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紙類のリサイクル品目の出し方 

【品 目】 

◎ 新聞・チラシ 

◎ ダンボール（紙の間に空気層があるもの） 

◎ 雑誌 

◎ その他紙類（ミックス紙） 

菓子箱、ティッシュの箱、包装紙、事務用紙、メモ用紙、はがき、

封筒、名刺、タバコの箱、キャラメルの箱(ビニールなどは取り除く)、

割り箸の袋、トイレットペーパーの芯など。 

 

【出す日時・場所】 

・ ミックス紙は、ごみカレンダーの日の午前 8 時 30 分までに、リサイクル

センターに出してください。 

・ 新聞・チラシ、ダンボール、雑誌は、ごみカレンダーに関係なく、リサイ

クルセンターに出してください。 

 

【出すときの注意】 

・ 新聞・チラシ、ダンボール、雑誌、その他の紙類（ミックス紙）に分けて、

別々に適量をひも等でくくって出してください。 

・ ビニール袋に入れたり、ガムテープなどで止めないで下さい。 

・ ティシュの箱などや雑誌等についているビニール類は取り除いて、町の指定

袋に入れ可燃ごみの日に出してください。 

・ ファイルなどの金具は、外して町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出し

てください。 

・ 油紙、感熱紙、複写紙などは、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出してくだ

さい。 

・ 個人情報を含む部分については、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出してく

ださい。 

・ 金・銀・アルミがついている紙は、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出して

ください。 

・ メモ用紙などの小さな紙は、紙封筒や紙袋を利用してまとめましょう。 
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品  目 分 別 区 分 正 し い 出 し 方 

あ アイスクリーム

のカップ（紙製） 

リサイクル・ミ

ックス紙 

洗ってかわかして、ミックス紙の日にリサイクルス

テーションに出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 洗って水を切り、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 

アイスノン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

アイロン 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

アイロン台 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

あき缶（アルミ） リサイクル・ア

ルミ缶 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

あき缶（スチー

ル） 

リサイクル・ス

チール缶 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

（よごれた缶） 不燃ごみ・鉄類 汚れた缶は町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に

出す。※油や塗料缶は使いきり、スプレー缶などは

必ず２箇所以上穴をあける。 

あきビン リサイクル・び

ん類 

無色、茶色、その他の色のビンに分けて、洗って水

を切り、リサイクルステーションに出す。 

（花ビン、化粧品

のビン、薬のビ

ン、汚れたビン） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

割れたビン、花ビン、化粧品のビン、薬のビン、汚

れたビンは町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の

日に出す。 

油（食用） 可燃ごみ 凝固材で固めるか、紙にしみこませて町の指定袋に

入れ可燃ごみの日に出す。 

（機械油） 出せないごみ

（自分で処理） 

収集しません。機械油、灯油、ガソリン、エンジン

オイルは販売店か専門業者に依頼する。 

編み機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

アルミホイル 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

アルミレンジフ

ード 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

安全ピン 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

アンテナ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※袋に入らないものは粗大ごみの日に出す。 

アクセサリー（金

属） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 （プラスチック） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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アンプ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断

して、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

い 衣装ケース 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※中にごみなどを入れない。 

イス（椅子） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ 金属類は外して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

板ガラス 不燃ごみ・ガラ

ス類 

紙に包んで町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の

日に出す。 

※指定袋に入らないものは粗大ごみの日に出す。 

板切れ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※長いものは粗大ごみの日に出す。 

一輪車 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

一升ビン リサイクル・一

升ビン 

一升ビンはリターナルビンなので、できるだけ販売

店に引き取ってもらう。リサイクルステーションに

出す。 

一斗缶 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※中身の入っていない空のも

のです。 

医療廃棄物 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

衣類 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

衣類乾燥機 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局でリサイクル券を購入し、指定搬入場所に個

人で搬入する。※販売店に相談する。 

色鉛筆 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

印鑑 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。（石・金属

製は不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に出す） 

インクリボン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

う ウィスキーのビ

ン 

リサイクル・ビ

ン 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

植木鉢（陶器・金

属） 

不燃ごみ・ガラ

ス類・鉄類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に

出す。※指定袋に入らないものは粗大ごみの日に出

す。 
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植木鉢（プラスチ

ック） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※指定袋に

入らないものは粗大ごみの日に出す。 

植木支柱（金属） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ウォークマン 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

浮き輪 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

うちわ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

乳母車 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

運動靴 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

え エアコン 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入し、指定搬入場所に

個人で搬入する。※販売店に相談する。 

液晶テレビ 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入し、指定搬入場所に

個人で搬入する。※販売店に相談する。 

枝類 

 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※長さ５０㎝、直径１０㎝以下にする。 

※ 指定袋に入らない場合は粗大ごみの日に出す。 

絵の具のチュー

ブ（金属） 

不燃ごみ・鉄類 中身は使い切り、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類

の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 中身は使い切り、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 

エレクトローン 

 

出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※ 販売店などに相談して下さい。 

エンジン 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

延長コード 不燃ごみ・鉄類 ５０㎝以内に切断して町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

鉛筆 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

鉛筆削り器 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 

お オイル缶 不燃ごみ・鉄類 中身を使い切り、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類

に出す。１０ℓ以下のもの 

応接セット 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 
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オートバイ（バイ

ク） 

出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

桶 

 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※ 金属部分は不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

落ち葉 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

おむつ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※汚物はトイレに流して出す。 

おもちゃ（金属） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（金属以外） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

折りたたみ傘 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※布は取り除いて可燃ごみの日に出す。 

オルガン 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

温度計 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

※木製・プラスチック部分は可燃ごみの日に出す。 

温水器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

か カーテン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

カーテンレール 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

カーペット 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※丸めてしばって出す。 

貝殻 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

懐中電灯 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 

買物袋（プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

カイロ（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（使い捨て） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

角材（家庭廃材） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

額縁（木製・プラ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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製） 

（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

鏡 

 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

傘 不燃ごみ・鉄類 布、ビニールは切り除き町の指定袋に入れ可燃ごみ

の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

傘立て（木製・プ

ラ製） 

可燃ごみ 

 

町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（金属製） 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

 菓子缶 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

菓子袋（紙製） リサイクル・ミ

ックス紙 

ミックス紙の日にリサイクルステーションに出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

加湿器 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ガスマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ガスボンベ（ＬＰ

ガス） 

出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

ガスレンジ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ホースは取り外して５０㎝以内に切断して町の

指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ガステーブル 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ホースは取り外して５０㎝以内に切断して町の

指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

カセットコンロ 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

カセットボンベ 不燃ごみ・鉄類 

 

使いきり、穴を２箇所以上開け、町の指定袋に入れ

不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

カセットテープ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

カセットデッキ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

 

カップめん（フィ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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ルム）（調味料・

かやく袋） 

 

 

 

カップめん容器

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 洗って水を切り、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 

（紙製） リサイクル・ミ

ックス紙 

洗ってかわかし、ミックス紙の日にリサイクルステ

ーションに出す。 

かつら 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（金属部） 

 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

カッターナイフ 

 

不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

金づち 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※柄は取り外して、町の指定袋に入れ可燃ごみの日

に出す。 

花びん（陶器・金

属） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

壁紙 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、折ってしばり粗大ごみ

の日に出す。 

かま（鎌） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※柄は取り外して、刃物部分は紙などで包んで出

す。 

かばん 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属部分は、取り外して不燃ごみ・鉄類の日に出

す。 

紙コップ リサイクル・ミ

ックス紙 

洗ってかわかし、ミックス紙の日に出す。 

紙パック 

 

リサイクル・ミ

ックス紙 

洗ってかわかし、ミックス紙の日にリサイクルステ

ーションに出す。 

※アルミやビニールでコーティングされているも

のは出せない。⇒町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 
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カミソリ 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※刃物部分は紙などで包んで出す。 

カメラ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ガラス製品 

 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ・ガラス類の日に出す。 

※紙などに包む。 

カレンダー（紙

製） 

リサイクル・ミ

ックス紙 

金具部分を取り外し、ミックス紙の日にリサイクル

ステーションに出す。※金具は町の指定袋に入れ不

燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 革製品 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

かわら（瓦） 

 

出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※購入先や専門業者に相談して下さい。 

換気扇（家庭用） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※大きいものは粗大ごみの日に出す。 

缶切り 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

乾燥機（衣類乾燥

機は除く） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断

して、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

乾燥剤 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

乾電池 特定ごみ 役場本庁舎・三珠・六郷支所の正面玄関入口に回収

ボックスを設置しております。（粗大ごみに日に出

す。） 

※販売店で処分してもらう。 

き キーホルダー（金

属製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

木くず 可燃ごみ ５０㎝程度に切断して町の指定袋に入れ可燃ごみ

の日に出す。 

着物 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

牛乳パック リサイクル・牛

乳パック 

水ですすぎ、切り開いて、かわかして束ね、リサイ

クルステーションに出す。 

ギター 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

木づち 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

脚立（きゃたつ） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

鏡台 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※鏡・金具類は取り外し、町の指定袋に入れ不燃ご
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み・ガラス類・鉄類の日に出す。 

金庫（手提げ用） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（耐火用） 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

く 空気清浄機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

クーラー 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入し、指定業者に依頼

又は個人で搬入する。 

※販売店に相談して下さい。 

クーラーボック

ス 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

釘 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋が破けないよう、紙などで包む。 

草花 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

櫛・串（木製・プ

ラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（金属） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

薬のケース（アル

ミ製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

靴 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

クッション 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

口紅・ケース（プ

ラスチック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

クリスマスツリ

ー（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

※ 金属部分は不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

車椅子 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

クレヨン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

グローランプ 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

グローブ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

軍手 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

け 蛍光管 不燃ごみ・ガラ 役場、本庁舎・三珠・六郷支所の正面玄関入口に回 
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ス類 

 

収ボックスを設置してあります。又は町の指定袋に

入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。（割れた物も

不燃・ガラス類に日に出す。） 

毛糸 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

計量はかり 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ゲーム機（家庭

用） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

消しゴム 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

化粧ビン 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

※リサイクルステーションには出せません。 

下駄 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

下駄箱 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ケチャップのボ

トル（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

原動機付自転車 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

建築廃材 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に、相談して下さい。 

玄関マット（ナイ

ロン・樹脂） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみに出す。 

（金属製） 不燃ごみ・鉄類 

 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみに出す。 

剣山（けんざん） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

こ コード 不燃ごみ・鉄類 ５０㎝以内に切断して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

コードリール 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ゴーグル 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

コーヒーメーカ

ー 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

小型ラジオ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※電池は取り出して粗大ごみの日に出す。 

ござ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

こたつ（木製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 
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※ 電気器具と金具は取り外して出す。 

※ コードは５０㎝以内に切断して、不燃ごみ・鉄

類の日に出す。 

こたつ板 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※金属類は取り外して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

こたつ布団 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

コップ（プラスチ

ック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（ガラス・金属

製） 

不燃ごみ・ガラ

ス類・鉄類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に

出す。 

粉ミルクの缶（ス

チール） 

リサイクル・ス

チール缶 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

ゴムホース 可燃ごみ ５０㎝以内に切断して、町の指定袋に入れ可燃ごみ

の日に出す。 

ゴムマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ゴム手袋 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

米びつ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ゴルフクラブ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ バッグに入れたまま出さないこと。 

※ ２本以上は束ねて出す。 

ゴルフバック 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※クラブを入れたまま出さないこと。 

ゴルフマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ゴルフボール 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

コンクリート 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※ 処理業者に相談して下さい。 

コンパネ（家庭廃

材） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

梱包用発泡スチ

ロール 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

コンプレッサー

類 

出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に相談して下さい。 

さ サーフボード 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

サイドボード 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 
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※ガラス・金具は外して、不燃ごみ・ガラス類・鉄

類の日に出す。 

座椅子 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※金属製のものは外して、不

燃ごみ・鉄類の日に出す。 

酒パック リサイクル・ミ

ックス紙 

洗ってかわかして、ミックス紙の日にリサイクルス

テーションに出す。※アルミやビニールでコーティ

ングされているものは、町の指定袋に入れ可燃ごみ

の日に出す。 

座卓 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※金属製のものは外して、不

燃ごみ・鉄類の日に出す。 

雑誌 リサイクル・雑

誌 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

座布団 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみに出す。 

皿（陶磁器） 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

ざる類（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（竹・プラスチッ

ク製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

サンダル 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

サングラス（金

属・ガラス） 

不燃ごみ・鉄

類・ガラス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類・ガラス類の日に

出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

三輪車 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

し ＣＤ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ＣＤプレーヤー 不燃ごみ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

磁石 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

辞典・辞書 リサイクル・雑

誌 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

自転車 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

自転車の空気入

れ 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 袋に入らないものは粗大ごみの日に出す。 
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※ プラスチック製のものは町の指定袋に入れ可燃

ごみの日に出す。 

シャンプー容器

（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ジャッキ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

しゃもじ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

シャープペンシ

ル（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ジューサー（ミキ

サー） 

不燃ごみ・ガラ

ス類・鉄類 

町の指定袋に入れ不燃ごみガラス類・鉄類の日に出

す。※コードは５０㎝以内に切断して出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

じゅうたん 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※丸めてしばって出す。 

収納ケース 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

瞬間湯沸かし器 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※中の電池は、取り出して「特定ごみ」として粗大

ごみの日に出す。 

ジュースのふた

（プラスチック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（アルミ製） リサイクル・ア

ルミ缶 

アルミとしてリサイクルステーションに出す。 

食品トレー（白色

トレー） 

 

リサイクル・白

色トレー 

 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

※ きれいにならないものは、町の指定袋にいれ可

燃ごみの日に出す。 

（色付きトレー）

（プラ） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

食用油の缶 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

消火器 出せないごみ 

（自分で処理） 

特定ごみ 

特定の日以外に収集しません。 

※ 販売店などに相談して下さい。 

※年 1 回指定する粗大ごみの日に「特定ごみ」とし

て出す。 

焼却灰 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 
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除湿機 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

除湿剤 可燃ごみ 中の水は抜いて町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 

照明器具 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

障子戸 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ガラスは取り外して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・ガラスの日に出す。 

浄水器 不燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

食器棚 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ガラスや金属類は取り外して、町の指定袋に入れ

不燃ごみ・ガラスの日に出す。 

食器洗い乾燥機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

定規（木・プラス

チック） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（金属製） 不燃ごみ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

新聞紙 リサイクル・新

聞紙 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

シンナー 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店などに相談して下さい。 

す 炊飯器 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

水槽（ガラス製） 不燃ごみ 町の指定袋に入れ町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラ

スの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

水筒（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

姿見鏡 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ガラスや金属類は取り外して、町の指定袋に入れ

不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に出す。 

スキー板 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

スキー靴 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

スキー衣類 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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スケート靴 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

 

スコップ（金属

類） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ 町の指定袋に入るものは、不燃ごみ・鉄類の日

に出す。 

※ プラスチック製のもので小型のものは、町の指

定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

硯（すずり） 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラ

ス類の日に出す。 

スタンプ台（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 ※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

すだれ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

スチール机・棚 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ステレオ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ストーブ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※中の燃料は抜き取り、電池は取り出して粗大ごみ

の日に「特定ごみ」として出す。 

すのこ板 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ストッキング 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

スピーカー 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断

し、金属類は取り外して不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

スプレー缶 不燃ごみ・鉄類 ※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※使い切り、２箇所穴を開け、必ずガス抜きをする。 

スパイクシュー

ズ 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属類は取り外して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

スポンジ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

スプーン（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 ※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

すべり台（幼児

用） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※金属類は取り外して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ズボンプレッサ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断
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ー して、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

スリッパ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

吸い殻 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

せ 生花 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

石油ストーブ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ 燃料を必ず抜き取る。 

石油タンク 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※中身の入っていない空のもの。 

石油ポンプ（プラ

スチック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れる。 

※電動式は電池を取り出し粗大ごみの日に出す。 

石油ファンヒー

ター 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※燃料を必ず抜き取る。 

せっけん 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

瀬戸物 不燃ごみ・ガラ

ス類 

※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出

す。 

扇風機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

栓抜き 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

洗剤容器（プラ

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

 

洗濯機 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入して、貼り付け、指

定搬入業者に個人で搬入する。 

※販売店に相談して下さい。 

洗濯物干し（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

洗濯物干し竿 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

洗濯物干し台 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※コンクリート部分は収集しません。 

洗面器（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

洗面台 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に相談して下さい。 
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そ 造花 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※金属製の

ものは外して不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

掃除機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

草履（ぞうり） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ソファー 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ソファーベット 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

そり（子供玩具） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

た 体重計 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※指

定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

体温計 不燃ごみ・ガラ

ス類 

※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出

す。 

タイル 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

タイヤ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

タイヤホイール 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

タイヤチェーン 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

太陽熱温水器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

タオル・タオルケ

ット 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

卓上コンロ（ボン

ベは別） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

畳 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

タバコ（吸殻） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

タバコのフィル

ム（プラ） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

卵のバック（プラ

スチック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（紙製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

タッパー 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

樽（木製・プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※ 金具は取り外して不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

たわし（金属以

外） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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（金属製） 不燃ごみ・鉄類 ※ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 

単行本 リサイクル・雑

誌 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

タンス 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ダンベル（鉄製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

段ボール リサイクル・ダ

ンボール 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

ち チャイルドシー

ト 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※金属類は取り外して、町の

指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

茶碗 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

注射器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

調味料の缶 リサイクル・ス

チール缶・アル

ミ缶 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。

スチール缶・アルミ缶 

調味料のビン リサイクル・透

明ビン・茶ビ

ン・その他ビン 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。

※透明ビン・茶ビン・その他ビンに仕分ける。 

 

調味料の小袋（プ

ラスチック） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

調味料の容器（金

属製） 

不燃ごみ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

チラシ（新聞の折

込み） 

リサイクル・新

聞チラシ 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

ちょうちん（骨が

ワイヤー） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※指

定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（骨が竹・プラス

チック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

つ 使い捨てカイロ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

使い捨てライタ

ー 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※最後まで

使い切る。ただし２個以内とします。 
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机 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※金属部分は、取外して不燃

ごみ・鉄類の日に出す。 

土 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

壷（つぼ） 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

つまようじ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

積み木 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

爪切り 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

釣り竿（竹製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

釣り竿（グラスフ

ァイバー） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（カーボン） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

釣り糸・網 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

リール・針 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

て ティシュペーパ

ー 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

テーブル 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※ガラスや金属類は取り外し

て、不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に出す。 

テーブルクロス 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

デスクマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

テニスボール 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

テープレコーダ

ー 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

手袋 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

テレビ 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入して、貼り付け、指

定業者に個人で搬入する。 

※販売店に相談して下さい。 

テレビ台 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※ガラスや金属類は取り外し

て、不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に出す。 

テレフォンカー

ド 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

天体望遠鏡 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 
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テント（キャンプ

用） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※町の指定袋に入るものは可

燃ごみの日に出す。 

電気アンカ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※コードは５０㎝以内に切断して出す。 

電気温水器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

電気カーペット 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断

して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

電気カミソリ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

電気コード・ケー

ブル 

不燃ごみ・鉄類 ５０㎝以内に切断して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

電気ストーブ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

電気こたつ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

電気スタンド 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※コ

ードは５０㎝以内に切断して出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

電気ポット 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※コードは５０㎝以内に切断して出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

電気毛布 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

電子レンジ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

電子計算機 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

電球 

 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

電話機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

と ドアノブ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

トイレ便器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

砥石 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

陶磁器類 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

トースター 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※コ

ードは５０㎝以内に切断して出す。 

豆腐の容器（プラ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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製） 

 

時計 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※指

定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

土砂 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

トタン 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ドライバー 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ドライヤー 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※コ

ードは５０㎝以内に切断して出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

戸棚 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ガラスや金属類は取り外して、不燃ごみ・ガラス

類・鉄類の日に出す。 

土鍋 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

塗料 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

塗料缶 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※中身を使い切って出す。 

塗料スプレー缶 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※使いきり、２箇所穴を開け、必ずガス抜きをする。 

トレー（プラ） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（白色トレー） リサイクル・白

色トレー 

洗ってかわかし、リサイクルステーションに出す。 

※汚れたものは、町の指定袋に入れ可燃ごみの日に

出す。 

な ナイフ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※紙に包んで出す。 

長靴 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

流し台 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

鍋 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

生ごみ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

に 荷造りひも 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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荷造り粘着テー

プ 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

人形（紙・木製・

プラ） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ぬい針 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※紙に包むか、厚紙に刺して出す。 

布くず 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

布類 

（綿１００％） 

リサイクル・布

類 

雑巾以上の大きさの綿 100%のものです。古着、タ

オル、シーツを品目ごとにひもで束ねてリサイクル

ステーションに出す。※綿 100%以外のものは、町

の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

塗り薬のチュー

ブ 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※中身を使い切る。 

ね ねこ車（一輪 

車） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ねこの糞 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

猫用トイレの砂 出せないごみ 

（自分で処理） 

紙やプラスチック製は汚物を取り除き、町の指定袋

に入れ可燃ごみの日に出す。 

ネジ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

寝袋 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

粘土（教材用） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

の 農機具（家庭用） 

 

粗大ごみ 

 

粗大ごみの日に出す。※トラクターは出せません。 

※ 販売店に相談して下さい。 

農業用ビニール 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※山梨県農業用プラスチック処理センターに搬入

する。 

農薬類 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

のこぎり 不燃ごみ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

※ 木製部分は外して指定袋にいれ可燃ごみの日に
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出す。 

 

のり缶（スチー

ル） 

リサイクル・ス

チール缶 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。

スチール缶 

のりビン（ガラス

製） 

リサイクル・無

色ビン 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。

無色のビン 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ノートパソコン ＰＣリサイク

ル 

（自分で処理） 

収集しません。 

※メーカーに連絡して下さい。 

は 灰 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

灰皿 不燃ごみ・ガラ

ス類・鉄類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

金属類は、鉄類の日に出す。 

廃油（機械油） 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

バイク 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

はかり（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

はし 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属製は、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

はさみ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

バスマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ハンドクリーム

などの容器（プラ

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

パソコン ＰＣリサイク

ル 

（自分で処理） 

収集しません。 

※メーカーに連絡して下さい。 

発泡スチロール 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

バッテリー 出せないごみ 収集しません。 
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（自分で処理） ※ 販売店に相談して下さい。 

 

バット（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（木製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

歯ブラシ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

歯磨きのチュー

ブ（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

刃物 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※紙などに包んで出す。 

針 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※紙などに包むか、厚紙に刺して出す。 

針金 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ハンガー（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（木製・プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

はんこ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ハンマー 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

バンド（ベルト） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属部分は取り外して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

ハンドバック 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属部分は取り外して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

ひ ピアノ 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

ビー玉 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

ヒーター 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ビーチパラソル 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ビーチマット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ビール缶（アル リサイクル・ア 洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。
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ミ） ルミ缶 アルミ缶 

 

ビールビン リサイクル・ビ

ールビン 

リターナルビンなので、できるだけ販売店に引き取

ってもらう。中を洗いリサイクルステーションに出

す 

ひげそり（カミソ

リ） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※紙などに包んで出す。 

ビデオカメラ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ビデオデッキ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ビデオテープ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ビニールカッパ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ビニールシート 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※農業用ビニールシートは山梨県農業用プラスチ

ック処理センターに出す。 

ビニール風呂敷 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

便せん リサイクル・ミ

ックス紙 

ミックス紙の日にリサイクルステーションに出す。 

ビンのふた（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

汚れたビン 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ふ ファクシミリ（家

庭用） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ファンヒーター 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ 燃料は使い切る。 

ファンシーケー

ス 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※ビニールは外して、町の指

定袋にいれ可燃ごみの日に出す。 

フィルム（ネガ） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（ケース） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

封筒 リサイクル・ミ

ックス紙 

ミックス紙の日にリサイクルステーションに出す。 

風鈴 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

フォーク（金属 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 
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製） 

（木製・プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ふすま 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

筆 可燃ごみ 町の指定袋に入れる。 

ふとん（布団） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※ひもでしばって出す。 

ふとん乾燥機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

フライパン 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

プラモデル 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

フラワーポット

（陶磁器） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※土があると回収しません。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※指定袋に

入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

プランター（陶磁

器） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※土があると回収しません。※指定袋に入らないも

のは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※土がある

と回収しません。 

※ 指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ブリキ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

プリンター 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

古着 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※綿 100%のものは、ひもで束ねリサイクルステー

ションに出す。 

フロッピーデス

ク 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

プロパンガス 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

風呂がま（釜） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

風呂のふた 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

風呂マット 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ブロック 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 
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文鎮（ぶんちん） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

噴霧器 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※中身を空にして出す。 

 

へ ヘアーブラシ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ヘアースプレー

缶 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※使

いきり、２箇所に穴を開け、必ずガス抜きをする。 

ペットボトル（Ｐ

ＥＴ） 

リサイクル・ペ

ットボトル 

洗って水を切り、リサイクルステーションに出す。 

ペットボトルの

ふた（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※一部地域

では、リサイクルステーションの収集箱に出す。 

ペットボトルの

ラベル（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ベット用マット

（スプリング入

り） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

（スプリング無

し） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

 

ベット枠（金属

製） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

 

（木製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ペット用缶詰 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類に出す。 

ペット用の砂 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※紙やプラスチック製は汚物を取り除き、町の指定

袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ペットのふん 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※自分で処理してください。 

ベニヤ板 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ベビーカー 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ベビーダンス 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ベビーバス 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ベビーベッド 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ベビーラック 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ベルト 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※金具は取

り外して、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類に出す。 
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弁当箱（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（木製・プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

 

弁当容器（販売

用）（プラ製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ヘルメット（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ヘルスメーター 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※指

定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

便器 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※処理業者に依頼して下さい。 

ペンチ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ペン類（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ほ ボイラー（家庭

用） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※先に販売店に相談してください。 

ほうき（木製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（木製以外） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

帽子 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

包装紙 リサイクル・ミ

ックス紙 

ミックス紙の日にリサイクルステーションに出す。 

包丁 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※刃物部分を紙などに包んで出す。 

包丁研ぎ器 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ボウリングの玉 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。※販売店に相談するか、処理業者に

依頼して下さい。 

ホーロー鍋 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみに出す。 

ホース（ビニー

ル・ゴム） 

可燃ごみ ５０㎝以内に切断して町の指定袋に入れる。 

ボール（スポーツ

用品） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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ボールペン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※ 金属製は不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

 

歩行器（幼児用） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※金属類は取り外して、町の指定袋に入れ不燃ご

み・鉄類の日に出す。 

ホットカーペッ

ト 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ホットプレート 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ポット（魔法瓶） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

哺乳ビン（プラス

チック製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（ガラス製） 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

ポリタンク 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※中は使い切る。中身があると収集しません。 

本棚（金属製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

（木製・プラスチ

ック） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ポンプ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ま 麻雀パイ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

マイク 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れる。。※コードは５０㎝以内に切

断し、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

マグネット 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

枕（まくら） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

マジックペン（金

属製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

マットレス 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

窓ガラス 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※紙等に包んで出す。 

まな板 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

マニュキアのび

ん 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 
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豆電球 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

魔法瓶 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

マンガ本 リサイクル・雑

誌 

リサイクルステーションに出す。 

※必ずひもでしばって出す。 

マヨネーズの容

器（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

（びん製） リサイクル・透

明ビン・その他

ビン 

洗ってきれいなものは、リサイクルステーションに

出す。汚れているものは、町の指定袋に入れ不燃ご

み・ガラス類の日に出す。 

み ミキサー（ジュー

サー） 

不燃ごみ・ガラ

ス類・鉄類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類・鉄類の日に

出す。※仕分けないものは、粗大ごみの日に出す。 

ミシン（金属製・

電子式） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

（足ふみ式） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ミニカー（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

耳かき（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（木製・プラ製） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ミルク缶（スチー

ル） 

不燃ごみ 洗って水を切り、町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類

の日に出す。 

水まくら 可燃ごみ 

 

町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※金属類は

取り外して燃えないごみに出す。 

む 虫かご（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※金属類は

取り外して燃えないごみに出す。 

蒸し器 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

虫メガネ 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

むしろ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※たたんでひもでしばって出す。 

麦わら帽子 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 
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め メガネ（ガラス） 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

（プラスチック） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

メジャー（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

も 毛布 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※ひもでしばって出す。 

木材 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※太さ１０㎝以内、１ｍ以内

に切断して出す。 

木片 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

餅つき機 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

モップ（柄が金属

製） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※金属部分は取り外して、不

燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（柄が木製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※雑巾の部分は町の指定袋に

入れ可燃ごみの日に出す。 

物干し（金属製） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。※指

定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

物干し竿 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

物干し台 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

※コンクリート部分は収集しません。 

や やかん 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

薬品類 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談するか、処理業者に依頼して下さ

い。 

浴衣（ゆかた） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

湯たんぽ（金属

製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ゆ 湯沸かし器 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

よ 浴槽 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談するか、処理業者に依頼して下さ

い。 

ヨーグルト容器 リサイクル・ミ 洗ってかわかし、ミックス紙の日にリサイクルステ
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（紙製） ックス紙 ーション出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ら ライター（金属

製） 

不燃ごみ 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（使い捨て） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。※最後まで

使い切る。ただし２個以内とします。 

ラケット（カーボ

ン） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

（グラスファイ

バー） 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

ラジオ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ラジカセ 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ラップ 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ランドセル 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属類は取り外して、不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

ランプ 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

ランチジャー（金

属製） 

不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

り リール（釣具） 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

旅行カバン（布

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属類は取り外し、不燃ごみ・鉄類の日に出す。

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

（プラスチック

製） 

可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

※金属類は取り外し、不燃ごみ・鉄類の日に出す。

※指定袋に入らないものは、粗大ごみの日に出す。 

る ルームランナー 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

れ 冷蔵庫 家電リサイク

ル 

（自分で処理） 

郵便局からリサイクル券を購入して、貼り付け、指

定搬入業者に個人で搬入する。 

※販売店に相談して下さい。 
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レコード 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

レンジ（電気・ガ

ス） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。※コードは５０㎝以内に切断

して不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

レンガ 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。※販売店に相談するか、処理業者に

依頼して下さい。 

レンズ 不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

練炭 出せないごみ 

（自分で処理） 

収集しません。 

※販売店に相談して下さい。 

ろ ロウ紙 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ロッカー（金属

製） 

粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

（木製） 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

ローソク 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ロープ 可燃ごみ ５０㎝以内に切断して、町の指定袋に入れ可燃ごみ

の日に出す。 

ローラスケート 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

わ ワープロ 粗大ごみ 粗大ごみの日に出す。 

綿（わた） 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ワッペン 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

ワックスの缶 不燃ごみ・鉄類 町の指定袋に入れ不燃ごみ・鉄類の日に出す。 

※中は使い切って出す。 

割りばし 可燃ごみ 町の指定袋に入れ可燃ごみの日に出す。 

割れたびん・ガラ

ス 

不燃ごみ・ガラ

ス類 

町の指定袋に入れ不燃ごみ・ガラス類の日に出す。 

 


