スーパーなどの
　回収ボックスも
　ご利用ください。

●発泡スチロール・色つき
　発泡スチロール

●パン・菓子パン・
　麺・野菜の袋

●歯ブラシなどのパック

★発泡
　スチロールは
　小さく割ってもかまいません。

★平成26年４月から、分別の種類は「ペットボトル」と「その他のプラスチック容器包装類」の２種類にな
りました。「白トレイ」「発泡スチロール」も「その他のプラスチック容器包装類」に入れてください。

★大量の水や洗剤を使用しなければ汚れが落ちないものは「もえるごみ」に出してください。無理のな
い分別を実践しましょう。
★容器包装ごみの分別が難しくてわからない方は、「もえるごみ」に入れても「違反」にはなりません。
できるところから始めてください。
★容器包装ごみは、市町村によって分別内容が異なります。「プラ」マークがあっても、収集対象外の
ものがあります（７ページ参照）。詳しくはお問い合わせください。

家 庭 用
容器包装ごみ袋

南魚沼市・湯沢町

家 庭 用
容器包装ごみ袋

南魚沼市・湯沢町
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容器包装ごみ袋
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マンガマンガ

大売出し！

和菓子

ジ
ュ
ー
ス

ジ
ュ
ー
ス

注 意

米袋

FAX

伝票

コ
シ
ヒ
カ
リ

古紙類 古紙類
古紙類の収集は「拠点回収」と「ステーション収集」があります。古紙類を出すときは、種類ごと
に「ひも」で十字にしばり、決められた収集場所に出してください。指定ごみ袋は使用しないで
ください。収集日・収集時間は「家庭ごみ収集カレンダー」で確認してください。六日町地域は
「ステーション収集」は行っていません。

新聞紙

教科書 漫画本

ケーキ箱

包装紙

菓子箱

（紙袋・紙箱に入れて縛るも可）

おもちゃ箱 箸（はし）袋
書籍週刊誌

カタログ集

ポスター・
チラシ

封筒・便せん

★チラシは混ぜないでください。
★地方紙など、一般紙と紙質が違うものは
　「雑誌・チラシ・雑紙」へ。

色柄のダンボールも可。
★ガムテープは「もえるごみ」へ。
★止め具は「その他不燃ごみ」へ。

新　聞　紙 ダンボール

雑誌・チラシ・雑紙 紙箱・紙袋・包装紙

★可燃ごみ処理施設では、随時、古紙類の搬入を無
料で受け付けています。係員の指示に従って降ろ
してください。

㈱雪国環境サービス　☎783-3939（南田中）
魚沼廃棄物興産㈱　☎780-2488（泉新田）
ウ ブ カ タ 資 源 ㈱　☎772-7050（美佐島）
岡 村 リ ソ ー ズ ㈱　☎772-2250（二日町）

●粘着物のついた封筒

●裏カーボン紙・
　ノーカーボン紙など
　（宅急便の複写伝票など）

●感熱紙
 （ファックス用紙、
　レシートなど）

●アルミ加工
　されている紙

●臭いのついた紙
（石鹸の個別包装紙、紙製の
　洗剤容器、線香の紙箱など）

●粘着テープ

●防水加工された紙
（紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器・紙製の
　ヨーグルト容器、油紙、ロウ紙など）

●圧着はがき（親展はがきなど）

●印画紙の写真・インクジェット写真
　プリント用紙・感光紙（青焼きコピー紙）

●油・汚れのついた紙
（使用済のティッシュペーパー、
　タオルペーパー、食品残差
　などで汚れた紙）

その他
・雑誌・コピー紙・のし袋・ハガキ
・習字紙・メモ紙・名刺・文庫本
・１枚カタログ・カレンダー（金属部除く）
・日めくり暦紙・ポスター
・パンフレット・色上（中）質紙
・管紙（トイレットペーパー芯）など

その他　・靴の箱・土産用紙バッグ
　　　　・本の化粧箱など

★セロハンテープは
　はがしてください。

朝刊・夕刊紙

ダンボール

ダンボール
紙パック

断面がこのように
段になっているのが
ダンボールです。

★拠点回収・ステーション収集のほかに、各地域の子供会や学校などの廃品回収、民間事業者による
回収もご利用ください。また、可燃ごみ処理施設には、随時直接搬入することができます。

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

飲料用パック

●ひも束ね
たば

米　　袋

●ひも束ね
たば

注 意

注 意

★プラスチック素材の
カタログ、パンフ
レットなどは混ぜな
いでください。

※カレンダーの金属
部分やファイルの
金具は外して「そ
の他不燃ごみ」へ

紙

★アルミ（銀紙）加工の場合は
　「もえるごみ」へ

★外包装フィルムは「その他のプラ
　スチック容器包装類」へ

★取り出し口のフィル
　ムは「その他プラ」へ

★紙以外の取手は
　　　「もえるごみ」へ

※ボックスタイプ・ソフトタイプも
　このように分けてください。

ティッシュ箱お
菓
子
箱

タ
バ
コ

紙
製
バ
ッ
グ

紙箱は開いてください。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

★「飲料用パック」は「雑誌・チラシ・雑紙」
　に混ぜないで、単独で束ねてください。

★米ぬか、酒かすの入っていた米袋は「もえるごみ」へ。

リサイクルできません！「もえるごみ」に出してください。

対象外の紙類 ★以下の紙類は、リサイクルできません。混ぜないでください。

★古紙回収業者に直接お願いすることもできます。

◆拠点回収の場所と時間　（収集日は家庭ごみ収集カレンダーで確認してください。）

「紙パック」マーク付きの
牛乳パック、酒パック、
ジュースパックなど

★注ぎ口は切取り
　もえるごみ」へ

★「紙パック」マーク
　付きのジュースな
　どパックで内側が
　アルミ（銀紙）加工の場合は「もえるごみ」へ
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してください。

㈱雪国環境サービス　☎783-3939（南田中）
魚沼廃棄物興産㈱　☎780-2488（泉新田）
ウ ブ カ タ 資 源 ㈱　☎772-7050（美佐島）
岡 村 リ ソ ー ズ ㈱　☎772-2250（二日町）

●粘着物のついた封筒

●裏カーボン紙・
　ノーカーボン紙など
　（宅急便の複写伝票など）

●感熱紙
 （ファックス用紙、
　レシートなど）

●アルミ加工
　されている紙

●臭いのついた紙
（石鹸の個別包装紙、紙製の
　洗剤容器、線香の紙箱など）

●粘着テープ

●防水加工された紙
（紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器・紙製の
　ヨーグルト容器、油紙、ロウ紙など）

●圧着はがき（親展はがきなど）

●印画紙の写真・インクジェット写真
　プリント用紙・感光紙（青焼きコピー紙）

●油・汚れのついた紙
（使用済のティッシュペーパー、
　タオルペーパー、食品残差
　などで汚れた紙）

その他
・雑誌・コピー紙・のし袋・ハガキ
・習字紙・メモ紙・名刺・文庫本
・１枚カタログ・カレンダー（金属部除く）
・日めくり暦紙・ポスター
・パンフレット・色上（中）質紙
・管紙（トイレットペーパー芯）など

その他　・靴の箱・土産用紙バッグ
　　　　・本の化粧箱など

★セロハンテープは
　はがしてください。

朝刊・夕刊紙

ダンボール

ダンボール
紙パック

断面がこのように
段になっているのが
ダンボールです。

★拠点回収・ステーション収集のほかに、各地域の子供会や学校などの廃品回収、民間事業者による
回収もご利用ください。また、可燃ごみ処理施設には、随時直接搬入することができます。

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

●ひも束ね
たば

飲料用パック

●ひも束ね
たば

米　　袋

●ひも束ね
たば

注 意

注 意

★プラスチック素材の
カタログ、パンフ
レットなどは混ぜな
いでください。

※カレンダーの金属
部分やファイルの
金具は外して「そ
の他不燃ごみ」へ

紙

★アルミ（銀紙）加工の場合は
　「もえるごみ」へ

★外包装フィルムは「その他のプラ
　スチック容器包装類」へ

★取り出し口のフィル
　ムは「その他プラ」へ

★紙以外の取手は
　　　「もえるごみ」へ

※ボックスタイプ・ソフトタイプも
　このように分けてください。

ティッシュ箱お
菓
子
箱

タ
バ
コ

紙
製
バ
ッ
グ

紙箱は開いてください。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

★「飲料用パック」は「雑誌・チラシ・雑紙」
　に混ぜないで、単独で束ねてください。

★米ぬか、酒かすの入っていた米袋は「もえるごみ」へ。

リサイクルできません！「もえるごみ」に出してください。

対象外の紙類 ★以下の紙類は、リサイクルできません。混ぜないでください。

★古紙回収業者に直接お願いすることもできます。

◆拠点回収の場所と時間　（収集日は家庭ごみ収集カレンダーで確認してください。）

「紙パック」マーク付きの
牛乳パック、酒パック、
ジュースパックなど

★注ぎ口は切取り
　もえるごみ」へ

★「紙パック」マーク
　付きのジュースな
　どパックで内側が
　アルミ（銀紙）加工の場合は「もえるごみ」へ

塩沢地域　午前７時〜 11時 六日町地域 午前７時〜 11時 湯沢町　午前９時〜午後４時

・市役所塩沢庁舎駐車場
・中之島小学校駐車場
・農業者トレーニングセンター駐車場
・上田農村環境改善センター駐車場

・市役所本庁舎駐車場
・五十沢地域開発センター駐車場
・城内地域開発センター駐車場
・大巻地域開発センター駐車場

毎週火曜日
・湯沢町資源ごみストックヤード
　　（湯沢町中子）
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粗大ごみ
長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが10㎏を超えるものは、可燃ごみ処理施設または不燃
ごみ処理施設に直接搬入してください。
粗大ごみを自動車に積んで来てください。重さを量って処理料金を計算します。受付時に計量し、
品物を降ろしてから再度計量します。

ふとん

たたみ

木製ベッド

木製
家具類

じゅうたん及び上敷
木製椅子 木製机

ストーブ（大型） ガスレンジ（大型） ドラム缶

電子
レンジ

トタン板

自転車ステレオ

可燃性粗大ごみ 不燃性粗大ごみ

★テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、
エアコンは対象外です。販売店か専門業者に依頼してください。
　詳しくは12ページ「収集対象外のごみ」をご覧ください。

注意して
ください。

●寝具（布団・毛布・シーツ・スプリング無しマットレス）
●木製家具（タンス・机・ベッドなど）
●畳・じゅうたん・カーテン　●クロカンスキー
●木材・庭木など（長さ２ｍ×直径50㎝以内）

●電子レンジ●ガスレンジ（大型）●自転車
●ストーブ（大型）●アルペンスキー●脚立●トタン
●サッシ●鏡台●金属製机・椅子●一輪車（農作業用）
●ドラム缶●スプリング入りマットレス
●金属パイプ入りソファーなど

可燃ごみ処理施設に
直接搬入してください。

不燃ごみ処理施設に
直接搬入してください。

※２ｍを超える大きなもので、破砕機に入らないものは処理できません。受け入れをお断りすることがあります。

× ×

★処理料金表（可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、共通）
区　　　分 単　位 手数料

下記以外の家庭系廃棄物
破砕なし 10㎏ごとに 50円

破砕有り 10㎏ごとに 100円
スプリング入り≪マットレス・ソファー・椅子≫
マッサージチェア １点につき 1,500円

アコーディオンカーテン、オルガン、エレクトーン、
ワープロ、除湿機、冷水機、水冷式クーラー １点につき 500円

★受入時間
曜　　日 時　間

月曜日〜土曜日
９時〜12時

13時〜17時

日曜日・祝日 ９時〜12時

※１月１日〜３日は施設の休業日です。
※可燃ごみ・不燃ごみ処理施設、共通。
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PC
リサイクル

LPG

収集対象外のごみ
以下に記載のあるものは、可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設では処理できません。
収集も直接搬入もできませんので、販売店か専門業者に処理を依頼してください。

エアコン

衣類乾燥機冷凍庫

○デスクトップパソコン
○ノートパソコン
○パソコン用ディスプレイ

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

車の部品類 廃タイヤ

農機具

耐火性金庫

建築廃材

プロパン
ガスボンベ

農薬・溶剤消火器

バイク

購入先から引き取ってもらうか、処理専門業者に
依頼してください。

処理困難物

廃家電４品目 パソコン

○自動車及び部品、バイク、廃タイヤ
○バッテリー、ガスボンベ、消火器
○耐火金庫、ピアノ、自動販売機
○デスクトップワープロ（ブラウン管）
○農機具、廃油、農薬、塗料、溶剤
○土石類、建築廃材類（鋼材・鉄筋ブロック・
　レンガ・石膏ボードなど）
○シャッター、ワイヤーロープ、コンクリー
　ト製品など

ＰＣリサイクルマークのついたパソ
コンは、リサイクル料金がかかりま
せん。
マークのついていないパソコンは、
回収再資源化料金がかかります。

①買い換えの場合
　新たに購入する販売店に回収を依頼してください。
②廃棄する場合
　過去に購入した販売店に回収を依頼してください。
③販売店が引き取ってくれない場合
　収集運搬許可業者にお問合わせください。

★次のいずれかの方法で処理してください。

　　◆問合せ先：クリーン産業㈱
　　　　　　南魚沼市島新田529 電話025-782-4840
※いずれの場合も収集運搬料金、リサイクル料金がかかります。

テ
レ
ビ

冷
蔵
庫

洗
濯
機

★パソコンのメーカーに回収の申込みをして
　ください。（ホームページからの申込みもできます。）

一般社団法人
パソコン３R推進協会

http://www.pc3r.jp/
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※容器包装ごみは、指定ごみ袋また
　は任意の袋を使用してください。

搬
入
方
法

施設利用のご案内
可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設とも、家庭ごみを直接搬入することができます。可燃ごみ、
不燃ごみを分別し、自動車に積んで来てください。ごみの重量で料金を計算しますので、指定ごみ
袋は必要ありません。（指定ごみ袋を使用して搬入することもできます。）

受入時間

※搬入車両は、４ｔ車以内で荷台の長さは3.2ｍ以内にしてください。

※１月１日～３日は施設の休業日です。可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、共通。

１回目：ごみを積んだままの車両重量を量ります。
２回目：ごみを降ろした後、車両重量を量ります。
★１回目から２回目を差し引いて、ごみの重量を算出します。

２回計量と処理料金

●不燃ごみ（缶・びん・有害ごみ・その他不燃ごみ）
●容器包装ごみ
　（ペットボトル・その他のプラスチック容器包装類）
●不燃性粗大ごみ

①処分するもの（ごみ）を自動車に積んで来てください。
②自動車にごみを積んだまま、施設の計量台で重さを量ります。
③受付窓口であなたの住所・地域とごみの種類をお聞きします。
④搬入カードを受け取り、先へ進んでください。
⑤係員の指示に従って、決められた場所にごみを降ろしてください。
⑥ごみを降ろした状態で、もう一度計量台で重さを量ります。
⑦窓口に搬入カードを渡してください。計量して料金を計算します。
⑧料金を支払ってお帰りください。
※指定袋を使用している場合は、計量のみで処理料金はかかりません。

※２ｍを超える大きなもので、破砕機に入らないものは処理できません。受け入れをお断りすることがあります。

※品物により、処理料金が決められているものがあります。11ページを参照してください。

ごみの重量

マイナス

★ごみの重量（10㎏単位）で
　処理料金を計算します。

不燃ごみ処理施設に
搬入してください。

可燃ごみ処理施設に
搬入してください。●もえるごみ　●古紙類　●可燃性粗大ごみ

1回目

ごみを積んだままの車両重量

ごみ

ごみ

2回目

ごみを降ろした車両重量

月曜日〜土曜日 ９時〜 12時 13時〜 17時

日曜日・祝　日 ９時〜 12時

★処理料金表（可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、共通）
区　　分 単　位 手数料 基　準

指定袋なし・破砕なし 10㎏ごとに 　５０円 長さ、大きさが 60㎝以下のもの

指定袋なし・破砕有り 10㎏ごとに １００円 長さ、大きさが 60㎝を超えるもの

指 定 袋 使 用 無　料 長さ、大きさが 60㎝以下のもの

古 紙 類 無　料 　　　　　　　—
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溶融炉

1,650℃

1,800℃
〜

可燃ごみ処理施設

缶
その他不燃ごみ

鉄
再資源化

残 渣
埋立物

アルミ
再資源化

可燃物

場内電力
付属温泉施設

埋立物

建設資材
再資源化

不燃性粗大ごみ

破砕機 磁選機

発電機

排ガス

飛灰

スラグ

アルミ選別機

溶 融

1年間の処理量は約21,000トン

不燃ごみ処理施設

不燃ごみ 破 砕 選 別

もえるごみ

可燃性粗大ごみ

可燃ごみ 溶 融 発 電

1年間の処理量は約1,600トン

ごみのゆくえ（イメージ図）
可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設に搬入されたごみは、種類ごとに分別され処理されていま
す。可燃ごみは高温で溶融されスラグ化されます。不燃ごみからは鉄・アルミ・金・銅・レアメ
タルなどの有効資源が回収されます。

ごみを高熱で溶融してスラグ化します。溶融スラグは道路路
盤材や埋戻し材として再利用されます。廃熱を利用して発電
し、施設内の電力や付属温泉施設の給湯に活用しています。

破砕機により、粗大ごみや不燃ごみを破砕し、磁選機（磁石）
やアルミ選別機で、鉄・アルミなどの有効資源を回収します。
びん類、容器包装ごみは、用途に応じて再利用されます。

蛍光灯・乾電池などの有害ごみは、処
理業者により鉄製品や亜鉛地金に再利
用されます。

ペットボトル、その他のプラスチック
容器包装類は、減容機で圧縮・梱包し
ます。繊維やプラスチック製品などに
再利用されます。

びん類は、白・茶・その他の色に選別
し機械で破砕してガラスくず（カレッ
ト）にします。カレットは用途に応じ
て再利用されます。

掃除機、炊飯器、デジタルカメラ、ゲー
ム機などの小型家電製品は、不燃ごみの
中から選別し、鉄やアルミのほか金や銅、
レアメタルなどを回収します。

び　ん 有害ごみ

小型家電 容器包装ごみ

もえるごみ
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①ごみを減らしましょう
Reduce（リデュース：減らす）

②繰り返し使いましょう
Reuse（リユース：繰り返し使う）

③再資源化しましょう
Recycle
（リサイクル：再資源化）

～循環型社会を目指して～3Ｒを実践しましょう
家庭でできるごみ減量化に取り組みましょう。
①ごみを減らし、②使えるものは繰り返し使い、
③使えなくなったら資源として再利用する
ことが、循環型社会をつくることにつながります。
３Ｒとは、下記の３つの言語の頭文字をとった言葉です。

★マイバックを持参して、レジ袋をもらわないようにしましょう。
★割り箸ではなく、マイ箸を使いましょう。
★使い捨て商品ではなく、詰め替え商品を選びましょう。
★適量調理で食べ残しをなくしましょう。

そして、使えなくなったものは
再資源化することです。

★不要なものはフリーマーケットなどを活用して、再利用しましょう。
★壊れたら修理をして、物を大切に長く使いましょう。
★お酒やジュースなどは、リターナルびんを選びましょう。
（※リターナルびんとは、洗浄して繰り返し使用するびんのこと） ★ごみは正しく分別して、

　出しましょう。
★スーパーなどの店頭回収に
　協力しましょう。
★リサイクル品を
　購入して使いましょう。

次に大切なことは、使えるものは繰り返し使うことです。

一番大切なことは、ごみを出さないこと、ごみを減らすことです。

「ゆざわ たばこマナー」とは
　路上等での喫煙及びポイ捨てに対するマナーを
徹底することで、健康で安全・快適な地域環境を
確保し、誰もが訪れたくなる観光都市にふさわし
い環境を守ることを目的に、湯沢町観光協会、湯
沢町商工会及び湯沢町の三者協働により創設され
たのが『ゆざわ たばこマナー』です。

　湯沢町に滞在する全てのみなさんで、マナーの
徹底に取り組みましょう！
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ごみの分別表 平成26年３月現在

家庭ごみを出すときは、ルールを守って正しく出しましょう。

※掲載以外の品目については、南魚沼市廃棄物対策課または湯沢町町民課にお問い合わせください。

①指定ごみ袋を使用するときは、長さ・大きさは60㎝以内、重さは10㎏以下にしてください。
②長さ・大きさが60㎝を超えるものや、重さが10㎏を超えるものは直接搬入してください。
③直接搬入するときの長さ・大きさは２ｍ以内（破砕機に入る大きさ）にしてください。

あ

16

品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

あ IHクッキングヒーター 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

アイスクリームの容器・包装（紙製） もえるごみ

アイスクリームの容器・包装（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

アイスノン もえるごみ
アイロン その他不燃ごみ
アイロン台（金属なし） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

アイロン台（金属部分あり） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

あかすり もえるごみ
空き缶（スチール缶・アルミ缶） 缶 中をゆすいで水を切ってください。

空き箱（紙製） 古紙類 開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

空きびん（飲料用・調味料用） びん 中をゆすいで水を切ってください。
割れたびんは「その他不燃ごみ」。

空きびん（一升びん・ビールびん） びん 中をゆすいで水を切ってください。
販売店の引き取りもご利用ください。

空きびん（化粧品用） その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

アクセサリー（金属製） その他不燃ごみ
アクセサリー（プラスチック製） もえるごみ
アコーディオン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

アコーディオンカーテン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

足ふきマット もえるごみ
畦シート 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

アタッシュケース（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

アタッシュケース（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

アタン板 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

圧着ハガキ もえるごみ

油（食用油） もえるごみ 布や紙に吸わせるか、凝固剤を使用してください。
廃天ぷら油の回収もご利用ください。

油紙 もえるごみ
油の缶（食用油の缶） 缶 中身は使い切ってください。

油のボトル（プラスチック製） もえるごみ 中身は使い切ってください。

編み機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

網戸 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

アルカリ乾電池 有害ごみ
アルバム（厚紙・ビニール製） もえるごみ
アルミサッシ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

アルミホイル・アルミ箔の鍋容器 その他不燃ごみ
アルミホイルの芯・外箱 古紙類 紙以外は取り除き、ひもで束ねてください。

あんか その他不燃ごみ
安全ピン その他不燃ごみ
アンテナ（テレビ用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

アンプ その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

い 育苗箱 もえるごみ 農業用は農協に依頼してください。

衣装ケース（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

衣装ケース（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

移植ベラ（プラスチック製） もえるごみ
移植ベラ（金属製） その他不燃ごみ
椅子（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

椅子（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

板ガラス 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
60㎝以内は「その他不燃ごみ」。

板類（木製・プラ製）・木材・丸棒 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください（長さ２ｍ以内）。
60㎝以内は「もえるごみ」。

板類（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください（長さ２ｍ以内）。
60㎝以内は「その他不燃ごみ」。

一輪車（スポーツ用・競技用） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

一輪車（農作業用） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

一斗缶 その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。中身が入っているもの
は、販売店に相談してください。

一升びん びん 販売店の引き取りも利用してください。

一升びんのふた（金属製） その他不燃ごみ
イボ竹 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

衣料品の袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ）
衣類 もえるごみ
衣類乾燥機 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

医薬品（家庭用常備薬） もえるごみ
入れ歯（プラスチック製） もえるごみ

色つきトレイ（プリントトレイ） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

印画紙 もえるごみ
印鑑（木製・プラスチック製） もえるごみ
印鑑（石製・金属製） その他不燃ごみ
インクジェットカートリッジ もえるごみ 販売店の回収ボックスも利用してください。

インクリボン もえるごみ
インスタント食品の袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

インターホン その他不燃ごみ

う ウインドファン（フロンガスのないもの） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

植木の枝葉 もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

植木鉢（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

植木鉢（素焼き・陶器・金属製） その他不燃ごみ
植木用支柱（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

植木用支柱（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ウォークマン その他不燃ごみ
うがい薬の容器（プラスチック製） もえるごみ
浮輪 もえるごみ
臼（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

腕時計 その他不燃ごみ
乳母車（ベビーカー） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

羽毛布団 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

え エアコン 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

液晶テレビ（プラズマ） 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

枝木（剪定枝） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください（長さ２ｍ以内）。
60㎝以内は「もえるごみ」。

枝切りハサミ その他不燃ごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

絵具チューブ（プラスチック製） もえるごみ
MD（ケース含む） もえるごみ
MDプレーヤー その他不燃ごみ
LED電球 有害ごみ
エレクトーン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

エンジンオイル 処理困難物 ガソリンスタンドなどに依頼してください。

延長コード その他不燃ごみ
煙突 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

鉛筆 もえるごみ

塩ビ管 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください（長さ２ｍ以内）。
60㎝以内は「もえるごみ」。

鉛筆削り器 その他不燃ごみ

お オイル缶（機械油の缶） その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

オイルヒーター 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

王冠（金属製） その他不燃ごみ
オーディオ機器類（チューナーなど） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

オーディオラック（木製・プラ製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

オートバイ 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

オーブントースター その他不燃ごみ
オーブンレンジ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

置時計・壁掛け時計 その他不燃ごみ
お菓子の外装・袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

お菓子の個包装（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

お菓子の仕切りトレイ（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

おけ（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

おけ（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

お寿司の容器（持ち帰り用） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

お膳（木製・プラスチック製） もえるごみ

お惣菜のトレイ 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

お玉（木製・プラスチック製） もえるごみ
お玉（金属製） その他不燃ごみ
落ち葉 もえるごみ
斧（おの） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

お盆（木製・プラスチック製） もえるごみ
お盆（金属製） その他不燃ごみ
おまる（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

おむつ・おむつカバー もえるごみ 汚物はトイレに流してください。

おもちゃ（木製・プラスチック製） もえるごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

おもちゃ（金属製） その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

おもちゃの箱（紙製） 古紙類 開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

折りたたみ机・椅子（木製・プラ製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

折りたたみ机・椅子（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

折詰箱 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

オルガン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

オルゴール その他不燃ごみ
おろし金（プラスチック製） もえるごみ
おろし金（金属製） その他不燃ごみ
温水器 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

温度計 その他不燃ごみ 水銀温度計は「有害ごみ」へ。

温風ヒーター その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

か カーステレオ その他不燃ごみ
カーテン 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

カーテンレール（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

カーテンレール（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

カード類（クレジットカードなど） もえるごみ
カーペット（電気式含む） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

カーボン紙 もえるごみ
貝殻 もえるごみ
懐中電灯 その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

カイロ（使い捨て） もえるごみ
カイロ（金属製） その他不燃ごみ
鏡（手鏡など小型の鏡） その他不燃ごみ
鏡（鏡台・姿鏡） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

鍵・カギ その他不燃ごみ
学習机（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

学習机（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

額縁（木製・プラスチック製） もえるごみ ガラスは外して「その他不燃ごみ」へ。

額縁（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

掛け軸 もえるごみ
拡声器（金属製） その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

家具類（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

家具類（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

囲い用木材 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。（長さ２ｍ×直径50㎝以内）

傘・折りたたみ傘 その他不燃ごみ ３号袋を使用し、袋口をひもで固定してください。

傘立て（木製・プラ製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

傘立て（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

火災報知器 その他不燃ごみ
加湿器 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

菓子箱 古紙類 開いてひもで束ねる。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

菓子パンの袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

菓子袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

菓子類の缶 缶
ガスコンロ（カセット式） その他不燃ごみ
ガスレンジ・ガス台（大型） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ガスボンベ（カセット式） 缶 使い切って穴をあけてください。

ガスボンベ（ＬＰガス） 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

ガス小型瞬間湯沸かし器 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

カセットテープ・ケース もえるごみ
カセットデッキ その他不燃ごみ
ガソリン 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

カタログ 古紙類 ひもで十字にしばってください。

カッターナイフ その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

カップ麺の容器（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

かなづち（金槌） その他不燃ごみ
カバン類（革製・ビニール製） もえるごみ
カバン類（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

がびょう その他不燃ごみ

花瓶（ガラス・陶磁器・金属製） その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、「割れた花瓶」などと
書いてください。

かま（鎌）・草刈鎌 その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

釜 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

紙おむつ もえるごみ 汚物はトイレに流してください。

紙コップ・紙皿 もえるごみ
紙製バッグ 古紙類 紙以外の取手は「もえるごみ」へ。

カミソリ（プラスチック製） もえるごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

カミソリ（金属製） その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

紙箱 古紙類 開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

紙パック（飲料用） 古紙類 紙以外は取り除き、開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

紙パック（内側アルミ加工） もえるごみ

紙袋 古紙類 紙以外は取り除いてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

カメラ・デジタルカメラ その他不燃ごみ
壁 処理困難物 専門業者に依頼してください。

カラーボックス 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ガラスくず その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、
「ガラス」と書いてください。

ガラス製品（食器類） その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、
「ガラス」と書いてください。

ガラス戸 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

カレールーの容器 もえるごみ 汚れを落とせば「容器包装ごみ」。

カレンダー 古紙類 金属部分は取り除き、「その他不燃ごみ」へ。

革製品 もえるごみ
缶（飲料用・食品用）・缶詰の空き缶 缶 中をゆすいで水を切ってください。

缶ジュースのふた 缶 裏ぶたがコルクやプラスチックのものは
「その他不燃ごみ」へ。

缶詰のふた 缶 ゆすいで水を切ってください。

換気扇（家庭用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

緩衝材（紙製） もえるごみ
緩衝材（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ）
乾燥機（衣類乾燥機） 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

乾燥剤 もえるごみ
乾電池 有害ごみ
乾電池（ボタン型・充電式） 処理困難物 回収協力店の回収ボックスを利用してください。

感熱紙（レシート、ファックス用紙） もえるごみ
き 木類（木くず・木端） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

キーボード（楽器・演奏用） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

キーボード（パソコン用） その他不燃ごみ
キーホルダー（金属製） その他不燃ごみ
機械油 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ギター 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

キックスケーター（ボード） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

木槌 もえるごみ
キッチンラック（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

キッチンラック（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

キッチンワゴン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

きね 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

木の根 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。（長さ２ｍ×直径50㎝以内）

着物・帯 もえるごみ
脚立 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

キャップ・ふた（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

キャップ・ふた（金属製） その他不燃ごみ
キャリーバック（ケース・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

急須（陶磁器・金属・ガラス製） その他不燃ごみ
給湯器 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

牛乳パック 古紙類 中をゆすいで乾かし、開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

給油ポンプ（手動式） もえるごみ
給油ポンプ（電動式） その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

教科書 古紙類 ひもで十字にしばってください。

鏡台（ドレッサー） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

強化プラスチック製品 処理困難物 専門業者に依頼してください。

きり（工具） その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

金魚鉢 その他不燃ごみ
金庫（耐火金庫） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

金庫（手提式） その他不燃ごみ
金属類・金属くず その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

く 空気入れ（プラ製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

空気入れ（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

空気清浄機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

クーラーボックス（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

くぎ その他不燃ごみ
草花 もえるごみ
草刈機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

草刈機の刃 その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

鎖 その他不燃ごみ
くし・ヘアブラシ（木製・プラスチック製） もえるごみ
くし・ヘアブラシ（金属製） その他不燃ごみ
串（木製・竹・プラスチック製） もえるごみ
串（金属製） その他不燃ごみ 先端は新聞紙に包んでください。

薬（錠剤・顆粒・カプセル） もえるごみ
薬の容器（プラスチック製） もえるごみ
薬の容器（びん・ガラス製） びん 中をゆすいで水を切ってください。

果物のトレイ（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

果物のネット 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

口紅の容器（金属製） その他不燃ごみ
口紅の容器（プラスチック製） もえるごみ
靴（革・布製・ビニール） もえるごみ

靴の箱 古紙類 開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

靴下 もえるごみ
クッション もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

首輪（ペット用） もえるごみ 金属部分は「その他不燃ごみ」へ。

グラインダー その他不燃ごみ
クリアファイル もえるごみ
クリーニングの袋 もえるごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

クリスマスツリー（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

クリスマスツリー用電飾 その他不燃ごみ
車椅子 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

車椅子（電動式） 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

クレヨン・クレパス もえるごみ
グローブ（ミット） もえるごみ
グローランプ その他不燃ごみ

鍬（くわ） 不燃性粗大ごみ 刃と柄を分ければ、刃は「その他不燃ごみ」。
柄は60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

け 蛍光灯・蛍光管 有害ごみ 購入時の包箱に入れてもかまいません。割れた蛍光
灯（管）も有害ごみ（※新聞紙に包んでください）。

蛍光灯（長い蛍光灯） 有害ごみ ３号袋を使用し、袋口をひもで固定してください。

携帯電話 その他不燃ごみ 販売店もご利用ください。

計量器・はかり その他不燃ごみ
ゲーム機 その他不燃ごみ
ゲームソフト もえるごみ
劇薬・農薬 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

化粧品のびん その他不燃ごみ
化粧品容器（プラスチック製） もえるごみ
下駄 もえるごみ
下駄箱（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ケチャップの容器 もえるごみ
血圧計 その他不燃ごみ 水銀血圧計は「有害ごみ」へ。

玄関泥落しマット（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

玄関泥落しマット（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

健康器具（ルームランナーなど） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

剣山 その他不燃ごみ 針の部分は新聞紙に包んでください。

原付バイク（原動機付自転車） 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

顕微鏡 その他不燃ごみ

こ 耕運機 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

工具・工具箱（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

工具・工具箱（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ゴーグル（プラスチック製） もえるごみ
コーヒーメーカー その他不燃ごみ
コーヒーびん びん 中をゆすいで水を切ってください。

コーヒーびんのふた（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

氷枕 もえるごみ
コールタール 処理困難物 専門業者に依頼してください。

黒板 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ござ 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

こたつ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

こたつ板 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

こたつ敷き 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

こたつ布団 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

コップ（紙・プラスチック製） もえるごみ

コップ（ガラス・陶磁器・金属製） その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、
「コップ」と書いてください。

粉ミルクの缶 缶 中をゆすいで水を切ってください。

粉ミルクの缶のふた（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

木の葉 もえるごみ
ゴム製品（ゴム手袋・ゴム長靴など） もえるごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

ゴムホース もえるごみ 60㎝以内に切ってください。
切れないものは直接搬入してください。

ゴムボート 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ゴムマット もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

米びつ（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

米袋（30㎏用紙製） 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ゴルフクラブ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ゴルフシューズ もえるごみ
ゴルフバック 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ゴルフボール もえるごみ
ゴルフマット（人工芝・プラスチック製） もえるごみ
コンクリート製品・ブロック 処理困難物 専門業者に依頼してください。

コンパネ（板） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

コンポ（ステレオ） 不燃性粗大ごみ 指定袋に入れば「その他不燃ごみ」。

コンポスト（堆肥化容器） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

さ サーフボード 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

サイクリングマシン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

座椅子（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

座椅子（金属製・金属パイプ入り） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

サイドボード 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

財布 もえるごみ
材木・竹（小） もえるごみ 長さ60㎝以内×直径10㎝以内。

材木・竹（大） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。（長さ２ｍ×直径50㎝以内）

魚焼き器 その他不燃ごみ
酒燗器 その他不燃ごみ

酒パック 古紙類 紙以外は取り除き、開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

酒びん びん 一升びんは販売店の引き取りも利用してください。

座卓 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

サッカーボール もえるごみ
サッシ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

雑誌（雑紙） 古紙類 ひもで十字にしばってください。

殺虫剤の缶（スプレー缶） 缶 使い切って穴を開けてください。

サニーホース 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

座布団（小） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

座布団（長座布団） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。60㎝以内は「もえるごみ」。

皿（紙・プラスチック製） もえるごみ

皿（陶磁器・ガラス製・金属製） その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、「皿」「ガラス」などと
書いてください。

サラダオイル もえるごみ 布や紙に吸わせるか、凝固剤を使用してください。
廃天ぷら油の回収も利用してください。

ざる・ボウル（籐・竹・プラスチック製） もえるごみ
ざる・ボウル（金属製） その他不燃ごみ
三角コーナー（プラスチック製） もえるごみ
三角コーナー（金属製） その他不燃ごみ
三角コーン（カラーコーン） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

三脚 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

サンダル もえるごみ
三輪車 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

し シーツ 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

CD・MD・DVD（ケース含む） もえるごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

CDプレーヤー その他不燃ごみ
磁気マット 可燃性粗大ごみ
磁石 その他不燃ごみ
辞書・辞典 古紙類 ひもで十字にしばってください。

七輪（コンロ） その他不燃ごみ
漆器 もえるごみ

仕出弁当箱 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

湿布薬 もえるごみ
自転車 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

自動車・自動車部品 自動車リサイクル対象品 販売店に依頼してください

自動販売機 処理困難物 専門業者に依頼してください。

芝刈り機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

シャープペンシル（プラスチック製） もえるごみ
シャープペンシル（金属製） その他不燃ごみ
写真・フィルム もえるごみ
写真フィルムケース（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ）
シャベル（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

シャッター 処理困難物 専門業者に依頼してください。

しゃもじ（木製・プラ製） もえるごみ
シャンプー・リンス容器 もえるごみ
シャンプー・リンス詰め替え容器 もえるごみ
週刊誌 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ジューサーミキサー その他不燃ごみ

ジュースの紙パック 古紙類 開いてひもで束ねてください。
汚れのあるものは「もえるごみ」。

ジュース類・酒類の空き缶 缶 中をゆすいで水を切ってください。

ジュース類・酒類の空きびん びん 中をゆすいで水を切ってください。

じゅうたん 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

重箱 もえるごみ
シュレッダー（家庭用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

シュレッダー紙 もえるごみ
瞬間湯沸かし器（台所用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

消火器 処理困難物 専門業者に依頼してください。

定規（プラスチック製・木製） もえるごみ
定規（金属製） その他不燃ごみ
将棋盤・碁盤 もえるごみ
障子戸 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

消臭剤の容器 もえるごみ
浄水器 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

焼酎のボトル（プラスチック製） 容器包装ごみ（ペットボトル）洗って乾かしてください。汚れの落ちないものは「も
えるごみ」。ふたとラベルは外して「その他プラ」へ。

照明器具（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。
蛍光灯・蛍光管は「有害ごみ」。

照明器具（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。
蛍光灯・蛍光管は「有害ごみ」。

しょうゆのボトル（プラスチック製） 容器包装ごみ（ペットボトル）洗って乾かしてください。汚れの落ちないものは「も
えるごみ」。ふたとラベルは外して「その他プラ」へ。

ジョウロ（プラスチック製） もえるごみ
ジョウロ（金属製） その他不燃ごみ
食器（プラスチック製・木製） もえるごみ
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食器（ガラス製・陶磁器） その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、
「ガラス」「食器」などと書いてください。

食器（金属製） その他不燃ごみ
食器乾燥機・洗浄機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

食器棚 可燃性粗大ごみ ガラス戸は「不燃性粗大ごみ」。

食用油の廃油 もえるごみ 布や紙に吸わせるか、凝固剤を使用してください。
廃天ぷら油の回収も利用してください。

除湿機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

書籍 古紙類 ひもで十字にしばってください。

シルバーカー 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

白トレイ 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。汚れの落ちないものは「も
えるごみ」。店頭回収も利用してください。

シンナー 処理困難物 専門業者に依頼してください。

新聞紙 古紙類 ひもで十字にしばってください。
チラシは混ぜないでください。

す 水銀血圧計 有害ごみ ケースに入れたまま出してください。

水銀体温計 有害ごみ ケースに入れたまま出してください。

水槽（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

水槽（ガラス） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

水中ポンプ 処理困難物 専門業者に依頼してください。

水筒（金属製） その他不燃ごみ
水筒（プラスチック製） その他不燃ごみ
炊飯器・炊飯ジャー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スーツケース・トランク（布製・プラ製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スーツケース・トランク（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

水冷式クーラー 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スキー（アルペン） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スキー（クロカン） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スキー（幼児用プラスチック製） もえるごみ
スキーウエア もえるごみ
スキー金具 その他不燃ごみ
スキーキャリア 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スキー靴 もえるごみ
スキーグローブ（手袋） もえるごみ
スキーストック 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スキャナー その他不燃ごみ
スケート靴 その他不燃ごみ
スケートボード 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スコップ（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スコップ（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

硯（すずり） その他不燃ごみ
スタイロ畳 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

すだれ 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

スタンプ台（プラスチック製・ゴム製） もえるごみ
スタンプ台（金属製） その他不燃ごみ
ステッキ（木製） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ステッキ（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ステレオ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ストーブ その他不燃ごみ 電池を外し灯油を抜いてください。
指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ストーブ（大型） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
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ストック・ポール 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ストロー もえるごみ
砂 受け入れできません 土木業者に依頼してください。

砂時計 その他不燃ごみ
スニーカー もえるごみ
スノーダンプ（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スノーダンプ（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

スノーボード 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

すのこ（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スパイクシューズ もえるごみ
スピーカー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スプレー缶 缶 使い切って穴を開けてください。

すべり台（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ズボンプレッサー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

スリッパ もえるごみ

せ 生鮮食品のトレイ（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

製氷皿（プラスチック製） もえるごみ
生理用品 もえるごみ

石油ストーブ その他不燃ごみ 電池を外し灯油を抜いてください。
指定袋に入らないものは直接搬入してください。

せっけん もえるごみ
石膏（工作用）・石膏人形 その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包んでください。

石膏 処理困難物 専門業者に依頼してください。

石膏ボード 処理困難物 専門業者に依頼してください。

瀬戸物 その他不燃ごみ 割れたものは新聞紙に包み、
「せともの」と書いてください。

セメント 処理困難物 専門業者に依頼してください。

照明器具の笠（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

照明器具の笠（木製・プラ製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ゼリー・プリン容器 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

セロテープカッター台（おもり入り） その他不燃ごみ
洗剤の容器（プラスチック製） もえるごみ
扇子 もえるごみ
洗濯機 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

洗濯ばさみ もえるごみ
洗濯干し（プラスチック製） もえるごみ
扇風機 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

千枚通し その他不燃ごみ 先端を新聞紙で包んでください。

洗面化粧台 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

洗面器（プラスチック製） もえるごみ
洗面器（金属製） その他不燃ごみ

そ 造花（プラスチック製） もえるごみ
双眼鏡 その他不燃ごみ
掃除機 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

袖机 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ソファー（スプリングなし） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ソファー（スプリング入り） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

そり（子供用玩具・木製・プラ製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

そろばん もえるごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

た タープ（レジャー用） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

体温計（水銀） 有害ごみ ケースに入れたまま出してください。

体温計（デジタル） その他不燃ごみ
耐火金庫 処理困難物 専門業者に依頼してください。

台車 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

体重計（ヘルスメーター） その他不燃ごみ

タイプライター その他不燃ごみ 指定袋に入らないもの、10㎏以上あるものは直接
搬入してください。

タイヤ（自動車・オートバイ用） 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

タイヤ（自転車・一輪車用・金属部付） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

タイヤゴム（自転車・一輪車用） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

タイヤチェーン（ゴム製） もえるごみ
タイヤチェーン（金属製） その他不燃ごみ
タイヤホイール 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

タイル その他不燃ごみ
タイルカーペット もえるごみ
卓上コンロ その他不燃ごみ
畳 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

脱衣かご もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

卓球台 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

脱臭剤 もえるごみ
タッパー（食品保存容器） もえるごみ
棚・ラック類（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

棚・ラック類（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

たばこの外装フィルム 容器包装ごみ（その他プラ）
たばこの紙箱 古紙類 アルミ加工の箱は「もえるごみ」へ。

卵の殻 もえるごみ
卵パック（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ）
卵パック（紙製） 古紙類 ひもで十字にしばってください。

たらい（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

たらい（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

樽（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

たれの容器 もえるごみ
たわし（かめのこ・スポンジ・プラ製） もえるごみ
たわし（金属製） その他不燃ごみ
タンス・棚 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

断熱材（グラスウール） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

断熱材（発泡プラスチック） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ダンベル（金属製・金属入り） その他不燃ごみ 10㎏以上あるものは直接搬入してください。

ダンボール 古紙類 ひもで十字にしばってください。ガムテープは「も
えるごみ」。止め具は「その他不燃ごみ」。

ち チェーンソー 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

地球儀 もえるごみ
チャイルドシート 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

チャッカマン もえるごみ ガスを使い切ってください。

茶箱 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

茶筒（金属製） その他不燃ごみ
チューナー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

注射針（昆虫採集用） その他不燃ごみ 新聞紙に刺すか包んでください。

注射針（医療用） 受け入れできません 医療機関、薬局に依頼してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

チョーク もえるごみ
調味料の空きびん びん 中をゆすいで水を切ってください。

調味料の容器（チューブ式） もえるごみ
調理台（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

調理台（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

チラシ類 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ちりとり（プラスチック製） もえるごみ
ちりとり（金属製） その他不燃ごみ

つ 杖（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

杖（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

使い捨てカイロ もえるごみ
使い捨てライター もえるごみ ガスを使い切ってください。

机（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

机（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

漬物石（プラスチックコーティングのもの） その他不燃ごみ 石は搬入できません。

土・泥 受け入れできません 土木業者に依頼してください。

積み木 もえるごみ
爪切り その他不燃ごみ

つゆの容器・ボトル 容器包装ごみ（ペットボトル）洗って乾かしてください。汚れの落ちないものは「も
えるごみ」。ふたは外して「その他プラ」へ。

釣り具（リール） その他不燃ごみ
釣り具（ルアー・木製・プラスチック製） もえるごみ
釣り具（ルアー・金属製） その他不燃ごみ
釣竿（竹・カーボン） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

て Ｔ字カミソリ・ひげそり（プラスチック製） もえるごみ
Т字カミソリ・ひげそり（金属製） その他不燃ごみ
テーブル（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

テーブル（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

テーブルクロス 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ティッシュペーパーの箱 古紙類 紙以外は取り除き、開いてひもで束ねてください。

ティッシュペーパーの取出し口フィルム 容器包装ごみ（その他プラ）
DVD（ケース含む） もえるごみ
DVDプレーヤー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

手桶（プラスチック製） もえるごみ
手鏡 その他不燃ごみ
デジタルカメラ その他不燃ごみ
手シャベル（金属製） その他不燃ごみ
デスクトップパソコン ＰＣリサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

デスクマット（ビニール製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

デスクマット（ガラス製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

鉄アレイ その他不燃ごみ 10㎏以上あるものは直接搬入してください。

デッキブラシ 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

鉄筋ブロック 処理困難物 専門業者に依頼してください。

鉄板 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

テニスラケット（木製） もえるごみ
テニスラケット（金属製） その他不燃ごみ
テレビ 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

テレビ台（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

テレビ台（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

電気あんか その他不燃ごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

電気カミソリ その他不燃ごみ
電気コード その他不燃ごみ
電気コードドラム その他不燃ごみ
電気こたつ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

電気スタンド その他不燃ごみ
電気ストーブ その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

電気製品の緩衝剤 容器包装ごみ（その他プラ）
電気歯ブラシ その他不燃ごみ
電気ポット その他不燃ごみ
電気毛布・電気カーペット 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

電球（白熱電球・グローランプ） その他不燃ごみ LED電球は「有害ごみ」。

電球（ＬＥＤ） 有害ごみ
電子ライター（プラスチック製） もえるごみ 中身は使い切ってください。

電子ライター（金属製） その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

電子レンジ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

天体望遠鏡 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

電卓（計算機） その他不燃ごみ

電池 有害ごみ ボタン型、充電式は回収しません。
回収協力店の回収ボックスを利用してください。

テント（キャンプテント） 可燃性粗大ごみ 支柱など金属部分は「不燃性粗大ごみ」

電動ドリル その他不燃ごみ
電話機 その他不燃ごみ
電話帳 古紙類 ひもで十字にしばってください。

と ドア（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

砥石 その他不燃ごみ
トイレットペーパーなどの外装 容器包装ごみ（その他プラ） 紙の外装は「古紙類」へ。

トイレットペーパーの芯 古紙類 紙袋に入れてしばってください。

トイレブラシ もえるごみ
トイレの洗浄便座 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

トイレの普通便座 もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

陶磁器 その他不燃ごみ
動物の死骸 もえるごみ 要問合せ。ペットの火葬も利用してください。

豆腐の容器 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

灯油ポリタンク もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

灯油ポンプ（手動式） もえるごみ
灯油ポンプ（電動式） その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

トースター その他不燃ごみ
時計 その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

土石類 処理困難物 専門業者に依頼してください。

戸棚 可燃性粗大ごみ ガラス戸は「不燃性粗大ごみ」。

トタン板（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

トタン板（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

土鍋 その他不燃ごみ
ドライバー その他不燃ごみ
ドライヤー その他不燃ごみ
ドラム缶 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ドラムセット（楽器） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ドラムホース 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

鳥かご（金属製） その他不燃ごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

塗料 処理困難物 専門業者に依頼してください。

トレイ（お盆など） もえるごみ

トレイ（魚・惣菜・食品のトレイ・プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

ドレッサー（鏡台） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

トロフィー（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

トロフィー（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

トング（プラスチック製） もえるごみ
トング（金属製） その他不燃ごみ

な ナイフ（包丁・果物ナイフ含む） その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

ナイロン製品 もえるごみ
苗のポット もえるごみ 農業専用は農協に依頼してください。

苗箱 もえるごみ 農業専用は農協に依頼してください。

長靴 もえるごみ
流し台 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

鉈（なた） その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

納豆の容器 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

ナップサック もえるごみ
鍋 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

生ごみ もえるごみ 十分に水切りをしてください。

生ごみ処理機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

波板（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

波板（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

に ニカド電池・ニッケル水素電池 受け入れできません 回収協力店の回収ボックスを利用してください。

二段ベッド（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

二段ベッド（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

日用品の袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

人形（布・紙・木・プラスチック製） もえるごみ
人形（金属・陶製） その他不燃ごみ
人形ケース（プラスチック製） もえるごみ
人形ケース（ガラス製） その他不燃ごみ

ぬ ぬいぐるみ もえるごみ
布おむつ もえるごみ 汚物はトイレに流してください。

布類 もえるごみ

ね ネクタイ もえるごみ
ネクタイピン その他不燃ごみ
ねじ・ボルト その他不燃ごみ
ネット（果物用ネット） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

寝袋 もえるごみ
粘着テープ もえるごみ
粘土（教材用） もえるごみ

の 農機具（手で持てる軽量なもの） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

農機具 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

農業用マルチ 可燃性粗大ごみ 60㎝以内は「もえるごみ」。

農薬・劇薬 処理困難物 農協か販売店に依頼してください。

農薬の容器（プラスチック製） もえるごみ 中身は使い切ってください。

農薬の容器（ガラス製） その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

ノート 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ノートパソコン ＰＣリサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

のこぎり その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

のみ その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

は バーベキューコンロ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ハーモニカ その他不燃ごみ
灰 もえるごみ
灰皿（ガラス・金属・陶器） その他不燃ごみ
バイク 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

パイプ椅子 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

パイプベッド 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

廃天ぷら油 もえるごみ 布や紙に吸わせるか、凝固剤を使用してください。
廃天ぷら油の回収も利用してください。

廃油（機械油） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

バインダー もえるごみ 金属部分は「その他不燃ごみ」へ。

ハガキ 古紙類 圧着ハガキは「もえるごみ」へ。

はかり その他不燃ごみ
白熱電球 その他不燃ごみ
バケツ（プラスチック製） もえるごみ
バケツ（金属製） その他不燃ごみ
ハサミ その他不燃ごみ
箸（木製・プラスチック製） もえるごみ
箸（金属製） その他不燃ごみ
はしご（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

はしご（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

バスケットボール もえるごみ
パソコン ＰＣリサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

パソコン用キーボード その他不燃ごみ
パソコン用プリンター その他不燃ごみ
パソコンラック・パソコンデスク 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

鉢（瀬戸物） その他不燃ごみ
バター・マーガリンの容器 もえるごみ 汚れを落とせば「容器包装ごみ」。

発煙筒 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

パック（イチゴなどのパック・プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

バッグ（皮革・ビニール製） もえるごみ 金属部分は「その他不燃ごみ」へ。

バッテリー 処理困難物 専門業者に依頼してください。

バット（食材入れ） もえるごみ
バット（野球用・木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

バット（野球用・金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

発泡スチロール（白） 容器包装ごみ（その他プラ） 小さく割ってもかまいません。
汚れのあるものは「もえるごみ」へ。

発泡スチロール（色つき） 容器包装ごみ（その他プラ） 小さく割ってもかまいません。
汚れのあるものは「もえるごみ」へ。

花火 もえるごみ 使用済みのものに限ります。

歯ブラシ もえるごみ 電動歯ブラシは「その他不燃ごみ」。

歯ブラシの包装パック（プラ） 容器包装ごみ（その他プラ）
歯ブラシの包装パックの台紙（プラ） 容器包装ごみ（その他プラ） 紙の台紙は「古紙類」へ。

歯磨きチューブ（プラスチック製） もえるごみ
刃物 その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

針 その他不燃ごみ 新聞紙に刺すか包んでください。

針金 その他不燃ごみ
バリカン その他不燃ごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

パレット（絵の具用・木製・プラ製） もえるごみ
バレーボール もえるごみ
ハンガー（木・プラスチック製） もえるごみ
ハンガー（金属製） その他不燃ごみ
ハンガーラック（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ハンガーラック（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

飯ごう その他不燃ごみ
パンの袋 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

パン焼き機（ホームベーカリー） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ひ ピアニカ その他不燃ごみ
ピアノ 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ビーチパラソル 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ビート板 もえるごみ
ビールケース もえるごみ 販売店の引き取りも利用してください。

ビール瓶 びん 販売店の引き取りも利用してください。

ビール瓶のふた その他不燃ごみ
髭剃り（電動） その他不燃ごみ
ひしゃく・お玉（木製・プラスチック製） もえるごみ
ひしゃく・お玉（金属製） その他不燃ごみ
ビデオカメラ その他不燃ごみ バッテリー電池は外して販売店の回収ボックスへ。

ビデオテープ（ケース含む） もえるごみ
ビデオデッキ その他不燃ごみ
ひな壇 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ビニールシート（マルチ） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ビニール製品 もえるごみ
ビニールパイプ（ポリパイプ） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ビニールひも もえるごみ
ビニール袋（レジ袋など） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

ビニールプール もえるごみ
ビニールホース 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

火鉢 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

火箸 その他不燃ごみ
百科事典 古紙類 ひもで十字にしばってください。

表札（木製・プラスチック製） もえるごみ
表札（石製・金属製・陶器） その他不燃ごみ
肥料袋 もえるごみ 農業用は農協に依頼してください。

びん（飲料用・食品用） びん 栓やふたを取り除き、中をゆすいで水を切ってくだ
さい。

びんのふた・王冠（金属製） その他不燃ごみ
便箋 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ふ ファイル（プラスチック製） もえるごみ
ファイル（紙製） 古紙類 ひもで十字にしばってください。

ファクシミリ・ファックス電話機 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ファンヒーター その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。
灯油・電池は取り除いてください。

ファンヒーター（大型） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
灯油・電池は取り除いてください。

フィギュア（プラスチック製） もえるごみ
フィギュア（金属製） その他不燃ごみ
フィルム もえるごみ
封筒 古紙類 粘着物の付いた封筒は「もえるごみ」へ。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

風鈴 その他不燃ごみ
フォーク（木製・プラスチック製） もえるごみ
フォーク（金属製） その他不燃ごみ
襖（ふすま） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ブックスタンド（プラ製） もえるごみ
ブックスタンド（金属製） その他不燃ごみ
仏壇 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

仏具（木製） もえるごみ
仏具（金属製） その他不燃ごみ

布団 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

布団カバー 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

布団乾燥機 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

フライパン その他不燃ごみ
ブラインド（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ブラインド（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ブラウン管テレビ 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

ぶら下がり健康器 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ブラシ（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ブラシ（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

プラスチック製品 もえるごみ
プラズマテレビ 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

プラモデル もえるごみ
フラワーポット（プラスチック製） もえるごみ
フラワーポット（陶磁器製・金属製） その他不燃ごみ
プランター（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

プランター（陶磁器製・金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ブランコ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ブリキのおもちゃ その他不燃ごみ

プリン・ヨーグルトの容器（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

プリン・ヨーグルトの容器（紙製） もえるごみ
プリンター（家庭用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ブルーシート 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

古着・古布 もえるごみ
風呂釜 受け入れできません 専門業者に依頼してください。

風呂のふた（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

風呂のふた（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

風呂の浴槽（FRP・ほうろう） 受け入れできません 専門業者に依頼してください。

風呂用マット 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

ブロック 処理困難物 専門業者に依頼してください。

フロッピーディスク（ケース含む） もえるごみ
文鎮 その他不燃ごみ
文房具（木製・プラ製） もえるごみ
文房具（金属製） その他不燃ごみ
噴霧器（背負型） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

へ ヘアアイロン その他不燃ごみ
ヘアスプレーの缶 缶 使い切って穴を開けてください。

ヘアブラシ（木製・プラスチック製） もえるごみ
ヘアブラシ（陶磁器製・金属製） その他不燃ごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

ペール缶（金属製） その他不燃ごみ
ペイント（液状） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ペイントローラー もえるごみ 金属部分は「その他不燃ごみ」へ。

ベッド（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベッド（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ペットの小屋 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ペット用の砂（市販品） もえるごみ

ペットボトル 容器包装ごみ（ペットボトル）洗って乾かしてください。汚れの落ちないものは「も
えるごみ」。ふたとラベルは外して「その他プラ」へ。

ペットボトルのふた（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

ペットボトルのラベル（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ）
ベビーカー 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベビーバス（幼児用お風呂・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベビーバス（幼児用お風呂・陶磁器製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベビーラック（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベビーラック（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ヘルスメーター その他不燃ごみ
ベルト もえるごみ 金属部分は「その他不燃ごみ」へ。

ヘルメット（プラスチック製） もえるごみ
ペン類（プラスチック製） もえるごみ
ペンキ（液状） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ペンキ（固形） もえるごみ
ペンキの缶 その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

便器（陶製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

便座（ウォシュレット） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

便座（普通便座） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ペンチ その他不燃ごみ
ベンチ（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ベンチ（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

弁当箱（プラスチック製） もえるごみ
弁当箱（金属製） その他不燃ごみ

弁当の容器（持ち帰り用） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

ほ ボイラー 受け入れできません 専門業者に依頼してください。

ホイール（自動車用） 処理困難物 販売店か専門業者に依頼してください。

望遠鏡 その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ほうき（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ほうき（柄の部分が金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

芳香剤・ケース もえるごみ
包装紙 古紙類 ひもで十字にしばってください。

防虫剤・ケース もえるごみ
包丁 その他不燃ごみ 刃の部分は新聞紙に包んでください。

包丁研ぎ器 その他不燃ごみ
ボウリングのボール 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ボウル（台所用・プラスチック製） もえるごみ
ボウル（台所用・金属製） その他不燃ごみ

ホース（ビニール・ゴム） もえるごみ 60㎝以内に切ってください。
切れないものは直接搬入してください。

ホースドラム・リール（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ホースドラム・リール（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ポータブルトイレ 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

ホームタンク（灯油用） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ホーローキッチン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ボール（スポーツ用・遊具） もえるごみ
ボールペン（プラスチック製） もえるごみ
ボールペン（金属製） その他不燃ごみ
歩行器（乳児用） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ボタン型電池 受け入れできません 回収協力店の回収ボックスを利用してください。

ホチキス・ホチキスの針 その他不燃ごみ
ポット（魔法瓶） その他不燃ごみ
ホットカーペット 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ホットプレート その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ポテトチップスなどの袋 もえるごみ
ほ乳瓶（ガラス） その他不燃ごみ
ほ乳瓶（プラスチック製） もえるごみ
ポリタンク もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ポリバケツ もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ボルト・ねじ その他不燃ごみ
保冷剤 もえるごみ
ホワイトボード 不燃性粗大ごみ 60㎝以内は「その他不燃ごみ」。

ポンプ（水中ポンプ） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ポンプ（お風呂用） その他不燃ごみ
本 古紙類 ひもで十字にしばってください。

本棚（木製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

本棚（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ま マーガリンの容器 もえるごみ 汚れを落とせば「容器包装ごみ」。

麻雀パイ もえるごみ
マイク その他不燃ごみ
マイクスタンド 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

マウス（パソコン用） その他不燃ごみ
薪ストーブ 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

マグネット その他不燃ごみ
枕 もえるごみ
マジック（プラスチック製） もえるごみ
マジック（ガラス製・金属製） その他不燃ごみ
マッサージチェア 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

マッチ もえるごみ 使用済みのものに限る。

マットレス（スプリングなし） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

マットレス（スプリング入り） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

松葉杖（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

松葉杖（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

窓ガラス（サッシ・板ガラス） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

まな板（木製・プラスチック製） もえるごみ
マニキュアのびん その他不燃ごみ
豆電球 その他不燃ごみ
マヨネーズの外装 容器包装ごみ（その他プラ）
マヨネーズの容器 もえるごみ
豆炭 もえるごみ
豆炭あんか その他不燃ごみ
豆炭こたつ 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

マルチ・ビニールシート 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

マンガ本 古紙類 ひもで十字にしばってください。

マンガン乾電池 有害ごみ
万年筆 その他不燃ごみ

み ミキサー その他不燃ごみ
ミシン（卓上） その他不燃ごみ 重さが10㎏を超えるものは直接搬入してください。

ミシン（足踏み） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

水切りネット もえるごみ
ミスト機（背負型消毒機） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ミニコンポ その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ミット（グローブ） もえるごみ

む 虫かご（プラスチック製） もえるごみ
虫かご（金属製） その他不燃ごみ
虫めがね（プラスチック製） もえるごみ
虫めがね（ガラス・金属製） その他不燃ごみ
無線機 その他不燃ごみ

め 名刺 古紙類 紙袋に入れてしばってください。

メガネ（ガラスレンズ） その他不燃ごみ
メガネ（金属製） その他不燃ごみ
メガネ（セルフレーム・プラスチックレンズ） もえるごみ
メガネケース（プラスチック製） もえるごみ
メガネケース（金属製） その他不燃ごみ
目薬の容器 もえるごみ
目覚まし時計 その他不燃ごみ
メガホン（プラスチック製） もえるごみ
メジャー（巻き込み式・金属製） その他不燃ごみ
麺の袋 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

も 毛布・電気毛布 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。
コード部分は「その他不燃ごみ」。

モーター（遊具用・小型） その他不燃ごみ
モーター（大型） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

木材（小） もえるごみ 長さ60㎝以内×直径10㎝以内。

木材（大） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。（長さ２ｍ×直径50㎝以内）

餅つき機 その他不燃ごみ 重さが10㎏を超えるものは直接搬入してください。

モップ（布・スポンジ部分） もえるごみ
モップ（柄付き・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

モップ（柄付き・金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

モデム（インターネット用） その他不燃ごみ
物干し（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

物干し（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

物干し竿（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

物干し台（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

物干し台（コンクリート足） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

や やかん その他不燃ごみ
野球のボール もえるごみ
野球のマスク（金属製） その他不燃ごみ
薬品類・劇薬 受け入れできません 販売店に依頼してください。

野菜の袋（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

やすり（金属製） その他不燃ごみ

ヤクルトの容器（プラ製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

ヤクルトのふた（アルミ） その他不燃ごみ

ゆ 有機溶剤（シンナーなど） 受け入れできません 専門業者に依頼してください。

郵便ポスト（家庭用・金属製） その他不燃ごみ
湯たんぽ（プラスチック製） もえるごみ
湯たんぽ（金属製） その他不燃ごみ
ゆりかご（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

湯沸かし器（台所用） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

よ ヨーグルトの容器（プラスチック製） 容器包装ごみ（その他プラ） 洗って乾かしてください。
汚れの落ちないものは「もえるごみ」。

溶剤（ラッカー・シンナー） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

洋服 もえるごみ
洋服ダンス 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

洋服ブラシ もえるごみ

ら ライサー（米びつ） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ライター（使い捨て・プラスチック製） もえるごみ 中身は使い切ってください。

ライター（金属製） その他不燃ごみ 中身は使い切ってください。

ラケット（木製・カーボン製・プラスチック製） もえるごみ
ラケット（金属製） その他不燃ごみ
ラジオ・ラジカセ その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

ラップ もえるごみ
ラップの芯・箱 古紙類 紙以外は取り除き、ひもで束ねてください。

ラムネのびん びん 中をゆすいで水を切ってください。

ＬＡＮケーブル その他不燃ごみ
ランドセル もえるごみ
ランニングマシン 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

り リコーダー（笛） もえるごみ
リチウム電池 受け入れできません 回収協力店の回収ボックスを利用してください。

リモコン その他不燃ごみ 電池は外して「有害ごみ」へ。

リヤカー 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

リュックサック もえるごみ

れ 冷温庫 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

冷却シート（ジェルタイプ） もえるごみ
冷水機 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル対象品 販売店か専門業者に依頼してください。

レーザーディスク もえるごみ
レーザーディスクプレーヤー その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

レコード盤 もえるごみ
レジ袋 容器包装ごみ（その他プラ） 汚れのあるものは「もえるごみ」。

レジャーシート（薄物） もえるごみ 60㎝以内に切ってください。

レジャーシート（クッション入り） 可燃性粗大ごみ 60㎝以内に切れば「もえるごみ」。

レンジガード・コンロカバー（金属製） その他不燃ごみ 指定袋に入らないものは直接搬入してください。

レンジ台（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

レンジ台（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

レンガ 処理困難物 専門業者に依頼してください。

練炭 もえるごみ

ろ ローソク もえるごみ
ローソク立て（金属製・陶磁器製） その他不燃ごみ
ロープ・縄 もえるごみ 60㎝以内に切ってください。

ローラースケート その他不燃ごみ
ロウ紙 もえるごみ
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品　　　　名 区　　分 出し方・ワンポイント

ロッカー（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

わ ワープロ（ノート型） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ワープロ（デスクトップ型） 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ワイシャツ もえるごみ
ワイヤブラシ その他不燃ごみ
ワイヤロープ 処理困難物 専門業者に依頼してください。

ワインのコルク抜き その他不燃ごみ
輪ゴム もえるごみ
ワゴン（木製・プラスチック製） 可燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

ワゴン（金属製） 不燃性粗大ごみ 直接搬入してください。

綿 もえるごみ
割りばし もえるごみ
割りばしの袋 古紙類 紙袋に入れてしばってください。

割れたびん・ガラス・瀬戸物 その他不燃ごみ 新聞紙に包み、「ガラス」などと書いてください。

※上記以外の品目については、南魚沼市廃棄物対策課または湯沢町町民課にお問い合わせください。



JR塩沢駅

可燃ごみ処理施設
不燃ごみ処理施設

島新田入口
搬入路

国道17号線至湯沢町 至六日町

●塩沢公民館
GS●

コンビニ●

※搬入路をご利用ください。

湯沢町・南魚沼市
湯  沢  町  町  民  課／TEL：025-784-3453　E-mail:tyoumin@town.yuzawa.lg.jp
南魚沼市廃棄物対策課／TEL：025-782-0339　E-mail：haikibutsu@city.minamiuonuma.lg.jp

不燃ごみ処理施設
● 不燃ごみ
　 （缶・びん・有害ごみ・その他不燃ごみ）

● 容器包装ごみ
　 （ペットボトル・その他のプラスチック容器包装類）

● 不燃性粗大ごみ

南魚沼市上十日町４７５番地

可燃ごみ処理施設

● もえるごみ
● 古紙類
● 可燃性粗大ごみ

南魚沼市島新田７６４番地

※1月1日～3日は施設の休業日です。

施設の受入時間
（可燃・不燃共通）

月曜日～土曜日 9時～12時
日曜日・祝日 9時～12時

13時～17時

処理施設のご案内

発行：湯沢町町民課　〒949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300番地　TEL：025-784-3453　　　　平成26年3月発行


