
資源ステーション収集について

燃やすごみ

プラスチックごみ

新聞/雑誌/ダンボール/紙パック

戸別収集について

容器包装プラスチック

ミックスペーパー

アルミ缶/スチール缶/金属/布/衣類

びん/ペットボトル /白色トレイ/廃食油

埋立ごみ（ガラス/陶磁器製品など）

草木類

テレビ/エアコン/冷蔵庫/冷凍庫/洗濯機/衣類乾燥機

パソコン

排出禁止物 (処理困難物）

死んだ動物

葉山町は、生ごみ自家処理容器

（キエーロ）の発祥の地です！

町役場 階の環境課前に実物を

展示しています。

お気軽にご覧下さい。

リサイクル掲示板

分別検索 

★ 追加・変更品目一覧表

をご確認ください。

★ 持ち込みは予約制に

をご確認ください。

生ごみ自家処理容器

分別早見表 ～

収集日当日の 時 分までにお出しください。

※収集車は 時までに順次回ります。

（令和 年 月から手数料･出し方を変更）

小型電気製品 （令和 年 月から排出可能品目を指定）

粗大ごみ（有料）

スプレー缶/カセットボンベ

蛍光管・電球乾電池
ライター/電子タバコ



 

 

Ｐ1 

 

 

 

戸別収集について 

●透明または半透明の袋に入れて、収集日の８時30分（時間厳守）までに自宅の前 

（道路に面した敷地内）に出してください。 

●カラス、猫などに荒らされないように、バケツやごみネットを使用するなどの対策  

   をしてください。 ※バケツ等が汚れたときは水で流すなどして清潔にしてください。  

●小さな袋がいくつかあると収集に時間がかかるので、袋を結んでつなげて出すよう 

   お願いします。 

 

 

※道路工事や交通事情により日々の収集時間が異なります。 

 （収集車は、17時までの間に順次回ります） 

※収集車にごみを投げ込むのは、危険なのでやめてください。 

※劣化したごみ箱は新しいものに交換してください。 

基 本 専用通路がある場合 私有地を経て複数
の家屋がある場合 

道 路 

家屋 

門 

道 路 

家屋 

道 路 

家屋 

どちらか 

道路と段差がある場合 

道路 

道路 

◆アパート・集合住宅の場合 

アパート・集合住宅を１つの建物とみなします。 

管理者の指定する場所に出してください。 

～出し方～ 

◆戸建の場合 ＝ごみ箱（容器） 

～ごみを出す場所～ 

 

地域別収集日カレンダー 
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燃
や
す
ご
み
（
戸
別
）

主なもの

リサイクルできない紙

 

燃やすごみ 
リサイクルできず、燃やすしかないごみです。 

レシートなど 

感熱紙 緩衝材（ｸｯｼｮﾝ）つき 

段ボールや封筒 

プチ 

においのついた紙 

洗剤・線香の空き箱など 

内側が銀色の 

紙ﾊﾟｯｸや段ﾎﾞｰﾙ箱 
食品がついた紙 

紙おむつ 

（汚物はトイレへ） 
アルミホイル スニーカー アルミ箔カップ 

使い捨てカイロ 

皮革製品(革靴・グローブ・カバンなど) 

乾燥材 
（ジェルタイプは除く） 

うわばき 

ペットのトイレ用 

  シート/砂 

カーボン紙

ノーカーボン紙

宅配便の伝票など

生ごみ処理容器で

自家処理しましょう！

詳しくは

へ
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容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
戸
別
）

 
「容器包装リサイクル法」に基づき、町・事業者が費用を分担し、プラス   

チック原料や工業原料などにリサイクルしています。 

商品を入れたり包んだりしていたプラスチック製の容器や包装で、

中の商品を取り出したり使ったりした場合に不要になるものです。 

対象となるものにこのマークが付いています。 

食べ残しなどが残っていると、せっかく分別してもカビが発生したり腐敗

してリサイクルできなくなってしまいます。       

ふきとったり、ゆすいだりして汚れを落としてください。 

「容器包装プラスチック」は、 

 収集した後に、手作業で分別しています。 

  

 資源としてきっちり 

    分別しましょう！ 

びっちり 

わさびや歯磨き
チ ュ ー ブ な ど 

・チューブを切って湯

水で流すか中身をきれ

いに使い切る（拭き取

ると早い） 

 

残りくず  

・はたいて落とす 

・油分があれば   

 ゆすぐ 

さらっと 

肉や魚のトレイ 

・湯水でゆすぐ 

（食器洗いの残り湯を

使うとエコで経済的

♪） 

べっとり  

ケ ー キ や シ チ ュ ー 

カレーが付いている 

・湯水でゆすぐ 

(布巾で拭き取ったほう

が早い場合も) 

汚れのひどいものは  

「プラスチックごみ」    

に出しましょう 

パンやおかしの 

くず 

～出し方のポイント～ 
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主なもの

 

マークがないものはすべてプラスチックごみに

出してください。 

プラスチックボトル類 

・たれ、ドレッシングなどの容器 

・洗剤、シャンプーなどのボトル 

・食用油などの容器 

キャップ・ふた 

・ペットボトルのふた 

・容器のふた 

・マヨネーズやケチャップ 

 などの容器 

・歯磨き粉のチューブ 

・練りカラシなどのチューブ 

※ハサミで切ると中がゆすぎ 

 やすくなります 

チューブ類 

・たまねぎやミカンのネット 

・錠剤などの包装シート 

・発泡スチロール箱 

・梱包材、緩衝材など 

その他 

使い切って、ゆすいで

から出しましょう！ 

・お菓子の袋 ・詰め替え用の袋 

・ペットボトルのラベル 

・レトルトパック など 

袋 類 

パック・トレイ・カップ 

・たまごパック ・納豆パック 

・トレイ ・食品の容器 ・カップ麺 

・ゼリーやプリンの容器など 

プチ 

どこにすてるの？ 

プラスチックごみ  

  P5 へ！ 

 

PPバンド 
 

プラスチック製 

スプーン類 

ストロー 

歯ブラシ
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プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
（
戸
別
）

主なもの

（お店で購入する商品そのもの）

 

プラスチックごみ 

「容器包装プラスチック」以外のプラスチック・ビニール・ポリエチレン

製品やゴム製品です。エネルギーとして再利用しています。 

※家電製品を分解してもプラスチック 

ごみには出せません！  

※収集の際に判断しづらいため、ごみ箱・灯油ポリタンク・バケツ等を 

 捨てるときは、袋に入れるかゴミと分かるようにしてください。  

プラスチック製の 

 バケツや洗面器 

プラスチック製の 

おもちゃやプラモデル 

 （電池は外す） 

ビデオテープ/ 

カセットテープ 

CD/DVD/ 

フロッピーディスク 
ぬいぐるみ 

ストロー  保冷剤 

（ゼリー状） 弁当箱 
ゴムホース ゴム手袋 ボールペン 

鍵盤ハーモニカ ジップロック 洗濯ばさみ 

キャッシュカード スポンジ ビーチサンダル 長靴 
PPバンド 

プラスチック製 

ライター 

 どこにすてるの？ 

乾電池  
P15 へ！ 

  ビニタイ 

（針金をビニールで 

コーティングしたひも） 

プラスチックは 

こう分ける 

歯ブラシ 
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Ｐ

資源ステーション収集について

●擬木ボックスからコンテナを取り出し、使用前に開いてください。

※収集のない時は、擬木ボックスの中にコンテナが収納されています。

※品目によって出し方が多少違います。（詳しくは ～ をご確認ください）

●８時 分（時間厳守）までに資源ステーションの指定されたコンテナ

またはその横に分けて出してください。

※収集後に出すのはやめてください。

※収集車に資源物を投げ込むのは、危険なのでやめてください。

※出し間違いなどにより収集されなかったものは持ち帰り、正しい収集日に
　出してください。

～出し方～

収集のない時 収集のある時

資源物・埋立ごみをコンテナに入れるときは、袋などに入れずに出してくだ
さい。ビニール袋などがリサイクルの妨げになります。

袋に入れて出すのは禁止です！

※カビが発生すると資源化できなくなります

雨の日は出さない

資源ｽﾃｰｼｮﾝ設置場所

破損したコンテナ

がありましたら、

クリーンセンター

までご連絡くださ

い。
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紙
類
（
新
聞
・
雑
誌
・
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
紙
パ
ッ
ク
）

紙パック 

新聞 雑誌 ダンボール 

トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの紙製品にリサイクルして 

います。 

●水でゆすぎ、開いて乾かしてください。 

●プラスチックの注ぎ口のあるものは切り取って 

 注ぎ口は「容器包装プラスチック」に出してく  

 ださい。 

「新聞」「雑誌」「ダンボール」は、それぞれ別に処理を行い、紙原料と 

してリサイクルしています。 

●それぞれをひもで十文字にしばって、コンテナの横に置いて 

 ください。 

●新聞折込チラシは、新聞と一緒にひもでしばってください。 

役場や図書館、スーパーなどの 

回収ボックスにも出せます。 

～出し方～ 

～出し方～ 

 カビが発生すると資源化できなくなります。 

燃やすごみ  

 P２ へ！ 

 どこにすてるの？ 

内側が銀色や茶色の 

   紙パック 

ゆすぐ 開いて乾かす 

袋には入れない 

雨の日は出さない 

くわしくは 

容器包装プラスチック 
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ミ
ッ
ク
ス
ペ
ー
パ
ー

 

ミックスペーパー

  

雨の日は出さない 

「新聞」「雑誌」「ダンボール」「紙パック」以外の紙で、水に溶ける

紙です。紙原料としてリサイクルしています。 

●紙袋に入れて、コンテナの横に置いてください。 

    ※紙袋が無い場合は、大きな紙で包んだりひもでしばっても出せます。 

※シュレッダーしたもののみ、他の紙と混ぜずビニール袋に入れてください。 

●テープや金属類が付いているときはできるだけ取ってください。 

    ※ホッチキス程度はリサイクルの過程で取り除くので、そのまま出してください。 

  ビールの梱包紙 

 （６パック） 

ダイレクト 

 メールなど 

紙袋に入れて出す 

  お菓子などの紙箱  包装紙など 

 ノート 

～出し方～ 

 カビが発生すると資源化できなくなります。 

どこにすてるの？  

・防水加工された紙（紙コップ、紙皿など） 

・カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の複写/伝票など） 

・圧着はがき ・写真 

・感熱紙（ファックス用紙、レシートなど） 

・においの強い紙（洗剤、せっけん、線香の紙箱など） 

・ビニールコート紙（文庫本のカバーなど） 

・油や食品が付着した紙、ティッシュペーパー など 

燃やすごみ 
  P２ へ！ 

ミックスペーパーは 

こう分ける 

ミックスペーパー分別袋は、役場や町内の会館、スーパー等で

配布しています。ご家庭でも新聞紙で簡単に作れます。

ミックスペーパー

分別袋の作り方
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ア
ル
ミ
缶
・
ス
チ
ー
ル
缶
・
金
属
製
調
理
器
具

アルミ缶・スチール缶 

陶磁器鍋 

フライパン 

アルミ缶やアルミ製品の原料としてリサイクルしています。 

スチール缶や鉄鋼製品の原料としてリサイクルしています。 

鍋、やかん、包丁などの調理で使う金属製の器具が対象です。 

鉄鋼製品の原料としてリサイクルしています。 

その他金属類と比べ高品質の素材が使われています。 

●ゆすいでください。 

 ※タブは取らずに一緒に出してください。 

●アルミ缶はできる場合は軽くつぶしてください。 

 ※フタは「その他金属類」です。 

～出し方～ 

～出し方～ 

●洗ってから出してください。 

●包丁など危険なものはダンボールなどの丈夫な紙で包み 

 「キケン」や「包丁」と表示して出してください。 

 

 

スプレー缶 カセットボンベ 

中 身 を 使 い 切 っ て か ら   

蛍光管・電球 P15 へ！ 

ガラス鍋 

金属製以外の調理器具 

どこにすてるの？ 

埋立ごみ 

P1３ へ！ 

スプーン/フォーク 

金属製鍋 

どこにすてるの？ 

袋には入れない 

金属製調理器具 袋には入れない 

窓付きふた 

主なもの
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そ
の
他
金
属
・
古
布
・
衣
類

主なもの

 

古布・衣類 

その他金属類 

① 

② 

— 分別ワンポイント — 

傘布は簡単に取り外すことができます。 

【取り外し方】 

  ① 右図のように傘の中心部分の布を切ります。 

  ② 右図の○印の部分を下に引っ張ると傘布がはずれます。 

金属製キャップ、傘など金属を多く含むものが対象です。 

鉄鋼製品の原料としてリサイクルしています。 

●はさみなど危険なものは新聞紙、ダンボールなどの丈夫な紙で包み「キケン」と  

 表示して出してください。 

●傘は必ず傘布を外してから出してください。解体できない場合は、粗大ごみと    

 なります。５本を１品として扱います。（1本でも同額です。） 

※傘布の部分が綿の場合は燃やすごみ、ビニール、ナイロン等の合成繊維の場合は   

 プラスチックごみになります。 

雨の日は出さない 

古着や工場の雑巾としてリサイクルしています。 

～出し方～ 

～出し方～ 

毛布 マフラー 手袋 

ハンカチ 
ネクタイ 

洋服 ダウンジャケット 

カビが発生すると資源化できなくなります。 

袋には入れない 
 

どこにすてるの？ 

燃やすごみ  
  P２ へ！ 

汚れたもの 

下着/靴下 

かばん カーテン 

●洗濯をして清潔な状態でビニール袋に入れて口を閉じ、 

 コンテナの横に置いてください。 

帽子 
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（３色に分けます） 

び
ん
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

ペットボトル 

  び ん 袋には入れない 

無色透明びん 

無色透明びんと茶色びんはそれぞれの色のびんに、その他のびんは道路の

路盤材などにリサイクルしています。 

●色ごと（無色透明、茶色、その他）に分けてください。 

●ゆすいでください。 

化学繊維やペットボトルなどにリサイクルしています。飲料、酒、

みりん、しょうゆなどの容器が対象で、左のマークが目印です。 

～出し方～ 

～出し方～ その他びん 

茶色びん 

 

ラベル 

キャップ 

色付きペットボトル 
容器包装プラスチック 

    P３ へ！ 

どこにすてるの？ 

キャップを外す ラベルを外す 
できる場合は 

つぶしてください 水でゆすぐ 

ガラス食器 

照明・建材用ガラス 

 どこにすてるの？ 

耐熱ガラス 

陶磁器 

埋立ごみ  

P1３ へ！ 

●キャップとラベルを外し、ゆすいでください。 

※コンテナがいっぱいの場合のみ、ビニール袋（透明または半透明）に入れたままコン   

 テナの横に置いてください。 

袋には入れない 
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白
色
ト
レ
イ
・
廃
食
油

 

廃食油 

白色トレイ 

白色トレイの原料としてリサイクルしています。 

※色付きトレイは着色料が入っているので、白色トレイにリサイクルできなく 

   なってしまいます。 

※納豆の容器は素材が違うので、白色トレイの原料にはなりません。 

●ゆすいでから出してください。 

バイオディーゼル燃料としてリサイクルしています。 

●フタの閉まる容器（油の入っていた容器やペットボトルなど） 

 に液体のまま入れて、コンテナの横に置いてください。 

 ※油を固めた場合は「燃やすごみ」に出してください。 

 ※エンジンオイル（排出禁止物）は絶対に出さないでください。 

役場や図書館、スーパーなどの 

回収ボックスにも出せます。 

～出し方～ 

～出し方～ 

 

〇〇のごはん 
容器包装プラスチック 

    P３ へ！ 

色付きトレイ 

どこにすてるの？ 

納豆の容器 

袋には入れない 
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埋
立
ご
み
（
ガ
ラ
ス
・
陶
磁
器
製
品
）

（ガラス・陶磁器製品） 

  埋

 

主なもの

  埋立ごみ 

ガラス類・陶磁器類を分別してリサイクルしています。 

※食器類は割れていなくても出せます。 

●細かく割れてしまったものは、ビニール袋（透明または半透明）に入れ  

 て出してください。それ以外のものはリサイクルの妨げになるため、紙 

 に包んだり、袋に入れずに出してください。 

メガネ（金属製） 

～出し方～ 

 窓付きふた ガラス鍋 
ガラス食器 

    花瓶 

 （ガラス製/陶磁器） 

陶磁器鍋 
鏡 

ガラス製ポット 

 （魔法瓶） 

バルサン 
虫眼鏡 双眼鏡 

    植木鉢 

 （陶磁器/素焼き器） 

広告マグネット/ 

マグネットシート 

陶磁器食器 

ガラス食器 

ガラス 

キケン 

陶磁器食器 

袋には入れない 
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小
型
電
気
製
品

 

小型電気製品 

金属を取り出してリサイクルしています。 

 ～収集品目は以下の34品目です～ 

（電池は外して出してください） 

⑳トランシーバー/ 

 無線機 

㉞上記の付属品など 

   リモコン/ACアダプタ/充電器/マウス/ヘッドフォン類/電気コード類/キーボード/LAN機器類/マイク 

①PHS/ 

携帯電話 

③電話機 

(FAX付を除く） 

㉜ハンディ 

  カラオケ機 

㉙ハンディ 

 掃除機 

㉚ハンディ 

 マッサージ機 
㉛ハンドミキサー 

㉗補聴器 ㉔電気蚊取器 ㉕灯油給油ポンプ 

㉒クリスマスの電飾 

 (イルミネーション) ㉖電動鉛筆削り 

⑧ポータブルMD/CD/ 

DVDプレーヤー 

⑩携帯音楽  

 プレーヤー 

⑪ICレコーダー ⑫テープレコーダー 

 （デッキを除く） 

⑨ポータブル 

 カーナビ 

 50cm以上のものは 

粗大ごみ（有料） P17へ！ 

    ※P29～の分別早見表でご確認ください 

㉘アイロン 

  ⑬補助記憶装置 

   （外付けハードディスク/ 

      USBメモリー） 

⑤ビデオカメラ/ 

  デジタルビデオカメラ 

⑱時計類 

⑥カメラ/ 

   デジタルカメラ 

⑲電卓 

(計算機） ⑰電動工具類 

(バッテリーは除く） 

㉓電気アンカ 
（電池式） 

⑦電子辞書/ 

 電子手帳 

  ㉑デジタル計測器 

（体重計/体温計/血圧計など） 

㉝釣り電動リール 

 ⑯懐中電灯類  ⑭ゲーム機 

（据え置き型/携帯型） 

袋には入れない 

⑮理容用機器 

（ドライヤー/シェーバー/電動歯ブラシ/ 

   ハンディ美顔器/こて など） 

②スマートフォン/ 

 タブレット 

④ラジオ 
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乾
電
池
・
蛍
光
管
・
電
球
・
ス
プ
レ
ー
缶
・
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

カセットボンベ 

カセットボンベ 

お客様センター 

乾電池 

体温計 

（水銀） 
キケン 

蛍光管 

スプレー缶・カセットボンベ 

蛍光管・電球 

●水銀式体温計や割れた蛍光管のみ、ビニール袋（透明または半透明）に入れて、    
「キケン」と表示して出してください。 

金属や化学原料を取り出してリサイクルしています。 

蛍光管・電球 

乾電池 ライター 

～出し方～ 

電子タバコ 

 

電球 

蛍光管 

袋には入れない 

袋には入れない 

 

販売店の 

回収BOX へ！ 
充電池 

どこにすてるの？ 

スプレー缶 

中身入りは回収できません。各相談窓口へお尋ねください。 

日本エアゾール協会 
   出し方 

ボタン電池 
リチウム電池 

金属や化学原料を取り出してリサイクルしています。

●スプレー缶・カセットボンベは、運搬車両や処理施設で火災の原因になるため、

中身を使い切ってから出してください。

ライター

金属製/プラスチック製

中身は使い切って

ください。 役場や図書館、スーパーなどの

回収ボックスにも出せます。

電子タバコ電池
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草木類 

草　

木　

類

草木類は堆肥やバイオマス燃料としてリサイクルしています。 

●太さ10cm以下の枝は長さ50cm以下に切り束ね、コンテナの 

 横に出してください。 

●小枝や落ち葉、雑草はビニール袋（透明または半透明）に入れて出してください。  

※ダンボールや土のう袋などには入れないでください。 

太い枝や長い枝は収集車で収集できません。 

 ・資源ステーションに出す場合は太さは10cm以下、 

  長さは50cm以下に切って出してください。 

 ・太さが50cm以下、長さが２ｍ以下であれば 

  クリーンセンターに直接持ち込むことができます。 

～出し方～ 

 

どこにすてるの？ 

・材木 ・薪 ・竹 

・ヤシ ・笹 ・シュロ  

・キョウチクトウ は 

  

  堆肥化できないので 

  50cm以下に切ってください。 

燃やすごみ  
  P２ へ！ 
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粗　

大　

ご　

み
（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
持
ち
込
み
不
可
）

                              

業者名：横須賀市資源回収協同組合 

                              葉山事業所    
住 所：葉山町木古庭360  

        

電 話：878-7751（予約受付専用） 

    878-7752（予約以外の問い合わせ） 

 

＜収集業者及び持ち込み場所：裏表紙をご確認ください。＞ 

令和３年８月１日から 
粗大ごみの収集方法が変更となります 

①町が委託した業者に収集を依頼する場合 （予約制） 

・電話で業者にご予約のうえ、対応した金額の粗大ごみシール（回収手数料納付券）を以下  

   の取扱店舗にて購入のうえ貼付し、玄関先等の道路から見える場所に出してください。 

※複数ある時は、1個ごとに粗大ごみシールを貼付してください。 

※受付日から収集日まで概ね３営業日以内に行います。 

クリーンセンターへは持ち込めません  

②直接持ち込む場合 （予約制） 

・電話で業者にご予約のうえ、下記場所に持ち込み、粗大ごみシールで手数料をお支払 

   いください。 

手数料/個 

特 定 品 目 収 集 持ち込み 

 マットレス（スプリング入り） 

2,000円 1,000円  マッサージチェア 

 介護ベッド 

 ソファ（スプリング入り） 

1,000円 500円  オットマン（スプリング入り） 

 浴 槽 

一般品目（収集・持ち込み） 350円 

粗大ごみシール取扱店（回収手数料納付券） 

受付時間： 

月曜日から土曜日(祝日を含む/年末年始を除く）       

 までの8時30分から16時30分まで 

ただし、予約以外の問い合わせは17時まで 

 

定休日：日曜日 

地 区 取 扱 店 地 区 取 扱 店 

一 色 

大門商店・セブンイレブン葉山一色店 
長 柄 

笠原商店・日の出園 

スズキヤ葉山店・京急ストア葉山店 リカーズかさはら 

そうてつローゼン葉山店 
木古庭 

セブンイレブン葉山木古庭店 

堀 内 
葉山町役場売店・もとまちユニオン葉山店 横須賀市資源回収協同組合葉山事業所 

セブンイレブン葉山マリーナ店 上山口 ファミリーマート葉山町店 
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 粗大ごみ（有料） 

・家庭の家具や電化製品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、

パソコンを除く）などのうち、一辺の長さが50cm以上2m未満までの比較的大型

のごみで、町が安全に収集できるものが対象です。 

ただし、一辺の長さが50cm未満であっても、小型電気製品以外の電化製品な

どは対象となります。 

     

粗大ごみ（有料）とは 

小さく切ったり、砕いたり、分解し

ても粗大ごみ（有料）です。 

本箱 パイプハンガー ラジカセ 
ベビーカー 

布団 ミシン 掃除機 扇風機 ギター 

机 ベッド いす ソファ たんす 

炊飯器 ミキサー 
電子レンジ 電気ポット トースター 

P29～の分別早見表をご確認ください。 

※業者により撤去された畳、換気扇、便器、流し台、風呂釜などは産業廃棄物となりますので、

粗大ごみとしての収集及び持ち込みはできません。

ファクシミリ付電話
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テ
レ
ビ
・
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・
洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機

・テレビ・エアコン・冷蔵庫 

・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機 

家電リサイクル法対象品目 

家電リサイクル法により、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、

衣類乾燥機は販売店の引き取り義務とメーカーのリサイクル義務が定めら

れています。 

～処理方法～ 

買い換え 

処分したい製品の
購入店が分かる 

自ら持ち込める 次ページの自ら持ち込む場合で処分 

してください。 

次ページの収集を依頼する場合で処分 

してください。 

 購入店に引取りを依頼してください。
（家電リサイクル券を購入する必要はあ
りません。） 

 買い換えを行う販売店に引取りを依頼し
てください。（家電リサイクル券を購入
する必要はありません。） 

収集を依頼する 

 町では取り扱いできません  

の出し方 
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自ら持ち込む場合 

郵便局で家電リサイクル券を購入し、次のいずれかの指定引取場所 

に持ち込んでください。 

 ★品目とメーカー名（製造業者名等）でリサイクル料金が異なります。 

  ご確認のうえ、家電リサイクル券を購入してください。 

  ※券は貼らずに引き取り業者にお渡しください。 

◎ 指定引取場所 ◎ 

 SBS即配サポート株式会社 幸浦デポ 

 横浜市金沢区幸浦２ｰ6-4 

 電話 045-374-5563 

 受付時間 9時～12時 

      13時～16時30分 

 定休日  日曜日・祝日 

 ※日野自動車横の出入口より入退場 

株式会社東産業　佐原事業所

 横須賀市佐原4-404-18 

 電話 046-833-7956 

 受付時間 ９時～11時30分 

  13時～16時30分 

  ※土曜日は14時30分まで 

 定休日 日曜日・祝日 

収集を依頼する場合 

町の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている次の業者に電話で依頼してくださ

い。リサイクル料金の他に引き取り手数料がかかりますので、直接業者に問い合

わせてください。（家電リサイクル券を事前に購入する必要はありません。） 

有限会社ハンズ

 葉山町上山口860-1  

 電話  0120-025-802  

 受付時間  ８時30分～17時  

 定休日  土曜日・日曜日  

リサイクル料金の検索 
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パ
ソ
コ
ン

パソコンの出し方 
資源有効利用促進法対象品目 

  方法１ 宅配便による回収を利用する 

 町では取り扱いできません  

方法２ パソコンメーカーに回収を依頼する 

各メーカーが回収・リサイクルの受付窓口になります。各メーカーの連絡先 

は、各メーカーのホームページまたは購入店で確認してください。    

また、「パソコン３Ｒ推進協会」のホームページでも確認できます。 

自作パソコンなど回収するメーカーがないパソコンは、 

同協会が回収・リサイクル受付窓口になります。 

◆パソコン３R推進協会 電話03-5282-7685 

 町の連携・協力事業者「リネットジャパンリサイクル株式会社」へ 

 宅配便を利用して送る。 

●回収品目にパソコンが含まれる場合は１箱分の回収料金が無料 

●プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できます。 

●箱の３辺の合計が140cm以内で、重さが20kg以下であれば無料 

●個人情報のデータ消去サービス（有料）もあります。 

●自分でデータ消去する場合は、「リネットジャパン消去ソフト」で検索しダウ   

   ンロードしてください。 

① インターネットかＦＡＸで申し込む 

② データを消去しダンボール箱に詰める 

③ 希望の日時に佐川急便が回収 

～回収の手順～ 

◆申し込みに関する質問は リネットお客様センター ナビダイヤル0570-085-800 

 

リネットジャパン 

 ３R推進協会 
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死
ん
だ
動
物

  

死んだ動物 

 ●クリーンセンターでは、専用の箱（40cm×30cm×30cm）に入る    

     大きさの動物を処理することができます。 

   ※遺骨の返却はできません 

  

     ① ビニール袋に入れ、更にダンボール箱に入れてクリーンセンターに 

          持ち込む。  

      ② 窓口で手数料（１体 ２,600円）を支払う。 

      ③ 窓口で指定された場所の作業員に引き渡す。   

飼育していた動物 

野生動物や飼い主のいない動物 

●庭先や駐車場などの私有地で死んでいる動物は、袋やダンボール箱に        

  入れて自宅の前（道路に面した敷地内）に出して、クリーンセンター   

  までご連絡ください。 

●道路上で動物の死体を発見したときには、クリーンセンターにご連絡 

   ください。 

    電話受付時間：月曜日から金曜日（祝日を含む/年末年始を除く） 

             ８時３０分から１７時まで    

クリーンセンター 電話 ８７６－１１５３ 

持ち込み方法は P64 
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排
出
禁
止
物
（
処
理
困
難
物
）

排出禁止物 購入店にご相談ください 
町では収集や処分ができないもの 

有害なものや危険性のあるもの、町では処理できないごみは、資源ス

テーションに出したり粗大ごみ（有料）に出すことはできません。 

有害性のあるもの 

自動車・オートバイ・電動

自転車などのバッテリー 

農薬・劇薬（化学薬品）

など 

危険性のあるもの 

消火器や小型ガスボンベ（プロパン）、中身入りスプレー缶

注射器、注射針などの在宅医療機器など 

引火性のあるもの 

灯油、ガソリン、エンジ

ンオイルなどの石油類 
ペンキ、シンナーなど 

その他、町では処理できないもの 

自動車やオートバイ

のタイヤ 

オートバイ アルミホイール 

などの自動車部品 

コンクリートブロック

瓦、土砂など 

ピアノ、電子オルガン

など 

漬物石、物干し台、サーフボード、ソーラーシステム、耐火金庫、業務用電気製品

大型電気温水器、リチウム電池、珪藻土製品（マットやコースター）など 
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町が収集・処分できないものの連絡先 

自動車部品全般（バッテリー、タイヤ、アルミホイールなど） 

購入店・販売店にご相談ください。 

購入店・販売店にご相談ください。 

または、二輪車リサイクルコールセンターへご相談ください。 

電話 050-3000-0727 http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

原動機付き自転車 オートバイ 

購入店・販売店にご相談ください。または、 

●有限会社 みかさ防災 木古庭1687-1     電話 878-8170 

●株式会社   メック         堀内483-1-311  電話 876-3712 

●株式会社 ボーサイ    長柄891-6    電話 875-8664 

消火器 

購入店・販売店または専門業者にご相談ください。 

ピアノ 

在宅医療器具 （注射器、注射針など） 
かかりつけの医療機関に引き取ってもらってください。 

土・砂 
●有限会社 長南商店 電話 0120-752-172 

その他町では処分ができないもの 

 購入店・販売店にご相談ください。または、 

●有限会社 ハンズ  電話 0120-025-802 
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生
ご
み
自
家
処
理
容
器

生ごみ自家処理容器 

①非電動式処理容器の窓口販売 

●町指定の推奨機種を一律1,000円（本体のみ）で         

                       役場３階 環境課窓口にて販売しています。 

●次の４機種は、黒土付き2,500円での販売も行っています。 

    ◆バクテリアdeキエーロ   ◆キエーロ・スリム  

      ◆ベランダdeキエーロ    ◆ベランダ・ミニ 

●ミラコンポ、EMバケツは2個1セット1,000円で販売しています。 

                 （1個500円の販売もしています。） 

②家庭用生ごみ処理機の購入補助 

（電動式乾燥型・電動式バイオ型・手動式) 

 ●購入金額（税込み価格）の３分の２（上限３万円、100円未満 

   切り捨て）を補助します。 

  ※ごみを粉砕して下水に流すディスポーザー式は対象外です。 

  ※手動式（くるくる）は中古を無料で貸し出しています。 

  ※予算の範囲内（先着順）での補助となりますので、事前に 

   環境課にご確認ください。 
手 動 式 

（ く る く る ） 

電 動

ベランダ・ミニ 

高79cm×幅72cm×奥行40.5cm 

コンポスター 

高66cm×幅60cm 
ベランダdeキエーロ 

高79cm×幅94cm×奥行47cm 

バクテリアdeキエーロ 

高50cm×幅114cm×奥行66cm 

 EM11型バケツ 

高25cm×幅31cm 

 ミラコンポ 

高55cm×幅35cm 

 EM18型バケツ 

高39cm×幅31cm 

 配 達 

サポート 

＜町指定の推奨機種＞ 

窓口販売について 

購入補助について 

キエーロ・スリム 

高44cm×幅100cm×奥行44cm 
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リ
サ
イ
ク
ル
掲
示
板

 

申請方法 

リサイクル掲示板 
～捨てる前に、買う前に、ちょっと待って！～ 

「これはもう使わないけど、捨てるにはもったいない…」 

「あれが欲しいけど、誰かゆずってくれないかなぁ…」 

そんな方のために「ゆずります」「ゆずってください」の  
情報を登録できる掲示板です。 

お問い合わせは 役場3階 環境課 まで 電話 876-1111(代) 

●ご利用方法● 

（１）対象品目：家具類、家電製品、子ども用品、生活用品、スポーツ用品、 

        趣味用品、事務用品、書籍など 

  ※対象除外品もあります。詳しくは町ホームページまたは環境課まで。 

（２）登録方法：環境課窓口にて登録用紙に記入のうえ提出  

        写真があれば持参してください。 

 

 ◆町ホームページから電子申請もできます◆ 

 

 

 

（３）掲載期間：受付日の翌々月末まで（延長1ヶ月間可能） 

（４）掲載場所 :  役場庁舎１階の掲示板、町ホームページ 
 
（５）希望者から連絡があった場合は、登録者のお名前、連絡先をお教え   
   しますので直接交渉してください。 
 
（６）交渉が成立したら登録者は必ず環境課までご連絡ください。 
   成立のご連絡をもって掲載を取り下げます。 
 
       当事者間の責任のもとでご利用ください。 
      
   取引等に関わるトラブルについて町は一切関与いたしません。 

リサイクル掲示板  
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アイスピック（柄が木製）（クラッシャー付は埋立ごみ） その他金属

アルミ箔製のカップ 記載なし

うわばき プラスチックごみ

傘の布の部分 記載なし

クッション付き封筒 記載なし

ストッキング プラスチックごみ

スニーカー プラスチックごみ

彫刻刀（柄が木製） 記載なし

点字用紙 記載なし

ペットのトイレ用砂 プラスチックごみ・埋立ごみ

ヨーグルトのふた（金属製） その他金属

レンジカバー・ガスレンジマット（アルミ製） 記載なし

入れ歯 記載なし

傘のビニール部分 記載なし

鍵盤ハーモニカ 記載なし

ゴキブリ駆除ブラックキャップ 記載なし

浄水器カートリッジ 記載なし

除湿剤（ゼリー状） 記載なし

彫刻刀（柄がプラスチック製） 記載なし

ビニタイ 記載なし

ヨガマット 記載なし

ループロック 記載なし

絵の具のチューブ（金属製） その他金属

薬のチューブ（金属製） その他金属

磁石 その他金属

メガネ（金属製） その他金属

ミックスペーパー
P8　へ

粗大ごみ

埋立ごみ

ビールの梱包紙（６缶パック）

埋立ごみ

分別の追加・変更品目一覧表

燃やすごみ

新　分別 品　　　目 旧　分別

燃やすごみ

P2　へ

P13　へ

古布・衣類
P1０　へ

びん類
P11　へ

毛布・綿毛布

化粧品のびん

プラスチックごみ

P５　へ
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アイロン 粗大ごみ

粗大ごみ

腕時計 その他金属

鉛筆削り（電動） 粗大ごみ

置時計（電気式） 粗大ごみ

血圧計（電気式） 粗大ごみ

電気蚊取器 記載なし

はかり（計量器）電気式 粗大ごみ

粗大ごみ

パソコン周辺機器（外付けﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ）　 粗大ごみ

パソコン周辺機器（無線LAN･有線LAN）　 粗大ごみ

ハンドミキサー 記載なし

電子タバコ 記載なし

ライター（金属製） その他金属

ライター（プラスチック製） プラスチックごみ

瓦 記載なし

砥石 埋立ごみ

ボウリングボール 粗大ごみ

パソコン周辺機器（ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ･ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ等）

旧　分別

排出禁止物
P23　へ

アンカ（電気式）

スチール缶スプレー缶・カセットボンベ

乾電池
P15　へ

蛍光管・電球
P15　へ

新　分別

小型電気製品

P14　へ

分別の追加・変更品目一覧表

品　　　目
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あ

分　別　早　見　表

●

●

●

○

品名 分別区分
排出
方法 備考

あ ＩＣレコーダー 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

アイスクリームのスプーン
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

アイスクリームの棒・スプーン(木製) 燃やすごみ 戸別

アイスクリームの容器・ふた(紙製) 燃やすごみ 戸別

アイスクリームの容器・ふた・外袋
(プラスチック製)

容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

アイスピック（柄が木製） 燃やすごみ 戸別
丈夫な紙等に包みごみ袋に入れて出してください
クラッシャー付は埋立ごみです

アイロン 小型電気製品 資源

アイロン台 粗大ごみ(有料)

空きびん（飲料・食品・化粧品用） びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

アクセサリー(金属製) その他金属類 資源

アクセサリー(陶磁器製・ガラス製) 埋立ごみ 資源

アクセサリー(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

アクセサリー(木製) 燃やすごみ 戸別

足置き台(オットマン) 粗大ごみ(有料)
スプリングが入った品の回収手数料は、1000円で
す

アダプター(電源用) 小型電気製品 資源

圧着はがき 燃やすごみ 戸別

圧力鍋 金属製調理器具 資源 電気式は「粗大ごみ(有料)」です

油(食用) 廃食油 資源
ペットボトルなどのふた付きの容器に入れて出してください
生ごみ処理器で処理できます

油(食用以外) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

油紙 燃やすごみ 戸別

油よけ 燃やすごみ 戸別

雨合羽(レインコート)(ビニール・ゴム製) プラスチックごみ 戸別

網（金属製）（バーベキュー用等） その他金属類 資源

アルバム 燃やすごみ 戸別
全体がプラスチック製のものは「プラスチックごみ」
です

アルミ缶 アルミ缶 資源
ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品目でも、素材や大きさによって分別区分
が異なるものがあります。

排出方法欄に、「戸別」と記載のあるものは戸別収集で、「資源」と記載のあるものは、資源
ステーションに出すものです。

掲載されていない品目で、ご不明な点がある場合は、クリーンセンターに問い合わせください。

「粗大ごみ(有料)」で、特に記載のないものについては、小さく切ったり、砕いたり、
分解しても粗大ごみ(有料)です。
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品名 分別区分
排出
方法 備考

あ
アルミコーティング袋(プラスチック製)
（菓子・レトルト食品等）

容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

アルミ箔製のカップ 燃やすごみ 戸別

アルミホイル(アルミ箔) 燃やすごみ 戸別

アルミホイルの芯(紙製) ミックスペーパー 資源

アルミホイルの外箱 ミックスペーパー 資源
金属製の刃は「その他金属類」、プラスチック製の
刃は「プラスチックごみ」です

アンカ(電気式) 小型電気製品 資源

安全ピン その他金属類 資源
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの容
器に入れて出してください

アンテナ 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

アンプ（音響用） 粗大ごみ(有料)

い 石・土・砂・コンクリート 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

衣装ケース(金属製) 粗大ごみ(有料)
２個を１品として扱います(１個でも同額です)
50cm未満は「その他金属類」です

衣装ケース(プラスチック製) 粗大ごみ(有料)
２個を１品として扱います(１個でも同額です)
50cm未満は「プラスチックごみ」です

衣装ケース(木製) 粗大ごみ(有料)
２個を１品として扱います(１個でも同額です)
50cm未満は「燃やすごみ」です

いす(折りたたみ含む)(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

いす(折りたたみ含む)(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

いす(折りたたみ含む)(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

板・材木(製品ではなく材料に限る) 粗大ごみ(有料)
50cm未満は「燃やすごみ」です
50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

板ガラス 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

いちごのパック・上のラップフィルム 容器包装プラスチック 戸別

一輪車 粗大ごみ(有料)

衣服・衣類 布類 資源 袋に入れて出してください

イヤホン・ヘッドホン 小型電気製品 資源

衣類乾燥機
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

入れ歯 プラスチックごみ 戸別

色鉛筆・鉛筆 燃やすごみ 戸別

印鑑(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

印鑑(木製) 燃やすごみ 戸別

インクカートリッジ(プリンター用) プラスチックごみ 戸別 なるべく販売店回収を利用してください

インク台(金属製) その他金属類 資源

インク台(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

う
ウインドサーフィン(セイル)
(フィルム素材)

粗大ごみ(有料)

ウインドサーフィン(ブーム)
(アルミニウム素材)

粗大ごみ(有料)

ウインドサーフィン(ブーム)
(カーボン素材)

処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ウインドサーフィン(ボード) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください
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品名 分別区分
排出
方法 備考

う
ウインドサーフィン(マスト)
(アルミニウム素材)

粗大ごみ(有料)

ウインドサーフィン(マスト)
(カーボン・エポキシ素材)

処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

植木(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチク
トウ)

燃やすごみ 戸別
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できま
せん

植木(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチク
トウ以外)

草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

植木支柱(金属製) その他金属類 資源

植木支柱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

植木鉢(陶磁器・素焼き製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

植木鉢(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、２個を１品とし
て扱います(１個でも同額です)

植木鉢(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ウエットスーツ プラスチックごみ 戸別

ウエットティッシュ 燃やすごみ 戸別

ウォークマン 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ウォシュレット 粗大ごみ(有料)

浮き輪(ゴム・ビニール製) プラスチックごみ 戸別

うちわ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

うちわ(木製) 燃やすごみ 戸別

ウッドデッキ 粗大ごみ(有料) １㎡分を１品として扱います

腕時計(機械式・電池式) 小型電気製品 資源

うわばき 燃やすごみ 戸別

え エアコン
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

衛生用品(紙製品・生理用品) 燃やすごみ 戸別

ＳＤカード 小型電気製品 資源

枝・葉・草 草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

枝刈機(芝刈機・草刈機)(電動型) 粗大ごみ(有料) 50cm未満のハンディタイプは「小型電気製品」です

枝木(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチク
トウ以外)

草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

枝木(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチク
トウ)

燃やすごみ 戸別
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できま
せん

絵具のチューブ(金属製) 埋立ごみ 資源
中身は使い切って出してください
アルミ製は「燃やすごみ」です

絵具のチューブ(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

絵具のパレット(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

絵具の筆(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

絵具の筆(木製) 燃やすごみ 戸別

ＦＲＰ製品 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

エプロン(布製) 布類 資源 袋に入れて出してください

エプロン(ビニール製) プラスチックごみ 戸別
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品名 分別区分
排出
方法 備考

え ＭＤ(ケースも含む) プラスチックごみ 戸別

ＭＤプレイヤー 粗大ごみ(有料)

ＭＤ・CD・DVDプレイヤー(ポータブル) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ＬＤ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤ(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

エレクトーン 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

園芸用支柱(金属製) その他金属類 資源

園芸用支柱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

エンジンオイル 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

エンジンオイルの缶 スチール缶 資源
中身は使い切って出してください
フタは「その他金属類」です

延長コード 小型電気製品 資源

鉛筆・色鉛筆 燃やすごみ 戸別

鉛筆削り(電動) 小型電気製品 資源

お オアシス(吸水スポンジ) プラスチックごみ 戸別

オイルヒーター 粗大ごみ(有料)

オイル類（食用以外） 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

オーディオ機器一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

オーディオラック(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

オーディオラック(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

オートバイ(原付含む) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

オーバー・コート 布類 資源 袋に入れて出してください

オーブン型トースター 粗大ごみ(有料)

オーブンレンジ 粗大ごみ(有料)

お菓子の空き箱(紙製) ミックスペーパー 資源

お菓子の缶(金属製) スチール缶 資源 フタは「その他金属類」です

置時計 小型電気製品 資源
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
電池は抜いて出してください

おしゃぶり プラスチックごみ 戸別

落ち葉 草木類 資源
ビニール袋に入れて出してください(ビニール袋以
外では出さないでください)

オットマン(足置き台) 粗大ごみ(有料)
スプリングが入った品の回収手数料は、1000円で
す

お盆(トレイ)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

お盆(トレイ)(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

おまる プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

おむつ 燃やすごみ 戸別 汚物はトイレに流してください

おもちゃ(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

おもちゃ(プラスチック製・ビニール製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

お おもちゃ(木製・布製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

オルガン 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

オルゴール(金属製) その他金属類 資源

オルゴール(陶磁器製) 埋立ごみ 資源

オルゴール(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

温水洗浄便座 粗大ごみ(有料)

温度計(水銀式) 蛍光管・電球 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(オンドケイ)」と表示し
て出してください

温度計(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

か ガーゼ 燃やすごみ 戸別

カーテン(布製) 燃やすごみ 戸別

カーテン(布製以外) プラスチックごみ 戸別

カーテンレール(金属製) 粗大ごみ(有料)
２本を１品として扱います(１本でも同額です)
50cm未満は「その他金属類」です

カーテンレール(プラスチック製) 粗大ごみ(有料)
２本を１品として扱います(１本でも同額です)
50cm未満は「プラスチックごみ」です

カーテンレール(木製) 粗大ごみ(有料)
２本を１品として扱います(１本でも同額です)
50cm未満は「燃やすごみ」です

カーペット(電気式)上下一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

カーペット(非電気式) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

カーボン紙、ノンカーボン紙 燃やすごみ 戸別

貝殻 燃やすごみ 戸別

介護ベッド 粗大ごみ(有料)
回収手数料は、2,000円です
マットレス等が固着しているものは別料金です

懐中電灯 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

かいまき 粗大ごみ(有料) ２着を１品として扱います(１着でも同額です)

カイロ(使い捨て) 燃やすごみ 戸別

鏡 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

鍵 その他金属類 資源

額縁(ガラス部) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

額縁(木枠) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

額縁(プラスチック部) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

掛け時計 小型電気製品 資源
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
電池は抜いて出してください

傘（金属部分） その他金属類 資源
解体し、素材ごとに分別して出してください、解体できない場合は
「粗大ごみ(有料)」５本を１品として扱います(１本でも同額です)

傘立て(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

傘立て(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

傘立て(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

傘立て(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

傘の布部分 燃やすごみ 戸別
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

か 傘のビニール部分 プラスチックごみ 戸別

加湿器 粗大ごみ(有料)

菓子箱(金属製) スチール缶 資源 フタは「その他金属類」です

菓子箱(木製) 燃やすごみ 戸別

菓子箱・中仕切り(紙製) ミックスペーパー 資源

菓子箱・袋・缶の仕切り(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別

ガスコンロ・ガステーブル 粗大ごみ(有料)

ガスレンジマット・レンジカバー(アルミ
製)

燃やすごみ 戸別

カセットコンロ(卓上コンロ) その他金属類 資源

カセットテープ(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

カセットデッキ 粗大ごみ(有料)

カセットボンベ 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

ガソリン 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

カタログ・パンフレット・リーフレット ミックスペーパー 資源

活性炭 燃やすごみ 戸別

カッター(本体・替刃) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(カッター)」と表示して
出してください

かつら プラスチックごみ 戸別

蚊取線香（電気式） 小型電気製品 資源

蚊取線香の缶 スチール缶 資源 フタは「その他金属類」で出してください

蚊取線香のマット 燃やすごみ 戸別

かなづち その他金属類 資源

かばん(革製・布製) 燃やすごみ 戸別

かばん(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

画鋲(金属製) その他金属類 資源
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの容
器に入れて出してください

画鋲(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの容
器に入れて出してください

花瓶(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

花瓶(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

カマ(草刈用) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(カマ)」と表示して出
してください

紙おむつ 燃やすごみ 戸別 汚物はトイレに流してください

紙コップ 燃やすごみ 戸別

紙皿 燃やすごみ 戸別

カミソリ(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

カミソリ(非電気式)(金属製) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(カミソリ)」と表示して
出してください

カミソリ(非電気式)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

か 紙パック(内側が銀色のもの) 燃やすごみ 戸別
ふた・注ぎ口(プラスチック製)は「容器包装プラス
チック」です

紙パック(内側が白いもの) 紙パック 資源
ゆすいで、開いて出してください、　ふた・注ぎ口(プラス
チック製)は「容器包装プラスチック」です

紙袋 ミックスペーパー 資源

紙やすり 燃やすごみ 戸別

ガムテープ 燃やすごみ 戸別

ガムテープの芯 ミックスペーパー 資源

カメラ(使い捨て) プラスチックごみ 戸別

カメラ(デジタルカメラ含む) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

カメラケース(皮製・布製) 燃やすごみ 戸別

カメラケース(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

画用紙 ミックスペーパー 資源

カラーボックス(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

ガラス製品 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ガラスのコップ・食器 埋立ごみ 資源

刈り込みばさみ その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ハサミ)」と表示して
出してください

カレンダー ミックスペーパー 資源 金属部分は「その他金属類」です

革靴 燃やすごみ 戸別

革の衣類等(ジャンパー・ズボン等) 布類 資源 袋に入れて出してください

瓦 処理困難物

缶(飲料・食品等)(アルミ製) アルミ缶 資源
ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

缶(飲料・食品等)(スチール製) スチール缶 資源
ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

換気扇フィルター プラスチックごみ 戸別

缶切 その他金属類 資源

緩衝材(発泡スチロール)(気泡) 容器包装プラスチック 戸別

乾燥剤 燃やすごみ 戸別

乾電池 乾電池 資源

乾電池(充電式) 乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

感熱紙 燃やすごみ 戸別

き キーボード(楽器) 粗大ごみ(有料)

キーボード(パソコン用) 小型電気製品 資源

キーホルダー(金属製) その他金属類 資源

ギター(ケース付) 粗大ごみ(有料)
ギター又はケースだけでも同額です
ソフトタイプのケースは「プラスチックごみ」です

キックボード(電動式含む) 粗大ごみ(有料)
バッテリーは町では処理できませんので、販売
店、民間業者等に問い合わせください

キッチンペーパー 燃やすごみ 戸別
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

き 着物 布類 資源 袋に入れて出してください

脚立・はしご 粗大ごみ(有料)

キャッシュカード プラスチックごみ 戸別

キャップ・ふた(金属製) その他金属類 資源

キャリーバッグ
(キャリーケース・スーツケース)

粗大ごみ(有料)

吸水スポンジ(オアシス) プラスチックごみ 戸別

牛乳パック 紙パック 資源
ゆすいで開いて出してください、　ふた・注ぎ口(プラスチッ
ク製)は「容器包装プラスチック」です

牛乳びん びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

給油ポンプ(手動式) プラスチックごみ 戸別

給油ポンプ(電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

鏡台(ドレッサー) 粗大ごみ(有料)

切り花・花 燃やすごみ 戸別

金庫(耐火金庫) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

金庫(手提げ金庫) その他金属類 資源

く 空気入れ(手動ポンプ式)(金属製) その他金属類 資源

空気入れ(手動ポンプ式)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

空気入れ(電動式) 粗大ごみ(有料)

空気清浄機 粗大ごみ(有料)

クーラーボックス(プラスチック製)(発泡ス
チロール製)

プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

くぎ その他金属類 資源
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの
容器に入れて出してください

草・葉・枝 草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

草刈機(芝刈機・枝刈機)(電動型) 粗大ごみ(有料) 50cm未満のハンディタイプは「小型電気製品」です

くさり(金属製) その他金属類 資源

くさり(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

串(金属製) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(クシ)」と表示して出し
てください

串(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

串(木製) 燃やすごみ 戸別

薬(錠剤・カプセル等) 燃やすごみ 戸別

薬(錠剤・カプセル等)の包装シート 容器包装プラスチック 戸別

薬のチューブ(金属製) 埋立ごみ 資源
中身は使い切って出してください
アルミ製は「燃やすごみ」です

薬のチューブ(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

薬のびん びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

果物・野菜のネット 容器包装プラスチック 戸別

果物を包んだ発泡スチロール製ネット 容器包装プラスチック 戸別
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

く 口紅の容器(金属製) その他金属類 資源 使い切って出してください

口紅の容器(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別 使い切って出してください

靴・サンダル・スリッパ(革製・布製) 燃やすごみ 戸別

クッキングペーパー 燃やすごみ 戸別

靴下・ストッキング 燃やすごみ 戸別

クッション
(ビーズ・ポリエステル・スポンジ等)

プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

クッション(綿・羊毛・羽毛等) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

クッションカバー(革製) 燃やすごみ 戸別

クッションカバー(布製) 燃やすごみ 戸別

クッションカバー(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

クッション付き封筒 燃やすごみ 戸別

靴べら(金属製) その他金属類 資源

靴べら(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

靴べら(木製) 燃やすごみ 戸別

熊手(金属製) その他金属類 資源

熊手(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

熊手(木製) 燃やすごみ 戸別

グラス 埋立ごみ 資源

クリアファイル(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

クリスマスツリー(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

クリスマスのイルミネーション電球 小型電気製品 資源

車椅子 粗大ごみ(有料) 電動式は除く

車用キャリア 粗大ごみ(有料)

車用ルーフボックス 粗大ごみ(有料)

クレジットカード プラスチックごみ 戸別

クレヨン 燃やすごみ 戸別

グローブ(皮製) 燃やすごみ 戸別

グローブ(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

くわ(金属製) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(クワ)」と表示して出し
てください

軍手 燃やすごみ 戸別

け 携行缶 スチール缶 資源
中はカラの状態で出してください
フタは「その他金属類」です

蛍光管・電球 蛍光管・電球 資源
割れたものはビニール袋に入れて「キケン（ケイコ
ウカン・デンキュウ）」と表示して出してください

計算機(電卓) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

珪藻土 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください
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か

品名 分別区分
排出
方法 備考

け 携帯音楽プレーヤー 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

携帯電話 小型電気製品 資源
なるべく販売店回収を利用してください
電池は抜いて出してください

携帯用ラジオ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

毛糸 燃やすごみ 戸別

ケーブル 小型電気製品 資源

ゲーム機(携帯型) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ゲーム機(携帯型以外) 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ゲームソフト(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

毛皮(コート等) 布類 資源 袋に入れて出してください

劇薬 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

消しゴム プラスチックごみ 戸別

化粧品の紙箱 ミックスペーパー 資源

化粧品のびん びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

化粧品の容器(金属製) その他金属類 資源 中身は使い切って出してください

化粧品の容器・ふた(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

下駄箱(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

下駄箱(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

ケチャップの容器・ふた・外袋 容器包装プラスチック 戸別
容器とふたはゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

血圧計(手動式) 蛍光管・電球 資源

血圧計(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ケトル(電気式) 粗大ごみ(有料)

鍵盤ハーモニカ プラスチックごみ 戸別

弦楽器(ケース付) 粗大ごみ(有料) 弦楽器又はケースだけでも同額です

玄関マット(鉄コイルにタワシ素材) 粗大ごみ(有料)

玄関マット
(ポリエステル製・ナイロン製・ゴム製)

粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

玄関マット(綿) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

健康器具(電気式)(非電気式) 粗大ごみ(有料) 個々に記載のある品は、その分別区分に従ってください

原動機付自転車 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

剣道防具一式(防具袋・面・胴・甲手・垂) 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

こ こいのぼり(布製) 燃やすごみ 戸別

こいのぼり(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

こいのぼりの棒(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

こいのぼりの棒(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

こいのぼりの矢車・金具(金属製) その他金属類 資源
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品名 分別区分
排出
方法 備考

こ 高圧洗浄機（家庭用） 粗大ごみ(有料)

工具(電気式) 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

工具(非電気式) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

工具箱(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

工具箱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

広告・チラシ 新聞 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

コード(電気コード) 小型電気製品 資源

コート・オーバー 布類 資源 袋に入れて出してください

コードリール(電気コード用) その他金属類 資源

コーヒーメーカー 粗大ごみ(有料)

固形燃料 燃やすごみ 戸別

ござ(ビニール製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

ござ(わら製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

こたつ一式(テーブル・天板・ヒーター部) 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

こたつぶとん 粗大ごみ(有料)
２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)
粗大ごみ(有料)の「寝具布団類」と合わせても扱います

コップ(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源

コップ(金属製) その他金属類 資源

コップ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

コップ(木製) 燃やすごみ 戸別

粉ミルクの缶・ふた(金属製) スチール缶 資源
ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

粉ミルクの缶のふた(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別

ゴキブリ駆除ブラックキャップ プラスチックごみ 戸別

ごみ箱(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ごみ箱(陶磁器製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ごみ箱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です　　破損により
50cm未満になったものは「プラスチックごみ」です

ごみ箱(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ゴム製品 プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ゴム手袋 プラスチックごみ 戸別

ゴムホース プラスチックごみ 戸別

ゴムボート(オール含む) 粗大ごみ(有料) ゴムボート又はオールだけでも同額です

米びつ(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

米びつ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

米びつ(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

コルク製品 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
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品名 分別区分
排出
方法 備考

こ ゴルフボール プラスチックごみ 戸別

ゴルフ用品セット(バッグ・クラブ) 粗大ごみ(有料)
バッグ・クラブどちらか、又はクラブ１本でも同額で
す

ゴルフ練習用マット 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

コンクリート・土・石・砂 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

コンクリートブロック・レンガ 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

コンタクトレンズ プラスチックごみ 戸別

コンポーネントステレオ(コンポ)一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

コンロ(IHコンロ)(電気式) 粗大ごみ(有料)

コンロ(ガス)・ガステーブル 粗大ごみ(有料)

コンロ(卓上・カセット) その他金属類 資源

さ サーフボード 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

座イス 粗大ごみ(有料)

在宅医療用品(注射器・注射針) 処理困難物
町では処理できませんので、病院、民間業者等に
問い合わせください

在宅医療用品
(ビニールパック・チューブ類)

プラスチックごみ 戸別
よく洗浄して出してください
「プラ」マークがあれば「容器包装プラスチック」です

サイドボード 粗大ごみ(有料)

財布(皮製・布製) 燃やすごみ 戸別

財布(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

材木・板(製品ではなく材料に限る) 粗大ごみ(有料)
50cm未満は「燃やすごみ」です
50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

魚(虫)取りあみ(柄が金属製) その他金属類 資源

魚(虫)取りあみ(柄がプラスチック製) プラスチックごみ 戸別

魚(虫)取りあみ(柄が木製) 燃やすごみ 戸別

作業着 布類 資源 袋に入れて出してください

酒パック(内側が銀色のもの) 燃やすごみ 戸別
ふた・注ぎ口(プラスチック製)は「容器包装プラス
チック」です

酒パック(内側が白いもの) 紙パック 資源
ゆすいで、開いて出してください、　ふた・注ぎ口(プラス
チック製)は「容器包装プラスチック」です

サッカーボール プラスチックごみ 戸別

雑誌 雑誌 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

殺虫剤のスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

座布団 粗大ごみ(有料) ５枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

座布団(長) 粗大ごみ(有料) ３枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

座布団カバー 燃やすごみ 戸別

サマーベッド 粗大ごみ(有料)

皿(紙製・木製) 燃やすごみ 戸別

皿(金属製) 金属製調理器具 資源

皿(陶器・ガラス製) 埋立ごみ 資源
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品名 分別区分
排出
方法 備考

さ 皿(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ざる(金属製) 金属製調理器具 資源

ざる(竹製) 燃やすごみ 戸別

ざる(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

三脚(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

三脚(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

サングラス プラスチックごみ 戸別

サンダル(皮製・布製) 燃やすごみ 戸別

サンダル(ゴム製・プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

サンドバッグ(砂タイプ) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

サンドバッグ(水タイプ) プラスチックごみ 戸別 水を抜いて出してください

三輪車 粗大ごみ(有料)

し シーツ 布類 資源 袋に入れて出してください

CD・ＭＤ・DVDプレイヤー(ポータブル) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ＣＤ・ＬＤ・ＤＶＤ・ＢＤ(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

ＣＤラジカセ・プレーヤー 粗大ごみ(有料)

シート(ブルー・レジャーシート等)
(ビニール製)

プラスチックごみ 戸別

シール・シールの台紙 燃やすごみ 戸別

ジーンズ・ジーパン 布類 資源 袋に入れて出してください

シェーバー(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

歯間ブラシ プラスチックごみ 戸別

磁石 埋立ごみ 資源

辞書・辞典 雑誌 資源

下着類 燃やすごみ 戸別

下敷き(文房具)(紙製) 燃やすごみ 戸別

下敷き(文房具)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

七輪 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

湿布薬 燃やすごみ 戸別

ジップロック プラスチックごみ 戸別

自転車(非電動式)(電動式) 粗大ごみ(有料)
バッテリーは町では処理できませんので、販売
店、民間業者等に問い合わせください

自転車・自動車のカバー プラスチックごみ 戸別

自動車のホイール 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

竹刀(しない)・木刀 燃やすごみ 戸別

芝刈機(草刈機・枝刈機)(電動型) 粗大ごみ(有料) 50cm未満のハンディタイプは「小型電気製品」です
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排出
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し シャープペンシル(金属製) その他金属類 資源

シャープペンシル(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ジャグ(大型水筒)(金属製) その他金属類 資源
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」です
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ジャグ(大型水筒)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」です
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

写真 燃やすごみ 戸別

シャツ 布類 資源 袋に入れて出してください

ジャッキ(非油圧式) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ジャッキ(油圧式) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

シャベル(スコップ)(金属製) その他金属類 資源

シャベル(スコップ)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ジャムのびん びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

ジャンパー 布類 資源 袋に入れて出してください

シャンプー・リンスの容器 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

週刊誌 雑誌 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

ジューサー(ミキサー) 粗大ごみ(有料)

じゅうたん 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

充電器 小型電気製品 資源

充電池(バッテリー)
(車両・電動リール以外用)

乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

充電池(バッテリー)(車両・電動リール用) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ジュニアシート プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

シュレッダー(手動式・プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

シュレッダー(電動式) 粗大ごみ(有料)

シュレッダーした紙 ミックスペーパー 資源
風で飛び散らないよう、ビニールなどの袋に入れ
て出してください

消火器 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

定規(金属製) その他金属類 資源

定規(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

定規(木製・竹製) 燃やすごみ 戸別

消臭剤のスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

浄水器(電気式) 粗大ごみ(有料)

浄水器(非電気式)(金属製) その他金属類 資源

浄水器(非電気式)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

浄水器カートリッジ プラスチックごみ 戸別

照明器具 粗大ごみ(有料)

醤油さし(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源
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品名 分別区分
排出
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し 醤油さし(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

じょうろ(金属製) その他金属類 資源

じょうろ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

除光液 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

除湿器 粗大ごみ(有料)

除湿剤（ゼリー状） プラスチックごみ 戸別

除湿剤の容器 容器包装プラスチック 戸別
中の水分は捨てて出してください、「プラ」マークが
なければ「プラスチックごみ」です

書籍・書物 雑誌 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

食器(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源

食器(金属製) 金属製調理器具 資源

食器(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

食器(木製) 燃やすごみ 戸別

食器洗い乾燥機 粗大ごみ(有料)

食器棚 粗大ごみ(有料)

ショッピングカート(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ショッピングカート(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

シリカゲル(乾燥剤) 燃やすごみ 戸別

白トレイ 白色トレイ 資源
ゆすいで出してください
なるべく販売店回収を利用してください

人工芝 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

シンナー類 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

新聞紙(広告・チラシ含む) 新聞 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

す 水槽(ガラス製) 埋立ごみ 資源
一番長い部分で、一辺の長さが50cm以上の場合
は「粗大ごみ(有料)」です

水槽(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
一番長い部分で、一辺の長さが50cm以上の場合
は「粗大ごみ(有料)」です

吹奏楽器(ケース付) 粗大ごみ(有料) 吹奏楽器又はケースだけでも同額です

水槽用ポンプ 粗大ごみ(有料)

水筒(金属製) その他金属類 資源
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」です
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

水筒(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」です
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

炊飯器 粗大ごみ(有料)

スーツ 布類 資源 袋に入れて出してください

スーツケース
(キャリーバッグ・キャリーケース)

粗大ごみ(有料)

スカーフ 布類 資源 袋に入れて出してください

スキーウェア(上下・手袋) 布類 資源 袋に入れて出してください

スキー靴 プラスチックごみ 戸別

スキーゴーグル プラスチックごみ 戸別
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品名 分別区分
排出
方法 備考

す スキーセット(板・ストック) 粗大ごみ(有料) １品でも同額です

スキャナ 粗大ごみ(有料)

スケートボード 粗大ごみ(有料)

スコップ(シャベル)(金属製) その他金属類 資源

スコップ(シャベル)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

すずり 埋立ごみ 資源

すだれ 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

スタンプ台(金属製) その他金属類 資源

スタンプ台(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

スチール缶 スチール缶 資源
ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

スチール棚 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

スチールたわし その他金属類 資源

ステレオ一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

ストーブ・ヒーター 粗大ごみ(有料)

ストッキング・靴下 燃やすごみ 戸別

ストロー プラスチックごみ 戸別

ストローの外装(紙製) ミックスペーパー 資源

ストローの外装(ビニール製) 容器包装プラスチック 戸別

砂・土・石・コンクリート 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

スニーカー 燃やすごみ 戸別

スノーボード 粗大ごみ(有料)

スノーボード靴 プラスチックごみ 戸別

すのこ(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

スパイクシューズ プラスチックごみ 戸別

スピーカー 粗大ごみ(有料) １組を１品として扱います(１個でも同額です)

スプーン・フォーク・ナイフ(金属製) 金属製調理器具 資源
ナイフは丈夫な紙等に包んで「キケン(ナイフ)」と表
示して出してください

スプーン・フォーク・ナイフ
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

スプリングマットレス 粗大ごみ(有料) 回収手数料は、2,000円です

スプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック 戸別

ズボン 布類 資源 袋に入れて出してください

スポンジ プラスチックごみ 戸別

ズボンプレッサー 粗大ごみ(有料)

スマートフォン・タブレット 小型電気製品 資源
なるべく販売店回収を利用してください
電池は抜いて出してください
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排出
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す 炭 燃やすごみ 戸別

スリッパ(布製) 燃やすごみ 戸別

スリッパ(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

せ 整髪料の容器(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

製氷機 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

精米機 粗大ごみ(有料)

生理用品 燃やすごみ 戸別

セーター 布類 資源 袋に入れて出してください

せっけん 燃やすごみ 戸別

せっけんの袋(紙製) 燃やすごみ 戸別

せっけんの袋(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別

石膏(せっこう) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

接着剤のチューブ(金属製) 埋立ごみ 資源
中身は使い切って出してください
アルミ製は「燃やすごみ」です

接着剤のチューブ(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

瀬戸物 埋立ごみ 資源

セメント 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

セロハンテープ プラスチックごみ 戸別

セロハンテープのカッター台
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

セロハンテープの個袋 容器包装プラスチック 戸別

船外機 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

洗顔料のチューブ 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

洗剤の計量カップ・スプーン
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

洗剤容器(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

洗濯かご(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

洗濯かご(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

洗濯機
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

洗濯ネット プラスチックごみ 戸別

洗濯ばさみ(金属製) その他金属類 資源

洗濯ばさみ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

剪定枝・木
(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチクトウ

草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

剪定枝・木
(竹・ヤシ・笹・シュロ・キョウチクトウ)

燃やすごみ 戸別
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できま
せん

栓抜き その他金属類 資源

船舶類 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

扇風機 粗大ごみ(有料) ハンディタイプは「小型電気製品」です
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せ 洗面器(金属製) その他金属類 資源

洗面器(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

そ 双眼鏡 埋立ごみ 資源

造花 プラスチックごみ 戸別

ぞうきん 燃やすごみ 戸別

掃除機 粗大ごみ(有料) 50cm未満のハンディタイプは「小型電気製品」です

ソーラーシステム 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ソファ・ソファベッド 粗大ごみ(有料)
スプリングが入った品の回収手数料は、1,000円で
す

た 体温計(水銀式) 蛍光管・電球 資源
ビニール袋に入れて「キケン(タイオンケイ)」と表示
して出してください

体温計(電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

台車 粗大ごみ(有料)

体重計(電池式) 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、電池は抜いて出してください
大型は町では処理できませんので、販売店、民間業者等に問い合わせください

体重計(非電池式) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
大型は町では処理できませんので、販売店、民間業者等に問い合わせください

台所マット
(ポリエステル製・ナイロン製・ゴム製)

粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

台所マット(綿) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

ダイビング用品(ドライスーツ・フード・
グローブ等の保護スーツ)

プラスチックごみ 戸別

ダイビング用品(ﾎﾞﾝﾍﾞ・BCD・ﾚｷﾞｭﾚｰ
ﾀｰ・ﾀﾞｲﾌﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ等の重器材)

処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ダイビング用品(マスク・シュノーケル・
フィン等の軽器材)

プラスチックごみ 戸別

タイヤ(自動車・オートバイ(原付含む)) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

タイヤ(自動車・オートバイ(原付含む)以
外)(自転車・一輪車・リヤカー等)

プラスチックごみ 戸別 金属部分は「その他金属類」です

タイヤチェーン(金属製) その他金属類 資源

タイヤチェーン(非金属製) プラスチックごみ 戸別

タイヤホイール(自動車) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

タイル製品 埋立ごみ 資源
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
壁材等は「処理困難物」です

ダイレクトメール(封筒)(紙製) ミックスペーパー 資源
宛先の窓がプラスチックのものは、はがして「プラ
スチックごみ」で出してください

ダイレクトメール(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

ダウンジャケット 布類 資源 袋に入れて出してください

タオル・手ぬぐい 布類 資源 袋に入れて出してください

タオルケット 布類 資源 袋に入れて出してください

高枝切りばさみ その他金属類 資源

卓上コンロ(カセットコンロ) その他金属類 資源

卓上コンロ(カセットコンロ)用ボンベ 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

宅配便の複写伝票(カーボン紙等) 燃やすごみ 戸別

竹ぼうき 燃やすごみ 戸別
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た

品名 分別区分
排出
方法 備考

た たこやき器 粗大ごみ(有料)

たたみ 粗大ごみ(有料)
１畳を４分割したものに限る
１畳を１品として扱います

脱脂綿 燃やすごみ 戸別

脱臭剤 燃やすごみ 戸別

脱臭剤のスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

タッパーウェア(タッパー)
(プラスチック製・ゴム製)

プラスチックごみ 戸別

たばこの吸殻 燃やすごみ 戸別

たばこの箱 ミックスペーパー 資源

たばこの箱の中の銀紙 燃やすごみ 戸別

たばこの外装フィルム 容器包装プラスチック 戸別

卵の殻 燃やすごみ 戸別

卵のパック(紙製) ミックスペーパー 資源

卵のパック(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別

たわし(金属製) その他金属類 資源

たわし(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

たわし(プラスチック製・金属製以外) 燃やすごみ 戸別

たんす 粗大ごみ(有料)

ダンベル その他金属類 資源

ダンボール ダンボール 資源
折りたたんで出してください
汚れているものは「燃やすごみ」です

ち チェーン(金属製) その他金属類 資源

チェーン(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

チェーンソー(電動型) 粗大ごみ(有料)

チャイルドシート 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

茶殻 燃やすごみ 戸別 水分をよく切って出してください

茶箱(木製) 粗大ごみ(有料)
50cm未満は「燃やすごみ」です
１箱を１品として扱います

茶わん(陶磁器製) 埋立ごみ 資源

茶わん(金属製) その他金属類 資源

茶わん(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

茶わん(木製) 燃やすごみ 戸別

注射器・注射針(在宅医療用等) 処理困難物
町では処理できませんので、病院、民間業者等に
問い合わせください

チューナー専用機器(ＡＶ機器・音楽機器) 粗大ごみ(有料)

彫刻刀（柄がプラスチック製） プラスチックごみ 戸別

彫刻刀（柄が木製） 燃やすごみ 戸別

調理用ボウル(ガラス製) 埋立ごみ 資源
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品名 分別区分
排出
方法 備考

ち 調理用ボウル(金属製) 金属製調理器具 資源

調理用ボウル(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

調理用ボウル(木製) 燃やすごみ 戸別

チラシ・広告 新聞 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

ちり紙(ティッシュペーパー) 燃やすごみ 戸別

ちりとり(金属製) その他金属類 資源

ちりとり(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

つ つえ(金属製) その他金属類 資源

つえ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

つえ(木製) 燃やすごみ 戸別

使い捨てカイロ 燃やすごみ 戸別

使い捨てカイロの外袋 容器包装プラスチック 戸別

使い捨てライター 乾電池 資源 中身は使い切って出してください

漬け物石 処理困難物
プラスチックコーティングのものも含む、　町では処理できま
せんので、販売店、民間業者等に問い合わせください

机・テーブル(ガラス・金属製) 粗大ごみ(有料)
50cm未満の場合、ガラスは「埋立ごみ」、金属のフ
レームは「その他金属類」です

机・テーブル(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

机・テーブル(大理石等の石) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

机・テーブル(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

机・テーブル(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

土・石・砂・コンクリート 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

突っ張り棒 粗大ごみ(有料)
２本を１品として扱います(１本でも同額です)
50cm未満は「その他金属類」です

積み木 燃やすごみ 戸別

つめきり その他金属類 資源

つゆの容器(ペットボトル) ペットボトル 資源 ゆすいで、出来るだけつぶして出してください

釣り糸 プラスチックごみ 戸別

釣り具のリール(電動式) 小型電気製品 資源
バッテリーは、町では処理できませんので、販売
店、民間業者等に問い合わせください

釣り具のリール(非電動式)・釣り針・釣り
のおもり

その他金属類 資源
釣り針は、ペットボトルなどのふた付きの容器に入
れて出してください

釣り竿 粗大ごみ(有料)
２本を１品として扱います(１本でも同額です)
50cm未満は「プラスチックごみ」です

つるはし 粗大ごみ(有料)

て Ｔシャツ 布類 資源 袋に入れて出してください

ティーバッグ 燃やすごみ 戸別 水分をよく切って出してください

DVD・ＭＤ・CDプレイヤー(ポータブル) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ＤＶＤ・ＬＤ・ＣＤ・ＢＤ(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

ＤＶＤプレイヤー 粗大ごみ(有料)
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品名 分別区分
排出
方法 備考

て ディスク類(ＦＤ等) プラスチックごみ 戸別

ティッシュペーパー(ちり紙) 燃やすごみ 戸別

ティッシュペーパーの箱 ミックスペーパー 資源
取り出し口のビニール部分は「容器包装プラスチッ
ク」です

テーブル・机(ガラス・金属製) 粗大ごみ(有料)
50cm未満の場合、ガラスは「埋立ごみ」、金属のフ
レームは「その他金属類」です

テーブル・机(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

テーブル・机(大理石等の石) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

テーブル・机(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

テーブル・机(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

テープ類(カセット、ビデオ等) プラスチックごみ 戸別

テーブルクロス(布製) 燃やすごみ 戸別

テーブルクロス(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

テープレコーダー 粗大ごみ(有料)

テープレコーダー
(コンパクト(手のひらサイズ))

小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

デジタルカメラ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

デジタルビデオカメラ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

手帳 ミックスペーパー 資源 カバーは分別して出してください

鉄アレイ その他金属類 資源

デッキブラシ(金属製) その他金属類 資源

デッキブラシ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

デッキブラシ(木製) 燃やすごみ 戸別

テニスボール プラスチックごみ 戸別

テニスラケット(カーボン製) プラスチックごみ 戸別

テニスラケット(木製) 燃やすごみ 戸別

手袋 布類 資源 袋に入れて出してください

テレビ
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等に問い合わせ
ください（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾃﾚﾋﾞ、ﾓﾆﾀｰ、有機ELﾃﾚﾋﾞを含む）

テレビ台（木製） 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

テレビチューナー専用機器 粗大ごみ(有料)

電気カーペット上下一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

電気蚊取器 小型電気製品 資源

電気カミソリ(電気シェーバー) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

電気コード 小型電気製品 資源

電気スタンド 粗大ごみ(有料)

電気ストーブ・電気ヒーター 粗大ごみ(有料)

電気ポット 粗大ごみ(有料)
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品名 分別区分
排出
方法 備考

て 電気毛布 粗大ごみ(有料) １枚を１品として扱います

電球・蛍光管 蛍光管・電球 資源
割れたものはビニール袋に入れて「キケン（ケイコ
ウカン・デンキュウ）」と表示して出してください

電源タップ 小型電気製品 資源

電子辞書 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

電子タバコ 乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

電子手帳 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

電子レンジ 粗大ごみ(有料)

点字用紙 燃やすごみ 戸別

天体望遠鏡(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

天体望遠鏡(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

電卓(計算機) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

電池(充電式) 乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

点滴パック・チューブ類(在宅医療用品) プラスチックごみ 戸別
よく洗浄して出してください
「プラ」マークがあれば「容器包装プラスチック」です

テント(簡易テント・ワンタッチテント・
一人用テント含む)

粗大ごみ(有料)

電動工具 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

電動歯ブラシ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

電動リール(釣り具) 小型電気製品 資源
バッテリーは、町では処理できませんので、販売
店、民間業者等に問い合わせください

伝票(宅配便のカーボン紙等) 燃やすごみ 戸別

電話機(携帯電話含む)（ファクシミリ付を
除く）

小型電気製品 資源
なるべく販売店回収を利用してください
電池は抜いて出してください

電話帳 雑誌 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

と 砥石 処理困難物

トイレットペーパー(数個入)の外袋 容器包装プラスチック 戸別

トイレットペーパーの芯 ミックスペーパー 資源

トイレマット
(ポリエステル製・ナイロン製・ゴム製)

粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

トイレマット(綿) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

陶磁器製品 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

籐製品 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

透析パック・チューブ類(在宅医療用品) プラスチックごみ 戸別
よく洗浄して出してください
「プラ」マークがあれば「容器包装プラスチック」です

豆腐のパック・ふた 容器包装プラスチック 戸別

灯油 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

灯油給油ポンプ(手動式) プラスチックごみ 戸別

灯油給油ポンプ(電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

灯油ポリタンク プラスチックごみ 戸別 中はカラの状態で出してください

トースター(ポップアップ型)(オーブン型) 粗大ごみ(有料)
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な

品名 分別区分
排出
方法 備考

と
時計(腕時計・置時計・掛け時計・目覚ま
し時計等）

小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

トタン板(製品ではなく材料に限る) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「その他金属類」です

トナー(プリンター・印刷機器) プラスチックごみ 戸別

ドライヤー 小型電気製品 資源

トランシーバー 小型電気製品 資源

トランプ(紙製) ミックスペーパー 資源

トランプ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

塗料 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

塗料のスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

塗料の容器(金属製) スチール缶 資源
中身は使い切り、ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

塗料の容器(びん) 埋立ごみ 資源 中身は使い切り、ゆすいで出してください

塗料の容器(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 中身は使い切り、ゆすいで出してください

トレイ(お盆)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

トレイ(お盆)(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

トレイ(プラスチック製)(白色) 白色トレイ 資源
ゆすいで出してください
なるべく販売店回収を利用してください

トレイ(プラスチック製)(白色以外) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
なるべく販売店回収を利用してください

トレイについていたラップ 容器包装プラスチック 戸別

な ナイフ・フォーク・スプーン(金属製) 金属製調理器具 資源
ナイフは丈夫な紙等に包んで「キケン(ナイフ)」と表
示して出してください

ナイフ・フォーク・スプーン
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

長靴(ゴム・ビニール製) プラスチックごみ 戸別

ナタ その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ナタ)」と表示して出し
てください

納豆のパック 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

鍋(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源

鍋(金属製) 金属製調理器具 資源 電気式は「粗大ごみ(有料)」です

鍋のふた(ガラス製) 埋立ごみ 資源

生ごみ 燃やすごみ 戸別 水分をよく切って出してください

に 人形(陶磁器製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

人形(プラスチック製・ビニール製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

人形(木製・布製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

人形ケース(ガラス製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

人形ケース(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ぬ ぬいぐるみ プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

布類 布類 資源 袋に入れて出してください

ね ネガ(フィルム) プラスチックごみ 戸別
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品名 分別区分
排出
方法 備考

ね ネクタイ 布類 資源 袋に入れて出してください

ねじ その他金属類 資源
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの容
器に入れて出してください

ネット（果物・野菜等） 容器包装プラスチック 戸別

寝袋 粗大ごみ(有料) ２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

ねんど(油ねんど) プラスチックごみ 戸別

ねんど(紙ねんど) 燃やすごみ 戸別

燃料缶 その他金属類 資源 中はカラの状態で出してください

の 農機具(大型) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

農薬 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ノート ミックスペーパー 資源

ノートパソコン
資源有効利用
促進法対象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ノコギリ その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ノコギリ)」と表示して
出してください

は 葉・草・枝 草木類 資源
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できません
葉や小枝等はビニール袋に入れて出してください

バーべキュー用品(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

バーベル(セット) 粗大ごみ(有料) シャフト・プレート１品でも同額です

ハーモニカ その他金属類 資源

灰 燃やすごみ 戸別 水に湿らせて、袋に入れて出してください

バイク(原付含む) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

灰皿(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源

灰皿(金属製) その他金属類 資源

パイプハンガー(物干し)（金属製） 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

パイプ類(金属製) その他金属類 資源
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、２本を１品とし
て扱います(１本でも同額です)

パイプ類(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、２本を１品とし
て扱います(１本でも同額です)

はがき ミックスペーパー 資源 圧着はがきは「燃やすごみ」で出してください

はかり(計量器)(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

はかり(計量器)(非電気式)(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

はかり(計量器)(非電気式)(プラスチック
製)

プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

白色トレイ(プラスチック製) 白色トレイ 資源
ゆすいで出してください
なるべく販売店回収を利用してください

はくせい 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

バケツ(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

バケツ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

はさみ(金属製) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ハサミ)」と表示して
出してください

はし(金属製) 金属製調理器具 資源

はし(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
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品名 分別区分
排出
方法 備考

は はし(木製) 燃やすごみ 戸別

はしご・脚立 粗大ごみ(有料)

バスケットボール プラスチックごみ 戸別

バスマット
(ポリエステル製・ナイロン製・ゴム製)

粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

バスマット(綿) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

パソコン(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ本体・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・ﾉｰﾄﾊﾟ
ｿｺﾝ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ一体型ﾊﾟｿｺﾝ等)

資源有効利用
促進法対象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

パソコン周辺機器(ケーブル・スイッチン
グハブ)

小型電気製品 資源

パソコン周辺機器(スキャナ) 粗大ごみ(有料)

パソコン周辺機器(プリンタ) 粗大ごみ(有料)

パソコン周辺機器(キーボード・マウス) 小型電気製品 資源

パソコン周辺機器(無線、有線ＬＡＮ・外
付けハードディスク等）

小型電気製品 資源

鉢(陶磁器製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

鉢(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、２個を１品と
して扱います(１個でも同額です)

バッグ(革製・布製) 燃やすごみ 戸別

バッグ(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

バッテリー(充電池)
(車両・電動リール以外用)

乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

バッテリー(充電池)(車両・電動リール用) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

バッテリー充電器 小型電気製品 資源

バット(金属製) その他金属類 資源

バット(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

バット(木製) 燃やすごみ 戸別

発泡スチロール(緩衝材含む) 容器包装プラスチック 戸別
汚れが著しいものは「プラスチックごみ」で出してく
ださい

バドミントンのシャトル 燃やすごみ 戸別 プラスチック製は「プラスチックごみ」です

バドミントンのラケット(カーボン製) プラスチックごみ 戸別

バドミントンのラケット(木製) 燃やすごみ 戸別

花・切り花 燃やすごみ 戸別

花火 燃やすごみ 戸別 湿らせて発火しないようにして出してください

花火の外袋 容器包装プラスチック 戸別

パフ(化粧品) プラスチックごみ 戸別
素材が「コットン」「海綿」「布」製のものは「燃やす
ごみ」です

歯ブラシ プラスチックごみ 戸別 電動式は「小型電気製品」です

歯磨き粉のチューブ 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

刃物 その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ハモノ)」と表示して出
してください

ばらん(弁当のしきり)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

針 その他金属類 資源
ペットボトルなどのふた付きの容器に入れて出して
ください

53



は
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は 針金 その他金属類 資源

バルサン(害虫駆除剤)容器(金属製) 埋立ごみ 資源

パレット(絵画用)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ハンガー(金属性) その他金属類 資源

ハンガー(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ハンガー(木製) 燃やすごみ 戸別

ハンガーラック 粗大ごみ(有料)

ハンカチ 布類 資源 袋に入れて出してください

絆創膏(ばんそうこう) 燃やすごみ 戸別

ハンディカラオケ 小型電気製品 資源

ハンディ掃除機 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ハンディマッサージ機 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

はんてん 布類 資源 袋に入れて出してください

ハンドミキサー 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

パンフレット・カタログ・リーフレット ミックスペーパー 資源

パン焼き器(ホームベーカリー) 粗大ごみ(有料)

ひ ＰＰバンド プラスチックごみ 戸別

ピアニカ プラスチックごみ 戸別

ピアノ 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ビーズクッション プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ビーチサンダル プラスチックごみ 戸別

ビーチパラソル 粗大ごみ(有料)

ビート板 プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ビールの梱包紙(6缶パック) ミックスペーパー 資源

ひげそり(電気・電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ひげそり(非電気式)(金属製) その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ヒゲソリ)」と表示して
出してください

ひげそり(非電気式)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ピザの箱 燃やすごみ 戸別

ビデオカメラ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ビデオテープ(ケースを含む) プラスチックごみ 戸別

ビデオデッキ 粗大ごみ(有料)

ひな段飾り一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

ひな人形(紙製・木製) 燃やすごみ 戸別

ひな人形(陶磁器製) 埋立ごみ 資源
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品名 分別区分
排出
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ひ ひな人形(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ビニールコート紙 燃やすごみ 戸別

ビニールシート
(ブルー・レジャーシート等)(ビニール製)

プラスチックごみ 戸別

ビニール製品(ひも・ロープ等) プラスチックごみ 戸別

ビニールテープ プラスチックごみ 戸別

ビニール袋 プラスチックごみ 戸別

ビニタイ
(針金をビニールでコーティングしたひも)

プラスチックごみ 戸別

びん(飲料・食品・化粧品用)(無色透明・茶
色・その他のびん)

びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください

びんのふた(金属製) その他金属類 資源 ゆすいで出してください

びんのふた(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

ふ ファイル(紙製) ミックスペーパー 資源
止め具や金具は可能な限り分別して出してくださ
い

ファイル(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
止め具や金具は可能な限り分別して出してくださ
い

ファクシミリ・ファックス 粗大ごみ(有料)

ファクシミリ付電話 粗大ごみ(有料)
子機だけの場合は「小型電気製品」です
電池は抜いて出してください

ファンヒーター 粗大ごみ(有料)

フィルム(ネガ) プラスチックごみ 戸別

封筒(紙製) ミックスペーパー 資源
宛先の窓がプラスチックのものは、はがして「プラ
スチックごみ」で出してください

封筒(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

フードプロセッサー(ミキサー) 粗大ごみ(有料)

プール(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

笛(呼子笛・リコーダー等)
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

フェンス 粗大ごみ(有料) １㎡分を１品として扱います

フォーク・スプーン・ナイフ(金属製) 金属製調理器具 資源
ナイフは丈夫な紙等に包んで「キケン(ナイフ)」と表
示して出してください

フォーク・スプーン・ナイフ
(プラスチック製)

プラスチックごみ 戸別

不織布 燃やすごみ 戸別

ふすま 粗大ごみ(有料) ２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

付箋(ふせん) 燃やすごみ 戸別

仏花 燃やすごみ 戸別

ブックエンド(金属製) その他金属類 資源

ブックエンド(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ブックエンド(木製) 燃やすごみ 戸別

ブックカバー(布製・革製) 燃やすごみ 戸別

仏壇 粗大ごみ(有料)

筆(持つ部分(軸)がプラスチック製) プラスチックごみ 戸別
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ふ 筆(持つ部分(軸)が木製) 燃やすごみ 戸別

筆箱(金属製) その他金属類 資源

筆箱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

筆箱(木製・布製) 燃やすごみ 戸別

布団カバー 燃やすごみ 戸別

布団乾燥機 粗大ごみ(有料)

布団たたき(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

布団たたき(木製) 燃やすごみ 戸別

布団類 粗大ごみ(有料) ２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

フライ返し(へら)(金属製) 金属製調理器具 資源

フライ返し(へら)
(プラスチック製・ゴム製)

プラスチックごみ 戸別

フライ返し(へら)(木製) 燃やすごみ 戸別

フライパン 金属製調理器具 資源

フライパンのふた(ガラス製) 埋立ごみ 資源

ブラインド 粗大ごみ(有料) 50cm未満の金属製は「その他金属類」です

ブラシ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ブラシ(木製) 燃やすごみ 戸別

プラスチック製収納ケース 粗大ごみ(有料)
２個を１品として扱います(１個でも同額です)
50cm未満は「プラスチックごみ」です

プラモデル プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

プランター(陶磁器・素焼き製) 埋立ごみ 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

プランター(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です、２個を１品とて
て扱います(１個でも同額です)

プランター(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

プリンター 粗大ごみ(有料)

プリンター用インクカートリッジ プラスチックごみ 戸別 なるべく販売店回収を利用してください

ブルーシート プラスチックごみ 戸別

ＢＤ・ＬＤ・ＣＤ・ＤＶＤ(ケース含む) プラスチックごみ 戸別

古着・古布 布類 資源 袋に入れて出してください

ブロック(コンクリート)・レンガ 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

フロッピーディスク(ケースを含む) プラスチックごみ 戸別

風呂のいす(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

風呂のふた一式 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

文鎮(ぶんちん) その他金属類 資源

文房具(金属製) その他金属類 資源

文房具(プラスチック製・ゴム製) プラスチックごみ 戸別
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排出
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へ ヘアゴム プラスチックごみ 戸別

ヘアスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

ヘアピン(金属製) その他金属類 資源

ヘアブラシ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ベッド 粗大ごみ(有料)
フレーム・板だけでも同額です
マットレス等が固着しているものは別料金です

ベッド（電動） 粗大ごみ(有料)
回収手数料は、2,000円です
マットレス等が固着しているものは別料金です

ベッドカバー(綿等が入っていないもの) 燃やすごみ 戸別

ベッドカバー(綿等が入っているもの) 粗大ごみ(有料) ２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

ペットの餌袋 燃やすごみ 戸別
「プラ」マークがあれば「容器包装プラスチック」で
す

ペットの小屋(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

ペットの小屋(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

ペットの小屋(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

ペットのトイレ用シート 燃やすごみ 戸別

ペットのトイレ用砂 燃やすごみ 戸別

ペットのふん 燃やすごみ 戸別
しっかりビニール袋等に包んで衛生的にして出して
ください

ベッドパット 粗大ごみ(有料) ２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

ヘッドホン・イヤホン 小型電気製品 資源

ペットボトル(色がついているもの) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで、出来るだけつぶして出してください

ペットボトル(無色透明) ペットボトル 資源 ゆすいで、出来るだけつぶして出してください

ペットボトルのふた 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

ペットボトルのラベル 容器包装プラスチック 戸別

ベニヤ板(製品ではなく材料に限る) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

ベビーカー 粗大ごみ(有料)

ベビーバス 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

ベビーベッド 粗大ごみ(有料)

ベルト(布製・革製) 燃やすごみ 戸別 金属部分は「その他金属類」です

ベルト(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 金属部分は「その他金属類」です

ヘルメット プラスチックごみ 戸別

ペンキ 処理困難物 町では処理できませんので、販売店、民間業者等に問い合わせください
固まっているものは「埋立ごみ」で出せます

ペンキの缶 スチール缶 資源
中身は使い切り、ゆすいで出してください
フタは「その他金属類」です

ペンキのスプレー缶 蛍光管・電球 資源 中身は使い切って出してください

便座カバー 燃やすごみ 戸別

弁当箱(金属製) その他金属類 資源

弁当箱(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
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は

品名 分別区分
排出
方法 備考

へ 弁当箱(木製) 燃やすごみ 戸別

弁当容器（コンビニ弁当や惣菜の容器等） 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

弁当容器（コンビニ弁当や惣菜の容器等）
の外包装フィルム

容器包装プラスチック 戸別

ほ ホイール(自動車用) 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

望遠鏡(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

望遠鏡(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ほうき(竹製・木製) 燃やすごみ 戸別

ほうき(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

帽子(布製・プラスチック製) 布類 資源 袋に入れて出してください

包装紙 ミックスペーパー 資源

包帯 燃やすごみ 戸別

包丁(金属製) 金属製調理器具 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(ホウチョウ)」と表示し
て出してください

ボウリングボール 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

ボウル(台所用品：金属製) 金属製調理器具 資源

ボウル(台所用品：プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ボウル(台所用品：木製) 燃やすごみ 戸別

ホース(ゴム製) プラスチックごみ 戸別

ホースリール(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ホースリール(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ポータブルカーナビ 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ポータブルトイレ プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ポーチ(皮製・布製) 燃やすごみ 戸別

ポーチ(プラスチック製・ビニール製) プラスチックごみ 戸別

ホームベーカリー(パン焼き器) 粗大ごみ(有料)

ボール(軟球・テニス・ゴルフ・サッ
カー・バスケット等)

プラスチックごみ 戸別

ボール(硬球) 燃やすごみ 戸別

ボールペン(金属製) その他金属類 資源

ボールペン(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ホーロー鍋 金属製調理器具 資源

木刀・竹刀(しない) 燃やすごみ 戸別

歩行器 粗大ごみ(有料)

干しかご プラスチックごみ 戸別

ポスター ミックスペーパー 資源

ボタン(ガラス製・陶磁器製) 埋立ごみ 資源
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ま

品名 分別区分
排出
方法 備考

ほ ボタン(金属製) その他金属類 資源

ボタン(プラスチック製・ゴム製) プラスチックごみ 戸別

ボタン(木製) 燃やすごみ 戸別

ボタン電池 乾電池 資源 なるべく販売店回収を利用してください

補聴器 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ホッチキス(ステープラー) その他金属類 資源

ホッチキス(ステープラー)の針 その他金属類 資源
量が多い場合は、ペットボトルなどのふた付きの容
器に入れて出してください

ポット(電気式) 粗大ごみ(有料)

ポット(魔法瓶)(非電気式)(金属製) その他金属類 資源
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」で出してくださ
い

ポット(魔法瓶)(非電気式)(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別
中がガラス製の製品は「埋立ごみ」で出してくださ
い

ホットカーペット上下一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

ホットサンドメーカー(電気式) 粗大ごみ(有料)

ホットプレート 粗大ごみ(有料)

ボディーボード 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

ほ乳びん(ガラス製) 埋立ごみ 資源

ほ乳びん(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

ポリタンク プラスチックごみ 戸別 中はカラの状態で出してください

ポリバケツ プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

保冷剤 プラスチックごみ 戸別

本 雑誌 資源 束ねてヒモで十文字に縛って出してください

本棚(金属製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「その他金属類」です

本棚(プラスチック製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「プラスチックごみ」です

本棚(木製) 粗大ごみ(有料) 50cm未満は「燃やすごみ」です

ま マーガリンの容器(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

マウス(パソコン周辺機器) 小型電気製品 資源

マウスパッド
(プラスチック製・ゴム製・ビニール製)

プラスチックごみ 戸別

薪（まき） 燃やすごみ 戸別
太さ10cm以上、長さ50cm以上のものは収集できま
せん

枕（スポンジ・プラスチック・ビーズ） プラスチックごみ 戸別 抱き枕は「粗大ごみ(有料)」です

枕（そばがら・綿・羽・毛・木） 燃やすごみ 戸別 抱き枕は「粗大ごみ(有料)」です

枕カバー 燃やすごみ 戸別

マジック(金属製) その他金属類 資源

マジック(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

マスク(布製・紙製) 燃やすごみ 戸別

マッサージ機(ハンディー型) 小型電気製品 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
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品名 分別区分
排出
方法 備考

ま マッサージ機(ハンディー型以外) 粗大ごみ(有料)

マッチ 燃やすごみ 戸別 湿らせて発火しないようにして出してください

マッチ箱 燃やすごみ 戸別

マット(玄関・台所・トイレ・バス)
(ポリエステル製・ナイロン製・ゴム製)

粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「プラスチックごみ」です

マット(玄関・台所・トイレ・バス)(綿) 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

マットレス 粗大ごみ(有料)
スプリングが入った品の回収手数料は、2000円で
す

松葉杖 粗大ごみ(有料) ２本を１品として扱います(１本でも同額です)

まな板(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

まな板(木製) 燃やすごみ 戸別

マニキュアのびん 埋立ごみ 資源 中身は使い切って出してください

マニキュアのびんのふた(金属製) その他金属類 資源

マニキュアのびんのふた(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

マフラー 布類 資源 袋に入れて出してください

マヨネーズの容器・ふた・外袋 容器包装プラスチック 戸別
容器とふたはゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

万年筆(金属製) その他金属類 資源

万年筆(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

万年筆(木製) 燃やすごみ 戸別

万歩計 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

み みかんが入ったネット 容器包装プラスチック 戸別

ミキサー
(フードプロセッサー・ジューサー)

粗大ごみ(有料)

ミシン 粗大ごみ(有料)

ミックスペーパー ミックスペーパー 資源 紙袋などに入れて出してください

ミニコンポ一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

耳かき(金属製) その他金属類 資源

耳かき(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

耳かき(木製) 燃やすごみ 戸別

む 虫(魚)取りあみ(柄がプラスチック製) プラスチックごみ 戸別

虫(魚)取りあみ(柄が金属製) その他金属類 資源

虫(魚)取りあみ(柄が木製) 燃やすごみ 戸別

虫かご・飼育ケース(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

虫かご・飼育ケース(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

虫ピン その他金属類 資源
ペットボトルなどのふた付きの容器に入れて出して
ください

虫眼鏡 埋立ごみ 資源 プラスチック製は「プラスチックごみ」です

め 名刺 ミックスペーパー 資源
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品名 分別区分
排出
方法 備考

め 名刺入れ(金属製) その他金属類 資源

名刺入れ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

名刺入れ(木製・布製) 燃やすごみ 戸別

メガネ(金属製) 埋立ごみ 資源

メガネ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

メガネケース(金属製) その他金属類 資源

メガネケース(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

メガネケース(木製・布製) 燃やすごみ 戸別

メガホン(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

メジャー(金属製) その他金属類 資源

メジャー(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

メモリーカード 小型電気製品 資源

綿棒 燃やすごみ 戸別

も 毛布・綿毛布 布類 資源
洗濯してから出してください、　洗濯できない場合は「粗大ごみ(有
料)」、２枚を１品として扱います(１枚でも同額です)

餅つき機 粗大ごみ(有料)

モップ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

モップ(木製) 燃やすごみ 戸別

物置 粗大ごみ(有料) 解体したものに限ります

物干し竿 粗大ごみ(有料) ２本を１品として扱います(１本でも同額です)

物干し台 粗大ごみ(有料) ２台を１品として扱います(１台でも同額です)　コンクリート製等は町で
は処理できませんので、販売店、民間業者等に問い合わせください

モリ その他金属類 資源
丈夫な紙等に包んで「キケン(モリ)」と表示して出し
てください

や やかん 金属製調理器具 資源

野球のグローブ(皮製) 燃やすごみ 戸別

野球のグローブ(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

薬品類（劇薬） 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

野菜・果物のネット(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別

やすり(金属製) その他金属類 資源

ゆ ＵＳＢメモリー 小型電気製品 資源

湯たんぽ(金属製) その他金属類 資源

湯たんぽ(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別

よ ヨーグルトのふた(金属・アルミ製) 燃やすごみ 戸別

ヨーグルトのふた(ビニール製) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

ヨーグルトの容器(紙製) 燃やすごみ 戸別

ヨーグルトの容器(ガラス製) びん 資源
ゆすいで、無色透明・茶色・その他に分別して出し
てください
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品名 分別区分
排出
方法 備考

よ ヨーグルトの容器(プラスチック製) 容器包装プラスチック 戸別 ゆすいで出してください

ヨガマット プラスチックごみ 戸別

よしず 粗大ごみ(有料) 50cm未満に切れば「燃やすごみ」です

ら ライター(プラスチック製) 乾電池 資源 中身は使い切って出してください

ライター(金属製) 乾電池 資源 中身は使い切って出してください

ライフジャケット プラスチックごみ 戸別

ラケット(テニス等)(カーボン製) プラスチックごみ 戸別

ラケット(テニス等)(木製) 燃やすごみ 戸別

ラジオ(電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

ラジカセ 粗大ごみ(有料)

ラジコン プラスチックごみ 戸別
50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です
電池は抜いて出してください

ラップ(購入品・家庭で使用したもの) プラスチックごみ 戸別

ラップ(店で包装されたもの) 容器包装プラスチック 戸別

ラップの芯 ミックスペーパー 資源

ランドセル 燃やすごみ 戸別

ランプ(金属製) その他金属類 資源 燃料は使い切って出してください

ランプ(プラスチック製)(電池式) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

り リーフレット・パンフレット・カタログ ミックスペーパー 資源

リモコン(テレビ等) 小型電気製品 資源 電池は抜いて出してください

リヤカー 粗大ごみ(有料)

リュックサック(布製) 燃やすごみ 戸別

リュックサック(ビニール製) プラスチックごみ 戸別

る ルーフラック(車の上に積むラック) 粗大ごみ(有料)

ループロック（商品タグをとめるプラス
チック製のもの）

プラスチックごみ 戸別

れ 冷温蔵庫 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

冷却枕 プラスチックごみ 戸別

冷蔵庫
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

冷凍庫
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

レインコート(雨合羽)(ビニール・ゴム製) プラスチックごみ 戸別

レコード プラスチックごみ 戸別

レコードプレーヤー一式 粗大ごみ(有料) 一式ではなくても同額です

レシート(感熱紙) 燃やすごみ 戸別

レシート(非感熱紙) ミックスペーパー 資源

レジャーシート(ビニール製) プラスチックごみ 戸別
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品名 分別区分
排出
方法 備考

れ レトルトパック 容器包装プラスチック 戸別
ゆすいで出してください
綺麗にゆすげなければ「プラスチックごみ」です

レトルトパックの外箱 ミックスペーパー 資源

レンガ・コンクリートブロック 処理困難物
町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

レンジカバー・ガスレンジマット(アルミ
製)

燃やすごみ 戸別

ろ ろうそく 燃やすごみ 戸別

ロープ(化学繊維製) プラスチックごみ 戸別

ロープ(金属製) その他金属類 資源

ロープ(天然繊維製) 燃やすごみ 戸別

ローラースケート靴 プラスチックごみ 戸別

ロッカー 粗大ごみ(有料) １個を１品として扱います

ロデオマシーン 粗大ごみ(有料)

ロボット掃除機 粗大ごみ(有料)

わ ワープロ 粗大ごみ(有料)

ワイシャツ 布類 資源 袋に入れて出してください

ワイヤー その他金属類 資源

ワインセラー
家電リサイクル法対
象機器

町では処理できませんので、販売店、民間業者等
に問い合わせください

輪ゴム プラスチックごみ 戸別

ワゴン(金属製) その他金属類 資源 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ワゴン(プラスチック製) プラスチックごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

ワゴン(木製) 燃やすごみ 戸別 50cm以上は「粗大ごみ(有料)」です

和紙 ミックスペーパー 資源

綿(わた) 燃やすごみ 戸別
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Ｐ64 葉山町クリーンセンター再整備工事による混乱緩和のため 

持ち込み予約が必要です 

令和３年８月１日から令和８年３月31日まで 
実施時期 

１.  事前予約制  

  ・クリーンセンターの混乱、持ち込み時の待ち時間緩和及びごみの      

         排出抑制のため 

２．予約方法 

      ●電話：月曜日から金曜日まで（祝日を含む/年末年始を除く）の 

             ８時30分から17時まで 

    ●予約先：クリーンセンター       電話 : 046-876-1153 

   ●確認事項 ：・持ち込み者の住所及び氏名 ・持ち込み品目   

                    ・持ち込み量     ・持ち込み希望日時 

３．受入時間  

     ・月曜日から金曜日まで（祝日を含む/年末年始を除く）の 

    ９時から11時30分まで         13時から15時30分まで  

引っ越し・遺品整理などで出たごみは

どうするの？ 

令和４年４月以降は、品目にかかわらず排出する

ごみの合計が50kg以上（粗大ごみは除く）の場

合、１世帯当たり年１回は持ち込み可能です。 

４．持ち込み可能品目 

      令和３年８月から令和４年３月まで：すべての品目（粗大ごみは除く） 

      令和４年４月から令和８年３月31日まで：草木類    

※原則として、戸別収集または資源ステーション収集をご利用ください。 

※引っ越しや遺品整理など特別な理由以外のお持ち込みはご遠慮ください。 

64



       令和３年８月 

葉山町  環境課   電話：８７６－１１１１ 

クリーンセンター   電話：８７６－１１５３ 

葉山町クリーンセンターご案内（詳細はP64へ） 

葉山町役場の信号（消防署がある場所です。）を、役場方面に向かい約１km進んだ

突き当りがクリーンセンター（葉山町堀内2286）です。 

上山口小学校入口の信号から県道27号横須賀葉山線を横須賀方面に進み、2つ目の信号 

（大沢橋入口）から約120ｍ進んで左折した場所です。 

  横須賀市資源回収協同組合葉山事業所  住所：葉山町木古庭360 電話：878-7751 

粗大ごみ業者ご案内（詳細はP17へ）        

上山口小学校 

上山口小学校入口 

大沢橋入口 

 横須賀市資源回収協同組合 

     葉山事業所 


