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保存版

平成28年改訂版



南留萌の環境を次世代のこどもたちに引き継ごう!

f水・緑・花・人と自然が共生する南留萌!

循環型ごみ処理を目指して! J 
これまでの「大量生産・大量消費・大量廃棄j型社会は、私たちに豊かさと利便性をもたらしてきました。
その一方、この社会経済活動をささえるために天然資源を大量に消費し続け、環境への大きな負荷を与

え続けてきた結果、地球温暖化等の環境問題を引き起こすことになってしまいました。
今、私たちは、この環境への負荷を限りなく減らすために、住民・事業者・行政がともに協力して、環境ヘ

配慮したr3 つのRJ; を進めていきましょう!
※3つのRとl;i...・・・リデユース (Reduce) 、リユース(Reuse) 、リサイクル(Recycle) のことです。

: キーワードlF.~つの~菖らしの中ヘ混還させようI

3語誠司F戸亘窃 F ドを暮らしの中lこ!まず、何が、できるのでしょうか?

。使わないものや使い捨ての
ものを買ったり、買いすぎてし
まわないように、本当に必要
か、使った後はどうなるか買う
前にちょっと考えてみません
か? (リデ、ユース)

ゴミを出さないポイント!

@ ものを大切にする心を忘れ
ていませんか?使えるもので、不
用なものは、人に譲ったり、フ
リーマーケットやバザーなど使
い道を考えてみましよう。
(リユース)

総盆盆盆盆訟盆盆盆盆邑 ，-. 

"." 

，J市 何ー.

@ ごみ出しのルールを守り、
資源として利用できるものを
有効に使うため、集団資源回収
や分別収集に協力しましょう。
(リサイクル)

/司.‘

I ..・
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可燃系埋立ごみ 週1回収集 「
[指定ごみ袋】 ノ

め ち己 宮
不燃系埋立ごみ

週1回収集
[指定ごみ袋】

アルミホイル、陶器、ガラス、草製品、硬質プラスチックなど

生ごみ 躍ごみ袋 ] ) 

私\>~♂持句、グ
かん開緊急1)(ぴん 開品。

九
号

ペットボトル 週1回収集
【透明または半透明の袋] 小型家電

A ペットボトル

r l 、このマークの表示されているものが対象と怠ります。

PET 冒
粗大ごみ 月1回収集[ごみ処理券貼付】

紙製容器
月2回収集 ¥ 
【透明または半透明の袋I ノ

30an 以よの物は粗大ごみで

(新聞 月2回 収 集 闘 。

白色トレイ 月2回収集 ¥ 
【透明または半透明の袋I ノ

(雑誌

発泡スチロール 月2回収集

【透明または半透明の袋]

性 ダンボール

月2国側ひ;])紙パック

司

廃食用油 闘時[専用ポリ容器。

A
同
)危険ごみ 月1回収集醐または半透明の割}

危険ごみ

乾電池、蛍光管、水銀式体温計、

lED電球怠どが対象です。-

E再三三三三三重D (宗巧、 民三云... I I 

にも ðlfi:._~γ

木くず 月1回収集醐または半透明の袋。

長さ30an
径20an以下のもの

:t 
木くず

割りばし、竹ぐし1d:ど

月2回収集附 ) (草・麗定枝 年2固(指定日)収集

(雑がみ

指定ごみ袋
金属類 月1回収集 ¥ 

【透明または半透明の袋I ノ

) ( ごみ処理券 〉
-生ごみ用袋 -可燃埋立ごみ用袋

留萌南部衛生組合 留萌南部衛生組合

生ごみ用袋 ，---， 

(12 tサイズrtニヨ
可燃系埋立ごみ用袋

(40 tサイズ)

「お願寸 「お願寸

自目 一回

.. 

-不燃埋立ごみ用袋

粗大ごみ処理券 I I 粗大ごみ処理券

不燃系埋立ごみ用袋

(40 tサイズ)

留萌南部衛生組合

100円 200円

「お願寸
之劇画劃船軍ぬ欄町制跡魁刷 .，氏名 ) I I と制圃劇協咽い帽馴鳴凶巴叫氏名

留萌南部衛生組合

粗大ごみ処理券 I I 粗大ごみ処理券

一回
400円 I I 1，000円

明 向島品開脚叫払描 ) I I晴山骨即日山名



多可燃系埋立ごみ

汚れた紙、汚れた紙コップ、汚れた紙皿、
コーヒーの紙フィルター、レシートなど

殺生ごみ週1回収集【指定ごみ袋】 週2回収集【指定ごみ袋】

残飯、料理クズ、果物、菓子、茶がら、コーヒーがら、
観賞用草花など 生ごみ用袋 r---l 

(1 2 tサイズ)仁 3
可燃系埋立ごみ用袋

(40 tサイズ)

「お願U 寸「お願U 寸

マ事、 留萌南部衛生組合

|取扱上の注意 IC 二コ
ーーーーーーーーーーー製造年且

1年くらいで劣化して
使用出来怠くなります。
大量に保存しないよう
ご~).ì意下さい、

一回

※生ごみは充分に水切りをして下さい。
※生ごみ以外のものは絶対に入れないでください。

(水切りネット、新聞紙、コーヒーフィルターなど)

※生ごみは「生ごみ堆肥化容器jコンポスト、電気生ごみ処理機

を利用することにより自家処理も可能です。
※生ごみは冷凍しないで下さい。

〆

週1回収集【専用かご等】 週1回収集【専用かご等】

手不燃系埋立ごみ

アルミホイル、陶器、ガラス、革製品、
硬質プラスチックなど

週1回収集【指定ごみ袋】

ぴん類

不燃系埋立ごみ用袋

(40 tサイズ)

「 寸
一回

ふたははずす

. ぴん類は中をすすいでから出し
てください。 (/3¥ たははずす。)

※薬品・化粧畠のぴんも同様にぴん
類で出してください。

. かん類は、中を
すすいでからつぶ
さないで、出してく
ださい。

。食べ物の入って
いた缶もかん類とし
て出してください。
※きれいに洗う。

※紙ラベルははがしてください。

‘ヨル ... 



待プラスチック製容器 週1回収集【透明または半透明の袋】

!..o_.プラスチック製容器
1 ..1::;このマークの表示されているものが対象となります 0

. プラ製容器は透明または半透明の袋に入れて出してください。

.中身は使い切り、洗ったりすすいだりして、汚れを落としてください。
※食晶など残りかすが取れないときは可燃系埋立ごみで出してください。

〈チューブ類〉 〈キャップ(ふた)類〉

〈ポリ袋・レジ袋類〉

〈ネット類〉

透明または
半透明

¥λ 、
〈包装用フィルム類〉 〈ラベル類〉 〈色っきトレイ類〉

‘2ト

ミペットボトル 週1回収集【透明または半透明の袋・専用かご等】

八ペットポ卜Jレ
乙.U このマークの表示されているものが対象となります。

、ー-ー"

。ペットボトルは、キャップ、ラベ
ルを外して出してください。

。紙製容器

$ミ 〈箱・袋類〉

ρ。 園
aλf 

透明または
半透明

。キャップとラベルは、
プラ製容器ヘ出してく
ださい。 中をすすいでください

月2回収集【透明または半透明の袋】

〈パック(中が銀色のもの)・カップ類〉

透明または
半透明

. お菓子の箱やレトルト食品などの 。ジ、ユースや酒類、ヨーク、ルトなどのカップ等
紙箱、洗剤やティッシュなどの紙箱、 の内側がアルミ加工されたパックなど。

商屈の紙袋や包装紙など。
※ティッシュの取り出し口の r壬忌奇二コ (1 3¥ た・ラベル類〉

宗鼠詰窓窓鯨酔(3ア?iヂ?除恥町い侃て
ぷ戸=--- 日ミ言ヨl※紙ラベルをはがした後の本体は、かん、
話会J 、蓮昌ts' び、ん、ペットポトJレヘ。

手白色トレイ

〈白色トレイ〉

。両面が白色のトレイです。汚れ、食晶
残物がある場合は洗ってください。
※色の付いたトレイは、プラ製容器で
出してください。

月2回収集【透明または半透明の袋】

透明または
半透明

... 



待発泡スチロール

. 大きなものは、しばって
出してください。

. 汚れの取れない
発泡スチロールは
可燃系で出してくだ
さい。

時雑がみ

. はがき、手紙、封筒、
コピー用紙、
トイレットペーパー、
アルミホイル・ラップの
芯など。

4 竺l

手金属類(50cm 未満のもの)

。家庭で使用された ノ匂ゑ
金物が対象ですo (/  ~ 

※包丁などは、新聞などで、しっかり包んで、ください。

月2回収集【透明または半透明の袋】

透明または
半透明

月2回収集【透明または半透明の袋】

透明または
半透明

月1回収集【透明または半透明の袋】

透明または
半透明

※スプレー缶類を出すときは、全部使い切り、缶に穴を空けて出してください。
※金属以外のもので、、取りはずしできないものは、そのまま出してください。
※ホ一口ウ鋼、テフロン加工されたフライパンは不燃系埋立ごみで出してください。

待小型家電 (30cm 未満のもの) 随時(拠点ボックス回収)

※拠点ボックス回収となっていますので、設置場所に持参してください。

‘' 

待組大ごみ 月1回収集【ごみ処理券貼付】

. 電化製晶、家具、寝具など0

. 収集日の2目前の15:00 まで申し込みを行い、組大ごみ処理券を
購入し貼って、ステーション横又は自宅前に出してくだ、さい。

※1固に排出できる粗大ごみは、5点までです。
申し込みは留萌南部衛生組合(ft43 ・2555) まで

多新聞

。新聞紙
チラシも一緒に十字にしばってください。

手雑誌

. 雑誌
ひもで十字にしばって出してください。

手ダンボール

. ダンボール
ダンボールは、ひもでしっかりと十字
にしばって出してください。

手紙パック

. 紙パック(中が白色のもの)
紙パックは、中をすすぎ、展開し、乾燥させてからしばって
出してください。

ごみ処理券

月2回収集【ひも】

~Iぱる

月2回収集【ひも】

~Iぱる

月2回収集【ひも】

f ではもる

月2回収集【ひも】

~Iぱる

... 

MK33
テキストボックス



随時【専用ポリ容器】 :、収集処理できないこ、み I 
. 天力スなどをできるだけ取り除き、ご、みステーションに

備え付けのポリ容器に移し替えてください。
※使用済み「天ぷら油jは固めたりしないで¥
そのまま出してください。

備え付き

専用ポリ容器

時危険ごみ
- パソコン、廃タイヤ、プロパンガスボンベ、消火器、バッテリ一、農薬および‘劇薬

類などの薬晶、廃油、医療器具など感染性一般廃棄物、ピアノ、バイク、スクー

タ一、灯油タンク(490 リットル)、大型で重量のある物(最大の辺又は径が 2メー

トル、容積が2立万メートル、重量が100kg を超える物)など

. 家電リサイクル法の対象となる洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ

(ブラウン管式・液晶・プラズマ)、エアコン(ウインド型、壁掛け型、床置き型)の

4晶目も収集しません。

・ヲ|つ越しなどで、多量のご、みが出る場合やご、自分で、搬入がで、きない場合 lま、次の

収集運搬許可業者にお問い合わせください。(別途収集料金がかかります。)

月1回収集【透明又は半透明のポリ袋】

. 危険ごみ
乾電池、蛍光管、水銀式体温計

LED 電球などが対象となります。

※蛍光管、蛍光灯、体温計類はケースに入れるか

紙などに包みI危険Jと表示してください。

〈み
電球型

蛍光灯が対象

一
川
町
即
時
晴

明
透
覗

透
半

白熱球は不燃ごみ

手木くず

. 木くず
割りばし、
竹ぐしなど。

月1回収集【透明又は半透明のポリ袋】

長さ30an
径20cm 以下のもの

※合板等加工された木くず、塗装された木くず、釘のついた木くずは不燃系埋立ごみで出して
ください。(長さが 30cm 以上ある場合は粗大ごみで出してください。)

事草・蕗定枝

. 草は透明または半透明のポリ袋に入れて、ごみ
ステーション横に出してください。
4砂男定枝(庭木)は長さ 1m 未満(太さ 5cm 未満) Iこ
して1m 位の紐等で縛りごみステーション横に出
してください。
※松など針葉樹の男定枝は同じように紐で縛り
『草の収集日』に出してください。

‘回以

ごみ収集・運搬許可業者

一
川
町
即
時
晴

明
遺
覗

透
半

業者名 住 所 TEL 

儒コパヤシ 留萌市高砂町3丁目 43-1259 

側イパヤシ 留萌市末広町4丁目7・15 42 ・0173

帰小平清掃公社 留萌郡小平町字小平町480 番地 56 ・2740

年2回(指定日)収集
※注意:組合が指定した家庭用ごみ袋では排出できません。分別して出してください。

衣類(綿 50%以上)の資源物を回収しましよう。
回収かごの設置場所については、組合または各市町にお問い合わせくだ

さい。 .. 



プラ製のお菓子の袋

‘Eル

納豆
外装フィルム、シートì~

ト合::1:里 ……・・・【プラ製容器】
タレゃからしの袋 )~ 

紙製容器 i ~~ 
〉F掛s------H ・H・.....・ H・...【紙製容器】

台紙)~

※容器は洗って下さい。タレゃからしの汚れがとれない

ときは〈可燃系埋立ごみヘ〉

トレイ
白色トレイ……………………………【白色トレイ】

色付きトレイi ~ー‘
~..タ5F---H ・ H ・.....・ H ・...【ブラ製容器】

吸水シート)~

(トレイに敷いてあるシート)

※トレイ、吸水シートはきれいに洗って下さい。

お菓子 ( 
紙製のお菓子の箱渉 【紙製容器】

，.-‘ v 

ブラ製のお菓子の袋巳 【ブラ製容器】

※乾燥剤は水分と混ざると発熱します。

〈不燃系埋立ごみへ〉

カップめん
食べ残し....・ H・...・ H・..…...・ H・...・ H・..【生ごみ】

カップめんの容器、
I ~r-当

カップめんのふた〉qesH ・H・.....・ H・【紙製容器】

わりぱしの袋 ノ

わりばし...・ H・-…...・ H・.....・ H・.....・ H・【木くず】

レジ袋・外装フィルムì~
?-f.タ 5f-H ・H・..【ブラ製容器】

力ッブめんの容器 ) ....._， 
ふたを抑えるテープ…...・ H ・.....・ H ・..【可燃系埋立ごみ】

かやく等の袋包 防製容器】

※かやく等の汚れが取れないものは〈可燃系埋立ごみヘ〉

台紙

/ 仁
使用済みのティッシユ

アルミホイル・ラップ
アルミホイルの箱ì~

ミ、眠~...... .・ H ・....【紙製容器】
ラップの箱 J厄 J

アルミホイルの芯・ラップの芯...・ H ・..【雑がみ】

アルミホイル、刃 ……...・ H ・.....・ H ・..【不燃系埋立ごみ】

ラップ・・…...・ H・.....・ H・.....・ H・.....・ H・【可燃系埋立ごみ】

ワイシャツ ーー
袋、えり芯、ピン包三 【プラ製容器】，、
台紙、襟ボール紙温む ....・ H ・...・ H ・【紙製容器】

ラベル(加工紙)…..，・ H ・H ・.....・ H ・..…・【可燃系埋立ごみ】

衣類 .....・ H・....・ H・.....・ H・...・ H・..…・【不燃系埋立ごみ】

※但し、綿50% 以上の衣類は回収かごにて回収を

行っています。回収かごの設置場所については、

組合または各市町村へお問い合わせください。

ボックスティッシユ
取り出し口のフィルム ì~ 

?-f.タ主…【ブラ製容器】
51固パックの外装フィjレム)~

※取り出し口のフィルムは、本体からはがして下さい。

箱 i ~#!_ヨ
〉品目b ・・・…【紙製容器】

取り出し口の細長い紙)~

使用済みのティッシュ...・ H ・...・ H ・-…【可燃系埋立ごみ】

再資源化で、きない紙
ビニール加工紙・写真・カード類・カーボン紙・

ラミネー卜加工紙・ノーカーボン紙…【可燃系埋立ごみ】

※資源物に出せない紙は〈可燃系埋立ごみ〉

-0 



ごみの分別・収集方法 粗大ごみ手数料

搬入先 新しい分別 頻度 料金 種別(袋別) 規格 新ごみ処理手数料
(1 枚あたり)

種 目 ロロロ 目 手数料の額

電気・ガス ガス台 400 円

可燃系埋立ごみ
{容器リサイクル法対象外)

週1回 有料

不燃系埋立ごみ
(硬ブラ含む)

12'~X 80 円

生ごみ 611 45 円

311 25 円

暖房器具 炊飯器
3合炊未満 100 円

園房器具 3合炊以上 200 円

ミーコンポのスビーカー又は本体のみ 400 円

ステレオ
ミニコンポセット 1.000 円
大型でスピーカ一又は本体のみ 1.000 円

40'~X 80 円 大型セット 2.800 円
草 年2回 無料

可燃系埋立ごみ 30'~X 60 円 ストーブ
ポータブル 400 円
据え置き型 1.000 円

搬入先 新しい分別 頻度 料金

包プラスチック製容器

20'~X 40 円

不燃系埋立ごみ
40'~X 80 円

20'~X 40 円

エアコン(ウインドウ型・ 室内装置(家電リサイクル対象外のもの) 400 円
壁掛型・床置き型を除く) 室外装置(家電リサイクル対象外のもの) 1.600 円

テレビ(ブラウン管式・液晶式・
20 型未満(家電リサイクル対象外のもの) 400 円

20 型以上29 型未満(家電リサイクル対象外のもの) 1.000 円
プラズマ式を除く)

29 型以上(家電リサイクル対象外のもの) 2.800 円

&ぺツトボトル
PET 

週1回
びん類

業務用冷蔵庫・冷凍庫 150L 未満 1.000 円
(家庭で使用のものに限る) 150L 以上 2.800 円

ハンドクリーナー 100 円
掃除機 その他の掃除機 200 円

かん類 大型掃除機 400 円

危険ごみ
月1回

金属類

電子レンジ、 400 円

ワープロ、プリンター 400 円
ビ、デ‘オデ‘ッキ 200 円

ミシン・編み機 400 円
資 多、紙製容器

源 白色トレイ
無料

風邑釜 1.000 円

ラジカセ
幅30cm 未‘満 100 円

幅30cm 以上 200 円

コンパクトタイプ(30kg 未満のもの) 400 円
発泡スチロール

化
雑が、み

施
月2回

紙パック

設
新聞紙(チラシ含)

雑誌

マッサージ、チェア 標準タイプ(30kg 以上50kg 未満のもの) 1.600 円
大型タイプ(50kg 以上100kg 以下のもの) 2.800 円

家具・寝具 椅子
一人掛け用 400 円

一人掛け以上のもの 1.000 円

カーペット・じゅうたん
6畳敷き未満のもの 200 円
6畳敷き以上のもの 400 円

タンス・戸棚
高さ又は幅が1m 未満のもの 1.000 円
局さ又は幅が1m 以上のもの 1.600 円

ダンボール

廃食用油 随時

キ九 1.600 円

テーブル・こたつ
最大の辺又は径が1m 未満のもの 400 円

最大の辺又は径が1m 以上のもの 1.000 円
布団、マットレス、毛布 200 円

小型家電 拠点回収 スプリングマットレス 1.000 円

ベッド シングルベ、ツド 1.000 円

粗大ごみ 月1回 有料 ダブ、ルベッド・2段ベッド 1.600 円

その他 オルガン、工レクトーン 2.800 円

灯油タンク
80Q未満のもの 400 円
80.......90Qのもの 1.000 円

搬入先 新しい分別 頻度 料金

2長 生ごみ(生分解性袋使用) 週2回 有料、-

自転車
二輪車・子ども用補助付き 400 円

その他の自転車 1.000 円

除雪用具類
スコップ類 200 円

スノーダンプ 400 円
木くず 月1回 スキー・スノーボード(1 組) 200 円

無料 さお(4 本まで) 200 円

設
男定枝 年2回 物干し 支柱(2 本まで) 400 円

土台(2 個まで) 1.600 円
電子レンジ、台 1.000 円

木材・トタン板 長さ1m くらいのヒモで縛ったもの(長さ 2m 未満) 200 円

最大の辺又は径が30cm 未満のもの 100 円
その他 最大の辺又は径が30 センチ以上1m 未満のもの 200 円

最大の辺又は径が1m 以上2m 未満のもの 400 円

‘Eル ... 



ごみの自己搬入
。一般廃棄物(家庭ごみ・事業系一般廃棄物)は自己搬入することができます。

種別 (10 同あたり) ごみ処理手数料 搬 入 先 搬入時間 搬入日

生ごみ 210 円
生ごみ処理施設 午前9時 ~

小平町字鬼鹿富岡46 番地1 午後4時

可燃系埋立ごみ 160 円 一般廃棄物最終処分施設 月曜~

不燃系埋立ごみ 160 円 増毛町御料1550 番地1 午前9時 ~ 金曜

粗大ごみ 220 円 資源化施設旧美・サイクル館 午後5時

資源ごみ 無料 留萌市大字留萌村藤山1714 番地1

※年末年始は12月31日-1月3固まで休みとなります。 ※組合が指定した家庭用ごみ袋では搬入できません。

案 内図

生ごみ処理施設

小平町字鬼鹿富岡46 番地1

小平町

留萌市
. 資源化施設旧美・サイクル館

留萌市大宇宙萌村藤山1714 番地1

. 一般廃棄物最終処分施設
増毛町 ¥ 増毛町御料1550 番地1

‘Eル

ごみは収集日の朝9時
までに出しましょう。

@ 

ごみは指定された袋で
必ず出しましょう。

不燃系埋立ごみ用袋

(40 E サイズ)

「お願U 寸 「お願U 寸
合

口

組
胆
「
川
町
」

生
一
封
一

衛
一
一
町
一

献
一
蹴
一

首
明
「

h
H」

留 留萌南部衛生組合

1li){l!U:Q) Oヨロ

ごみは指定された
収集場所に出しましょう。

分別区分を守り、適正な
排出をしましょう。

.. 
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50 音別家庭ごみ分類表
@ 回Eヨ目 目 分別区分 備

IC レコーダー 小型家電

アイスキャンディーの外袋(プラ製) プフ製容器

アイスキャンディーの棒(プフ製) 可燃系

アイスキャンディーの棒(木製) 木くず きれいにして

アイスクリームのカップ・ふた(紙製) 紙製容器 きれいにして

アイスクリームの力ップ・ふた(プフ製) プフ製容器

アイスピック 不燃系

アイロン 不燃系

アイロン台 粗大ごみ

アコーデイオン力一ァン 粗大ごみ

厚紙 雑がみ

圧力鍋 金属類

油(食用) 廃食用油 固めずそのままで

油(食用)のポトル(プラ製) プフ製容器 きれいにして

油(食用)ぴん びん類 中をすすぐ

油(食用)びんのせん(金属) 不燃系

油(食用)びんのふた(プフ製) プフ製容器

油(食用)缶 かん類 中をすすぐ

油紙 可燃系

油こし紙 不燃系

油こし容器 不燃系

油差し 不燃系

雨カッパ 不燃系

雨力ッパ包装した袋(プラ製) プフ製容器

網 不燃系

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

編み針 不燃系 金属製lま金属類で

あめなどの個包装(紙製) 紙製容器

あめ怠どの個包装(プラ製) プフ製容器

アルバム 不燃系

アルミ缶(飲料・食用晶) かん類 中をすすぐ

アルミはく容器鍋焼きうどん) 不燃系

アルミホイル 不燃系

アルミホイルの芯(紙製) 雑がみ

‘Eル
「

考

⑮ 

晶 目

アルミホイルの刃

アルミホイルの箱(紙製)

アルミ蒸着袋(菓子・レトルト食晶)

アンァナ(屋外用)

アンァナ(室内用)

アンプ

安全ピン

回Eヨ目 目

ETC 

育毛剤のふた(プラ製)

育毛剤のポトル(プフ製)

一斗缶

糸ょうじ

イヤホン

衣類

衣類乾燥機

衣類乾燥機台

入れ歯

色えんぴつ

色えんぴつケース(プラスチック)

色えんぴつケース(金属製)

色紙

印鑑

印鑑ケース

インクカートリッジ

インクの容器(ぴん)

インクの容器(プラ製)

インスタントフーメンのスープ・具の袋(プラ製)

インスタントフーメンの外袋(プフ製)

インスタントフーメンの麺

インターホン

ウイスキー(ぴん)

CI 
園田 目

L 

分別区分 備 考

不燃系

紙製容器

プラ製容器

粗大ごみ

不燃系

組大ごみ

不燃系

分別区分 備 考

小型家電

プラ製容器

プラ製容器 きれいにして

金属類 使いきって、きれいにして

不燃系

小型家電

不燃系

家電リサイクル法対象のため収集できません

組大ごみ

不燃系

不燃系

不燃系

金属類

雑がみ

不燃系

不燃系

不燃系

不燃系

プラ製容器

プラ製容器 きれいにして

プラ製容器

生ごみ

小型家電 電池をぬく

細目区分 ( 備 考

びん類 l 中をすすぐ

• 
「

MK33
タイプライターテキスト

MK33
タイプライターテキスト

MK33
タイプライターテキスト

MK33
タイプライターテキスト

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm以上は粗大ごみ



¥ L 
50 音別家庭ごみ分類表

晶 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

ウイスキー(缶) かん類 中をすすぐ 栄養ドリンクのぴん ぴん類 中をすすぐ

ウイスキーのふた(金属製) 不燃系

ウイスキーのふた(プラ製) プフ製容器
液晶ァレピ・プラスマァレビ、

家電リザイクル法対象のため収集できません。

法対象外のものは粗大ごみで

ウーロン茶(缶) かん類 中をすすぐ 延長コード(ドフム式) 粗大ごみ

ウーロン茶(ァィーパック) 不燃系 茶葉は生ごみ 煙突 粗大ごみ 50cm 未満は金属類で

ウーロン茶(ペットボトル) ペットポ、トル 中をすすぐ、コペルをとる えんぴつ 不燃系

ウーロン茶のキャップ(プフ製) プフ製容器 えんぴつ削り 不燃系

ウーロン茶のフベJL ，(プフ製) プフ製容器 工ンピパイプ 粗大ごみ

ウーロン茶(紙パック) 紙パック 中をすすぐ エンピパイプ(小さく切断) 不燃系

ウーロン茶(紙 Jtック)(中が銀色のパック) 紙製容器 中をすすぐ LD プレーヤー 粗大ごみ

植木の枝 草・劃定枝 特別収集以外は不燃系で LED 電球 危険ごみ

植木鉢 不燃系 MD レコーダー犠帯用) 小型家電

ウ工ス 不燃系 MD レコーダー(据置型) 粗大ごみ

ウz ットァイツシュ 可燃系 M O ・MD( ケース含む) 不燃系

ウ工ツトァイツシユの容器(プラ製) プフ製容器 MP3 プレイヤー 小型家電

ウォシャー液の容器のふた(プフ製) プフ製容器 プラ製以外lま不燃系で 5D 力ード 小型家電

うがい薬の容器(紙容器) 紙製容器 AC アダプター 小型家電

うがい薬の容器(プフ製) プフ製容器

浮き輪 不燃系 @ 晶 目 分別区分 備 考

うす 粗大ごみ オアシス(生花を生ける時に使用) 不燃系

薄皮 可燃系 オーディオフック 粗大ごみ

うちわ 不燃系 オーブントースター 粗大ごみ

腕時計(電池が入っている) 危険ごみ オーブンレンジ‘ 粗大ごみ

腕時計(電池なし) 不燃系 おがくず 木くず

うどん 生ごみ 桶(30cm 以上) 粗大ごみ

うどん(ポリ袋) プフ製容器 桶(30cm 未満) 不燃系

ウニのから 生ごみ おたま 金属類 金属類以外は不燃系で

乳母車 組大ごみ おしゃぶり 不燃系

梅酒のぴん ぴん類 おぽん(30cm 以上) 粗大ごみ 金属製(50011 以上)は粗大ごみで

うめぽしの種 生ごみ おぽん(30 倒未満) 不燃系 金属製(50an 未満)は金属類で

運動靴 不燃系 おふろマット 不燃系

おまる 粗大ごみ

@ 晶 目 分別区分 | 備 考

エアコン
家電リサイクル法対象のため収集できません。

法対象外のものは粗大ごみで

オルガン 粗大ごみ

お手ふき(紙) 可燃系

お手ふきの袋(紙製) 紙製容器

~ド • 
「 「

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
不燃系

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
電池を抜いて

MK33
テキストボックス
不燃系
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50 音別家庭ごみ分類表

@ 晶 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

お手ふきの袋(プフ製) プフ製容器 傘立て 粗大ごみ

大人用紙おむつ 不燃系 汚物を取り除く 菓子 生ごみ

おもちゃ(30cm 以上) 粗大ごみ 加湿器 粗大ごみ

おもちゃ(30cm 宋満) 不燃系 菓子の空き箱(紙箱) 紙製容器

おしぼり(綿) 不燃系 菓子の缶 かん類

おろし金 不燃系 金属製lま金属類で 菓子のぴん ぴん類

温度計(水銀使用) 危険ごみ 菓子箱の上げ底、中仕切り(紙製) 紙製容器

温度計(その他) 不燃系 菓子箱の上げ底、中仕切り(プラ製) プフ製容器

温水パネル(床暖用) 粗大ごみ ガスコンロ 粗大ごみ

温水洗浄機付便座 粗大ごみ ガス台(ガスレンジ) 粗大ごみ

ガス湯沸器 粗大ごみ

@ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考 カセットコンロ(本体) (30an 以上) 粗大ごみ 電池とカセットポンペをぬく

カーオーデ‘ィオ 小型家電 カセットコンロ(本体) (30an 来首) 不燃系 電池とカセットポンペをぬく

ガーぜ 不燃系 カセットボンベ 金属類 使い切り、缶に穴をあける

力一ァレピ、 小型家電 カセットボンベのキャップ(プラ製) プフ製容器

力一ァン 不燃系 力セットァープ(ケース含む) 不燃系

力一ァンレ-)レ 粗大ごみ カセットデッキ(30cm 以上) 粗大ごみ

カードリーダー 小型家電 カセットデ'ツキ (30anx30cm の投入口に入るもの) 小型家電

力一ナビ 小型家電 カツオ節 生ごみ

カーペット 粗大ごみ 力ツオ節の袋(プコ製) プコ製容器

かいちゅう電灯 不燃系 電池をぬく カッター(刃) 不燃系 刃にガムァープをはる

貝がら 不燃系 カッター(本体) 不燃系

貝類(中身) 生ごみ 力ップ(ガフス) 不燃系

力イロ(使い捨て) 不燃系 力ップ(金属製) 金属類

力イロ(使い捨て)の外袋(プラ製) プフ製容器 カップめん(麺) 生ごみ

鏡 (30cm 以上) 粗大ごみ 力ップめんの具(かやく)の袋(プフ製) プフ製容器 きれいにして

鏡 (30cm 未満) 不燃系 カップめんのスープの袋(プラ製) プフ製容器 きれいにして

かき氷器(30cm 以上) 粗大ごみ 力ップめんのふた(紙製) 紙製容器 きれいにして

かき氷器(30cm 未満) 不燃系 カップめんのふた(プフ艶 プフ製容器 きれいにして

花器(間器・木・竹・プフ製) 不燃系 力ップめんの容器・外装フィJレム(プフ製) プフ製容器 きれいにして

がくぷち(30an 以上) 粗大ごみ かつら(つけ毛) 不燃系

がくぷち(30an 未満) 不燃系 蚊取り線香 可燃系

力ケヤ 粗大ごみ 蚊取り線香(電子蚊取り) 不燃系

傘 (30cm 以上) 粗大ごみ 蚊取り線香の紙製外箱 紙製容器

傘 (30cm 未満) 不燃系 蚊取り線香の外箱(缶) かん類

‘Eル -& 

「 「

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
5枚までで1点

MK33
テキストボックス
5本までで1点

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
電池が入っているものは電池をぬく。電気仕掛けのもので、30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
(50cm以上）

MK33
テキストボックス
(50cm未満）

MK33
テキストボックス
金属類

MK33
テキストボックス
20cm以上は金属類

MK33
テキストボックス
小型家電
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⑬ 晶 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

力二 生ごみ 革靴 不燃系

かぱん 不燃系 革手袋 不燃系

画板 不燃系 皮むき 不燃系

画ぴょう 不燃系 換気扇のフィルター 不燃系

かぴん 不燃系 換気扇の本体 粗大ごみ

かまぼこ 生ごみ

かまぼこ(木の粉 不燃系
缶切 不燃系

金属製は金属類、プフス

チック付きは不燃系で

紙おむつ 不燃系 汚物を取り除く 乾燥機(衣類乾燥機を除く) 粗大ごみ

紙コップ、紙皿 可燃系 汚れたもの 乾燥剤 不燃系

かみそり 不燃系 刃にガムァープをはる 缶詰め(中身) 生ごみ

紙ねんど 不燃系 缶詰めの缶 かん類 中を洗う・缶のふたもかん類

髪の毛 不燃系 乾電池 危険ごみ

紙パック(中が白色の Jfック) 紙パック 中をすすぐ 乾電池などの外装フィルム プフ製容器

紙パック(中が銀色の Jfック) 紙製容器 中をすすぐ

紙やすり 不燃系 @ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

ガム 不燃系 キーボード(楽器) 粗大ごみ

ガムァープ(紙製) 可燃系 キーボード(ワープロ) 不燃系

ガムァープ(布製) 不燃系 キーホJレダー 不燃系

ガムァープの芯 可燃系 木くず(直径 20an 以下、長さ30cm 以下のもの) 木くず 毅訪1'6出礎科をぬっていなし1ものに限る

ガムの包装(1 枚ごとの包装を含む) 紙製容器 キセル 不燃系

ガムのポトル(プフ製) プフ製容器 ~ター 粗大ごみ

カメフの本体・ケース・レンズ・三脚 不燃系 電池をぬく 切手 雑がみ

画用紙 雑がみ キッチンタオル 不燃系

力フーポックス 粗大ごみ キックボード 粗大ごみ

力フオケセット 粗大ごみ キッチンペーJf- 可燃系

ガラス 不燃系 包割rnれみ頭剣た、マ万怠ジラどッスとク類表で罰I孟[~必す1れるず物紙Iに キッチンマット(30cm 以上) 粗大ごみ

キッチンマット(30cm 未満) 不燃系

ガラスクリーナー(スプレー式) 金属類 使い切り、穴をあける キネ 粗大ごみ

カレー(アルミの袋) プフ製容器 着物 不燃系

力レー(力レーのルー) 生ごみ 脚立 粗大ごみ

力レー(缶) かん類 中を洗う キャッシュカード 可燃系

力レーの外箱 紙製容器 キャップ(ふた)金属製 不燃系

枯れ葉 不燃系 キャップ(ふた)プラ製 プフ製容器

カレンダー 雑がみ キヤフメルの空き箱 紙製容器

カレンダーの金属部分 不燃系 キヤフメルの外装フィJレム(プフ製) プフ製容器

‘Eル -0 

「 「

MK33
テキストボックス
雑がみ

MK33
テキストボックス
カメラの本体は、電池を抜いて小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
ボタン電池は回収協力店へ

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で



¥ L 
50 音別家庭ごみ分類表

@ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

キヤフメルの包み紙(個包装) 紙製容器 靴 不燃系

球根 不燃系 靴下 不燃系

きゅうす 不燃系 靴下の外袋(プフ製) プフ製容器

吸水シート(食畠トレイに敷いているもの) プフ製容器 汚れを落とす クッション 不燃系

給湯器 粗大ごみ 靴ずみのチューブ 不燃系 中をきれいにできないため

牛乳パック 紙パック 中をすすぐ 靴の空き箱 紙製容器

牛乳びん びん類 中をすすぐ 靴の中敷き 不燃系

鏡台(化粧台) 粗大ごみ 靴のビニール製靴型 プフ製容器

霧吹き 不燃系 靴べら 不燃系

金魚鉢(ろ過器) 不燃系 グフス 不燃系

金魚鉢(水槽) (30 倒以上) 粗大ごみ クフツ力一 不燃系 使いきってから

金魚鉢(水槽) (30 佃未満) 不燃系 クリアファイル 可燃系

金庫(100kg 未満) 粗大ごみ クリーニングの紙袋・台紙 雑がみ

クリーニングのポリ袋 可燃系 商品でないものを入れた袋のため

晶 目 分別区分 備 考 クリスマスツリー(30an 以上) 粗大ごみ

空気入れ 粗大ごみ クリスマスツリー(30an 未満) 不燃系

空気清浄機 粗大ごみ クリップ 不燃系

クーフーポックス 粗大ごみ クレジ‘ット力ード 可燃系

クーフー(エアコン)
家電リサイクル法対象のため収集できません。

法対象外は粗大ごみで

クレヨン 不燃系

クレヨン中敷き(プラ製) プコ製容器

くぎ 不燃系 クレヨンのケース(紙製) 紙製容器

草 不燃系 特別収集は除く(土を取り除く) グローブ 不燃系

草刈り鎌 金属類 刃にガムァープをはる 軍手 不燃系

草刈り機 粗大ごみ

くさり(プラ製) 不燃系 @ 晶 目 分別区分 備 考

くさり(金属製) 金属類 蛍光管 危険ごみ ケースに入れる

くし(ブラシ) 不燃系 蛍光球(電球型蛍光灯) 危険ごみ ケースに入れる、白熱球は不燃系で

串(木製) 木くず 蛍光ペン 不燃系

病院、薬局、薬屈に相談し、持参し廃棄してもらう 計算機 小型家電

薬 か、そのまま捨てていいと言われたものは不燃系 携帯電話 小型家電 電池をとる

埋立ごみで出して下さい白 毛糸 不燃系

薬のぴん ぴん類 劇薬類を除く 計量力ツプ(金属製) 金属類

薬の容器・ふた(プフ製) プフ製容器 言十量力ップ(プラ製) 不燃系

果物ナイフ 金属類 ケーキ 生ごみ

口紅の容器(プフ齢 プフ製容器 ケーキ(アルミの包み) 不燃系

‘Eル -0 

「 「

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
電池をぬく

MK33
テキストボックス
電池をぬく
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⑮ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

ケーキの鉱祇 不燃系 容器表示のないもの 碁盤 粗大ごみ

ケーキ(覆っているフィ Jレム) プラ製容器 碁盤(折りたたみ式) 不燃系

ケーキの箱(紙製) 紙製容器 コピー機(家庭用) 組大ごみ

ゲーム機(テレビゲーム機) 小型家電 ごみ箱(金属製) 金属類

ゲーム機(ポリ袋) プラ製容器 ごみ箱(プラ製) 不燃系

ゲーム機(第包スチロール) 務包スチロール ご、み箱(30an 以上) 粗大ごみ

ゲーム機の空き箱(紙製) 紙製容器 ゴム印 不燃系

ゲームソフト(家庭用) 小型家電 ゴム手袋 不燃系

毛皮 不燃系 ゴムホース 不燃系

消しゴム 不燃系 ゴムホースリール 粗大ごみ

化粧晶の外箱(紙劃 紙製容器 ゴムボート 組大ごみ

化粧晶の外箱(プラ製) プラ製容器 米 生ごみ

化粧晶のぴん ぴん類 米びつ(ハイザー) 粗大ごみ

化粧品の容器のふた(プラ製) プラ製容器 米ぬか 不燃系

げた 不燃系 コルク栓 不燃系

げた箱 粗大ごみ コルク抜き 不燃系

ケチャップ(ポリ袋) プラ製容器 ゴルフクフブ・J~ツク 粗大ごみ

ケチャツプチューブ・ふた(プラ製) プラ製容器 きれいにして ゴルフポール 不燃系

ケチャップのぴん ぴん類 ふたをとる コンクリートブロック 組大ごみ

ケチャップびんのふた 不燃系 コンタクトレンズ 不燃系

血圧計(デジタル式) 小型家電 電池をとる コンタクトレンズの保存液容器(プフ製) プラ製容器

血圧計(水銀計) 危険ごみ コンパクトフフツシユ 不燃系

結束バンド(荷造り等の固いァーカ 不燃系 コンパス 不燃系 針にガムァープをはる

毛抜き 不燃系 コンパス(金属製) 金属類

玄関マット(30cm 以上) 粗大ごみ コンパネ 粗大ごみ

玄関マット(30cm 未満) 不燃系 コンビニ弁当の容器(プラ製) プラ製容器 きれいにして

ケンザン 不燃系 コンポスト容器 組大ごみ

剣道具 粗大ごみ

顕微鏡 不燃系 晶 目 分別区分 備 考

サーキュレーター 組大ごみ

@ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

コップ型のぴん(日本酒など) ぴん類

サーフボード 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

琴 粗大ごみ サイドポード(茶ダンス) 粗大ごみ

粉ミルク 生ごみ 財布 不燃系

ご官反 生ごみ 魚 生ごみ

‘Eル • 
「 「

MK33
テキストボックス
不燃系

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
長方形

MK33
線

MK33
線

MK33
テキストボックス
小型充電式電池

MK33
テキストボックス
危険ごみ

MK33
テキストボックス
資源の有効利用のため、できるだけリサイクル協力店へ持ち込んでください。

MK33
テキストボックス
電池をぬく
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@ 晶 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

魚(白色トレイ) {プフ製) 白色トレイ きれいにして シール(台紙含む) 可燃系

魚(フッカ(プフ製) プラ製容器 シールは切り取る ジーンズ 不燃系

魚のフツプについているシール 可燃系 シ工ーパー(電気力ミソリ)乾電池式 小型家電 電池をぬく

魚の食品トレイに敷いている吸水シート プラ製容器 よごれを落とす シ工ーパー(電気力ミソリ)充電式 小型家電

酒の缶 かん類 中をすすぐ シェーrf' ーのコード 小型家電

酒のびん ぴん類 中をすすぐ 塩(ぴん) ぴん類

酒パック(中が銀色のパック) 紙製容器 中をすすぐ 塩(ポリ袋:) (プラ製) プラ製容器

酒パック(中が白色のパック) 紙パック 中をすすぐ 塩(紙袋) 紙製容器

酒パックふた(キャッカ(プフ製) プラ製容器 中をすすぐ 塩(紙箱) 紙製容器

雑誌 雑誌 まとめて束ねる 色紙 雑がみ

笹の葉 不燃系 磁石 不燃系

砂糖 生ごみ 下敷き(プフ製) 不燃系 紙製は可燃系ごみで

砂糖(ポリ袋) プラ製容器 しちりん 粗大ごみ

座布団(30an 以上) 組大ごみ 湿気とり 不燃系

座布団(30 佃未満) 不燃系 湿布 不燃系

サマーベッド 粗大ごみ 湿布剤の外箱(紙製) 紙製容器

ざる{30m 以上) 粗大ごみ 湿布剤の外袋(プラ製) プラ製容器

ざる{30an 未満) 不燃系 湿布剤の表面に張られたフィJレム(プフ齢 可燃系

三角コーナー(金属製) 金属類 辞典 雑誌 まとめて束ねる

三角コーナー(プコ製) 不燃系 自転車 組太ごみ

三脚 組大ごみ シャープペンシル 不燃系

サングフス 不燃系 写真 可燃系

サンダル 不燃系 ジ‘ャム 生ごみ

残飯 生ごみ ジャム(チューブ入り) (プフ製) プラ製容器

三輪車 粗大ごみ ジ‘ャム(プラスチック容器) プラ製容器

ジ‘ャムのぴん ぴん類 中をすすぐ

⑮ 晶 目 分別区分 備 考 ジャムのびんのふた 不燃系

CD( ケース含む) 不燃系 シャンプー ポトル・ポンプ部分 プラ製容器 中をすすぐ

CD 、DVD ドフイブ 小型家電 シャンプーハット 可燃系

CD プレイヤー幌帯型) 小型家電 週刊誌 雑誌 まとめて束ねる

CD フジ力セ{30an 以上) 粗大ごみ ジ‘ユース(紙 rf -y?) 紙バック 中をすすぐ

CD フジ力セ(30an 未満) 小型家電 ジ‘ユース(ペットボトル) ペットポトJレ 中をすすぐ、ラベルをはがす

GPS関連装置 小型家電 ジ‘ユースのキャップ(プラ製) プラ製容器

シーツ(敷布) 不燃系 ジ‘ユースのフベJレ(プラ製) プラ製容器

シート(レジャー用) 不燃系 ジ‘ユースの缶 かん類 中をすすぐ

‘Eル • 
「 「

MK33
テキストボックス
バッテリーをぬく

MK33
テキストボックス
５枚までで１点
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⑮ 晶 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

ジ、ユースのぴん ぴん類 中をすすぐ 白髪染め(スプレー缶) 金属類 使い切り、缶に穴を聞ける

修正液 不燃系 白髪染め(チューブ) 不燃系

じゅうたん 粗大ごみ 新聞紙 新聞誌 まとめて束ねる

充電器 小型家電

数珠 不燃系 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

朱肉 不燃系 すいか 生ごみ

シユフフ(寝袋) 不燃系 水槽 粗大ごみ

シュレッダーご、み 可燃系 水中メガネ 不燃系

定規(木・プフ製) 不燃系 鋭利なものはガムテープをまく 水筒 不燃系

定規(金属事的 金属類 炊飯器 粗太ごみ

将棋の駒 不燃系 スーツケース 組大ごみ

将棋盤 粗大ごみ スーパーの袋(ポリ袋) プラ製容器

将棋盤(折りたたみ式) 不燃系 すき間ァープ 不燃系

じようご(プフ製) 不燃系 スキーウェア 不燃系

醤油(ペットポトル) ペットポ卜Jレ 中をすすぐ スキーキャリア 粗大ごみ

醤油のキャップ(プラ製) プラ製容器 スキー用具 粗大ごみ

醤油の缶 金属類 中をすすぐ スケート・スキー靴(30 冊以上) 組大ごみ

醤油のびん ぴん類 中をすすぐ スケート・スキー靴(30 伺未満) 不燃系

醤油のふた(プラ製) プラ製容器 スケッチブック(紙) 雑がみ

醤油のふた(金属) 不燃系 スケッチブック(綴りの部分) 不燃系

浄水器(30cm 以上) 粗大ごみ スコップ 粗大ごみ

浄水器(30cm 未満) 不燃系 すす(煙突の) 不燃系

焼酎(ペットボトル) ペットポトJレ 中をすすぐ すずり 不燃系

焼酎のキャップ(プラ製) プラ製容器 すだれ 粗大ごみ

焼酎の缶 かん類 中をすすぐ スタンプ台 不燃系

焼酎のぴん ぴん類 中をすすぐ スチール缶(食料・飲料用) かん類 中をすすぐ

焼酎のふた(プラ製) プラ製容器 スァレオ(30an 以上) 組大ごみ

焼酎のふた(金属) 不燃系 スァレオ(30an 未満) 小型家電

照明器具 粗大ごみ ストーブ 粗大ごみ

じようろ 不燃系 ストッキング 不燃系

食晶トレイ(色付き) プラ製容器 きれいにして ストッキングの外袋(プコ製) プラ製容器

食晶トレイ(白色) 白色トレイ きれいにして ストッキングの中の台紙 紙製容器

除湿器 粗大ごみ ストロー 可燃系

食器 不燃系 金属製は金属類で ストローの袋(紙製) 紙製容器

食器洗い乾燥機 粗大ごみ ストローの袋(プフ製) プラ製容器

‘Eル -0 
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MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で
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回Eヨ目 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

スナック菓子の袋(紙艶 紙製容器 石けん ボトル・ポンプ部分 プラ製容器 きれいにして

スナック菓子の袋{プフ製) プラ製容器 石けんの個袋(プフ製) プラ製容器

スニーカー 不燃系 石けんの外箱(紙製) 紙製容器

スノーブラシ(30an 以上) 組大ごみ 接続コード 小型家電

スノーブラシ(30an 来首) 不燃系 セトモノ 不燃系

スノーポード 粗大ごみ ぜリーの力ップ(プラ製) プラ製容器

スノコ 粗大ごみ セロハンァープ 可燃系

酢のびん ぴん類 中をすすぐ セロハンァープの刃 不燃系

酢のびんのせん(プフ製) プラ製容器 線香 可燃系

スパゲツアイ 生ごみ 線香(包み紙) 紙製容器

スパゲツァィのポリ袋(プフ製) プラ製容器 線香の外箱(紙製) 紙製容器

スピーカー 粗大ごみ 洗剤の計量力ツプ・計量スプーン 不燃系

スプーン(金属製) 金属類 洗剤容器(紙製) 紙製容器

スプーン(プラ製) 不燃系 洗剤容器(プラ製) プラ製容器

スプーンの袋(紙製) 紙製容器 洗車ブコシ 不燃系

スプーンの袋(プラ製) プラ製容器 洗濯かご(プラ製) (30an 以上) 粗大ごみ

スプレー缶 金属類 缶に穴を開ける 洗濯かご(プラ製) (30an 来満) 不燃系

スプレー缶のキャップ(プラ製) プラ製容器 洗濯機 家電リサイクル法対象のため収集できません

スポンジ‘ 可燃系 洗濯ネット 不燃系

スポンジの外袋(プフ製) プラ製容器 洗濯のりの容器(プフ製) プラ製容器 中をすすぐ

ス‘ポンプレッサー 粗大ごみ 洗濯パサミ 不燃系

スマートメディア 小型家電 栓抜き(金属のみ) 金属類

炭(石炭、木炭) 不燃系 栓抜き(プフスチック付き) 不燃系

スフイサー 不燃系 扇風機 粗大ごみ

すりこぎ棒 不燃系 洗面器 不燃系

スリッrf 不燃系

すりばち 不燃系 @ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考

造花 不燃系

@ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 双眼鏡 不燃系

製氷皿 不燃系 雑巾(ぞうきん) 不燃系

生理用品 不燃系 そうさ‘いの容器(色付きトレイ) プラ製容器 きれいにして

生理用晶の包装(外装・個袋) プラ製容器 そうざいの容器(白色トレイ) 白色トレイ きれいにして

石油ポンプ 可燃系 そうざいの容器(ぴん) ぴん類 キャップをとる

石油ポンプ(電動式) 不燃系 電池をぬく そうさ、いの容器(プラ製) プラ製容器

石けん 不燃系 そうざいの容器(フッカ プラ製容器
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@ 晶 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

掃除機 粗大ごみ たばこの外装フィルム(プコ製) プラ製容器

掃除機のごみ 不燃系 たばこの吸い殻 不燃系

ソースの容器(ぴん) ぴん類 キャップをとる、中をすすぐ たばこの箱(紙製) 紙製容器

ソースの容器(プフ製) プラ製容器 中をすすぐ 卵 生ごみ

ソースの容器(ペットポトル) ペットポトJレ 中をすすぐ、ラベルをはがす 卵のから 生ごみ

ソースの容器のふた(プラ製) プラ製容器 卵のパック(紙製) 紙製容器

ソースの容器のフベル 可燃系 卵のパック(プフ製) プラ製容器

ソーセージ 生ごみ 玉ねぎを入れた網・ネット プラ製容器

ソーセージ(紙箱) 紙製容器 タフイ(30an 以上) 粗大ごみ 金属製(50an 以上)は粗大ごみで

ソーセージ(ビニール) プラ製容器
金属部分を取り除く。中身を

取り除けない場合は可燃系ヘ

タフイ(30an 未満) 不燃系 金属製(50cm 乱官)は金属類で

樽 粗大ごみ

ソーセージ(ポリ袋) プラ製容器 タル木(直径 20an 以下、長さ30 冊以下) 木くず 家庭から出るもの

そぱ 生ごみ たれのポトル(ぴん) ぴん類 中をすすぐ

そぱ(アルミホイル容器) 不燃系 たれのポトル(プフ製) プラ製容器 中をすすぐ

そぱ(ポリ袋} (プラ製) プラ製容器 たわし 不燃系

そば粉 生ごみ 単行本 雑誌 まとめて束ねる

ソファー 粗大ごみ タンス 粗大ごみ

ソファーベッド 組大ごみ タンスシート 不燃系

そり 粗大ごみ ダンボール ダンボール まとめて束ねる

そろばん 不燃系

@ 
@ 

晶 目 分別区分 備 考

晶 目 分別区分 備 考

チーズ 生ごみ

体重計(30 倒未満) 不燃系 チーズ(アルミホイル) 不燃系

ダイレクトメール(紙製の外袋) 紙製容器 窓フィルムはプフ製容器 チーズ(ポリの包み) プラ製容器

ダイレクトメール(製本されたもの) 雑誌 チーズの外箱(紙製) 紙製容器

ダイレクトメール(パフ紙) 雑がみ チェーン(車のタイヤ用) 粗大ごみ

ダイレクトメール(ビニールの外装) プラ製容器 チェーンソー 粗大ごみ

竹(塗料付) 不燃系 長さ30an 以下のもの チェスト 粗大ごみ

竹(塗料なし) 木くず E怪20 0n以下、長さ 30 叩以下のもの 地球儀 粗大ごみ

竹の子の皮 生ごみ ちくわ 生ごみ

畳(たたみ) 粗大ごみ ちくわ(ポリ袋) プラ製容器

脱脂綿 不燃系 チャイルドシート 粗大ごみ

建具 粗大ごみ 茶殻 生ごみ

たばこ(缶) かん類 茶だんす 粗大ごみ

たばこの内紙(片面銀紙) 紙製容器 茶づっ(金属製) 金属類
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@ 晶 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

茶づっ(プラスチック製) 不燃系 つまようじ 木くず

茶づっ(木製) 不燃系 爪 不燃系

茶のァィ-j' tッグ 不燃系 茶葉は生ごみで 爪きり 不燃系

茶(ァイーバッグ)の個包装紙 紙製容器 釣り糸(ァグス) 不燃系

茶の袋(紙劃 紙製容器 つり道具(リール) 不燃系

茶の袋(プコ製) プラ製容器 つり道具(竿) (30an 以上) 粗太ごみ

茶わん 不燃系 つり道具(竿) (30an 未満) 不燃系

チューナー(デジタル・ CATV・BS・CS) 小型家電 つり道具(竿立て) (30an 以上) 粗大ごみ

彫刻万 不燃系 刃にガム7ープをはる つり道具(竿立て) (30an 未満) 不燃系

ちょうし(セトモノ) 不燃系

調昧料(缶) かん類 @ 晶 目 分別区分 備 考

調昧料のぴん ぴん類 アイ-j' tッグ 不燃系 中昧は生ごみで

調味料のふた(プフ製) プラ製容器 アイツシュペ-rf- 可燃系

調昧料のふた(金属) 不燃系 アイツシユボックス(5個入)の外装フィルム(プラ製) プラ製容器

チョーク 不燃系 アイツシュポツクス(紙箱) 紙製容器

貯金箱 不燃系 金属製lま金属類で アイツシュポツクス取り出し口のフィJレム(プコ製) プラ製容器

チョコレート 生ごみ ァーブル 組大ごみ

チョコレート(銀紙) 不燃系 ァーブルクロス 不燃系

チョコレートの外箱(紙製) 紙製容器 手紙 雑がみ

チフシ 新聞誌 デジタルオーデ‘ィオプレイヤー 小型家電

ちりとり(30cm 以上) 粗大ごみ デジタル力メフ 小型家電

ちりとり(30cm 未満) 不燃系 デ'スクマット 粗大ごみ

テ‘ッキブラシ 粗大ごみ

回Eヨ目 目 分別区分 備 考 手袋(ゴム、ビニール、綿、革製、チャック、ポタン付き) 不燃系

通信ケーブル 不燃系 ァレピ台 組大ごみ

つえ(30cm 以上) 粗大ごみ

つえ(30cm 未満) 不燃系
ァレピ(ブフウン管、液晶、プラスマ)

家電リサイクル法対象のため収集できません。

法対象外のものは粗大ごみ

使い捨て力イロ 不燃系 ァレフォン力ード 可燃系

使い捨てフイター 危険ごみ 使い切って分解した場合|ま不儲系で 天かす 生ごみ

机 粗大ごみ 電気力一ペット 粗大ごみ

漬物 生ごみ 電気力ミソリ 小型家電

漬物石(重し) 粗大ごみ 電気コード 不燃系

漬物(ポリ袋) プラ製容器 きれいにして 電気コードの包装パック(プフ製) プラ製容器

漬物の樽 粗大ごみ 電気コードの包装パックの中の台紙 紙製容器

つっぱり棚・棒(室内物干し棒) 粗大ごみ 電気こたつ 組大ごみ
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@ 晶 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

DVD( ケース含む) 不燃系 時計 不燃系 電池をぬく

DVD 、CD ドフイブ 小型家電 トタン 粗大ごみ

DVD デッキ 小型家電 とっくり 不燃系

電気スタンド 粗大ごみ ドフイフフワー 不燃系

電気スタンド(蛍光管) 危険ごみ ドフイヤー 不燃系

電気製品の空き箱(紙製) 紙製容器 ドフム缶 粗大ごみ

電気製晶の空き箱(ダンボール) ダンボール トコンシーパー 小型家電 電池をぬく

電気毛布 粗大ごみ トフンプ(紙製) 雑がみ

電球(白熱球) 不燃系 蛍光球、LED 電球は危険ごみで トフンプ(プフスチック製) 不燃系

電子辞書(電子手帳) 小型家電 トフンプケース(紙製) 紙製容器

電磁調理器 粗大ごみ トフンプケース(プラスチック製) 不燃系

電子レンジ‘ 粗大ごみ 鳥かご 不燃系

天体望遠鏡 粗大ごみ 鳥がら 生ごみ

電卓 小型家電 塗料(スプレー缶) 金属類 中身の入ったものは収集

電池 危険ごみ 塗料(ぴん・缶) 不燃系 しません。告に穴を聞ける

ァント 粗大ごみ ドリンクぴん ぴん類 中をすすいで

電動歯ブラシ 小型家電 ドリンクびんのふた 不燃系

でんぷん食器 可燃系 トレイ(色付き) プラ製容器

電話器 小型家電 トレイ(白色) 白色トレイ

電話器(コードレス) 小型家電 電池をぬく トレイに敷いてある吸水シート プラ製容器 汚れを落とす

電話端末 小型家電 ドレッシングのぴん ぴん類 中をすすいで

トロフィー(30cm 以上) 粗大ごみ

@ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考 トロフィー(30cm 未満) 不燃系

ドアノブ 不燃系

トイレットペ-rf ーしん 雑がみ @ 晶 目 分別区分 備 考

トイレットペーパーの外装フィルム プラ製容器 長ぐっ(30cm 以上) 粗大ごみ

陶器 不燃系 長ぐつ(30cm 未満) 不燃系

豆腐 生ごみ 流し台 粗大ごみ

動物の毛 不燃系 納E 生ごみ

E腐のパック、ふた プラ製容器 納Eの容器 プラ製容器 きれいにして

トウモロコシの芯 生ごみ 鍋(金属製) (50cm 以上) 粗大ごみ

トウモロコシの皮 生ごみ 鍋(金属製) (50cm 未満) 金属類

灯油タンク(室内用、 801Z 未満) 粗大ごみ 鍋(土鍋) (30cm 以上〉 組大ごみ

灯油タンク(80~JC--90協) 粗大ごみ 銅(士鍋) (30cm 未満) 不燃系

トースター 不燃系 鍋しき 不燃系
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回Eヨ目 目 分別区分 備 考

鍋つかみ 不燃系

なぺ焼きうどんのアルミ容器 不燃系

なぺ焼きうどんの外装フィルム プラ製容器

生ごみ処理機の処理残漬 不燃系

生ご‘みネット(トウモロコシ製) 可燃系

生花 生ごみ

なわとび 不燃系

@ 

園Eヨ田 目 分別区分 備 考

肉 生ごみ

肉(色付トレイ) (プフ製) プラ製容器

肉(白色トレイ) (プフ製) 白色トレイ

肉(フツプ) (プフ製) プラ製容器 シールは切り取る

肉のフツプについているシール 可燃系

肉の食晶トレーに敷いている吸水シート プラ製容器 汚れを落とす

荷造りひも 不燃系

入浴剤(缶) 金属類

入浴剤のふた(金属) 不燃系

入浴剤のふた(アラスチック) プラ製容器

入浴剤の袋(プコ齢 プラ製容器

人形 不燃系 金属製l志金属類で

⑮ 

晶 目 分別区分 備 考

ぬいぐるみ 不燃系

ぬい針 不燃系

晶 目 分別区分 備 考

ネガ 可燃系

ネクタイ 不燃系

寝袋(シユフフ) 不燃系

ねりわさび・からし 生ごみ

ねりわさび・からしのチューブ プラ製容器 汚れを落とす

ねりわさび・からしの外箱 紙製容器

ねりわさび・からしのふた プラ製容器

粘着ァープ 不燃系

L 

』 扮
一
系

眼
一
燃

畑
一
不

備 考1:1 
回目 目

晶 目 分別区分 備 考

ノート 雑誌 まとめて束ねる

のこぎり 金属類 刃にガムァープをはる

のり(工作用) 不燃系

のり(工作用)のチューブ プラ製容器 中をすすぐ

海苔(のり) 生ごみ

海苔の缶 かん類

海苔の佃煮 生ごみ

海苔の佃煮のぴん ぴん類 中をすすぐ

海苔の佃煮のびんの13¥た(金属性) 不燃系

晶 目 分別区分 備 考

歯 不燃系

バーベキューコンロ 粗大ごみ

ハイザー(米ぴつ) 粗大ごみ

灰皿 不燃系 金属製は金属類で

パイプ椅子 粗大ごみ

バインダー 不燃系

ハ工たたき 不燃系

はがき 雑がみ

バケツ 不燃系

ハサミ 金属類 ガムァープをはる

箸(はし) 不燃系 金属製は金属類で

箸の袋(ポリ劃 プラ製容器

箸の袋(紙製) 紙製容器

箸立て 不燃系

箸箱 不燃系 金属製は金属類で

パスマット 不燃系

パソコンフック 粗大ごみ

バター 生ごみ

バターの銑紙(包み紙) 紙製容器 きれいにして

バターの容器(プラ製) プラ製容器

バター容器の外箱(紙動 紙製容器

-0 
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⑮ 晶 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

HD ドフイブ(外付 Ij ・内蔵) 小型家電 ひげ剃り(金属) 不燃系

パソコン(デスクイトップ・ノート型) パソコンリサイクル法対象のため ひ11剃り(刃) 不燃系 ガムァープをはる

パソコン(ブフウン管モニター) 各メーカーが回収しています。 ひげ剃り(プフスチックケース) 不燃系

パット・野球用 粗大ごみ ビデオカメフ 小型家電

パット・料理用(金属製) 金属類 ビデオカメフ(三脚) 不燃系

発泡スチロール 発泡スチロール フベル、ァープ等ははがす ピテうオカメフのパッァリー 危険ごみ

花 生ごみ ピ‘テ‘オァープ(ケース含む) 不燃系

花火 不燃系 使いきってから ビデオァープ(ポリの包み) プラ製容器

歯ブラシ 不燃系 ビデオ7ープのシー)l! 可燃系

歯ブラシ(電動式) 小型家電 ビデオデッキ 小型家電

歯ブラシの包装用パック プラ製容器 ひも類 不燃系

歯ブラシの包装用パックの台紙 紙製容器 肥料袋(紙製) 紙製容器 きれいにして

歯磨き粉の外箱 紙製容器

歯磨き粉のチューブ(プラ製) プラ製容器 きれいにして
肥料袋{プフ製) プラ製容器

きれいにして

農業者は産業廃棄物処分

ハム 生ごみ ピンセット 不燃系

ハム(ポリ袋) プラ製容器
金属部分を取り除く。きれい

にできない場合は可燃系で 晶 目 分別区分 備 考

針 不燃系 ガムァープをはる ファイル 不燃系

はりがね 金属類 ファイル備製) 雑がみ プラスチック部分は取り除く

パン 生ごみ フィルム(ネガ 7 可燃系

パン(ポリ袋) プラ製容器 フィルムの外箱(紙製) 紙製容器

ハンガー(針金・木・プラ製) 不燃系 フィルムの筒型ケース(プラ製) プラ製容器

ハンカチ 不燃系 風船 可燃系

ばんそうこう 可燃系

ばんそうとうの空き箱 紙製容器
封筒(紙製) 雑がみ

あて名シーJレ(可燃系)や窓フィ

ルム(プラ製容器)は切り取って

はんだ 不燃系 フォーク 不燃系 金属製lま金属類で

はんだごて 不燃系 フォトプリンター 小型家電

パンの袋の留め具(プコ製) プラ製容器 ふた(紙製) 紙製容器

パンプス 不燃系 ふた(プラ製) プラ製容器

ふた(金属製) 不燃系

@ 晶 目 分別区分 備 考 プチプチ(緩衝材) プラ製容器 商品を包んであったもの

ビールの缶 かん類 不凍液の容器(プラ劃 プラ製容器 中をすすぐ

ビー)(.，の箱(厚紙』性のふた) 紙製容器 ふとん 組大ごみ

ビールの箱(ダンボール製) ダンボール ふとんカバー 不燃系

ビールのぴん ぴん類 布団乾燥機 組大ごみ

~ル -0 

「 「

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
資源の有効利用のため、できるだけリサイクル協力店へ持ち込んでください。

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
電池等はぬく

Soum-1
線

Soum-1
線

MK33
テキストボックス
針金ハンガーは金属類
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回Eヨ目 目 分別区分 備 考 晶 目 分別区分 備 考

フフイパン 金属類 テフロン加工怠どは不燃系で ペットフード 生ごみ

ブフインド 粗大ごみ ペットボトル ペットポトJレ 中をすすぐ、キャッ・プラベルをはがす

プフスチック製収納箱(ファンシーケース) 組大ごみ ペットボトル(醤油、焼酎とって付き)(プフ製) プラ製容器 PE~-?がついたものl例外ポ卜間

プフモデル 不燃系 ペットポトJレのふた(キャッカ(プラ製) プラ製容器

プフモデル(シール) 可燃系 ペットポトJレのフペJレ(プフ製) プラ製容器

プフモデルの空き箱(紙製) 紙製容器 ヘッドホン 小型家電

プフモデルの部品用袋(プフ製) プラ製容器 ベニヤ板口ンパネ) 粗大ごみ

プフモデルモーター(金具等) 不燃系 ベビーカー 粗大ごみ

プコンター{30cm 以上) 粗大ごみ ベビー用面(ベッド) 粗大ごみ

プフンター{30cm 未満) 不燃系 ベビー用品(ベビーフック) 組大ごみ

プリンター{30an 以上) 粗大ごみ ベビー用品(浴槽) 粗大ごみ

プリンター{30an 未満) 小型家電 ベルト 不燃系

プリンG個組)の台紙 紙製容器 ヘルパー(車用} (金属製) 粗大ごみ 50cm 未満は金属類

プリンのふた(プラ製) プラ製容器 きれいにして ヘルパー(車用) (プラスチック製) (30cm 以上) 粗大ごみ

プリンの容器(プフ製) プラ製容器 きれいにして ヘルパー(車用) (プラスチック製) (30cm 未満) 不燃系

風呂釜 粗大ごみ ヘルメット 不燃系

フロッピーテ'ィスク(ケース含む) 不燃系 ペンキの缶 金属類 使い切って

風呂の椅子(木・プラ製) 不燃系 ペンキのスプレー 金属類 使い切って、穴をあける

風呂のふた 組大ごみ ペンキのスプレーのキャップ(プラ製) プラ製容器

FAX{ ファックス) 小型家電 便座力パー 不燃系

プフズマ・液晶ァレピ
家電リ廿イクル法対象のため収集できません。

法対象外のものは粗大で

弁当の容器(プフ製) プラ製容器

弁当箱 不燃系

プフ容器(シ -)1.1 のはがれないもの) プラ製容器 l

@ 晶 目 分別区分 備 考

@ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

望遠鏡(足含む) 粗大ごみ

ヘアスプレー 金属類 缶に穴を開ける ほうき(30an 以上) 粗大ごみ

ヘアスプレーの外装フィルム(プラ製) プラ製容器 ほうき(30an お苗) 不燃系

ヘアスプレーのキャップ(プフ製) プラ製容器 芳香剤 不燃系

ヘアバンド(ゴム製) 不燃系 帽子 不燃系

ヘアバンド(プフ製) 不燃系 包差色紙(商品を包んであったもの) 紙製容器

ヘアバンド(布製) 不燃系 包帯 不燃系

ペット 粗大ごみ 包丁 金属類 ガムァープをはる

ペットの毛 不燃系 ホース 不燃系

ペットの砂 不燃系 ホースリール 粗大ごみ

ペットのフン 不燃系 ポータブルコンロ 粗大ごみ

~ル -0 

「 「

MK33
テキストボックス
角型足なし5個までで1点

MK33
テキストボックス
50cm以上は粗大ごみ
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@ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

ホームベーカリー 粗大ごみ 枕 不燃系

ボールペン 不燃系 祝力パー 不燃系

ホーロウ鍋 不燃系 マジ、ツク(サインペンなど) 不燃系

ポケットァイツシュの袋(プラ製) プラ製容器 マスク 不燃系

歩行器 組大ごみ 松ぽっくり 不燃系

ボタン 不燃系 マッサージ‘チェアー 組大ごみ

ホッチキス 不燃系 マッチ(空箱) 可燃系

ポット 不燃系 マッチ(使用済み) 不燃系

ホットプレート 粗大ごみ マッチ(未使用マッチ) 危険ごみ

ポテトチップスの紙包 紙製容器 きれいにして まな板(30an 以上) 粗大ごみ

ポテトチップスの袋(プラ製) プラ製容器 きれいにして まな板(30an 未満) 不燃系 木製は木くず

ポテトチップのふた(プラ製) プラ製容器 きれいにして マヨネーズ 生ごみ

ほ乳ぴん 不燃系 マヨネーズ(ポリ袋) プラ製容器

骨(属、牛、豚) 生ごみ マヨネーズのチューブ プラ製容器 きれいにして

ポリタンク(プラ製) 粗大ごみ マヨネーズのふた(キャップ) プラ製容器 きれいにして

保冷剤 不燃系 万年筆 不燃系

ホワイトポード 粗大ごみ

本 雑誌 まとめて束ねる @ 晶 目 分別区分 備 考

本棚 粗大ごみ みかん 生ごみ

みかんを入れた網・ネット プラ製容器

@ 晶 目 分別区分 備 考 ミキサー 組大ごみ

マーガリン 生ごみ ミシン 粗太ごみ

マーガリン(ポリ袋) プラ製容器 ミシンの台 組大ごみ

マーガリンの空き箱(紙製) 紙製容器 水草 不燃系

マーガリンの銀紙(包み紙) (紙製) 紙製容器 きれいにして みそ 生ごみ

マーガリンの容器(プフ製) プラ製容器 みそ(袋) プラ製容器 きれいにして

麻雀用具(台) 粗大ごみ みその容器(ポリ容器) プラ製容器 中をすすぐ

麻雀用具(パイ) 不燃系 ミニコンポ(30an 以上) 粗大ごみ

麻雀用具(パイケース) 不燃系 ミニコンポ(30an 未満) 小型家電

麻雀用具(マット) 粗大ごみ 耳かき 不燃系 金属製lま金属類で

マイク 不燃系 ミルク 生ごみ

マウス(J'fソコン用) 不燃系 ミルクの缶 かん類

マウスパッド 不燃系

巻尺 不燃系

マグネット 不燃系

cル -& 
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MK33
テキストボックス
金属類

MK33
テキストボックス
50cm以上は粗大ごみ

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
小型家電

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
不燃系

MK33
テキストボックス
水に丸１日以上浸してから
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晶 目 分別区分 備 考 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

麦茶 生ごみ もやし 生ごみ

麦茶(アルミの袋) プラ製容器 もやし(ポリ袋) プラ製容器

麦茶(ポリ袋) プラ製容器

麦茶の外箱(紙製) 紙製容器 ⑬ 晶 目 分別区分 備 考

麦茶のァイーパック 不燃系 茶葉は生ごみで やかん 金属類 金属製以外は不燃系で

虫とりあみ(30cm以上) 粗大ごみ 野菜(白色トレイ) 白色トレイ

虫とりあみ(30cmお満) 不燃系 野菜の網・ネット プラ製容器

虫とりのかご(プラ製) 不燃系 野菜の包装袋・外装フィJレム プラ製容器

虫ピン 不燃系 ガムァープをはる やすり 不燃系

虫めがね 不燃系

むしろ 粗大ごみ ⑬ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考

無線LAN機器 小型家電 USBメモリー 小型家電

郵便受け 粗大ごみ

⑬ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考 雪かき用品 粗大ごみ

名刺(紙製) 雑がみ 湯たんぽ 不燃系

名刺のケース(プフ製) プラ製容器 湯たんぽ(金属性) 金属類

メガネ 不燃系 湯飲み茶わん 不燃系

目薬の容器(プフ製) プラ製容器 湯沸かし器 組大ごみ

メジャー(巻尺) 不燃系

メモリースァイツク 小型家電 園Eヨ田 目 分別区分 備 考

メロン 生ごみ ヨーグルト(3 個組)外装フィルム プラ製容器

綿棒 不燃系 ヨーグルト(3 個組)台紙 紙製容器

綿棒の容器(プフ車場 プラ製容器 ヨーグJレトのふた(アルミ製) 不燃系

ヨーグ)v トのふた(紙製) 紙製容器

@ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 ヨーグJレトのふた(プラ製) プラ製容器

燃えがら 不燃系 ヨーグルトの容器(紙製) 紙製容器 きれいにする

木片(木のきれはし E径20cm以下、長さ30叩以下) 木くず 家庭からでるもの ヨーグルトの容器(ぴん) ぴん類 中をすすぐ

もちつき機 粗大ごみ ヨーグ)v トの容器(プフ製) プラ製容器 きれいにする

モップ 粗大ごみ 浴槽 粗大ごみ

モップの柄 粗大ごみ 浴槽のフタ 粗大ごみ

モデム 小型家電 汚れの取れないプラ容器・紙製容器・ペットボトル等 可燃系

物干し竿 粗大ごみ 汚れの取れないかん類 不燃系

物干し竿のコンクリート台 組大ごみ

物干し竿の支柱 組大ごみ

もみがら 不燃系 e一 考備晶 目

41ド • 
「 「

MK33
テキストボックス
小型充電式電池

MK33
テキストボックス
リサイクル協力店へ

MK33
長方形

MK33
線

MK33
線

MK33
テキストボックス
資源の有効利用のため、できるだけリサイクル協力店へ持ち込んでください。

MK33
テキストボックス
モバイルバッテリー

MK33
テキストボックス
5枚までで1点

MK33
テキストボックス
危険ごみ

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
不燃系

MK33
テキストボックス
不燃系
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@ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 ⑬ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

フーメン(ポリ袋) プラ製容器

フイター(使い捨てフイター) 危険ごみ 使い切って分解した場合lま不燃系で
冷蔵庫

家電リサイクル法対象のため収集できません。

業務用(家庭で使用しているもの)は粗大で

フイター(使い捨てフイター以外) 不燃系 ガス・オイルを抜く

コジ‘オ(30an 以上) 粗大ごみ
冷凍庫

家電リサイクル法対象のため収集できません。

業務用(家庭で使用しているもの)は粗大で

フジ、オ(30an 未満) 小型家電 電池をぬく 冷凍食晶 生ごみ 解凍してから出して下さい。

フジ‘オ(携帯型) 小型家電 冷凍食品の袋(プラ製) プラ製容器

フジ、力セ 小型家電 レーザーディスク 小型家電

落花生の力フ 生ごみ レコード 不燃系 LP 盤は粗大ごみで

フツプ(カッター) 不燃系 レコードプレーヤー 粗大ごみ

フツプ(包装用) プラ製容器 シールは切り取り可燃系で レシート 可燃系

コップに貼ってあるシール 可燃系 レジ袋 プラ製容器

フツプ(家庭で使用したもの) 可燃系 レジャーシート 不燃系

フツプのしん(紙製) 雑がみ レトルト食品パック(プフ製) プラ製容器

フツプの外箱(紙製) 紙製容器 レトルト食品パックの外箱(紙箱) 紙製容器

フンチボックス 不燃系 レトJレト食晶 生ごみ

フンドセル 不燃系 レンジ台 粗大ごみ

レンジパネル 不燃系

⑬ 晶 目 分別区分 備 考

リール 不燃系 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

リップクリームの容器(プフ製) プラ製容器 ロウソク 不燃系

リビングポード 粗大ごみ ロープ 不燃系

リボン 不燃系 ローポード 粗大ごみ

リモコン 小型家電 電池をぬく ローフースケート 不燃系

リヤ力一 粗大ごみ 口ーフープレード 不燃系

リュックサック 不燃系

料理くず 生ごみ ⑬ 回Eヨ目 目 分別区分 備 考

リンゴ 生ごみ ワープロ 小型家電

ワイシャツ 不燃系

@ 園Eヨ田 目 分別区分 備 考 ワイシャツの外袋(プラ製) プラ製容器

ルアー倒り用晶) 不燃系 ワイシャツの台紙(紙製) 紙製容器

Jレーズりーフファイル 不燃系 ワイシャツの蝶キーパー・サポーター プラ製容器

Jレームフンナー 粗大ごみ ワイシャツのプラ製のフック プラ製容器

ワイパー 不燃系

ワイヤーロープ 組大ごみ

ワイン紙パック 紙パック 中をすすぐ

叫Eル -& 

「 「

MK33
テキストボックス
30cm×30cmの投入口に入るものは小型家電で

MK33
テキストボックス
レーザーディスクプレーヤー

MK33
テキストボックス
ディスクは不燃系。直径30cm以上のものは粗大ごみで
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品 目 分別区分 備 考

ワイン紙パックのキャップ プフ製容器

ワインのぴん ぴん類 中をすすぐ

ワインのび、んのキャップ(金属製) 不燃系

ワインのびんのコルク 不燃系

輪ゴム 可燃系

輪ゴムの外箱(紙製) 紙製容器

わさび 生ごみ

わさびの缶 かん類

わさびの外箱(紙製) 紙製容器

わさび‘のチューブ、 プフ製容器 きれいにして

ワックス(液体) (プフ製) プフ製容器

ワックス(固形) 不燃系

ワックスの缶 金属類 きれいにして

和服 不燃系

わら 不燃系

わりばし 木くず

わりぱしの袋(紙製) 紙製容器

わりぱしの袋(プフ製) プフ製容器

× 
ごみの中に
別のこ、みの入った
小袋を入れないで、
ください。

留萌市・増毛町・小平町では、定期的にパトロールを行っていますが、

不法投棄や野焼きを未然に防ぐには、市民の皆さんの協力が渚要です。

組合では、警察と連携し不法投棄者を告発しています。

‘Eル

増毛駐在所
ft53-1036 

小平駐在所
ft56・2350

収集職員からのお願い

r 危険をともなうので注意して出して欲しい物について I 
手を切るなどの恐れのある物
[例]割れたガラス、刃物、竹ぐしなと、の先のとがった

物(刃物類は、新聞紙等で包み、指定のごみ袋に入れ、

張り紙等で、I危険J、
「割れ物J等と表示してください)

F 中身の入っている物は、からにしてから出しましょう -
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物
[例]灯油タンク、ストーブ、液体の入った物やマヨネー

ズ等の半固形状の物、缶詰類など

F電池を使用している製晶は、 1
必ず電池をはずしてから | 

出しましょう | 
[例]ラジカセ、ガスコンロ、ポータブルストーブなど

特に資源物は、残り物や汚れを取り除いてから
出してください。
[例]弁当容器、ぺツトボトル、缶など(弁当容器は、必

ずからにしてから出してください}r.::::I

岳町
冬期間のこ、みステーションの
除雪にご協力くださし、!

さい。

.. 
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