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タイヤ

自動車・オートバイの部品

廃油（灯油・ガソリン・オイル）

LPGボンベ類

物干し台（コンクリートの部分）

コンクリートブロック・レンガ

ＦＲＰ・石膏ボード

産業廃棄物

医療系廃棄物

事

業

所

系

ご

み

液状のままでは収集しません。少量の場合は、紙やぼ

ろ布にしみ込ませて、燃えるごみに出してください。

塗料

事業活動から出る発泡スチ

ロール・プラスチック類

製造、加工等に伴い排出される廃棄物、医療機関から

排出される廃棄物、事業活動から出る発泡スチロー

ル・プラスチック類は、廃棄物処理業者に依頼するか、

仕入れの逆ルートで。

メーカーに送るか、処理業者に依頼してください。パソコン

消火器・耐火金庫 処理業者等に依頼してください。

農薬ビン・特殊薬品の入っていた

容器
購入先へ相談して処理してください。

廃棄物処理業者に依頼してください。

タタミ店にご相談ください。（少量の場合は、清掃セン

ターに搬入してください。）

タタミ

洗濯機・冷蔵(凍)庫・テレビ・エアコ

ン・衣類乾燥機

買い替え時に電気店に引き取ってもらうか、処理業者

に依頼してください。

町で収集しないもの

主　な　品　目 対　応　方　法　等

（ごみステーションに出さないでください。）

交換した所（スタンド・修理工場等）で引き取ってもらっ

てください。

農業用ビニール

産業廃棄物です。購入した所で引き取ってもらうか、廃

棄物処理業者に依頼してください。



１  缶類の出し方

清涼飲料の容器（ジュース、お茶等）、酒類の容器（缶ビール等）

海苔の缶、お茶の缶、缶詰の缶等

２  ビン類の出し方

一升ビン、ビールビン、ジュースビン、ジャムビン、洋酒ビン

ワインビン、みりん・酢のビン、酒カップ、しょう油ビン、調味料ビン等

３  ペットボトル類の出し方

清涼飲料の容器（ジュース、お茶等）、酒類の容器（焼酎、日本

酒、ウィスキー、みりん等）、しょう油の容器等

※

４  紙類の出し方

※

５  粗大ごみの出し方

扇風機、電気コタツ、石油ストーブ、ガスコンロ、電子レンジ

ポット、ラジオ等

※ 排出物はできるだけ解体、分解し可燃ごみと資源ごみに分別しましょう。

６  金属類の出し方

７  ガラス類の出し方

分別収集対象物の出し方

小型の物、鉄くず、スプレー缶、カセットボンベ等、すべて金属でできている物、汚れのひどい缶、錆びた缶

等は、ステーションのコンテナに出してください。

中を軽く水洗いしてアルミ缶、スチール缶に分けてステーションのコンテナに入れてください。汚れのひどい

物、さびた物は金属類のコンテナに入れてください。

ふたを取り（取ったふたは、金属類、燃えるごみに分ける）、中を軽く水洗いして無色のビン、茶色のビン、そ

の他のビンに分けてステーションのコンテナに入れてください。汚れのひどいもの、化粧ビン、塗料容器はガ

ラス類へ出してください。

毎月第２週、第４週の分別収集日に各地区の決められたステーションに午前８時３０分までに出す

か、直接清掃センター（平日８：３０～１５：００、土曜日８：３０～１１：００）へ持ち込んでください。

主な品目例

水で洗うだけで、汚れの落ちる容器しかリサイクルできません。ソースや調味料（焼肉のたれ、みりん風等）

食用油類の容器は、燃えるごみに出してください。

回収したペットボトルは、細かくして繊維等にリサイクルされます。

主な品目例

主な品目例

主な品目例

ふたを取り（取ったふたは、金属類、燃えるごみに分ける）、中を軽く水洗いしてステーションのかごに、はだ

か出し（１本１本出す）してください。商品ラベルは、はがして燃えるごみに出してください。

金属とプラスチックや布、ゴム等からできている製品で、重さが７０kg未満の小型の粗大ごみが対象です。

ダンボール、新聞紙（折り込みチラシは可）と本・雑誌類が対象になります。種類毎に紙紙紙紙ひひひひもももも（（（（ガガガガムムムムテテテテーーーーププププ、、、、

ビニールテープビニールテープビニールテープビニールテープ等等等等はははは不可不可不可不可））））で縛って出してください。

雨の日は回収しませんので、次回の収集日に出してください。

強化ガラス、ガラス食器、化粧ビン、セトモノくず等は、ステーションのコンテナに出してください。



○ 指定袋は町内のスーパー、商店、農協、漁協等で販売しています。

○ 指定袋のサイズは「２０㍑」、「３０㍑」、「４５㍑」、「７０㍑」の４種類です。

○ 指定袋で出す燃やすごみの主な物は、次のとおりです。

ああああ
 生理用品

まままま

 植木の枝葉
たたたた

 枕

 （枯らしてから）
 竹串（先端を折る）  まな板

 落ち葉  卵のから
やややや

かかかか
 茶がら  野菜くず

 貝がら  ちり紙
らららら

なななな
 料理くず

 (紙などにしみ込ませる）
 生ごみ  ローソク

 紙おむつ（汚物を除く）  ぬれティッシュ  ロープ

 軍手
はははは

 （小さく切る）

 果物  ハンガー（木製)
わわわわ

ささささ
 ビニール袋類  わら製品

 魚の骨  プラスチック類  割り箸

 残飯  ほうき

 シーツ
 （木、竹製、小さく切る）

○ 出し方の注意

●指定袋で、決められた日の午前８時３０分までに決められた場所に出してください。

●生ごみはしっかり水を切ってください。

燃やすごみの出し方

南伊豆町指定袋で出してください。

ごみを出すときは、必ず名前を記入し、袋の入れ口を

しばって出してください。見られたくない物は、紙に包

んで出してください。

☆生ごみは堆肥化するなどして、ごみの減量化にご協力をお願いします。（生ごみ処

   理機の購入に際しては、補助金制度があります。）

●小枝は小さくして、枯らしてから指定袋に入れて出して下さい。多い場合には、直接

　 清掃センターに持込むか廃棄物処理業者に依頼してください。

☆☆☆☆天天天天ぷらぷらぷらぷら油等油等油等油等のののの植物油性廃食油植物油性廃食油植物油性廃食油植物油性廃食油はははは、、、、可燃可燃可燃可燃ごみのごみのごみのごみの日日日日にににに収集収集収集収集しますしますしますします。。。。軽油代替燃料軽油代替燃料軽油代替燃料軽油代替燃料（（（（BDFBDFBDFBDF))))

としてとしてとしてとして再利用再利用再利用再利用されされされされ、、、、ごみのごみのごみのごみの減量化等減量化等減量化等減量化等になりますのでごになりますのでごになりますのでごになりますのでご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

 家庭用天ぷら廃油（植物油植物油植物油植物油でないでないでないでない油油油油）



家庭での分別区分と出し方・ワンポイント

(五十音順）

ああああ アイスノン 燃えるごみ

アイロン 分別ごみ（粗大ごみ）

アイロン台 分別ごみ（粗大ごみ）

足下マット 燃えるごみ

穴あけパンチ 分別ごみ（金属類）

油粘土 燃えるごみ

網（魚介類捕獲用） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。（鉛は外して金属類）

網入りガラス 分別ごみ（ガラス類）

編み機 分別ごみ（粗大ごみ）

網戸（金属製の枠･網） 分別ごみ（粗大ごみ）

アルミガード 分別ごみ（金属類） 汚れを落としてください。

アルミ缶 分別ごみ（缶類） 軽く水洗いする。

アルミコーティング袋 燃えるごみ

アルミ製品 分別ごみ（金属類） 汚れを落としてください。

アルミ箔・アルミホイル 燃えるごみ

あわびの殻 燃えるごみ

安全かみそり 分別ごみ（粗大ごみ） 全て金属製の物は金属類。

アンテナ 分別ごみ（粗大ごみ）

いいいい 衣装ケース(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 燃えるごみ 直接搬入。（鉄製品は分別ごみの金属類）

イス（金属製） 分別ごみ（粗大ごみ）

イス(プラスチック） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

イス(木製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

板ガラス 分別ごみ（ガラス類）

一斗缶 分別ごみ（金属類） 中身を使い切る。

一輪車（作業用） 分別ごみ（粗大ごみ）

一輪車（スポーツ用） 分別ごみ（粗大ごみ）

一升瓶 分別ごみ（ビン類） 中身を使い切りキャップを取り軽く水洗いする。

犬犬犬犬のののの糞糞糞糞 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 自己所有地自己所有地自己所有地自己所有地にににに埋埋埋埋めるかめるかめるかめるか、、、、トイレにトイレにトイレにトイレに流流流流すすすす。。。。

衣類 燃えるごみ

衣類乾燥機衣類乾燥機衣類乾燥機衣類乾燥機 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに引引引引きききき取取取取ってもらうかってもらうかってもらうかってもらうか、、、、直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

入れ歯 燃えるごみ 金属がついているものは粗大へ。

印鑑 燃えるごみ 石製品はガラス類、鉄製品は金属類。

インクカートリッジ 燃えるごみ 販売店の回収を利用しましょう。

インクリボン 燃えるごみ

飲料用 紙パック 燃えるごみ

品　　　目 分　別　収　集　区　分 出し方・ワンポイント

油（動物性食用油） 液状のものは巡回収集しません。

油（植物性食用油）

分別ごみ（可燃ごみの日に収

集します）

空きボトル等の容器に入れ、蓋をして出す。

燃えるごみ（紙にしみ込ませる

か凝固剤で固める）



うううう 植木の枝葉 燃えるごみ 枯らしてから３０cm位の長さに切る。多量の場合は直接搬入。

植木鉢（素焼き） 分別ごみ（ガラス類）

植木鉢(プラスチック) 燃えるごみ 多量の場合は直接搬入。

浮輪 燃えるごみ

うちわ 燃えるごみ

腕時計 分別ごみ（粗大ごみ）

ウニの殻 燃えるごみ

羽毛布団 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

運動靴 燃えるごみ

ええええ ＬＰＧＬＰＧＬＰＧＬＰＧボンベボンベボンベボンベ類類類類 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 購入先購入先購入先購入先にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

エアコンエアコンエアコンエアコン 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに引引引引きききき取取取取ってもらうかってもらうかってもらうかってもらうか、、、、直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

枝切りばさみ 分別ごみ（金属類）

えのぐ 燃えるごみ 金属製は金属類

絵筆 燃えるごみ

延長コード 分別ごみ（粗大ごみ）

おおおお オーディオ類 分別ごみ（粗大ごみ）

オートバイオートバイオートバイオートバイ（（（（50505050ｃｃｃｃｃｃｃｃ未満未満未満未満）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません。。。。 直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

オートバイオートバイオートバイオートバイ（（（（50505050ｃｃｃｃｃｃｃｃ以上以上以上以上）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません。。。。 直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

オーブンレンジ 分別ごみ（粗大ごみ）

おしゃぶり 燃えるごみ

おたま 分別ごみ（金属類） 木・竹製は燃えるごみ。

落ち葉 燃えるごみ 少量の場合は指定袋で。多量の場合は直接搬入。

お茶の缶 分別ごみ（金属類）

おまる（幼児用） 燃えるごみ 金具は外して金属類へ。

おむつ（さらし） 燃えるごみ 汚れを落としてから指定袋で。

おもちゃ（金属製） 分別ごみ（粗大ごみ）

おもちゃ（プラスチック製） 燃えるごみ 小さくするか直接搬入。

おもり（釣具） 分別ごみ（金属類）

オルガンオルガンオルガンオルガン 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません。。。。 直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

かかかか カーテン 燃えるごみ 小さく切って指定袋で。

カーテンレール（金属製） 分別ごみ（粗大ごみ）

カーペット 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

カーボン紙 燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

カイロ 分別ごみ（金属類） 使い捨ては燃えるごみ。

鏡 分別ごみ（ガラス類）

家具 粗大ごみ 直接搬入。

額縁 燃えるごみ ガラスは取り外し、分別ごみのガラス類へ。

傘 分別ごみ（粗大ごみ）

傘布 燃えるごみ

傘骨 分別ごみ（金属類）

菓子の缶 分別ごみ（金属類）

菓子箱 燃えるごみ

ガステーブル 分別ごみ（粗大ごみ）

カセットテープ 燃えるごみ



かかかか カセットボンベ 分別ごみ（金属類） 穴をあけガスを抜く。

カッターの刃 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れて出す。

カット綿 燃えるごみ

カッパ 燃えるごみ

かなづち 分別ごみ（粗大ごみ）

かばん 燃えるごみ 金具はとって金属類へ。

花瓶 分別ごみ（ガラス類）

紙おむつ 燃えるごみ 汚物はトイレ等に流す。

カミソリの刃 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れて出す。

紙粘土 燃えるごみ

髪の毛 燃えるごみ

ガムテープ 燃えるごみ

カメラ 分別ごみ（粗大ごみ）

ガラス食器 分別ごみ（ガラス類）

カレンダー 燃えるごみ 金属は取り外して金属類へ。

革製品 燃えるごみ

瓦瓦瓦瓦 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません。。。。 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰の缶 分別ごみ（缶類）

乾電池乾電池乾電池乾電池 まとめてまとめてまとめてまとめて収集収集収集収集しますしますしますします。。。。 公民館等公民館等公民館等公民館等にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある専用容器専用容器専用容器専用容器かかかか近近近近くのくのくのくの小中学生小中学生小中学生小中学生にににに。。。。

燗のできる酒缶 分別ごみ（金属類） 軽く水洗いする。

観葉植物 燃えるごみ

きききき キャップ（金属製） 分別ごみ（金属類）

キャップ（プラスチック製） 燃えるごみ

牛乳パック 燃えるごみ

強化ガラス 分別ごみ（ガラス類）

鏡台 分別ごみ（ガラス類） 鏡以外は解体して燃えるごみ。

金魚鉢 分別ごみ（ガラス類）

金庫 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

金庫（手提げ） 分別ごみ（金属類）

くくくく 釘 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れて出す。

草 燃えるごみ 少量の場合は指定袋で。多量の場合は直接搬入。

くずかご 燃えるごみ 金属製は金属類。

薬のチューブ 燃えるごみ 金属製は金属類。

薬の容器（カプセル等の） 燃えるごみ

口紅のケース 分別ごみ（金属類） プラスチック製は燃えるごみ。

くつ 燃えるごみ

クッキングペーパー 燃えるごみ

くつ下 燃えるごみ

クッション 燃えるごみ

グリス 燃えるごみ 布に含ませる。

クリップ 分別ごみ（金属類）

クレヨン 燃えるごみ

グローランプ 分別ごみ（ガラス類）

軍手 燃えるごみ



けけけけ 蛍光灯 分別ごみ（蛍光灯類） なるべく買換え時に販売店で引き取ってもらう。

計算機 分別ごみ(粗大ごみ）

携帯電話・充電器 分別ごみ(粗大ごみ） なるべく買換え時に販売店で引き取ってもらう。

毛糸 燃えるごみ

計量ばかり（金属製） 分別ごみ(粗大ごみ）

ゲーム機 分別ごみ(粗大ごみ）

消しゴム 燃えるごみ

化粧ビン 分別ごみ（ガラス類） 中身を使い切る

化粧品のチューブ 燃えるごみ

ケチャップの容器 燃えるごみ

玄関泥落しマット（金属） 分別ごみ（粗大ごみ）

玄関泥落しマット（ﾅｲﾛﾝ） 燃えるごみ

剣山 分別ごみ（金属類）

ここここ ゴーグル 燃えるごみ

コードリール 分別ごみ(粗大ごみ）

コーヒーカップ 分別ごみ（ガラス類） プラスチック製は燃えるごみ。

コーヒーメーカー 分別ごみ(粗大ごみ）

ござ（い草製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

こたつ 分別ごみ（粗大ごみ）

コップ（ガラス製） 分別ごみ（ガラス類）

コップ(プラスチック製） 燃えるごみ

粉薬の包装パック 燃えるごみ

ごみ箱（プラスチック製） 燃えるごみ

ゴム製品（タイヤを除く） 燃えるごみ

ゴムぞうり 燃えるごみ

ゴム手袋 燃えるごみ

ゴムひも 燃えるごみ

米びつ（プラスチック製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ゴルフクラブ 分別ごみ(粗大ごみ） できるだけ買換え時に引き取ってもらう。

コンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロック 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

コンタクトレンズ 燃えるごみ ハードはガラス類。

コンパクト（化粧用） 分別ごみ（ガラス類）

ささささ サーフボードサーフボードサーフボードサーフボード 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

酒カップ(ガラス製） 分別ごみ（ガラス類） キャップを取り軽く水洗いする。

酒類の容器（ペットボトル） 分別ごみ（ペットボトル） キャップを取り、ラベルをはがし、軽く水洗いする。

サザエの殻 燃えるごみ

雑誌 分別ごみ（紙類） 紙ひもでしばって出してください。

さびた缶 分別ごみ（金属類）

皿（陶磁器等） 分別ごみ（ガラス類）

サンダル 燃えるごみ

残飯 燃えるごみ 水分をよく切ってから。

三輪車（自転車） 分別ごみ(粗大ごみ）

三輪車（幼児用） 分別ごみ(粗大ごみ）



しししし シーツ 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

地下足袋 燃えるごみ

磁気カード 燃えるごみ

しったか 燃えるごみ

自転車 分別ごみ(粗大ごみ）

自転車の空気入れ（金属製） 分別ごみ(粗大ごみ）

自転車のチューブ等 燃えるごみ

ジャムのビン 分別ごみ(ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

シャンプーの容器（プラ製） 燃えるごみ

ジュース缶 分別ごみ（缶類） 軽く水洗いしてアルミとスチールに分ける。

ジュースビン 分別ごみ(ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

ジュース容器（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 分別ごみ（ペットボトル） キャップを取り、ラベルをはがし、軽く水洗いする。

じゅうたん 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

消火器消火器消火器消火器 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

焼酎の容器（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 分別ごみ（ペットボトル） キャップを取り、ラベルをはがし、軽く水洗いする。

照明器具(プラ製） 燃えるごみ 金属類は取り外し、金属類へ。

しょう油ビン 分別ごみ(ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

しょう油容器（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 分別ごみ（ペットボトル） キャップを取り、ラベルをはがし、軽く水洗いする。

食品くず 燃えるごみ 水分をよく切ってから。

食用油の缶 分別ごみ（金属類） 中身を使い切る。

食用油のビン 分別ごみ（ガラス類） 中身を使い切る。

食用油の容器（プラ製） 燃えるごみ 中身を使い切る。

食器(陶磁器・ガラス製） 分別ごみ（ガラス類）

新聞紙 分別ごみ(紙類） 紙ひもでしばる。雨天の場合は収集しません。

すすすす 炊飯器 分別ごみ(粗大ごみ）

水中めがね 分別ごみ(粗大ごみ）

水筒（ステンレス製） 分別ごみ(粗大ごみ）

水筒（プラスチック製） 燃えるごみ

スキー板 分別ごみ(粗大ごみ）

スキー靴 分別ごみ(粗大ごみ）

すずり 分別ごみ（ガラス類）

すだれ(竹製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

スタンプ台（金属製） 分別ごみ(粗大ごみ）

ストッキング 燃えるごみ

すのこ（木製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

スプーン（金属製） 分別ごみ（金属類）

スプレー缶 分別ごみ（金属類） 穴をあけガスを抜く。

スポンジ 燃えるごみ

スリッパ 燃えるごみ

せせせせ 清涼飲料の容器 分別ごみ ビン･缶に分ける。紙は燃えるごみ。

生理用品 燃えるごみ

石油ストーブ 分別ごみ(粗大ごみ） 灯油は完全に抜く。

せともの・焼き物 分別ごみ（ガラス類）

洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに引引引引きききき取取取取ってもらうかってもらうかってもらうかってもらうか、、、、直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

洗濯バサミ（プラ製） 燃えるごみ

扇風機 分別ごみ(粗大ごみ）

洗面器（プラ製） 燃えるごみ



そそそそ ソースの容器（プラ製） 燃えるごみ 中身を使い切る。

ソリ（プラ製） 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

そろばん（木製) 燃えるごみ

たたたた タイヤタイヤタイヤタイヤ（（（（自動車等自動車等自動車等自動車等）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

タイヤタイヤタイヤタイヤ（（（（破片破片破片破片）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

タオル 燃えるごみ

竹串 燃えるごみ 先を切る。

タタミ 燃えるごみ タタミ店にご相談ください。少量の場合は直接搬入。

脱臭剤 燃えるごみ

卵の殻 燃えるごみ

卵のパック 燃えるごみ

ダンボール 分別ごみ（紙類） 雨天の場合は収集しません。

ちちちち 茶がら 燃えるごみ

調味料の容器 燃えるごみ ガラス製品は分別ごみのガラス類。

調味料ビン 分別ごみ（ガラス類） 中身を使い切り水洗いする。

チラシ類 燃えるごみ

ちり紙 燃えるごみ

つつつつ 使い捨てライター 分別ごみ(粗大ごみ）

爪切り 分別ごみ（金属類）

使い捨てカイロ 燃えるごみ

てててて ティッシュの外箱 燃えるごみ

てぐす 燃えるごみ

テレビテレビテレビテレビ 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに引引引引きききき取取取取ってもらうかってもらうかってもらうかってもらうか、、、、直接業者直接業者直接業者直接業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

テレビゲーム本体･ソフト 分別ごみ(粗大ごみ）

テレホンカード 燃えるごみ

電球・ランプ 分別ごみ（ガラス類）

電線･電気コード 分別ごみ(粗大ごみ）

電卓 分別ごみ(粗大ごみ）

電池電池電池電池 まとめてまとめてまとめてまとめて収集収集収集収集しますしますしますします。。。。 公民館等公民館等公民館等公民館等にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある専用容器専用容器専用容器専用容器かかかか近近近近くのくのくのくの小中学生小中学生小中学生小中学生にににに。。。。

天ぷらガード 分別ごみ（金属類）

とととと 陶磁器 分別ごみ（ガラス類）

トースター 分別ごみ(粗大ごみ）

特殊薬剤特殊薬剤特殊薬剤特殊薬剤のののの容器容器容器容器 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

時計 分別ごみ(粗大ごみ）

トタン 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

土鍋 分別ごみ（ガラス類）

塗料塗料塗料塗料 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

塗料容器（缶) 分別ごみ（金属類） 中身を使い切ってから。

ドリンクビン 分別ごみ（ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

トレイ類 燃えるごみ 金属製は金属類。

ドレッサー(鏡） 分別ごみ（ガラス類） 金属以外は解体して燃えるごみ。

なななな ナイフ類 分別ごみ（金属類）

流し台 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

なべ 分別ごみ(粗大ごみ）



なななな 生ごみ 燃えるごみ

鉛 分別ごみ（金属類）

軟膏 燃えるごみ 金属製は金属類。

にににに 人形 燃えるごみ 陶器製、金属製は分別ごみ。

人形ケース 分別ごみ（ガラス類)

ぬぬぬぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ

縫い針 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れてから。

ぬれティッシュ 燃えるごみ

ねねねね ネズミ捕りの籠 分別ごみ（金属類）

粘土（油) 燃えるごみ

粘土(紙） 燃えるごみ

のののの 農業用農業用農業用農業用ビニールビニールビニールビニール 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

農薬農薬農薬農薬ビンビンビンビン 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

海苔の缶 分別ごみ（缶類）

糊の容器 燃えるごみ

はははは バーベキューコンロ 分別ごみ(粗大ごみ）

ハーモニカ 分別ごみ(粗大ごみ）

灰皿（ガラス製） 分別ごみ（ガラス類)

灰皿(金属製） 分別ごみ（金属類）

灰皿（陶器類） 分別ごみ（ガラス類)

パイプ椅子 分別ごみ(粗大ごみ）

廃油廃油廃油廃油（（（（灯油灯油灯油灯油、、、、ガソリンガソリンガソリンガソリン、、、、オイルオイルオイルオイル等等等等）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

バインダー 燃えるごみ 金属は、はずして金属類。

はかり(料理用） 分別ごみ(粗大ごみ）

バケツ（金属製） 分別ごみ（金属類）

バケツ(プラスチック製） 燃えるごみ

はさみ(金属製） 分別ごみ（金属類）

パソコンパソコンパソコンパソコン 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません メーカーにメーカーにメーカーにメーカーに送送送送るかるかるかるか、、、、直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

バッテリー 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

バット（金属製） 分別ごみ（金属類）

バット（プラスチック製） 燃えるごみ

バット（木製） 燃えるごみ

発泡スチロール 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

歯ブラシ 燃えるごみ

はまぐりの殻 燃えるごみ

歯磨きチューブ（プラ製） 燃えるごみ

刃物 分別ごみ（金属類） 金属以外がついている場合は粗大ごみ。

パラソル 粗大ごみ

針金が芯になっているリボン 燃えるごみ 芯は外して金属類。

ハンガー（針金） 分別ごみ（金属類）

ハンガー(プラスチック製） 燃えるごみ 金具は外して金属類。

ハンガー(木製) 燃えるごみ 金具は外して金属類。

はんこ 燃えるごみ 石製品はガラス類、鉄製品は金属類。

パンチ 分別ごみ（金属類）

ハンドバッグ 分別ごみ(粗大ごみ）



ひひひひ ピアノピアノピアノピアノ 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ビー玉 分別ごみ（ガラス類)

ビール缶 分別ごみ（缶類） 軽く水洗いしてから。

ビールビン 分別ごみ（ビン類） 軽く水洗いしてから。

ビールビンのふた 分別ごみ（金属類）

光記録媒体（CD、MD、MO） 燃えるごみ

ひげそり（プラスチック製） 燃えるごみ 刃の部分は、外して金属類。

ビデオカメラ 分別ごみ(粗大ごみ）

ビデオテープ 燃えるごみ

ビデオデッキ 分別ごみ(粗大ごみ）

ビニールござ 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ビニールプール 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ビニール袋 燃えるごみ

びょう 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れてから。

ピン 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れてから。

ビン（ジュース） 分別ごみ（ビン類） 軽く水洗いしてから。

ピンセット 分別ごみ（金属類）

ふふふふ ファンヒーター 分別ごみ(粗大ごみ） 灯油を抜いてから。

フィルム(ネガ) 燃えるごみ

フィルムケース 燃えるごみ

フィン（足ひれ） 燃えるごみ

フォーク（金属製） 分別ごみ（金属類）

フォーク（プラスチック製） 燃えるごみ

フック 燃えるごみ 鉄製品は金属類。

ブックエンド 分別ごみ（金属類）

布団 燃えるごみ 直接搬入してください。

布団カバー 燃えるごみ

フライパン 分別ごみ(粗大ごみ）

ブラインド 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

プラスチック容器 燃えるごみ

ブランコ(庭に置く子供用） 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

プランター(プラスチック製） 燃えるごみ 陶器製はガラス類。

プリンター 分別ごみ(粗大ごみ）

古着 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

古布 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ブロックブロックブロックブロック 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

フロッピーディスク 燃えるごみ

風呂のふた 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

風呂マット 燃えるごみ

ぶんちん 分別ごみ（金属類）

へへへへ ペーパータオル 燃えるごみ

ペットボトル 分別ごみ(ペットボトル） キャップとラベルは燃えるごみ。

ベビーカー 分別ごみ(粗大ごみ）

ベビーベッド（木製) 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ベビーベッド（スチール製） 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

ベルト 燃えるごみ 金具は外して金属類。

ヘルメット 燃えるごみ



へへへへ ペンキの凝固したもの 燃えるごみ

ベンチ(木製) 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

ベンチ 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

ベッド（スプリング付） 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

ベッド(スプリングなし） 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

ほほほほ ボイラーボイラーボイラーボイラー 町では巡回収集はしません 直接搬入してください。

望遠鏡 分別ごみ(粗大ごみ） レンズは、外してガラス類。

ほうき（木竹製） 燃えるごみ ３０cm位の長さに切る。

帽子 燃えるごみ

防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 販売店販売店販売店販売店にににに相談相談相談相談してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

防虫ネット 燃えるごみ

包丁 分別ごみ(粗大ごみ）

ホース 燃えるごみ ３０cm位の長さに切る。

ボートボートボートボート（（（（手漕手漕手漕手漕ぎぎぎぎ）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ボール(各種） 燃えるごみ

ボールペン 燃えるごみ 金属製は分別ごみの金属類。

ポスト 燃えるごみ 金属製は分別ごみの金属類。

ホッチキス 分別ごみ(粗大ごみ）

ポット 分別ごみ(粗大ごみ）

ホットカーペット 分別ごみ(粗大ごみ）

哺乳ビン（ガラス製) 分別ごみ（ガラス類)

哺乳ビン（プラスチック製) 燃えるごみ

骨（魚、鳥、牛、豚等） 燃えるごみ

ポリ袋 燃えるごみ

ポリ容器 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本 分別ごみ（紙類） 紙ひもでしばって出してください。

本立て 燃えるごみ 金属製は金属類。

本箱 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

ポンプ 分別ごみ(粗大ごみ）

まままま マーガリンの容器 燃えるごみ 中身を使い切る。

マグネット 分別ごみ（金属類）

枕 燃えるごみ

まち針 分別ごみ（金属類） ふたのできる缶に入れてから。

マッサージ機 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

マット 町では巡回収集しません 直接搬入してください。（粗大ごみ）

まな板(プラスチック製） 燃えるごみ

まな板(木製） 燃えるごみ

マニキュアビン 分別ごみ（ガラス類)

マヨネーズの容器 燃えるごみ 中身を使い切る。

みみみみ ミシン 町では巡回収集しません 直接搬入してください。

みりんのビン 分別ごみ（ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

ミルクの缶 分別ごみ（缶類） 軽く水洗いしてから。

むむむむ 虫かご 燃えるごみ

虫かご（金網製) 分別ごみ（金属類）

むしろ 燃えるごみ



めめめめ メガネレンズ 分別ごみ（ガラス類)

メガネのフレーム（金属製） 分別ごみ（金属類）

もももも 毛布 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

モップ 燃えるごみ 小さくする。金属製は金属類。

物干し竿(金属製） 分別ごみ(粗大ごみ） 短くするか直接搬入。

物干物干物干物干しししし台台台台（（（（コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート製製製製）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

やややや やかん 分別ごみ(粗大ごみ）

野球のボール 燃えるごみ

野菜くず 燃えるごみ 水分をよく切ってから。

ゆゆゆゆ 湯沸かし器（大型） 粗大ごみ 販売店に引き取ってもらうか、直接搬入してください。

湯沸かし器（小型） 分別ごみ(粗大ごみ）

よよよよ 洋酒のビン 分別ごみ（ビン類） キャップを取り軽く水洗いする。

洋ほうき 燃えるごみ 小さくする。

汚れた缶 分別ごみ（金属類）

汚れたビン 分別ごみ（ガラス類)

らららら ラケット（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は分別ごみの金属類。

ラジオ・ラジオカセット 分別ごみ(粗大ごみ）

ラップ類 燃えるごみ

ランプ 分別ごみ（ガラス類)

りりりり 料理くず 燃えるごみ 水分をよく切ってから。

リンスの容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 燃えるごみ 中身を使い切る。

れれれれ 冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵（（（（凍凍凍凍））））庫庫庫庫 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

冷暖房機冷暖房機冷暖房機冷暖房機((((エアコンエアコンエアコンエアコン）））） 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

レコード盤 燃えるごみ

レンガレンガレンガレンガ 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ろろろろ ろうそく 燃えるごみ

ロープ 燃えるごみ 直接搬入するか、小さくして指定袋で。

わわわわ ワープロ 分別ごみ(粗大ごみ）

ワイシャツ 燃えるごみ

ワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープ 町町町町ではではではでは収集収集収集収集しませんしませんしませんしません 直接処理業者直接処理業者直接処理業者直接処理業者にににに依頼依頼依頼依頼してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ワインビン 分別ごみ（ビン類） 軽く水洗いする

輪ゴム 燃えるごみ

ワックスの缶 分別ごみ（金属類） 中身を使い切る。

わら製品 燃えるごみ

割り箸 燃えるごみ


