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主なごみの
分別

相談員燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源ごみ 粗大ごみ

家庭から出たごみ

なぜごみを分別するの？
Q　なぜ、ごみを分別しなければいけないの ?
A　わたしたちの生活からは、毎日たくさんのごみが出
　ています。長い間、わたしたちはそれを燃やしたり、
　潰したりして、埋立地に埋めてきました。しかし、予
　想以上にごみが増えたため埋立地が足りなくなり、こ
　のままでは埋めるところがなくなってしまいそうなの
　です。
　　ごみの分別は、ここまで増えてしまったごみをこれ
　以上増やさないためにも、資源ごみとして回収し、リ
　サイクルするための有効な手段です。ごみを出してい
　るわたしたち一人ひとりの手でごみを分別して、ごみ
　を減らしていきましょう。

｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（抜粋）
(焼却禁止）
第16条の2　何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一　一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別
　管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二　他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三　公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に
　与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第25条　次の各号のいずれかの該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰
　金に処し、又はこれを併科する。

十五　第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

野焼きは大量の黒煙や臭いが発生するため、「煙が家の

中に入って息苦しい、窓を開けられない」「洗濯物にすす

や臭いがつく」など多くの苦情が寄せられています。

●法律に定められた処理基準によって行う廃棄物の焼却
●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
●農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行わ
　れる廃棄物の焼却
●たき火その他の日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却
　であって軽微なもの

知っていますか？知っていますか？
廃棄物の野焼き禁止
廃棄物の野焼きは、平成13年4月1日から

｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で

禁止されています。

焼却禁止の例外規定



燃やせるごみの出し方

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●生ごみは十分水切りをして出してください。

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。　

●生ごみや生理用品等以外のごみは新聞紙で包まないようにしてください。

■指定袋に入らないものは自己搬入をお願いします
●指定袋に入らないものは、つがる市稲垣町にある「西部クリーンセンター」へ

自己搬入してください。

■裁断して出してください
●木の剪定枝・木くず（くぎは抜いてください）は長さ50cm以内に裁断して

ひも等で束ねて、地区名・世帯主名を書いた紙を貼って出してください。

 （太さは10cm以内）

●敷物は50cm以内に裁断して出してください。

■燃やせるごみの例

■ごみの出し方に間違いのある指定袋には黄色い「ステッカー」を貼り、
収集できない理由に○印をつけてありますので、適正に処理して次回の
収集日に出してください。

●生ごみ　　●貝殻　●割りばし
●紙おむつ　●布類　●木くず
●紙くず　　●タバコのすいがら
●ペットのふん
（新聞紙等に包んでください。）
●草花、落葉、枝
●乾燥剤 など

収集できない指定袋にはステッカーを貼っています
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　生ごみは、家庭から出される可燃ごみの約５割を占め、その生ごみの約４分の１

がいわゆる「食品ロス」となっています（平成25年度青森県実施生ごみ組成調

査）。一工夫して生ごみや食品ロスを減らしましょう。

　生ごみや食品ロスを削減するためのポイントは、３つの「きる」にあります。

　買い物前に冷蔵庫の中身などをチェックし、買い物メモを作ってから出かけると、

不必要な買い物を控えることができます。

　また、野菜などを切る時、できるだけ捨てる部分を少なくする一工夫が大切です。

３つの「きる」で生ごみを減量しよう！

１つめの「きる」　食材は使いきる

　作りすぎてしまわないように料理は適量作るよう心がけましょう。

　また、作った料理はできるだけ残さずおいしく食べるようにし、残ったものは少

しアレンジして違う料理にすると食べきることができます。

もったいない・あおもり県民運動
キャラクター「エッコー」

もったいない・あおもり県民運動
キャラクター「エッコー」

２つめの「きる」　作った料理は食べきる

３つめの「きる」　ごみに出すときは水気をきる

　生ごみの重さのうち約８割は水分となっています。きちんと水気をしぼってから

ごみに出せば、ごみの重量を減らせるだけでなく、生ごみを燃やす際のエネルギ

ーも節約できます。水切りネットや水気をしぼるための器具を活用しましょう。

　よけいな水分を含ませないように、生ごみには水がかからないようにしましょう。
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燃やせないごみの出し方

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

●灰は土のう袋に入れて地区名と世帯主名を記入してください。

（野焼きした灰は収集しません。廃棄物処理法で野焼きは禁じられています。）

■木や紙、布の部分は、分解してできるだけ燃やせるごみとして出してく
ださい。

■指定袋に入らないものは自己搬入をお願いします
●指定袋に入らないものは、一般廃棄物最終処分場へ自己搬入してください。

　（P14参照）

　木造、稲垣地区　つがる市木造･稲垣一般廃棄物最終処分場 ℡45－3086

　柏、森田地区　つがる市森田一般廃棄物最終処分場 ℡26－4580

　車 力 地 区　つがる市車力一般廃棄物最終処分場 ℡56－3993

■危険のないように出してください
●包丁やナイフ等の刃物はビニールテープで包んで出してください。

●割れたガラスやセトモノは危険ですので、少量の場合は新聞紙等に包み、指定

袋に「割れもの」と記入して、「燃やせないごみ」の日に出してください。大

量の場合は、段ボール箱などに「割れもの」と記入し、地区名・世帯主名を書

いて出してください。

●電池や灯油等の燃料は必ず抜き取ってください。

■燃やせないごみの例
●歯ブラシ　　●バケツ
●洗面器　　　●ゴム長靴　
●割れガラス　●かさ
●アルミホイル（調理用）
●なべ　　　　●やかん
●使い捨てライター
●おもちゃ　　●金属キャップ　
●灰（ストーブから出た灰に限り
ます。土のう袋に入れて出して
ください。）
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資源ごみの出し方

【 ペットボトル 】
■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■ペットボトルの見分け方
●識別表示マークの表示してあるボトルすべてが対象となります。

●底がへそ状になっているものはペットボトルですが、線が１本入っているもの

は塩化ビニールボトルになりますので「その他のプラスチック」へ出してく
ださい。

■出し方のポイント

●フタはその他のプラスチックに出してください。

●食用油のボトルは「その他のプラスチック」に出してください。

●中に異物を入れないでください。

■ぺットボトルの例

●お茶、ジュース、ミネラルウォーター、
コーヒーなどの飲料用ペットボトル

このようなマークはペット
ボトルではありません

このマーク
が目印です

注  意

①必ずフタをはずす ②軽く水洗いをする
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●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■ペットボトルの見分け方
●識別表示マークの表示してあるボトルすべてが対象となります。

●底がへそ状になっているものはペットボトルですが、線が１本入っているもの

は塩化ビニールボトルになりますので「その他のプラスチック」へ出してく
ださい。

■出し方のポイント

●フタはその他のプラスチックに出してください。

●食用油のボトルは「その他のプラスチック」に出してください。

●中に異物を入れないでください。

■ぺットボトルの例

●お茶、ジュース、ミネラルウォーター、
コーヒーなどの飲料用ペットボトル

このようなマークはペット
ボトルではありません

このマーク
が目印です

注  意

①必ずフタをはずす ②軽く水洗いをする

【 　缶　 】

【 び　ん 】

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。(記入もれは収集しません) 

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■汚れや付着物は必ず取り除いてください
●中身を完全に出して水洗いし、乾燥させて出してください。

●汚れの落ちないものは、「燃やせないごみ」へ出してください。

●油の入っていた缶は、油をよくふき取って、きれいにしてから出してください。

■必ずガス抜きをしてから出してください
スプレー缶やカセットボンベは、中身を完全に使い切って

から出してください。スプレー缶のノズルは取りはずして

「燃やせないごみ」として出してください。

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。(記入もれは収集しません)

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■汚れや付着物は必ず取り除いてください
●中身を完全に出して水洗いし、乾燥させて出してください。

●割れたびんは危険ですので、少量の場合は新聞紙等で包み指定袋に「割れも

の」と記入し、「燃やせないごみ」の日に出してください。大量の場合は、段

ボール箱などに「割れもの」と記入し、地区名、世帯主名を書いて出してくだ

さい。

■キャップ(栓)は取り外して出してください
●取り外したキャップのうち、プラスチックのものは「その他のプラスチック」

へ、金属のキャップは「燃やせないごみ」として出してください。

ノズルを
はずす

※リタ－ナブルびん（ビールびんなど）はできる限り販売店にお持ちください
※農薬等の劇物類が入ったびんは収集しません。
　販売店、又は処理業者へご相談ください。
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【 紙パック 】

【 段ボール 】

【 その他の紙 】

■指定袋に入れるか白い紙ひもでしばって出します
●地区名と世帯主名を記入してください。(記入もれは収集しません)

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■開封後水洗いし、乾燥させて出してください
●開封後水洗いし、箱を広げてしっかり乾燥させてから

　出してください。

※中が白色でないもの（アルミコーティング（銀色等）がな

　されているもの）は「その他の紙」として出してください。

■束ねて白い紙ひもで十文字にしばって出してください
●地区名と世帯主名を記入した紙を貼るか段ボールに記入して出してください。

（記入もれは収集しません）

●留め金は「燃やせないごみ」に、ガムテープは
　「燃やせるごみ」に出してください。

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

●クリーム、ソース等の異物などはふき取ってください。

■指定袋に入れて出します

中をよく洗い
乾かす。

●包装紙　●紙トレイ　●紙袋
●ガムの包紙　
●紙ふた（カップめんなど）
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【 紙パック 】

【 段ボール 】

【 その他の紙 】

■指定袋に入れるか白い紙ひもでしばって出します
●地区名と世帯主名を記入してください。(記入もれは収集しません)

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■開封後水洗いし、乾燥させて出してください
●開封後水洗いし、箱を広げてしっかり乾燥させてから
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■束ねて白い紙ひもで十文字にしばって出してください
●地区名と世帯主名を記入した紙を貼るか段ボールに記入して出してください。

（記入もれは収集しません）

●留め金は「燃やせないごみ」に、ガムテープは
　「燃やせるごみ」に出してください。

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

●クリーム、ソース等の異物などはふき取ってください。

■指定袋に入れて出します

中をよく洗い
乾かす。

●包装紙　●紙トレイ　●紙袋
●ガムの包紙　
●紙ふた（カップめんなど）

【 書籍・雑誌 】

【 新聞・チラシ 】

■束ねて白い紙ひもで十字にしばって出してください
●地区名と世帯主名を記入してください。(記入もれは収集しません)

●油紙、裏カーボン紙、感熱紙など「ビニールコーティング」されたり、ワック

ス加工された紙は混ぜないで、「燃やせるごみ」で出してください。

■書籍・雑誌の例

■束ねて白い紙ひもで十字にしばって出してください
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

■新聞・チラシの例

白い紙
ひも

※白い紙ひもでお願いします。（製紙会社で、古紙といっしょに溶かすこと
ができます。色つきのひもは、古紙といっしょにできないので、ごみに
なってしまいます。）

●本（週刊誌、月刊誌、
漫画本、単行本）
●広報誌
●コピー用紙
●カレンダー　
●パンフレット　など

●新聞紙
●折り込みチラシ
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【 その他のプラスチック類 】

■指定袋に入れて出します
●地区名と世帯主名を記入してください。（記入もれは収集しません）

●必ず口をしばり、片手で持てる程度で出してください。

■汚れや付着物は必ず取り除いてください
●食品などの付着物や異物を取り除き、中を洗って出してください。

●洗っても油分や汚れが取れないものは「燃やせないごみ」として出してくださ
い。

※汚れが取れないインスタント食品のたれ袋や、かやくの袋は「燃やせるごみ」
に出してください。

■その他のプラスチック類の例

指定袋に入らない大きい発泡スチロールは、ビニール
ひもなどでしばって、地区名と世帯主名を記入した紙
を貼って出してください。

（汚れているものが入った袋は収集しません。）

※食品トレイはなるべくスーパーなどの店頭回収をご利用ください。

●ボトル類

●カップ・ケース類

●トレイ類

●ネット・フタ類

●ポリ類・ラップ類

●発泡スチロール製緩衝材類
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【 その他のプラスチック類 】

■指定袋に入れて出します
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●洗っても油分や汚れが取れないものは「燃やせないごみ」として出してくださ
い。

※汚れが取れないインスタント食品のたれ袋や、かやくの袋は「燃やせるごみ」
に出してください。

■その他のプラスチック類の例

指定袋に入らない大きい発泡スチロールは、ビニール
ひもなどでしばって、地区名と世帯主名を記入した紙
を貼って出してください。

（汚れているものが入った袋は収集しません。）

※食品トレイはなるべくスーパーなどの店頭回収をご利用ください。

●ボトル類

●カップ・ケース類

●トレイ類

●ネット・フタ類

●ポリ類・ラップ類

●発泡スチロール製緩衝材類

　衣類のリユース・リサイクル、紙ごみの資源化をさらに促進するため、一般家庭や

事業所からの古紙及び衣類（衣類については、一般家庭から排出されるものに限る。）

を営業日・営業時間内であればいつでも無料で受け入れることのできる古紙・衣類回

収ボックスを設置しておりますので、お気軽にご利用ください。

ご利用ください！古紙・衣類回収ボックス

イオンモールつがる柏（センターモール西入口付近）

★古紙 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日９時～20時
●持ち込める古紙：段ボール、新聞紙（折込チラシ可）、雑誌、雑紙、

紙パック

★衣類 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日９時～20時
●持ち込める衣類：衣類全般、和服、皮革衣料品、帽子、靴下・靴

（左右一対）、スカーフ、アクセサリーなど

（株）伸和産業つがる営業所（柏広須照日5－1）

★古紙 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日８時～17時
●持ち込める古紙：段ボール、新聞紙（折込チラシ可）、雑誌、雑紙、

紙パック

★衣類 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日８時～17時
●持ち込める衣類：衣類全般、和服、皮革衣料品、帽子、靴下・靴

（左右一対）、スカーフ、タオル・シーツなど

つがる市シルバー人材センター
（木造老人福祉センター）

★古紙 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日９時～17時
　　　　　　　　　※休み　土・日・祝日
　　　　　　　　　　8/13～８/15・12/29～1/3
●持ち込める古紙：段ボール、新聞紙（折込チラシ可）、雑誌、雑紙、

紙パック

★衣類 回収ボックス
●持ち込める日時：毎日９時～17時
　　　　　　　　　※休み　土・日・祝日
　　　　　　　　　　8/13～８/15・12/29～1/3
●持ち込める衣類：衣類全般、和服、皮革衣料品、帽子、靴下・靴

（左右一対）、スカーフ、タオル・シーツなど

★

★

★
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センターモール西口付近

イオンモール

つがる柏

釣具店

国
道
一
〇
一
号

あずましの里温泉
いい湯だな

成人病センター
跡地

シルバー人材センター
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老人福祉
センター

古紙・衣類回収ボックス
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【 粗大ごみ 】
■粗大ごみの出し方

●時　間　収集日当日の朝、８時30分まで
●出し方　・地区名及び世帯主名が分かるように出してください。
　　　　　 （記載した紙を貼付するか、荷札等を結び付けてもいいです。）
           ・ごみ袋に入る大きさの不燃物は「燃やせないごみ」の日に出してく

ださい。

■粗大ごみとして出せるもの
　指定ごみ袋に入らないものであって、概ね150㎝程度、重さは大人２人で持
てる程度のものです。

●粗大ごみの例
　・自転車　・一輪車　・スノーダンプ　・電子レンジ　・オーブンレンジ
　・カーペット　・ガステーブル　・水槽　・パイプ椅子　
　・ストーブ（灯油、電池を抜いてください）　・トタン　・ベビーカー
　・プラスチック製衣装ケース　・クーラーボックス　
　・キャンプ用テント  など

■大型の木製家具は、専門業者に処理を委託するか、ガラスや金具を取り 
外したうえ、木製部分を50㎝以内に裁断し、西部クリーンセンターに自
己搬入してください。（取り外したガラスや金具等は、「燃やせないご
み」として処分してください。）

　　例：タンス、座卓、机、食器棚、ベッド、戸棚、ふすま  等

●粗大ごみとして出せないもの
・各法令等で定められたもの ➡ テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコン
・木製のもの及び不燃物以外のもの ➡ テーブル、机、ふすま、サイドボ―ド、
　　　　　　　　　　　　　　　　     テレビ台、ソファー、畳 など
・事業所、商店から出されたもの
・農業用の機械、資材  など
・危険物、処理困難物、排出禁止物 ➡ 消火器、タイヤ、ホイール、オートバイ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  自動車部品、バッテリー、ガスボンベ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ピアノ、スプリングマット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ホームタンク（屋外用）

　　　　　　　　　　　　　　（販売店、取り扱い業者に相談してください。）
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てる程度のものです。

●粗大ごみの例
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外したうえ、木製部分を50㎝以内に裁断し、西部クリーンセンターに自
己搬入してください。（取り外したガラスや金具等は、「燃やせないご
み」として処分してください。）

　　例：タンス、座卓、机、食器棚、ベッド、戸棚、ふすま  等

●粗大ごみとして出せないもの
・各法令等で定められたもの ➡ テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコン
・木製のもの及び不燃物以外のもの ➡ テーブル、机、ふすま、サイドボ―ド、
　　　　　　　　　　　　　　　　     テレビ台、ソファー、畳 など
・事業所、商店から出されたもの
・農業用の機械、資材  など
・危険物、処理困難物、排出禁止物 ➡ 消火器、タイヤ、ホイール、オートバイ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  自動車部品、バッテリー、ガスボンベ、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　  ホームタンク（屋外用）

　　　　　　　　　　　　　　（販売店、取り扱い業者に相談してください。）

家電４品目の処分方法
■テレビ・エアコン・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイ
クル法によりリサイクルすることが義務づけられています。

家電リサイクル法とは？
　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）は、一般家庭や事務所から排出された
テレビ、（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機・衣類乾
燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量
するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。 

■処分の方法
　これらは家電リサイクル対象品目のため、市では収集できませんので、下記の３つのい
ずれかの方法で処分してください。

１．販売店、取扱店に引き取ってもらう。
　　販売店、取扱店にリサイクル料金と収集運搬料金等を支払って依頼する。

２．郵便局で家電リサイクル料金を納付し、指定引取場所まで運搬する。
　　郵便局でリサイクル料金を納付し、下記指定引取場所まで直接持ち込む。
　　リサイクル料金の納付のみで、収集運搬料金等は必要ありません。

３．郵便局で家電リサイクル料金を納付し、指定引取場所までの運搬を小売店等に依頼する。
　　郵便局でリサイクル料金を納付し、小売店等に収集運搬料金等を支払い依頼する。

指定引取場所

リサイクル料金例（メーカーによって異なります）

テレビ
（ブラウン管・プラズマ・液晶）

エアコン 冷蔵庫 洗濯機・衣類乾燥機

・トーテツ資源（株）弘前営業所
　田舎館村大字川辺字下船橋64－3
　℡0172－58－4725

・日本通運（株）弘前支店
　弘前市大字新里字中平岡25－1
　℡0172－27－0881

エアコン

ブラウン管（15型以下）

1,404円～
1,836円～
2,916円～

2,916円～

2,484円～

1,836円～

4,644円～
3,672円～

ブラウン管（16型以上）

170L以下

171L以上

液晶・プラズマ（15型以下）

液晶・プラズマ（16型以上）

洗濯機・衣類乾燥機

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

※別途回収費用が必要です

平成27年4月1日現在
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使用済小型家電の回収をしています
　パソコン（ブラウン管式は除く）、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機などの小型
家電には、鉄や銅などのベースメタル、リチウム、チタン、マンガン、白金などのレア
メタルが使われています。市では、小型家電に使用されているベースメタルやレアメタ
ルなどをリサイクル（再利用）するため、市公共施設８カ所に回収ボックスを設置して
家庭で不要となった使用済小型家電を回収しています。
　ごみの減量化、資源化のため皆さんのご協力をお願いします。

【回収ボックス設置場所】縦15㎝、横25㎝程度のもの
　・つがる市役所庁舎　環境衛生課
　・つがる市柏分庁舎　ロビー
　・つがる市森田公民館
　・つがる市稲垣出張所
　・つがる市車力出張所

【回収ボックスに入らない対象品目は各地区の最終処分場で回収しています。】
　・木造・稲垣一般廃棄物最終処分場（木造・稲垣地区の方）
　・森田一般廃棄物最終処分場（柏、森田地区の方）
　・車力一般廃棄物最終処分場（車力地区の方）

あ アンプ

カーCDプレイヤー

カーDVD

カーMD

カーカラーテレビ

カーステレオ

カースピーカー

カーナビゲーションシステム

カーラジオ

家庭用生ごみ処理機

家庭用ミシン

換気扇

クッキングヒーター

携帯型ゲーム機

ケーブルテレビ用STB

除湿機

食器洗い乾燥機

炊飯器

据置型ゲーム機

スピーカーシステム

扇風機

その他電動工具

地上デジタルチューナー

デジタルオーディオプレーヤー

デジタルカメラ

電気アイロン

電気温水器

電気照明器具

ミキサー

ACアダプタ

BDレコーダー/プレーヤー

BS/CSアンテナ

CDプレーヤー

CS専用アンテナ

CSデジタルチューナー

DVD-ビデオ

ETCユニット

HDDプレーヤー

ICレコーダー

MDプレーヤー

VICSユニット

か さ

は

ま

た

電気掃除機

電気暖房機器

電気ドリル

電気のこぎり

電子レンジ

トースター

ビデオカメラ

ビデオテープレコーダー

ビデオプロジェクション

フォトプリンタ

プラグ・ジャック

プリンタ

プロジェクタ

ホットプレート

【携帯電話、パソコンおよび周辺機器】 の回収は市役所 環境衛生課 窓口で回収しています。

通信機器
パソコン
周辺機器

携帯電話端末（スマートフォン、
PHS端末含む）タブレット端末

ルーター、モデム等
SDカード、コンパクトフラッシュ等
ハードディスクドライブ
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事業系ごみの処理方法

■事業活動によるごみは許可業者に依頼してください

　商店や事務所などから出される事業系ごみは、一般廃棄物と産業廃棄物

に区分し、専門の収集運搬業許可業者に処理を依頼するか、事業者自らの

責任で処理することになっています。事業系ごみは市では収集しません。

事業系一般廃棄物は、次の方法で処理してください

①自らが排出したごみを直接処理場へ搬入する方法。

　■処理手数料が必要です。

　■搬入できるごみは市内で発生したごみに限られます。

②一般廃棄物処理業者の許可を受けた業者へ依頼する方法。

　■市の許可を受けた業者に依頼してください。

　　

※収集や処理料金などは業者と個別契約となります。業者名など
　詳しいことは市役所環境衛生課にお問い合わせください。
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ごみ処理施設のご案内

最 終 処 分 場

■西北五環境整備事務組合　西部クリーンセンター
●所 在 地　つがる市稲垣町繁田白旗11－1
●電話番号　４６－２１４１
●業務時間　月曜日～土曜日　８時30分～16時
　自己搬入などに関しては、直接　西部クリーンセンターへお問い合わせください。
●取扱いできるごみ
　　燃やせるごみ、選定くず、木くず　など
●使用手数料　10㎏ごとに50円

■つがる市木造・稲垣一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市木造菰槌三好野125－44
●電話番号　４５－３０８６
●業務時間　月曜日～金曜日　９時～11時　13時～16時
　　　　　　※毎月第３日曜日は営業しています。（ただし、翌日は休業）
●取扱いできるごみ　不燃ごみ　　　●使用手数料　10㎏ごとに20円　
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）

■つがる市森田一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市森田町大館八重菊22－５
●電話番号　２６－４５８０
●業務時間　毎週火曜日及び土曜日　８時30分～12時　
　　　　　　　　　　　　　　　　　13時～16時30分
●取扱いできるごみ　不燃ごみ　　　●使用手数料　10㎏ごとに20円
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）

■つがる市車力一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市車力町屏風山1－1020
●電話番号　５６－３９９３
●業務時間　毎週日曜日　８時～16時　
●取扱いできるごみ　　不燃ごみ　　●使用手数料　10㎏ごとに20円
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）
※上記使用日にかかわらず、12月29日から翌年１月３日までの間は使用できません。
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ごみ処理施設のご案内

最 終 処 分 場

■西北五環境整備事務組合　西部クリーンセンター
●所 在 地　つがる市稲垣町繁田白旗11－1
●電話番号　４６－２１４１
●業務時間　月曜日～土曜日　８時30分～16時
　自己搬入などに関しては、直接　西部クリーンセンターへお問い合わせください。
●取扱いできるごみ
　　燃やせるごみ、選定くず、木くず　など
●使用手数料　10㎏ごとに50円

■つがる市木造・稲垣一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市木造菰槌三好野125－44
●電話番号　４５－３０８６
●業務時間　月曜日～金曜日　９時～11時　13時～16時
　　　　　　※毎月第３日曜日は営業しています。（ただし、翌日は休業）
●取扱いできるごみ　不燃ごみ　　　●使用手数料　10㎏ごとに20円　
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）

■つがる市森田一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市森田町大館八重菊22－５
●電話番号　２６－４５８０
●業務時間　毎週火曜日及び土曜日　８時30分～12時　
　　　　　　　　　　　　　　　　　13時～16時30分
●取扱いできるごみ　不燃ごみ　　　●使用手数料　10㎏ごとに20円
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）

■つがる市車力一般廃棄物最終処分場
●所 在 地　つがる市車力町屏風山1－1020
●電話番号　５６－３９９３
●業務時間　毎週日曜日　８時～16時　
●取扱いできるごみ　　不燃ごみ　　●使用手数料　10㎏ごとに20円
（自己搬入する場合は、処分場で許可申請してください）
（免許書など本人確認できるものを持参してください）
※上記使用日にかかわらず、12月29日から翌年１月３日までの間は使用できません。
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ご み 分 別 辞 典
50　音　別





品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

あ ＩＣレコーダー 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

アイスキャンディーの棒 木製 燃やせるごみ

アイスクリームの容器
紙 その他の紙 中をすすいで水を切る。

プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

アイスピック 金属 燃やせないごみ とがった部分はテープで包む。

アイロン 金属 燃やせないごみ
外装の箱は「その他の紙」。使用済小型
家電として最終処分場へ自己搬入も出来
ます。（P12参照）

アイロン台
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」の

収集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

あかすり布 燃やせるごみ

空き缶
スチール

缶 中をすすいで水を切る。異物は中に入れ
ない。アルミ

空きびん ガラス びん
中をすすいで水を切る。金属のふたは
「燃やせないごみ」、プラスチックのふた
は「その他のプラスチック」。

空きびん（乳白色のびん） ガラス 燃やせないごみ

アクセサリー 金属 燃やせないごみ

アコーディオン
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」の

収集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

アタッシュケース 布、皮 燃やせるごみ 材質がプラスチック、アルミの場合、
「燃やせないごみ」。

厚紙 紙 書籍・雑誌

圧力鍋 金属 燃やせないごみ

アノラック 燃やせるごみ

油こし紙 紙 燃やせるごみ

油こし容器 金属 燃やせないごみ

雨ガッパ ナイロン 燃やせるごみ

天戸い 燃やせないごみ

網（みかん等のネット） プラスチック その他のプラスチック

網戸 アルミ 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

編み機 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

アルバム 燃やせるごみ 金具は外して「燃やせないごみ」。

アルミ箔の器・鍋（うどん等） アルミ 燃やせないごみ

アルミホイル（調理用） アルミ 燃やせないごみ 箱は「その他の紙」、刃の部分は「燃や
せないごみ」。

アルミホイール（タイヤのホイール） アルミ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

泡だて器 金属 燃やせないごみ

安全ピン 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

あ アンテナ 金属 燃やせないごみ

アンテナケーブル 燃やせないごみ

アンプ 粗大ごみ
「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ使
用済小型家電として自己搬入も出来ます。
（P12参照）

アンプル ガラス 燃やせないごみ

い 石 石 収集しません 処理業者へご相談ください。

移植こて 金属 燃やせないごみ

衣装ケース
紙・布 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、「燃やせるごみ」

は西部クリーンセンターへ、「粗大ごみ」
は収集日又は最終処分場へ自己搬入。プラスチック 粗大ごみ

イス

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、「燃やせるごみ」
は西部クリーンセンターへ、「燃やせない
ごみ」は粗大ごみ収集日又は最終処分場
へ自己搬入。

金属
燃やせないごみ

粗大ごみ

一升びん ガラス びん 中をすすいで水を切る。

一斗缶 金属 燃やせないごみ カットする又はつぶす。

板 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、50㎝以内に裁断
し、西部クリーンセンターへ自己搬入。

板ガラス ガラス 燃やせないごみ
段ボール箱に入れて必ず「割れもの」と
書き、地区名、世帯主名を書いた紙を張
って出してください。

一輪車 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

ＥＴＣユニット 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

犬の首輪 革 燃やせるごみ 金属の比率が多い場合、「燃やせないごみ」。

犬・猫の砂
紙・木 燃やせるごみ 「ふん」は取り除き、新聞紙等に包んで

「燃やせるごみ」。砂 燃やせないごみ

犬・猫のふん 燃やせるごみ 新聞紙等に包んでください。

イヤホン 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

衣類 燃やせるごみ 衣類回収ボックスへ自己搬入も出来ま
す。（P9参照）

入れ歯 燃やせないごみ

入れ歯洗浄剤の箱 紙 その他の紙

入れ歯洗浄剤の袋
紙（中がアルミ） その他の紙

プラスチック その他のプラスチック

色鉛筆 木製 燃やせるごみ

色鉛筆等のケース 金属・プラスチック 燃やせないごみ 紙製のケースは「その他の紙」。

色紙 紙 その他の紙

印鑑
木製・角 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

い
印鑑ケース

草・布 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

インク 燃やせるごみ 新聞紙等に吸着させて「燃やせるごみ」。

インクリボン プラスチック 燃やせないごみ
外装の紙箱は「その他の紙」。内装のプラス
チックの袋は「その他のプラスチック」。

インクジェットの容器 プラスチック 燃やせないごみ メーカーによっては回収あり。

インスタント食品のかやくの袋 プラスチック 燃やせるごみ

インスタント食品の外袋 プラスチック その他のプラスチック

インスタント食品のたれ袋 プラスチック 燃やせるごみ

う
ウィスキーのびん

ガラス びん 中をすすいで水を切る。

ペットボトル ペットボトル 中をすすいで水を切る。

ウインドブレーカー 燃やせるごみ

植木支柱
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

植木鉢

プラスチック 燃やせないごみ

陶製 燃やせないごみ
割れたものは新聞紙等で包み、「割れも
の」と記入し、危険のないように出し
てください。

植木鉢の受け皿 プラスチック 燃やせないごみ

植木ポット プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

ウエス 布製 燃やせるごみ

ウエットティッシュ（容器）
紙 その他の紙

プラスチック その他のプラスチック

ウォッシャー液（容器） プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

うがい薬（容器） プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

浮き輪 プラスチック 燃やせないごみ

うす 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーンセ
ンターへ自己搬入。

うちわ
竹 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

腕時計 燃やせないごみ

乳母車 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

羽毛布団 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーンセ
ンターへ自己搬入。

うろこ取り 金属 燃やせないごみ

運動靴 燃やせるごみ

え エアーポンプ プラスチック 燃やせないごみ

エアコン 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。
（P10参照）
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

え 栄養ドリンクのびん ガラス びん 中をすすいで水を切る。
金属のふたは「燃やせないごみ」。

ＳＤカード 燃やせないごみ
使用済み小型家電として環境衛生課窓口
で回収出来ます。（個人情報は必ず削除
してください）（P12参照）

液晶テレビ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。
「家電リサイクル品」です。（P10参照）

エキスパンダー 金属 燃やせないごみ

液体洗剤容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

ＡＣアダプター 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

枝 木 燃やせるごみ 乾燥させて50㎝以内に切ること。
木の枝は太さが10㎝以内のものです。

絵の具入りチューブ
金属

燃やせないごみ
プラスチック

絵の具の箱 紙 その他の紙 プラスチックの仕切りは「その他のプラ
スチック」。

エプロン 燃やせるごみ

ＭＤ・ＭＯ・ＬＤ 燃やせないごみ

ＭＤ・ＭＯ・ＬＤのケース プラスチック 燃やせないごみ

ＭＤ・ＬＤプレーヤ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収集日

又は使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

エレクトーン 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

エレキギター
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

塩化ビニールパイプ 燃やせないごみ 50㎝以内に切断して出してください。

園芸用の土等の袋 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。汚れが取れないも
のは「燃やせないごみ」。

延長コード プラスチック 燃やせないごみ

煙突 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

鉛筆 木製 燃やせるごみ

鉛筆削り プラスチック 燃やせないごみ

鉛筆の箱
プラスチック 燃やせないごみ

紙 その他の紙

お オアシス（生け花用） 燃やせるごみ 乾燥させて「燃やせるごみ」。

オイル缶 金属 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

オイルエレメント 金属 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

王冠（びんの口金） 金属 燃やせないごみ

お菓子・パン等の袋 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

お
桶

木製 燃やせるごみ

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

押入れ棚

木製 燃やせるごみ

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

お膳

木製 燃やせるごみ

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

おたま 金属・プラスチック 燃やせないごみ

落ち葉・枯れ葉 燃やせるごみ

お茶の袋（真空パック等） プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

お茶の袋 紙 その他の紙

オーディオラック 木製 燃やせるごみ
指定袋に入らない場合、西部クリーンセ
ンターへ自己搬入。金具は「燃やせない
ごみ」。

お手拭き 紙・布 燃やせるごみ

お手拭きの袋 プラスチック その他のプラスチック

落とし蓋 金属 燃やせないごみ

オートバイ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

オードブルの容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

おにぎりの外装フィルム プラスチック その他のプラスチック

汚物入れ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

オーブンレンジ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

オーブントースター
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

おまる プラスチック 燃やせないごみ 汚物は必ず取り除く。

おむつ 紙・布 燃やせるごみ 汚物は必ず取り除く。

おむつカバー 燃やせるごみ

おもちゃ プラスチック・金属 燃やせないごみ

折りたたみイス プラスチック・金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

オルガン 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

おろしがね プラスチック・金属 燃やせないごみ

温度計 燃やせないごみ

か カーコンポ 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

ガーゼ 布 燃やせるごみ

カーテン 布 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーンセ
ンターへ自己搬入。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

か
カーテンレール 金属

燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ガーデンフェンス

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、木製は西部ク
リーンセンターへ、プラスチック・ア
ルミは「粗大ごみ」収集日又は最終処
分場へ自己搬入。

プラスチック・アルミ
燃やせないごみ

粗大ごみ

カード プラスチック 燃やせるごみ

カーペット
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

カーペットローラー プラスチック 燃やせないごみ 粘着テープは「燃やせるごみ」。

カーラー 燃やせないごみ

貝殻（ほたて・しじみ等） 燃やせるごみ 袋が破れないように出してください

懐中電灯 燃やせないごみ

カイロ（使い捨て） 燃やせないごみ 外装の袋は「その他のプラスチック」。

化学肥料 収集しません 農協など取り扱い業者へご相談ください。

鏡 ガラス 燃やせないごみ

鍵 金属 燃やせないごみ

額縁（外枠）
木製 燃やせるごみ

プラスチック・金属 燃やせないごみ

学習机
木製 収集しません 処理業者へご相談ください。

「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。金属 粗大ごみ

カケヤ
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

かご
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

かさ 燃やせないごみ 布は取り外して「燃やせるごみ」。

菓子箱
紙 その他の紙

金属 缶

加湿器 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

果実酒のびん ガラス びん

ガステーブル 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

カセットテープ 燃やせないごみ

カセットテープのケース プラスチック 燃やせないごみ

カセットプレーヤー 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

カセットボンベ 金属 缶 使い切って、穴をあけてから出す。

ガソリン携行缶 金属 燃やせないごみ

片手なべ 金属 燃やせないごみ

滑車 金属 燃やせないごみ

カッターの刃 金属 燃やせないごみ 危険のないようテープで包む。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

か カッター本体 プラスチック・金属 燃やせないごみ

カップ
金属・陶製

燃やせないごみ
プラスチック

カップめんのかやくの袋 プラスチック 燃やせるごみ

カップめんのつゆの袋 プラスチック 燃やせるごみ

カップめんの包装フィルム プラスチック その他のプラスチック

カップめんの容器
プラスチック その他のプラスチック

中を洗って水を切る。
紙 その他の紙

かつら 燃やせるごみ

家庭用生ごみ処理機 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収集日
又は使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

蚊取り器 燃やせないごみ

蚊取りマット 燃やせるごみ

かばん
革 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

画びょう 金属 燃やせないごみ

花瓶 ガラス・陶製 燃やせないごみ

かま（草刈かま等） 金属 燃やせないごみ 柄は「燃やせるごみ」。刃先はテープで
包む。

紙おむつ 燃やせるごみ 汚物は必ず取り除く。

紙おむつの袋 プラスチック その他のプラスチック

紙くず 紙 燃やせるごみ

紙コップ・紙皿 紙 燃やせるごみ 未使用の物は「その他の紙」。

紙コップの入った袋 プラスチック その他のプラスチック

カミソリ 燃やせないごみ 刃の部分はテープで包む。

紙トレイ（商品が入ってきたもの） 紙 その他の紙

髪の毛 燃やせるごみ

紙パック（牛乳等） 紙パック 中をすすいで水を切る。

紙パック（中身が銀色のもの） その他の紙 中をすすいで水を切る。

紙袋 紙 その他の紙

紙やすり 紙 燃やせるごみ

ガム 燃やせるごみ

ガムの包み紙 紙 その他の紙

ガムテープ 紙・布 燃やせるごみ

カメラ 金属 燃やせないごみ

画用紙 紙 書籍・雑誌

カラーボックス 木製 燃やせるごみ
指定袋に入らない場合、西部クリーンセ
ンターへ自己搬入。金具は「燃やせない
ごみ」。

ガラス（窓ガラス等） ガラス 燃やせないごみ

少量の場合は新聞紙等に包み、指定袋に
「割れもの」と記入して出してください。多量
の場合は、段ボール箱などに「割れもの」と
記入し、地区名・世帯主名を書いて出してく
ださい。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

か
ガラスクリーナー（容器）

プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

金属 缶 使い切って、穴をあけてから出す。

軽石 燃やせないごみ

カレンダー 書籍・雑誌 金属部分が取り外せる場合、取り外して
「燃やせないごみ」。

革靴 燃やせるごみ

革製品 革 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

換気扇 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

緩衝材

紙 その他の紙

プラスチック その他のプラスチック

発泡スチロール その他のプラスチック

乾燥剤 燃やせるごみ

缶詰の缶 金属 缶 中をすすいで水を切る。

乾電池
マンガン

燃やせないごみ 充電式の乾電池及びボタン式の電池は販
売店等の回収ボックスへ。アルカリ等

乾電池等の包装フィルム プラスチック その他のプラスチック

カンナ 燃やせるごみ 刃及び金属部分はテープで包んで「燃
やせないごみ」。

感熱紙 紙 燃やせるごみ 「書籍・雑誌」に出さないでください。

き 貴金属 金属 燃やせないごみ

ギター 木製 燃やせるごみ 金属は取り外して、「燃やせないごみ」。

キッチンタオル 紙 燃やせるごみ

木くず 燃やせるごみ 家庭で出たものに限る。

杵 木製 燃やせるごみ

キャスター 金属 燃やせないごみ

脚立 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

キャッシュカード プラスチック 燃やせるごみ ハサミで切断して出しください。

キャットフードの入れ物
紙 その他の紙 中を洗って水を切る。

金属 缶

キャップ
プラスチック その他のプラスチック

金属 燃やせないごみ

急須（陶磁器類） 陶製 燃やせないごみ

牛乳パック 紙 紙パック 開封後切り開いて水洗いし、乾燥させて
出す。

吸盤 プラスチック 燃やせないごみ

給油ポンプ 燃やせないごみ

きり 燃やせないごみ とがった部分はテープで包む。

霧吹き プラスチック 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

き 禁煙パイプ プラスチック 燃やせないごみ

金魚鉢
ガラス

燃やせないごみ
プラスチック

金庫（手提げ） 金属 燃やせないごみ

金庫（耐火用） 金属 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

く 空気入れ 燃やせないごみ

空気清浄機 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

クーラーボックス

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

発泡スチロール 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、十字にしばっ
て、地区名、世帯主名を書いて出して
ください。

くぎ 燃やせないごみ

くぎ抜き 金属 燃やせないごみ

草刈り機 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

草刈り機の刃 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

草花 燃やせるごみ 乾燥させること。

クサリ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

くし
木製 燃やせるごみ

金属・プラスチック 燃やせないごみ

串
竹 燃やせるごみ とがった部分はテープで包む。金属は

「燃やせないごみ」。金属 燃やせないごみ

薬 燃やせるごみ 紙袋は「その他の紙」、錠剤の入った容
器は「その他のプラスチック」。

薬箱 プラスチック 燃やせないごみ

薬のびん ガラス びん

中をすすいで水を切り、汚れが落ちないも
のは「燃やせないごみ」。農薬（除草剤・殺
虫剤等）の空きびんは収集しません。販売
店か処理業者へご相談ください。

薬の容器（飲み薬） プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

果物ナイフ 金属 燃やせないごみ 刃の部分はテープで包む。

口紅 燃やせないごみ

靴 燃やせるごみ 空き箱は「その他の紙」。

靴下 燃やせるごみ

靴べら 金属・プラスチック 燃やせないごみ

クッキングタイマー プラスチック 燃やせないごみ

クッキングヒーター 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

クッキングペーパー 紙 燃やせるごみ

クッション 燃やせるごみ スポンジは取り外して「燃やせないごみ」。

首輪 革 燃やせるごみ 金属の比率が多い場合、「燃やせないごみ」。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

く くまで 竹・木製 燃やせるごみ 金属製は「燃やせないごみ」。

グラス ガラス 燃やせないごみ

クリアファイル プラスチック 燃やせないごみ

クリップ 金属 燃やせないごみ

クリーニングの袋 プラスチック 燃やせるごみ

クリスタルガラス ガラス 燃やせないごみ

クレジットカード プラスチック 燃やせるごみ ハサミで切断して出してください。

クレヨン 燃やせるごみ

グローブ 革 燃やせるごみ

グローランプ 燃やせないごみ

クロス（ビニール） 燃やせないごみ

くわ 木製・金属 燃やせないごみ 柄は「燃やせるごみ」へ。

軍手 燃やせるごみ

け 蛍光管 燃やせないごみ ホームセンターなどでも回収しています。

毛糸 燃やせるごみ

消しゴムの包装フィルム プラスチック その他のプラスチック

化粧品のびん ガラス びん 乳白色は「燃やせないごみ」。

化粧品のボトル プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

化粧品の箱 紙 その他の紙

血圧計
電気式 燃やせないごみ

使用済小型家電として回収ボックス・
最終処分場へ自己搬入も出来ます。
（P12参照）

水銀式 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ゲーム機（本体） 金属・プラスチック 燃やせないごみ
使用済小型家電として回収ボックス・
最終処分場へ自己搬入も出来ます。
（P12参照）

ゲーム機（カセット） 金属・プラスチック 燃やせないごみ

毛抜き 金属 燃やせないごみ

玄関マット 燃やせるごみ

けん引ロープ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

こ
工具のケース（箱）

金属 燃やせないごみ

プラスチック 燃やせないごみ

紅茶等のティーバッグ 燃やせるごみ

広報誌 紙 書籍・雑誌

黒板消し 燃やせないごみ

固形石鹸 燃やせるごみ

コーヒーの空きびん ガラス びん プラスチック製のふたは「その他のプ
ラスチック」。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

こ コーヒーメーカー 燃やせないごみ
使用済小型家電として回収ボックス・
最終処分場へ自己搬入も出来ます。
（P12参照）

ゴーグル プラスチック 燃やせないごみ

コード 燃やせないごみ

ござ
い草 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、「燃やせるごみ」は西部

クリーンセンターへ、「燃やせないごみ」は「粗
大ごみ」収集日又は最終処分場へ自己搬入。ビニール 燃やせないごみ

こたつ敷き・こたつ布団 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

コップ
ガラス

燃やせないごみ
少量の場合は新聞紙等に包み、指定袋に「割れ
もの」と記入して出してください。多量の場合
は、段ボール箱などに「割れもの」と記入し、
地区名・世帯主名を書いて出してください。プラスチック

コップ洗い（ブラシ・スポンジ） プラスチック 燃やせないごみ

コップかけ プラスチック 燃やせないごみ

粉ミルク缶 金属 缶 プラスチックの中ぶたは「その他のプ
ラスチック」。

コネクター 燃やせないごみ

コピー機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

コピー用紙 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

ごみ箱
木製 燃やせるごみ

プラスチック・金属 燃やせないごみ

小麦粉の紙袋 紙 その他の紙

ゴム手袋 ゴム 燃やせないごみ

ゴム長靴 ゴム 燃やせないごみ

ゴムホース ゴム 燃やせないごみ

米びつ 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

米の入った外袋 プラスチック その他のプラスチック 紙製は「その他の紙」へ。

コルク コルク 燃やせるごみ

コルク抜き プラスチック・金属 燃やせないごみ

コルクボート 木製・コルク 燃やせるごみ

ゴルフクラブ 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ゴルフバック 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

ゴルフボール 燃やせないごみ

コンクリートブロック コンクリート 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

コンセント 燃やせないごみ

コンパネ 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、50㎝角以内に
裁断して出してください。

コンロ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

コンポ 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

さ サイフ 革・プラスチック 燃やせるごみ

サインペン プラスチック 燃やせないごみ

座椅子

木製 燃やせるごみ
金具は取り外して、「燃やせないごみ」。
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。金属

燃やせないごみ

粗大ごみ

材木 木製 燃やせるごみ
指定袋に入らない場合、長さ50㎝、太
さ10㎝以内に裁断して、西部クリーン
センターへ自己搬入。

さお（物干し） プラスチック・金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

作業服 燃やせるごみ

酒の紙パック 紙 その他の紙

酒のびん ガラス びん 中をすすいで水を切る。

酒のワンカップ ガラス びん 中をすすいで水を切る。

座敷ほうき 木製 燃やせるごみ

座卓 木製 燃やせるごみ
金具部分は、取り外して「燃やせない
ごみ」。指定袋に入らない場合、西部ク
リーンセンターへ自己搬入。

雑誌 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

殺虫剤容器 金属 缶 使い切って穴をあけてから出す。

座布団 燃やせるごみ

皿 金属・プラスチック 燃やせないごみ 紙皿は「燃やせるごみ」。

ざる

金属
燃やせないごみ

プラスチック

竹 燃やせるごみ

サラダ油の容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。金属製は「缶」へ。

三角コーナー 金属・プラスチック 燃やせないごみ

三脚 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

サングラス 燃やせないごみ

サンダル 燃やせないごみ

三輪車 金属・プラスチック 燃やせないごみ

し シェーバー 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

歯間ブラシ プラスチック 燃やせないごみ

磁石 燃やせないごみ

下着類 燃やせるごみ

ＣＳデジタルチューナー 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

ＣＤ 燃やせないごみ

ＣＤのケース プラスチック 燃やせないごみ

自転車 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

し シート ビニール 燃やせないごみ

シーツ 燃やせるごみ

七輪 燃やせないごみ

湿布 燃やせるごみ

湿度計 燃やせないごみ

室内アンテナ 燃やせないごみ

辞典 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

蛇口 金属 燃やせないごみ

写真 燃やせるごみ

しゃもじ
プラスチック・金属 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

ジャムの容器
ガラス びん 中をすすいで水を切る。金属製のふた

は「燃やせないごみ」。プラスチック その他のプラスチック

シャープペン 燃やせないごみ

シャンプー等の容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

ジュースの缶 金属 缶 中をすすいで水を切る。

ジュースのペットボトル プラスチック ペットボトル 中をすすいで水を切る。ふたは「その
他のプラスチック」。

ジュウタン

布製 燃やせるごみ

ナイロン
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

充電器 燃やせないごみ

充電式電池 収集しません 販売店等の回収ボックスへ。

収納ボックス
プラスチック 燃やせないごみ

紙製 燃やせるごみ

朱肉 燃やせないごみ

消火器 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

焼却灰（ストーブの灰） 燃やせないごみ 野焼きの焼却灰は収集しません。

定規
プラスチック 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

定規のケース プラスチック 燃やせないごみ

除湿機 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

錠剤の入った透明ケース プラスチック その他のプラスチック

消臭材の容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

消臭剤（スプレー） 金属 缶 使い切って穴をあける。キャップは「そ
の他のプラスチック」。

浄水器 燃やせないごみ

しょうゆの容器

プラスチック その他のプラスチック

中をすすいで水を切る。ペットボトル ペットボトル

ガラス びん
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

し じょうろ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

除湿剤 燃やせないごみ たまった水を捨てる。

除草剤、除草剤のびん 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

食器洗い乾燥機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

食器棚 木製 収集しません 処理業者へご相談ください。

食器類 陶製・プラスチック 燃やせないごみ

食用油 油 燃やせるごみ 布、紙等にしみこませるか、凝固剤で
固めて出してください。

食用油のボトル プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

照明器具
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

書類袋 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

人工芝 燃やせないごみ

新聞紙・チラシ 紙 新聞・チラシ 白の紙ひもで十字にしばる。

す 水温計 燃やせないごみ

水銀体温計 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

水筒 燃やせないごみ

水槽
ガラス 燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。プラスチック 粗大ごみ

水槽装飾品 プラスチック・陶製 燃やせないごみ

水槽用砂・石 燃やせないごみ

炊飯器（ジャー） 燃やせないごみ 使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

水平器 燃やせないごみ

水中眼鏡 ガラス・プラスチック 燃やせないごみ

水中ポンプ プラスチック 燃やせないごみ 農業用、業務用のものは収集しません。

スーツケース プラスチック 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

スキー・スノーボード

ストック・スキー靴

燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

スキーウェアー 燃やせるごみ 金具等は取り外して「燃やせないごみ」。

スキーキャリア
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

スキーケース 燃やせないごみ

隙間テープ 燃やせるごみ

スクーター 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

スケート靴 革・金属 燃やせるごみ ブレードは取り外して「燃やせないごみ」。

スケートボード 木製 燃やせるごみ 金具等は取り外して「燃やせないごみ」。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

す スケール 金属・プラスチック 燃やせないごみ

スコップ 燃やせないごみ 木製の柄は「燃やせるごみ」。

すずり 石 燃やせないごみ

すし桶
プラスチック 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

スタイルホーム 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

すだれ 竹 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

スタンド（電気） 燃やせないごみ 使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

スタンプ台 燃やせないごみ

ズック 燃やせるごみ

ステレオ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収集日

又は使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

ストーマ 燃やせるごみ 汚物は必ず取り除く。

ストーブ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ストーブガード 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

ストーブ台 金属・タイル貼り 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

ストッキング 燃やせるごみ

ストロー プラスチック 燃やせないごみ

ストローの袋
プラスチック その他のプラスチック

紙 その他の紙

スニーカー 燃やせるごみ

すのこ 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

スノーブラシ プラスチック 燃やせないごみ

スノーダンプ
プラスチック

粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。金属

酢の入ったびん ガラス びん 中をすすいで水を切る。

スパイクシューズ 革 燃やせるごみ

巣箱 木製 燃やせるごみ

スパナ 金属 燃やせないごみ

スピーカーシステム 燃やせないごみ
木の部分は「燃やせるごみ」使用済小
型家電として最終処分場へ自己搬入も
出来ます。（P12参照）

スプリングマット 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

スプーン 金属・プラスチック 燃やせないごみ

スプレー缶 金属 缶 中身を完全に使い切って出す。

スプレー缶（ペンキ缶） 燃やせないごみ

スプレー缶のキャップ プラスチック その他のプラスチック
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

す
滑り台（子供用）

プラスチック 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

スポンジ（食器洗い用等） 燃やせないごみ

スポーツボール 燃やせないごみ 野球・サッカー・バレー・バスケ・テ
ニス・卓球のボール等

炭 燃やせるごみ

スライサー プラスチック 燃やせないごみ

スリッパ 燃やせるごみ

すり鉢 陶製 燃やせないごみ

せ 生花 燃やせるごみ

整髪料の容器 プラスチック その他のプラスチック ガラスの容器は「びん」へ。

製氷皿 プラスチック 燃やせないごみ

生理用品 燃やせるごみ 新聞紙等に包んでもよい。

セーム革 燃やせるごみ

石炭 燃やせるごみ

石油ストーブ・

石油ファンヒーター

燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

石鹸 燃やせるごみ

石鹸の箱 紙 その他の紙

石膏ボード 収集しません 処理業者にご相談ください。

瀬戸物（せともの） 燃やせないごみ

背広カバー 燃やせないごみ

セロハンテープ プラスチック 燃やせるごみ 空き箱は「その他の紙」。

セロハンテープ台 燃やせないごみ

洗顔フォームの容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

線香 燃やせるごみ

洗車ブラシ 燃やせないごみ

洗浄綿 燃やせるごみ

洗剤等の容器
プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。残っているも

のは取り除く。紙 その他の紙

洗濯機 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。
「家電リサイクル品」です。（P10参照）

洗濯ネット プラスチック 燃やせないごみ

洗濯バサミ プラスチック 燃やせないごみ

剪定バサミ 金属 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

栓抜き 金属 燃やせないごみ

扇風機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

千枚通し 金属 燃やせないごみ とがった部分はテープで包む。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

せ 洗面器 金属・プラスチック 燃やせないごみ

洗面台 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

そ ソースの容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

造花 プラスチック 燃やせないごみ

双眼鏡 燃やせないごみ

惣菜のパック プラスチック その他のプラスチック

掃除機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

掃除機のごみパック 燃やせるごみ

ソケット 燃やせないごみ

ソーセージの外袋 その他のプラスチック

ソファー 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

そり プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

そろばん
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

た
体温計

デジタル 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

水銀 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

体温計のケース プラスチック 燃やせないごみ

太鼓 燃やせるごみ 金具は取り外して、「燃やせないごみ」。

台所マット 燃やせるごみ

台所洗剤容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

体重計・体脂肪計 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

タイマー 燃やせないごみ

タイヤ・ホイール 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

太陽熱温水器 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

タオル 布 燃やせるごみ

タキロン 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

卓上コンロ 金属 燃やせないごみ ガスボンベと電池を必ず抜き取ること。

宅配便の容器・包装 紙 その他の紙

竹ぼうき 竹 燃やせるごみ

脱臭剤 燃やせないごみ

畳 収集しません 天然素材で作成された畳は西部クリー
ンセンターへ自己搬入。

脱衣かご プラスチック 燃やせないごみ

タッパ－ プラスチック 燃やせないごみ

たばこの吸殻 燃やせるごみ

たばこ等の外装フィルム プラスチック その他のプラスチック

たばこ等の紙箱・中紙 紙 その他の紙
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

た たばこ用パイプフィルター プラスチック 燃やせないごみ

タブレット端末 燃やせないごみ
使用済み小型家電として環境衛生課窓
口で回収出来ます。（個人情報は必ず削
除してください）（P12参照）

卵パック プラスチック その他のプラスチック

たらい 金属・プラスチック 燃やせないごみ

樽
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

樽（みそ・漬物等の容器） プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

たわし 金属・プラスチック 燃やせないごみ

たんす 木製 収集しません 処理業者にご相談ください。

段ボール 紙 段ボール 白の紙ひもで十字にしばって、地区名、
世帯主名を書いた紙を貼って出す。

ち チェーン 燃やせないごみ

チェーンソー 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

チェスト 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリンセ
ンターへ。

地球儀 プラスチック 燃やせないごみ

地上デジタルチューナー 燃やせないごみ
「粗大ごみ」収集日又は使用済小型家電
として最終処分場へ自己搬入も出来ま
す。（P12参照）

チャイルドシート プラスチック 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

茶道具 陶製 燃やせないごみ

チューブ ゴム 燃やせないごみ

チューブファイル
紙 その他の紙 金具部分とプラスチック部分は、取り

外して「燃やせないごみ」。金属・プラスチック 燃やせないごみ

チョーク 燃やせるごみ

調味料びん ガラス びん 中を洗って水を切る。

調味料缶 金属 缶 中を洗って水を切る。

ちりとり 金属・プラスチック 燃やせないごみ

つ 杖 木 燃やせるごみ プラスチック製は「燃やせないごみ」。

使い捨てカイロ 燃やせないごみ

使い捨てライター プラスチック 燃やせないごみ 燃料が入っていないもの。

机
木製 収集しません 金具を外して西部クリーンセンターヘ。

金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

付け毛 燃やせるごみ

漬物石
石 収集しません 処理業者にご相談ください。

プラスチック 燃やせないごみ

漬物桶 プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

つ
ツッパリ棒 プラスチック

燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

積み木
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

詰め替えパック プラスチック その他のプラスチック 洗剤、シャンプー等の詰め替え。中を
すすいで水を切る。

爪切り 金属 燃やせないごみ

釣竿
竹 燃やせるごみ

グラスカーボン等 燃やせないごみ

て ティーパック（お茶等） 燃やせるごみ

ティッシュペーパーの
空き箱

紙 その他の紙 取り出し口のビニールは、「その他のプ
ラスチック」。

ティッシュペーパー等の
集積包装

プラスチック その他のプラスチック

Ｔ字かみそり 燃やせないごみ 刃の部分はテープで包む。

デスクマット プラスチック 燃やせないごみ

ＤＶＤ 燃やせないごみ

ＤＶＤプレーヤー 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

手鏡 燃やせないごみ

デジタルオーディオ

プレイヤー
金属・プラスチック 燃やせないごみ

指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

デジタルカメラ 金属・プラスチック 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

テスター 燃やせないごみ

手帳 燃やせるごみ

鉄アレー 鉄 燃やせないごみ

テープ類 プラスチック 燃やせないごみ

テーブル

木製 収集しません 木製テーブルは金具を外して西部クリ
ーンセンターへ自己搬入。金属･プラス
チックのものは「粗大ごみ」収集日又
は最終処分場へ自己搬入。

金属・プラスチック
燃やせないごみ

粗大ごみ

テーブルクロス 燃やせるごみ

テレビ（ブラウン管型） 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。
「家電リサイクル品」です。（P10参照）

テレホンカード 燃やせるごみ

電気あんか 燃やせないごみ

電気温水器 燃やせないごみ 使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

電気カーペット
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

電気かみそり 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

て
電気こたつ

木製 収集しません 木製部分は金具を外して西部クリーンセン
ターへ自己搬入。金属・プラスチック部分は
「粗大ごみ」収集日又は使用済小型家電とし
て最終処分場へ自己搬入も出来ます。
（P12参照）

金属
燃やせないごみ

粗大ごみ

電気コード 燃やせないごみ

電気コンロ 燃やせないごみ

電気照明器具 金属・プラスチック 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

電気ストーブ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

電気ポット 燃やせないごみ

電気マッサージ機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

電気毛布 燃やせないごみ 指定袋に「電気毛布」と書いて出して
ください。

電球 ガラス 燃やせないごみ

電源アダプター 燃やせないごみ

電子体温計 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

電子レンジ 粗大ごみ
「粗大ごみ」収集日又は使用済小型家電
として最終処分場へ自己搬入も出来ま
す。（P12参照）

電卓 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

テント（キャンプ用） 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

電動工具 金属・プラスチック 燃やせないごみ
業務用は除く。
使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

電動歯ブラシ 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

てんぷら油 油 燃やせるごみ 布・新聞紙等にしみこませるか、凝固
剤で固めて出してください。

電話機 燃やせないごみ 携帯は販売店にご相談ください。

電話帳 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

と ドアノブ 金属 燃やせないごみ

砥石 燃やせないごみ

トイレットペーパーの芯 紙 その他の紙

トイレットペーパー等の
集積包装

プラスチック その他のプラスチック

トイレットペーパー等の包装紙 紙 その他の紙

トイレブラシ 燃やせないごみ

トイレ洗剤ポリ容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

道具袋 布製 燃やせるごみ

投光器 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

と 豆腐の容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

灯油用ポリタンク プラスチック 燃やせないごみ 油を抜き取る。

灯油用ポンプ プラスチック 燃やせないごみ 電動の場合は電池を抜く。

トースター 金属 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

戸棚 木製 収集しません 処理業者にご相談ください。

時計 燃やせないごみ

トタン 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

土鍋 燃やせないごみ

土のう袋 燃やせないごみ

ドライバー 金属 燃やせないごみ

ドライヤー プラスチック 燃やせないごみ

トラクター 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ドラム缶 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

トランシーバー 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

トランペット 金属 燃やせないごみ

塗料缶 金属・プラスチック 燃やせないごみ 塗料を出し切って出してください。

鳥かご 金属・プラスチック 燃やせないごみ

ドリンク剤のびん ガラス びん 中をすすいで水を切る。

ドリル 燃やせないごみ

ドリルの刃 金属 燃やせないごみ とがった部分はテープで包む。

トロフィー 金属・プラスチック 燃やせないごみ

トレイ
プラスチック

その他のプラスチック 洗って水を切る。
発泡スチロール

ドレッシング等の容器
ガラス びん

中をすすいで水を切る。
プラスチック その他のプラスチック

トレーニング器具 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

どんぶり 陶製・プラスチック 燃やせないごみ

な ナイフ・包丁 金属 燃やせないごみ 刃はテープで包む。

苗木等販売用のポット プラスチック その他のプラスチック 苗等の入っているもの。中を洗って水
を切る。

長ぐつ 燃やせないごみ

流し台

木製 収集しません
解体して木製部分は西部クリーンセンタ
ーへ自己搬入。金属部分は「粗大ごみ」
収集日、又は最終処分場へ自己搬入。金属

燃やせないごみ

粗大ごみ

なた 金属 燃やせないごみ 刃はテープで包む。

ナット・ボルト 金属 燃やせないごみ

納豆の容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

な 名札 プラスチック 燃やせないごみ

なべ 金属 燃やせないごみ

波トタン 金属・プラスチック 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

生ごみ 燃やせるごみ 十分水切りをし、新聞紙等に包んで出す。

なわ 燃やせるごみ

に ニッパー 金属 燃やせないごみ

乳酸菌飲料の容器

アルミ 燃やせないごみ

中をすすいで水を切る。プラスチック その他のプラスチック

紙 その他の紙

人形
木製・布製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

人形のケース ガラス・プラスチック 燃やせないごみ

ぬ
ぬいぐるみ

中身が綿 燃やせるごみ

中身がスポンジ 燃やせないごみ

布 燃やせるごみ

ね
ねずみとり

紙 燃やせるごみ

金属 燃やせないごみ

ネジ 金属 燃やせないごみ

ネット プラスチック その他のプラスチック 果物等を包むもの。みかん、たまねぎ等。

の 農業用ビニール 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

農薬・農薬容器・農業用資材 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ノート その他の紙

ノートパソコン 収集しません
使用済み小型家電として環境衛生課窓
口で回収出来ます。（個人情報は必ず削
除してください）（P12参照）

のこぎり 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

のみ 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

海苔の容器

金属 缶

中をすすいで水を切る。ガラス びん

プラスチック その他のプラスチック

のり（接着用） 燃やせるごみ

のり容器（接着用） プラスチック その他のプラスチック 洗って水を切る。固形のりの容器は「燃
やせないごみ」。

は 灰 燃やせないごみ 土のう袋に入れて出す。ただし、野焼
きした灰は収集しません。

灰皿 ガラス・金属 燃やせないごみ

バーベキューコンロ 金属 燃やせないごみ

―　38　―

な
行

は
行

な
ふ
〜
の
り

は
い
〜
ば
ー



品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

は バール 金属 燃やせないごみ

バイク 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

パイプ 収集しません 農業経営用は処理業者又は農協へご相
談ください。

パイプ椅子 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

バインダー（ファイル） 紙 その他の紙 金具部分は取り外してください。

ハウスビニール 収集しません 農業経営用は処理業者又は農協へご相
談ください。

蝿たたき プラスチック 燃やせないごみ

はがき 紙 燃やせるごみ

はがき印刷機 燃やせないごみ

はかり 燃やせないごみ

はけ 木製 燃やせるごみ

バケツ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

箱類

木製 燃やせるごみ

紙 その他の紙

ダンボール ダンボール 白の紙ひもで十字にしばる。

金属（食品） 缶 さびや汚れのひどい場合、「燃やせない
ごみ」。

ハサミ 金属 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

はし
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

はし箱
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

はしご

木製 収集しません 西部クリーンセンターへ自己搬入。

金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

バスマット 布・プラスチック 燃やせるごみ

パソコン

（デスクトップ型、ノート型）
収集しません

使用済み小型家電として環境衛生課窓
口で回収出来ます。（個人情報は必ず削
除してください）（P12参照）

パソコン

（ブラウン管式モニター）
収集しません 処分する際は、各メーカーへお問い合

わせください。

バター・マーガリンの容器 プラスチック その他のプラスチック 洗って水を切る。

バター・マーガリンの包み紙 紙 その他の紙 洗って水を切る。

はたき
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

鉢 陶製、プラスチック 燃やせないごみ

発煙筒 収集しません 販売店、又は自動車修理工場へご相談
ください。

バッグ
布・革 燃やせるごみ

プラスチック・ビニール 燃やせないごみ

バッテリー 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

は 発電機 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

バット

木製 燃やせるごみ

金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ハードディスクドライブ 燃やせないごみ
使用済み小型家電として環境衛生課窓
口で回収出来ます。（個人情報は必ず削
除してください）（P12参照）

花束の外装フィルム プラスチック その他のプラスチック

花火 燃やせるごみ 水に濡らし、危険の無いように出して
ください。

パフ（化粧用スポンジ）
布 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

歯ブラシ プラスチック 燃やせないごみ

歯ブラシ等の入った容器 プラスチック その他のプラスチック

歯ブラシ等の入った容器の台紙 紙 その他の紙

歯磨きチューブ プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

歯磨きチューブのキャップ プラスチック その他のプラスチック

針 金属 燃やせないごみ 危険の無いようテープで包む。

針金 金属 燃やせないごみ

ハンガー
木製 燃やせるごみ

金属部分は取り外して、「燃やせないごみ」。
プラスチック・金属 燃やせないごみ

ハンガーネット 布 燃やせるごみ

はんごう 金属 燃やせないごみ

ハンドルカバー 燃やせないごみ 革は「燃やせるごみ」。

ハンダごて 燃やせないごみ

パンの外袋 プラスチック その他のプラスチック

パンフレット 紙 書籍・雑誌 白い紙ひもで十字にしばって出す。

ハンマー 金属 燃やせないごみ

ひ ピアニカ（けん盤ハーモニカ） 燃やせないごみ

ピアノ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ピアノ線 燃やせないごみ

ＢＳ／ＣＳアンテナ 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

ヒーター
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、灯油･電池を取

り除いて「粗大ごみ」収集日又は最終
処場へ自己搬入。粗大ごみ

ビールびん ガラス びん 中をすすいで水を切る。できるだけ販
売店に引き取ってもらってください。

ひしゃく
木製 燃やせるごみ 金具部分は取り外して「燃やせないごみ」。

金属 燃やせないごみ

ビデオカメラ 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

―　40　―

は
行
は
つ
〜
び
で



品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ひ ビデオテープ プラスチック 燃やせないごみ

ビデオテープのケース プラスチック 燃やせないごみ

ビデオテープレコーダー 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

ビデオデッキ 燃やせないごみ

ビデオプロジェクション 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

ビニールカッパ（雨具） 燃やせるごみ

ビニールテープ プラスチック 燃やせるごみ

ビニール手袋 プラスチック 燃やせるごみ

ビニール袋（レジ袋） プラスチック その他のプラスチック 商品を入れるための袋。

ビニールホース 燃やせないごみ

火箸・火バサミ 金属 燃やせないごみ

ひも
紙・布 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ ＰＰバンドも「燃やせないごみ」。

肥料袋（家庭園芸用） 燃やせないごみ 農業経営用は処理業者又は農協へ相談。

ヒューズ 燃やせないごみ

漂白剤の容器 プラスチック その他のプラスチック 中をすすいで水を切る。

ピン 燃やせないごみ

ピンセット 燃やせないごみ

びんのキャップ
金属 燃やせないごみ

プラスチック その他のプラスチック

ふ
ファイル

紙 燃やせるごみ 金具部分は取り外して「燃やせないごみ」。

プラスチック 燃やせないごみ

ファックス
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

ファスナー 金属・プラスチック 燃やせないごみ

ファンヒーター
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、灯油･電池を取

り除いて「粗大ごみ」収集日又は最終
処場へ自己搬入。粗大ごみ

フィルム（ネガ） プラスチック 燃やせないごみ

フィルムのケース プラスチック その他のプラスチック

フィルムの外箱 紙 その他の紙

封筒 紙 燃やせるごみ 窓付き部分、個人情報を切り取ると
「その他の紙」。

風船 ゴム 燃やせないごみ

ブーツ 燃やせるごみ

プール（子供用） ビニール 燃やせないごみ

笛 プラスチック 燃やせないごみ 竹製の笛は「燃やせるごみ」。

フォトプリンタ 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ふ フォーク 金属・プラスチック 燃やせないごみ

フック 燃やせないごみ

筆
竹 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

筆入れ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

布団 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

布団乾燥機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

布団たたき
プラスチック 燃やせないごみ

竹 燃やせるごみ

布団袋 布 燃やせるごみ ビニール製は「燃やせないごみ」。

踏み台

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

腐葉土 燃やせないごみ

フライパン 燃やせないごみ

ブラインド

紙・木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

プラグ 燃やせないごみ

ブラシ
プラスチック 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

プラスチック（包装）フィルム プラスチック その他のプラスチック 複数の商品を包むプラスチック包装。

プラスチックケース プラスチック その他のプラスチック 画びょう、名刺等のプラスチックケース。

プラモデル プラモデル 燃やせないごみ

プラモデルの型枠 プラスチック　 燃やせないごみ

プランター プラスチック 燃やせないごみ

プリン・ゼリーの容器
プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

紙 その他の紙

プリンター 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

プリンのふた
プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水をきる。

アルミ 燃やせないごみ

フルート 金属 燃やせないごみ

古着、ぼろ布 布 燃やせるごみ

プラグ・ジャック 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ふ ブルーシート 燃やせないごみ 丸めて袋に入れて出す。

ＢＤレコーダー／プレイヤー 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

風呂椅子
プラスチック 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

風呂のふた

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

風呂マット
布（足ふき用） 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

風呂敷 布 燃やせるごみ ビニール製は「その他のプラスチック」。

風呂用ブーツ ゴム、プラスチック 燃やせないごみ

プロジェクタ 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

ブロック（おもちゃ） プラスチック 燃やせないごみ

フロッピーディスク プラスチック 燃やせないごみ

フロッピーディスクのケース プラスチック 燃やせないごみ

文庫本 紙 書籍・雑誌 白い紙ひもで十字にしばって出す。

文鎮 金属 燃やせないごみ

分度器 プラスチック・金属 燃やせないごみ

分配器 燃やせないごみ

噴霧器
プラスチック 燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。金属 粗大ごみ

へ ヘアースプレーの缶 金属 缶 中身を完全に使い切って出す。ノズルは
取り外して、「燃やせないごみ」。

ヘアーブラシ
プラスチック 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

ヘアピン 金属・プラスチック 燃やせないごみ

ペーパーナイフ

木製 燃やせるごみ

刃はテープで包む。金属 燃やせないごみ

プラスチック 燃やせないごみ

ベッド 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ペットシーツ 燃やせるごみ

ペット用ケージ 金属・プラスチック 燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。

ペットの砂・ふん
布・木製 燃やせるごみ ふんを取り除く。ふんは新聞紙等に包

んで「燃やせるごみ」で出す。砂 燃やせないごみ

ペットフードの缶 金属 缶 中をすすいで水を切る。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

へ ペットフードの袋 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

ペットフードの箱 紙 その他の紙

ヘッドフォン 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

ペットボトル ペットボトル ペットボトル 中をすすいで水をきる。

ペットボトルのキャップ プラスチック その他のプラスチック 洗って水をきる。

ベビーカー 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

ベニヤ 木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、50㎝角以内に
裁断して出してください。

ベビーチェアー プラスチック・金属 燃やせないごみ

ベビーベッド 木製 収集しません
解体して木製部分は西部クリーンセン
ターへ自己搬入。金属部分は「粗大ご
み」収集日又は最終処分場へ自己搬入。

ヘルスメーター 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

ベルト 革 燃やせるごみ 金具は取り外して「燃やせないごみ」。

ヘルメット 燃やせないごみ

ペンキ 燃やせるごみ 布・紙等にしみこませて「燃やせるごみ」。

ペンキの缶 燃やせないごみ 中身は空にする。

ペン類 燃やせないごみ

便器（トイレ） 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ベンジン 燃やせるごみ 布・紙等にしみこませて「燃やせるごみ」。

ベンチ

木製 収集しません
解体して木製部分は西部クリーンセン
ターヘ自己搬入。金属部分は「粗大ご
み」収集日又は最終処分場へ自己搬入。金属

燃やせないごみ

粗大ごみ

ペンチ 金属 燃やせないごみ

弁当の中仕切り プラスチック 燃やせないごみ

弁当の容器（コンビニ等）
プラスチック その他のプラスチック

中を洗って水を切る。
紙 その他の紙

弁当箱

木製 燃やせるごみ

金属
燃やせないごみ

プラスチック

ほ ボイラー 収集しません 処理業者へご相談ください。

ホイール（タイヤのホイール） アルミ、鉄 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ホイールキャップ アルミ、鉄 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

望遠鏡
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ほうき

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集、又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ボウル（料理用） 金属・プラスチック 燃やせないごみ

芳香剤の容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ほ
芳香剤（スプレー） 金属 缶

中身は完全に使い切って出す。キャップ
は「その他のプラスチック」。ノズルは
「燃やせないごみ」。

包装紙 紙 その他の紙

包装フィルム プラスチック その他のプラスチック

防虫剤の容器 燃やせないごみ 包装フィルムは「その他のプラスチック」。

防虫シート 燃やせるごみ

包丁 燃やせないごみ 刃は危険の無いようテープで包む。

包丁差し プラスチック・金属 燃やせないごみ

ホース プラスチック 燃やせないごみ 50㎝以内に裁断して出しください。

ホースリール
金属

燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。プラスチック

ポータブルコンロ 金属
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ポータブルトイレ 燃やせないごみ 汚物は必ず取り除く。

ボードゲーム プラスチック 燃やせないごみ

ホームタンク 収集しません 処理業者へご相談ください。

ボーリングの玉 燃やせないごみ

ボール（スポーツボール） 燃やせないごみ

ボールペン プラスチック 燃やせないごみ

ホーローカップ 燃やせないごみ

ホーロー鍋 燃やせないごみ

ホーローやかん 燃やせないごみ

歩行器 金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

墓石 収集しません 処理業者へご相談ください。

ホタテ貝の殻 燃やせるごみ

ボタン プラスチック・金属 燃やせないごみ

ボタン電池 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ポケットテッシュの包装袋 プラスチック その他のプラスチック 汚れているものは「燃やせるごみ」。

保冷箱（発泡スチロール製） 発泡スチロール その他のプラスチック 汚れが取れないものは「燃やせないごみ」。

保温・保冷剤 燃やせないごみ

ホッチキス 燃やせないごみ

ホッチキスの針 金属 燃やせないごみ

ホットカーペット 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

ホットプレート 燃やせないごみ
指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）

ポット 燃やせないごみ

ポテトチップスの紙缶（筒型） 紙 その他の紙

ポテトチップスの紙缶の中袋 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

ポテトチップスの袋 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

ほ乳ビン 燃やせないごみ 中をすすいで、水を切る。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ほ ポリタンク プラスチック 燃やせないごみ

ボルト 金属 燃やせないごみ

ホワイトボード プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

ホームタンク（屋外用） 金属 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

ホームタンク（室内用） 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

本 紙 書籍・雑誌 白の紙ひもで十字にしばる。

盆
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

本立て
金属 燃やせないごみ

木製 燃やせるごみ

ポンプ（水槽・洗濯用） 金属・プラスチック 燃やせないごみ

ボンベ（プロパン） 金属 収集しません 販売業者へご相談下さい。

ま マーカーペン プラスチック 燃やせないごみ

マーガリンの容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

マージャンパイ プラスチック 燃やせないごみ

マージャンマット ゴム 燃やせないごみ
50㎝角以内に裁断して出しください。
指定袋に入らない場合、最終処分場へ
自己搬入。

マイク 金属 燃やせないごみ

マウス 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

マウスパット 燃やせないごみ

巻尺 燃やせないごみ 布製は「燃やせるごみ」。

枕 燃やせるごみ パイプ枕等は「燃やせないごみ」。

マグネット 燃やせないごみ

孫の手 木製 燃やせるごみ プラスチック製は「燃やせないごみ」。

マスカラ 燃やせないごみ

マッサージチェア 粗大ごみ
木・布をとって粗大ごみへ。
分解できなければ処理業者へご相談く
ださい。

マジック 燃やせないごみ

マットレス（スポンジ製） 粗大ごみ
「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。スプリングマットは販売店か
処理業者へご相談ください。

まな板
木材 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

マニキュア 燃やせないごみ

魔法瓶 燃やせないごみ

豆炭の灰 燃やせないごみ 土のう袋に入れて出す。

マヨネ－ズの容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

万年筆 燃やせないごみ

万歩計 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

み ミキサー 燃やせないごみ 使用済小型家電として最終処分場へ自
己搬入も出来ます。（P12参照）

ミシン 粗大ごみ
「粗大ごみ」収集日又は使用済小型家電
として最終処分場へ自己搬入も出来ま
す。（P12参照）

水きりネット プラスチック 燃やせるごみ 生ごみと一緒に「燃やせるごみ」へ。

水差し ガラス 燃やせないごみ

水枕 ゴム 燃やせないごみ

みその容器 プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

ミット 革 燃やせるごみ

ミニスキー プラスチック 燃やせないごみ

耳かき
竹 燃やせるごみ

金属・プラスチック 燃やせないごみ

む 蒸し器 金属 燃やせないごみ

虫取り網

竹・木製 燃やせるごみ

金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

虫ピン 金属 燃やせないごみ 危険の無いようにテープで包む。

虫かご プラスチック 燃やせないごみ

無線機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

め 名刺ケース プラスチック その他のプラスチック

メガネ 燃やせないごみ

メガネケース プラスチック 燃やせないごみ

メガホン プラスチック 燃やせないごみ

目薬の携帯用ケース プラスチック その他のプラスチック

目薬の容器 プラスチック その他のプラスチック

目覚まし時計 金属・プラスチック 燃やせないごみ

メジャー 金属・プラスチック 燃やせないごみ

綿棒 燃やせるごみ

も
毛布 燃やせるごみ

指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。電気毛布は「燃
やせないごみ」。

木材 燃やせるごみ
指定袋に入らない場合、長さ50㎝、太
さ10㎝以内に裁断して、西部クリーン
センターへ自己搬入。

木ネジ 金属 燃やせないごみ

餅つき機
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

も
モップ

木製 燃やせるごみ 柄は50㎝以内に切断する。

金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

モニター

（ブラウン管式は除く）
収集しません

使用済み小型家電として環境衛生課窓
口で回収出来ます。個人情報は必ず削
除してください。（P12参照）

物干し竿

竹・木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。

金属・プラスチック
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

物干し台 コンクリート 収集しません 処理業者へご相談ください。

や やかん 金属 燃やせないごみ

焼き鳥の串 木製 燃やせるごみ とがった部分はテープで包む。

薬品（飲み薬） 燃やせるごみ

野菜の結束用のテープ プラスチック 燃やせるごみ

野菜の外装フィルム プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

やすり 金属 燃やせないごみ 木製の柄の部分は取り外して「燃やせ
るごみ」。

ヤッケ 燃やせるごみ

ゆ
湯かき棒

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。プラスチック 燃やせないごみ

ユニットバスの壁 収集しません 処理業者にご相談ください。

雪かき 金属・プラスチック 燃やせないごみ 柄が木の場合は取り外して「燃やせるご
み」。

湯たんぽ 金属・プラスチック 燃やせないごみ

湯のみ茶碗 陶製 燃やせないごみ

湯沸し器 燃やせないごみ

湯沸しポット 燃やせないごみ

よ
ヨーグルトの容器

紙 その他の紙
中を洗って水を切る。

プラスチック その他のプラスチック

洋裁ピン 金属 燃やせないごみ とがった部分はテープで包む。

ようじ
木製 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

ようじ入れ 陶器・プラスチック 燃やせないごみ

ようじの容器 プラスチック その他のプラスチック

浴槽 収集しません 建築廃材扱いなので、素材に関係なく
処理業者へご相談ください。

浴槽のふた 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

ら ライター 燃やせないごみ 燃料が入ってないもの。

ライター用石 燃やせないごみ

ライター用ガスボンベ 金属 缶 使い切って穴をあける。

ライター用オイル缶 金属 缶

ラケット

（バドミントン・テニス等）

木製 燃やせるごみ 指定袋に入らない場合、西部クリーン
センターへ自己搬入。金属・プラスチック 燃やせないごみ

ラジカセ
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は使用済小型家電として最終処
分場へ自己搬入も出来ます。（P12参照）粗大ごみ

ラジコン 燃やせないごみ

ラップ プラスチック 燃やせるごみ

ラップの芯 紙 その他の紙

ラップの箱 紙 その他の紙

ラップの箱の切り口 金属 燃やせないごみ

ラミネート　加工紙 燃やせるごみ

ランニングマシーン 粗大ごみ
「粗大ごみ」収集日又は使用済小型家電
として最終処分場へ自己搬入も出来ま
す。（P12参照）

ランチジャー 燃やせないごみ

ランドセル 革 燃やせるごみ

り リボン 布 燃やせるごみ

リール 金属 燃やせないごみ

リップクリーム プラスチック 燃やせないごみ

リモコン 燃やせないごみ

リュックサック プラスチック 燃やせるごみ

両手なべ 金属 燃やせないごみ

両面テープ 燃やせるごみ

リンス容器 プラスチック その他のプラスチップ 中をすすいで水を切る。

る ルアー 金属 燃やせないごみ

ルーズリーフ（ノート） 紙 その他の紙

ルーター 燃やせないごみ 使用済小型家電として回収ボックスへ
自己搬入も出来ます。（P12参照）

ルービックキューブ プラスチック 燃やせないごみ

ルーペ 燃やせないごみ

れ 冷却材 燃やせないごみ

冷蔵庫
収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

「家電リサイクル品」です。（P10参照）冷凍庫

冷蔵庫脱臭剤 プラスチック 燃やせないごみ

冷凍保存バック
（フリーザーバック）

プラスチック 燃やせないごみ

レコード盤 燃やせないごみ
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

れ 冷風機 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

レコードプレーヤー 燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収
集日又は最終処分場へ自己搬入。

レーザーディスク 燃やせないごみ

レジ袋 プラスチック その他のプラスチップ スーパー、コンビニ等の商品を入れる袋。

レジャーシート プラスチック 燃やせないごみ

レトルトパック プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

レンガ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

レンゲ
プラスチック

燃やせないごみ
陶製

レンジ・グリル
燃やせないごみ 指定袋に入らない場合、「粗大ごみ」収

集日又は最終処分場へ自己搬入。粗大ごみ

レンジ台

木製 収集しません
解体して木製部分は西部クリーンセン
ターヘ自己搬入。金属部分は「粗大ご
み」収集日又は最終処分場へ自己搬入。金属

燃やせないごみ

粗大ごみ

練炭 燃やせるごみ

練炭の灰 燃やせないごみ 土のう袋に入れて出す。

ろ ろうそく 燃やせるごみ

ロープ
麻 燃やせるごみ

プラスチック 燃やせないごみ

ロッカー 金属 粗大ごみ 「粗大ごみ」収集日又は最終処分場へ自
己搬入。

わ ワープロ 燃やせないごみ

ワープロリボン 燃やせないごみ

ワイシャツ 布 燃やせるごみ

ワイシャツの外装 プラスチック その他のプラスチック 中台紙は「その他の紙」。

ワイパー 燃やせないごみ

ワイヤーロープ 金属 収集しません 販売店又は処理業者へご相談ください。

ワインのビン ガラス びん 中をすすいで水をきる

ワインのキャップ 金属 燃やせないごみ

ワインのコルク 燃やせるごみ

輪ゴム ゴム 燃やせるごみ

輪ゴムの箱 紙 その他の紙

わさび・からし・しょうが
の入ったチューブ

プラスチック その他のプラスチック 中を洗って水を切る。

ワッシャー 金属 燃やせないごみ

割り箸 木製 燃やせるごみ

割り箸の袋
プラスチック その他のプラスチック

紙 その他の紙
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品　　　名 素　材 分別区分 出　　し　　方

わ

割れガラス ガラス 燃やせないごみ

少量の場合は新聞紙等に包み、指定袋に
「割れもの」と記入して出してください。
多量の場合は、段ボール箱などに「割れ
もの」と記入し、地区名・世帯主名を書
いて出してください。

地球にやさしい、リサイクル商品を

積極的に利用しましょう！

地球の環境の

ことを考えて

作られた商品

に表示されて

います。

古紙を利用し

てつくられた

商品に表示さ

れています。

見直して
みませんか

ごみを減らすために、私たちができること＝３Ｒの実践
スリーアール

Reduse（リデュース）＝ごみを出さない

Reuse　（リユース）　＝再利用

Recycle（リサイクル）＝再資源化

グリーンマーク
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　（目　的）
第１条　この条例は、まちの環境美化に関する施策の基本となる事項を定めるとと
もに、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、相互の協力の下
に環境美化活動を推進し、もって清潔で健全な生活環境の確保に寄与することを
目的とする。

　（定　義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
（1）市民等　市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者その他市内
に滞在し、又は市内を通過する者をいう。

（2）事業者　市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
（3）公共の場所　道路、河川、公園、広場その他の公共の場所で不特定多数の者
が自由に利用し、又は出入りができる場所をいう。

（4）空き缶等のごみ　空き缶、空きびん、紙くず、たばこの吸い殻等をいう。
（5）空き缶等回収容器　空き缶等のごみを回収する容器をいう。
（6）関係行政機関　本市の区域を管轄する警察署、国道及び県道の管理事務所そ
の他の関係行政機関をいう。

　（市の責務）
第３条　市は、この条例の目的を達成するため、環境美化に関する具体的な諸施策
を総合的に推進しなければならない。
２　市は、施策の推進に当たっては、市民等及び事業者の意識の啓発を図るととも
に、市民等及び事業者の自主的な環境美化活動に対する支援に努めるものとする。
３　市は、環境美化を推進するため、市内の児童、生徒等に対して、環境教育を実
施するものとする。
４　市は、施策の推進に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図るよ
う努めるものとする。

　（市民等の責務）
第４条　市民等は、地域の環境美化のために、自主的に活動するよう努めなければ
ならない。

つがる市環境美化条例
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２　市民等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施
策に協力しなければならない。
３　市民等は飼養し、又は管理する犬が排せつしたふんを公共の場所又は他人の土
地に放置してはならない。
４　市民等は、市内においてごみ箱、ごみ捨て場その他の所定の容器又は場所以外
の場所に空き缶等のごみを捨ててはならない。
５　市民等は、公共の場所において、歩行中に喫煙しないよう努めるとともに、た
ばこの吸殻入れが設置されていない場所で喫煙するときは、携帯用吸い殻入れに
収納するように努めなければならない。

　（事業者の責務）
第４条　事業者は、自己の土地、建物その他工作物及びこれらの周辺を清潔にする
等、環境美化の推進に努めなければならない。
２　事業者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施
策に協力しなければならない。
３　事業者は、従業員等その事業活動に従事する者に対し、前項の責務を周知し、
意識の啓発に努めなければならない。

　（公共の場所の管理者の責務）
第６条　公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔で健全な生活環境を保持
するため、空き缶等のごみが散乱しないように適正に管理しなければならない。
２　市は、必要に応じ、公共の場所の管理者に対し、清掃等の適切な維持管理を要
請するものとする。

　（土地占有者等の責務）
第７条　土地を占有又は管理する者は、その占有又は管理する場所の清掃を行うよ
う努め、空き缶等のごみが捨てられないよう適切に管理しなければいけない。

　（自動販売機の設置者の責務）
第８条　飲料又は食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は空き缶等回収容器
を設置し、これを適正に管理しなければならない。

　（指導及び勧告）
第９条　市長は、第４条第３項又は同条第４項の規定の違反により、公共の場所の
環境美化を著しく害していると認められるものに対し、期限を定めて必要な措置
を講ずるよう指導又は勧告することができる。
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　（公　表）
第10条　市長は、前条の指導又は勧告を受けたものが正当な理由なくその指導又
は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

　（環境美化重点地域）
第11条　市長は、空き缶等のごみの散乱を防止し、環境の美化を特に推進する必
要があると認める地域を、環境美化重点地域として指定することができる。
２　市長は、環境美化重点地域において、環境美化の推進に関する施策を重点的
に実施するものとする。

　（環境美化推進員）
第12条　市長は、環境美化の推進を図るために環境美化推進員を選任することが
できる。
2　環境美化推進員は、市が行う施策への協力その他地域の環境美化のための活
動を行うものとする。

　（委　任）
第13条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
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主なごみの
分別

相談員燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源ごみ 粗大ごみ

家庭から出たごみ

なぜごみを分別するの？
Q　なぜ、ごみを分別しなければいけないの ?
A　わたしたちの生活からは、毎日たくさんのごみが出
　ています。長い間、わたしたちはそれを燃やしたり、
　潰したりして、埋立地に埋めてきました。しかし、予
　想以上にごみが増えたため埋立地が足りなくなり、こ
　のままでは埋めるところがなくなってしまいそうなの
　です。
　　ごみの分別は、ここまで増えてしまったごみをこれ
　以上増やさないためにも、資源ごみとして回収し、リ
　サイクルするための有効な手段です。ごみを出してい
　るわたしたち一人ひとりの手でごみを分別して、ごみ
　を減らしていきましょう。

｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（抜粋）
(焼却禁止）
第16条の2　何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一　一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別
　管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二　他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三　公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に
　与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第25条　次の各号のいずれかの該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰
　金に処し、又はこれを併科する。

十五　第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

野焼きは大量の黒煙や臭いが発生するため、「煙が家の

中に入って息苦しい、窓を開けられない」「洗濯物にすす

や臭いがつく」など多くの苦情が寄せられています。

●法律に定められた処理基準によって行う廃棄物の焼却
●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
●農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行わ
　れる廃棄物の焼却
●たき火その他の日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却
　であって軽微なもの

知っていますか？知っていますか？
廃棄物の野焼き禁止
廃棄物の野焼きは、平成13年4月1日から

｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で

禁止されています。

焼却禁止の例外規定
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びん燃やせるごみ燃やせないごみ かん

目　　次

つがる市つがる市

ごみ分別の手引きごみ分別の手引き

収集日当日の朝、８時３０分までに指定袋に入れ、地区名、世帯主名を
必ずご記入のうえ、決められた集積場所に出してください。
収集日当日の朝、８時３０分までに指定袋に入れ、地区名、世帯主名を
必ずご記入のうえ、決められた集積場所に出してください。

つがる市の美しい自然と
私たちの生活環境を守るため、

廃棄物は適正に処理しましょう。

つがる市の美しい自然と
私たちの生活環境を守るため、

廃棄物は適正に処理しましょう。

つがる市民生部環境衛生課
〒038－3192　つがる市木造若緑61番地1

TEL 42－1110／FAX 42－2480
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