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※指定ごみ袋、粗大ごみシールは、町内の指定取扱店でお買い求めください。（消費税はかかりません。）
※ごみが雨で濡れたり、風で飛んだりしないよう、必ずごみステーションの中に入れましょう。

　各区分ごとに必ず分別し、他の区分のごみと混ぜないでください。正しく分別されていないごみや中身が確

認できない状態のものは収集できません。また、濡れていたり汚れている『リサイクル資源』は、リサイクル

処理に支障をきたすため収集できません。

分別区分 出し方 ページ

有
　
　
料

一
般
ご
み

燃やすごみ

■燃やすごみ用指定ごみ袋に入
　れてごみステーションへ。
■えんがるクリーンセンターに
　直接搬入することもできます。

〇指定ごみ袋の料金
　10ℓ　200 円
　15 ℓ　300 円
　30 ℓ　600 円
　45 ℓ　900 円
※ 10 枚 1組で販売

〇詳しい分別方法は、４～６
　ページを参照願います。

4～ 5

燃やさない
ごみ

■燃やさないごみ用指定ごみ袋
　に入れてごみステーションへ。
■一般廃棄物最終処分場（知来）
　に直接搬入することもできま
　す。

6

粗大ごみ

■一般廃棄物最終処分場（知来）に直接搬入できます。（１つ
　の粗大ごみに１枚、または、ごみ処理券を購入する。）
■粗大ごみシールを貼ってごみステーションへ（年３回収集）

〇詳しい分別方法は、７ページを参照願います。

7

無
　
　
料

有
害
ご
み

乾電池 ■小さな袋に入れて、公共施設（役場・若佐支所・浜佐呂間出
　張所・図書館・町民センター）に設置した回収ボックスへ。

6蛍光管

水銀体温計
■割れないように箱に入れるか、ひもで縛り、公共施設（役場・
　若佐支所・浜佐呂間出張所）に設置した回収ボックスへ。

リ
サ
イ
ク
ル
資
源

その他
プラスチック

■リサイクル資源の収集日は、地区により決まっていますので、
　本手引きの 13ページを参照願います。
　※年末年始や５月連休、お盆などで収集日程を変更する場合
　　がありますので、町広報や健康カレンダーなどでご確認願
　　います。
■週によって、収集する種類が違いますので、ご注意願います。

〇各リサイクル資源の分別方法は、本手引きの 8～ 9 ページ
　を参照願います。

8～ 9

発泡スチロール

ペットボトル

空き缶

空きビン

段ボール類

新聞・チラシ

雑誌・本類

紙パック

小型家電製品
■公共施設（役場・若佐出張所・浜佐呂間出張所）に設置した
　回収ボックスへ。ボックスに入らない大きさのものは、回収
　ボックスの横に置いてください。

佐呂間町

収入証紙

９０円

燃やさないごみ用

銀紙・ゴム類・金属・ガラス等

※この袋は燃やさないごみ専用の袋です

入れるごみの種類(分別マニュアルを参考)

注）ごみは決められた日に、決められた場所に
　　決められた種類を正しく出してください。

① ②
ひもの結び方

ひもを十文字に結んでください。

佐呂間町

収入証紙

９０円

燃やすごみ用

生ごみ・紙類・木類・衣類等

※この袋は燃やすごみ専用の袋です

入れるごみの種類(分別マニュアルを参考)

注）ごみは決められた日に、決められた場所に
　　決められた種類を正しく出してください。

① ②
ひもの結び方

ひもを十文字に結んでください。
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　新しいごみ焼却施設（えんがるクリーンセンター）の稼動に伴い、これまで『燃やさない
ごみ』として処理していた「ゴム・ビニール製品」、「資源にならないプラスチック製品」が、
『燃やすごみ』として処理できるようになります。ごみの分別についての詳しい内容は、こ
の手引きを参照してください。

製品例 現在の分別区分 平成 29年 10 月からの分別区分

◆ゴム・ビニール製品
【製品例】
長靴・ゴム手袋・家庭用ゴム・ビニール
製ホース　など

①「ゴム・ビニール製品」、「資源

　にならないプラスチック製品」

　は、『燃やさないごみ』ではなく、

　『燃やすごみ』として処理する

　ことになります。

②白色トレイ・発泡箱・緩衝材で

　洗っても汚れの落ちないものに

　ついては、『燃やすごみ』として

　処理します。

◆資源にならないプラスチック製品
【製品例】
歯ブラシ・ハンガー・バケツ・桶・洗っ
ても汚れの落ちないプラスチック製容器
（コンビニなどの弁当の容器・マヨネー
ズなどのチューブ容器）　など

◆洗っても汚れの落ちない発泡ス
　チロール・トレイ



4

　『燃やすごみ』は、えんがるクリーンセンターで焼却処理します。『燃やさないごみ』
が混入すると、施設の損傷につながりますので、『燃やすごみ』以外は出さないよう
にしてください。

○必ず町指定取扱店で販売している指定ごみ袋に入れて出してください。
○ 1袋の重さは 10kg 以下にしてください。
○袋の口はしっかりと縛り、中身がはみ出さないようにしてください。
○袋の中身全体を不透明なもので囲わないでください。
○ 45ℓの袋に入らないものは『粗大ごみ』で出してください。

佐呂間町

収入証紙

９０円

燃やすごみ用

生ごみ・紙類・木類・衣類等

※この袋は燃やすごみ専用の袋です

入れるごみの種類(分別マニュアルを参考)

注）ごみは決められた日に、決められた場所に
　　決められた種類を正しく出してください。

① ②
ひもの結び方

ひもを十文字に結んでください。

※紙おむつは、汚物を取り除いて
　ください。生理用品は、紙に包
　むか、不透明袋で小分けしても
　かまいません。

※衣類のボタンなど、金属のもの
　で取り除けるものは、取り除い
　てください。（金属は、『燃やさ
　ないごみ』）　※草・花などは土をしっかり払い

　落としてください。

※そのまま出してか
　まいません。
※中が白色のものは
　『紙パック』

※生ごみは、水分を十
　分に切ってください。
　水切りネットのまま
　でかまいません。
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※洗っても汚れが落ちない場合は、『燃やすごみ』に出してください。
※『燃やすごみ』として出す場合は、指定ごみ袋に入る大きさに細か
　くしてから出してください。

※大きな物、長い物は、指定ごみ
　袋に入る大きさにして、出して
　ください。（指定ごみ袋に入ら
　ないものは、『粗大ごみ』）

ペン類（プラスチッ
ク製）・消しゴム

※食用油は、紙や布などに染み
　込ませるか、凝固剤を使用し
　て出してください。

　『燃やすごみ』は、えんがるクリーンセンターに直接搬入す
ることができます。正しく分別されていない場合は、受入され
ませんのでご注意ください。

◆えんがるクリーンセンター（Tel　0158-42-3579）
〇受 入 日 　月～土曜日　※休日：日曜日・12/31 ～ 1/3
〇受入時間　9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 16：30
〇支払方法　トラックスケールで重量を量り、直接現金で支払。
〇料　　金　10kg あたり 30 円

※指定ごみ袋に入れる必要はありませんが、指定ごみ袋に入れ
　た『燃やすごみ』を搬入した場合、料金はかかりません。
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佐呂間町

収入証紙

９０円

燃やさないごみ用

銀紙・ゴム類・金属・ガラス等

※この袋は燃やさないごみ専用の袋です

入れるごみの種類(分別マニュアルを参考)

注）ごみは決められた日に、決められた場所に
　　決められた種類を正しく出してください。

① ②
ひもの結び方

ひもを十文字に結んでください。

　『燃やさないごみ』は、町の最終処分場で埋め立てします。埋立地には限りがあり、
量が増えるとそれだけ早く使えなくなってしまいます。少しでも長く処分場を使える
よう、『燃やさないごみ』以外は出さないようにしてください。

○必ず町指定取扱店で販売している指定ごみ袋に入れて出してください。
○ 1袋の重さは 10kg 以下にしてください。
○袋の口はしっかりと縛り、中身がはみ出さないようにしてください。
○袋の中身全体を不透明なもので囲わないでください。
○ 45ℓの袋に入らないものは『粗大ごみ』で出してください。

　役場・若佐支所・浜佐呂間出張所
に設置されている回収ボックスに入
れてください。

※ご家庭の使用済み「小型充電式電池」は、リサイクル協力店の「リサイ
　クル BOX」に出すよう、ご協力をお願いします。排出される場合はショー
　トの恐れがあるので、金属端子部をテープなどで絶縁してください。

※ガス缶・スプレー缶類、ライター
　類は、火災の原因となりますの
　で、必ず中身を使い切ってから
　出してください。（ガス缶・ス
　プレー缶類は、穴を開けずに出
　してください。）

※収集の際に危険なので、破片や刃物は紙に包み、「危険」・「割れもの」
　と表示して出してください。
※「木と金属」「布と金属」などの複合素材は、『燃やさないごみ』に出
　してください。

乾電池、ボタン電池など
※中身が見える袋に入れて出
　してください。
※図書館・町民センターにも
　回収ボックスがあります。

環形、直管形などの蛍光灯、裸
電球、体温計（水銀使用）
※運搬の際に危険なので、割れ
　ないように箱や袋に入れ、複
　数の場合は、ひもで縛ってバ
　ラバラにならないようにして
　ください。
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　ごみステーションに出せない『粗大ごみ』や引越、片付けで一時的
に出た多量の『燃やさないごみ』は「ごみ処理券」を購入して「佐呂
間町一般廃棄物最終処分場」へ直接搬入することができます。

◆佐呂間町一般廃棄物最終処分場（Tel　2-1421）
〇受 入 日 　火・水・金・日曜日
〇休　　日　月・木・土曜日、年末年始など
〇受入時間　4月～ 10 月　8：00 ～ 17：00　　
　　　　　　11月～ 3月　9：00 ～ 16：00

直接搬入時の処理券料金表
軽・普通乗用車及びライトバン 1,000 円

最
大
積
載
量

1 ｔ以下 2,000 円

1ｔを超え 2ｔ以下 3,000 円

2ｔを超え 4ｔ以下 6,000 円

4ｔを超え 6ｔ以下 10,000 円

6ｔを超える 12,000 円

■搬入方法　
　「ごみ処理券」を管理人に渡し、必ず搬入ごみの確認を
受けてください。可燃性粗大ごみ（木製家具類など）、金
属類は埋立減量のため選別しています。管理人の指示する
場所に降ろしてください。
※指定ごみ袋に入れたものや粗大ごみシールを貼ったもの
　を搬入する場合には、「ごみ処理券」は必要ありません。
※『燃やすごみ』、「リサイクル資源」、処理できないごみ
　（10~11P 参照）は持ち帰っていただきます。
※「ごみ処理券」は町指定取扱店で販売しています。車両
　の積載量に応じて金額が異なりますので、料金表を参照
　してください。

　ごみステーションへ出せる粗大ごみは、ごみの一番長いところを測
り、長さが 2.5m以下、重さが 60kg 以下のものです。必ず 1つにつき、
「粗大ごみシール」を 1枚貼って出してください。
※「粗大ごみシール」は、町内の指定取扱店で販売しています。
※買換え時の下取り、不用品交換、フリーマーケット、リサイクル
　ショップなどを積極的に活用し、ごみの減量にご協力願います。

粗大ごみシール価格表
1辺の長さ 価格

1m未満

200 円

1m以上 2.5m以下

400 円

灯油は必ず抜く

寝具・家具類（机、椅子、ソファー、
タンス、ベッドなど）、自転車、スポー
ツ・レジャー用品（スキー板、ゴルフバッ
グなど）、ガステーブル、ストーブ、庭木、
スノーダンプ、物干し竿　など。
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　『リサイクル資源』の対象となる「容器」・「包装」は、商品が消費されたり、商品と分離
された場合に不要となる以下のものです。

■袋で出すもの
　必ず透明又は半透明の中身が確認できる袋に入れて出してください。中身が確認できない
　状態のものは収集できません。
○袋は 45ℓ以下、重さは 10kg 以下にしてください。
○必ず中身を使い切り、洗って乾かしてから出してください。どうしても汚れのとれない発
　泡スチロール・その他プラスチック・ペットボトルは、『燃やすごみ』へ、空き缶・空き
　ビンは、『燃やさないごみ』で出してください。
○空き缶・ペットボトルは、潰さずに出してください。（圧縮処理に支障が出るため。）
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■ひもで縛って出すもの

　必ず十文字にしっかり縛って出してください。汚れのひどいものは、『燃やすごみ』へ出してください。

　リサイクル資源は収集されてから、再資源化されるまでに時間がかかります。
汚い状態だと不衛生なだけでなく、再生業者に引き取ってもらえません。また、
他のリサイクル資源が汚れてしまうので、必ずきれいな状態で出してください。
どうしても汚れの落ちない物は『燃やすごみ』として出してください。

役場・若佐支所・浜佐呂間出張所に設置されている
回収ボックスに入れてください。

　小型家電製品は、基盤部分などに貴金属やレアメ
タルが使用されています。
　この貴重な資源の再利用と廃棄物の減量化を図る
ため、下記の品目を役場・若佐支所・浜佐呂間出張
所に設置した専用回収ボックスで回収していますの
でご協力願います。

■回収品目　
〇大きさがおおむね 30 ㎝× 30 ㎝までの小型家電
　は、回収ボックス内へ入れてください。
〇 30 ㎝以上のものは、回収ボックスの横に置いて
　ください。
【主な品目】
　CD・MD・MP3プレーヤー、デジタルカメラ、ビ
　デオカメラ、ビデオ・DVDデッキ、カーナビ、ゲー
　ム機、携帯電話、電話機、電話端末（モデムなど）、
　電子手帳、無線 LAN、パソコン（ブラウン管モニ
　ター除く）、パソコン周辺機器、電子レンジ・扇風機・
　掃除機　など
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　事業活動に伴って排出される産業廃棄物は、ごみステーションに出せません。また、
町の最終処分場に搬入することもできませんので、産業廃棄物処理許可業者に処理を依
頼してください。

自動車（部品含む）、下記品目など

◆家電リサイクル法
　テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣料乾燥機の６品目は、家電リサイクル法により製造元で部
品の再利用が義務づけられています。私たち消費者も処理費用を負担する義務があり、指定された業者が引取
りを行うことになっています。

■対象（６品目）
　テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣料乾燥機

■処分方法
①買い替えの場合➡製品を購入するお店に古い製品の引取りを依頼し、料金を支払う
②排出のみ（購入しない）で購入店がわかる場合➡購入店へ連絡➡購入店に古い製品の引取りを依頼し、料金
　を支払う
③排出のみ（購入しない）で購入店がわからない又は近くにない場合➡製品のメーカーを確認し、郵便局で家
　電リサイクル券を購入する➡業者に依頼（※別途収集運搬料金がかかります。）
④自ら指定引取場所まで運ぶとき➡製品のメーカーを確認し、郵便局で家電リサイクル券を購入する➡指定引
　取場所に持ち込む（詳しくは、指定引取場所にお問い合わせください。）

■指定引取所
□㈱斉藤商店（北見市）Tel　0157・36・5544
□エア・ウォーター物流㈱美幌営業所
　Tel　0152・73・4233
【お問い合わせ】
家電製品協会　家電リサイクル券センター　
フリーダイヤル　Tel　0120・319640
HP：www.rkc.aeha.or.jp
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　バッテリー、薬品、農薬、シンナー、ＬＰガスボ
ンベ、ガソリン、灯油、廃油、医療系廃棄物（注射
器、注射針）など

　タイヤ、ホイール、ドラム缶、灯油タンク（大型）、
エンジン付きの機械類、ボイラー、ピアノ、仏壇、
耐火金庫、オイルヒーター、建築廃材、がれき類（コ
ンクリート、ブロック、レンガ、タイルなど）、土、
石など

　会社や工場、商店、飲食店などの事業活動によって生じた一般廃棄物は、事業者の責任で処理することになっ
ていますので、町では収集しません。また、ごみステーションにも出せませんのでご注意ください。
　『燃やさないごみ』は、町最終処分場へ、『燃やすごみ』は、えんがるクリーンセンターへ直接搬入するか、
町が許可する一般廃棄物収集運搬業者に依頼し、適正に処理してください。直接搬入する場合も、家庭ごみと
同様の方法で正しく分別してください。

　「町で収集処理できないごみ」は、買換え時に引き取ってもらうか、購入し
た販売店や取扱店、処理業者に相談のうえ適正に処理し、絶対にごみステーショ
ンや最終処分場には出さないようお願いします。
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　決められた収集日の朝 8時までに、お住まいの自治会・町内会が管理するごみステーションに出してくだ
さい。ステーション近隣にお住まいの方の迷惑になりますので、収集日以外に出さないでください。

収集地区 収集日

宮前町・永代町・幸町・北・東・西富 火曜日

共立・大成・栄・啓生・若佐・栃木・中園・川西・武士・朝日・富丘・若里・富武士 水曜日

知来・仁倉・浜佐呂間・幌岩・浪速 木曜日

若佐・宮前町・永代町・幸町・北・東・西富 土曜日

収集地区 収集日

共立・大成・栄・啓生・若佐・栃木・中園・川西・武士・朝日・富丘・若里・富武士 第 1・3火曜日

知来・仁倉・浜佐呂間・幌岩・浪速 第 1・3水曜日

宮前町・永代町・幸町・北・東・西富 第 1・3金曜日

収集地区 収集月

各地区の収集日は
健康カレンダー、
町ホームページで
ご確認ください。

若佐・栃木・中園・川西・武士・朝日・富丘・若里

４月

８月

１月

知来・仁倉・浜佐呂間・幌岩・浪速

宮前町・永代町・幸町

共立・大成・栄・啓生・富武士

北・東・西富

上地区 中地区 下地区
栄地区・若佐地区・西富の一部・

宮前町の一部

永代町・西富の一部・宮前町の一部・

幸町・東・北

知来・仁倉・浜佐呂間・幌岩・浪速・

富武士・若里
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種類 収集区域 収集日

空き缶類、ペットボトル、紙パック、新聞紙・チラシ、雑誌・

本類（雑紙含む）

上地区 第 1月曜日

中地区 第 1木曜日

下地区 第 1金曜日

ビン類、ダンボール類（厚紙含む）、発泡スチロール、その他

プラスチック類

上地区 第 2月曜日

中地区 第 2木曜日

下地区 第 2金曜日

その他プラスチック類

上地区 第 4月曜日

中地区 第 4木曜日

下地区 第 4金曜日



14

本手引きには、家庭から排出されるごみの分別について記載しています。
事業活動に伴って排出される「産業廃棄物」に該当する場合は、町で処理できませんのでご注意ください。

燃やすごみ　　　　⇒「可燃」
燃やさないごみ　　⇒「不燃」
粗大ごみ　　　　　⇒「粗大」
有害ごみ　　　　　⇒「有害」
その他プラスチック⇒「プラ」

空き缶　　　⇒「缶」
空き瓶　　　⇒「ビン」
ペットボトル⇒「PET」
紙パック　　⇒「紙パ」
段ボール類　⇒「段ボ」

発泡スチロール⇒「発泡」
雑誌・本類　　⇒「雑誌」
新聞・チラシ　⇒「新聞」
小型家電類　　⇒「小電」
処理しないごみ⇒「×」

品　目 区分 出し方
あ アイスキャンディー

棒（木・ﾌﾟﾗ）・容器（紙）可燃

袋（プラ） プラ 中を洗う

アイスクリーム

ｽﾌﾟｰﾝ（木・ﾌﾟﾗ）・容器（紙）可燃

袋・容器（プラ） プラ 中を洗う

アイスノン 可燃

アイロン 小電 回収 BOXへ

アイロン台 不燃

アクセサリー（金属） 不燃 木製は可燃

アコーディオンカーテン 粗大

厚紙 段ボ ひもで縛る

油

食用油 可燃 紙等に染み込ます

ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ・灯油・廃油 × 販売店に相談

雨合羽（ﾋﾞﾆｰﾙ・ﾅｲﾛﾝ） 可燃

網

虫取・魚釣（木・プラ） 可燃 袋不可は粗大

虫取・魚釣（金属） 不燃 袋不可は粗大

網戸 粗大

アルバム 可燃

アルミの皿・容器 不燃

アルミホイル 不燃

箱・芯（紙） 可燃 厚紙は段ボ

刃の部分（金属） 不燃

泡立て器 不燃 電動は小電

アンテナ（室内・CS/BS） 小電 回収 BOXへ

アンテナ（屋外用） 粗大
い 衣装ケース 粗大

椅子 粗大

一輪車（遊具・作業用） 粗大

一斗缶 不燃 中身を抜く

品　目 区分 出し方
い イヤホン 小電 回収 BOXへ

衣類 可燃

衣類乾燥機 × （１０Ｐ参照）

色鉛筆 可燃

ケース（紙・プラ） 可燃 厚紙は段ボ

ケース（金属） 不燃

印鑑・印鑑ケース
木・象牙・革・布・ﾌﾟﾗ等 可燃

金属 不燃

インスタント食品（ﾗｰﾒﾝ等） ⇒ 食品の容器欄を参照

インターホン 小電 回収 BOXへ
う 植木 可燃 土を落とす

植木鉢（プラ） 可燃 陶器製は不燃

植木ポット（軟ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） プラ 中を洗う

ウェットティッシュ 可燃

容器（プラ） プラ
ウォッシャー液の容器（ﾌﾟﾗ） プラ 中を洗う

うちわ（竹・プラ） 可燃

腕時計 小電

乳母車 粗大
え エアコン × （１０Ｐ参照）

エアロバイク 粗大

絵具 可燃 紙等に染み込ます

チューブ（金属） 不燃

チューブ（プラ） プラ 中を洗う

ＭＤ（本体・ケース） 可燃

絵本 雑誌 ひもで縛る

エレクトーン 粗大

延長コード・リール 不燃

煙突 粗大

鉛筆 可燃

鉛筆削り器 不燃 電動は小電
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品　目 区分 出し方
お オーディオ機器

ﾌﾟﾚｰﾔｰ・ｱﾝﾌﾟ・ﾁｭｰﾅｰ等 小電 回収 BOXへ

スピーカー 不燃 袋不可は粗大

オートバイ × （１０Ｐ参照）

オーブントースター 小電 回収 BOXへ

オイル（廃油・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等） × 販売店に相談

オイルエレメント × 販売店に相談

オイルヒーター × 製造メーカーへ

お菓子類 ⇒ 食品の容器欄を参照

桶（木・プラ） 可燃 袋不可は粗大

おたま（プラ・木） 可燃 金属製は不燃

落ち葉・枯葉 可燃

おにぎり（ｺﾝﾋﾞﾆ・ｽｰﾊﾟｰ等） ⇒ 食品の容器欄を参照

お盆（木・プラ） 可燃 金属製は不燃

お茶

茶がら 可燃
ティーパック・紙フィルター 可燃

容器・包装 ⇒ 食品の容器欄を参照

おもちゃ（プラ・木） 可燃 金属製は不燃

オルガン 粗大

おろし金（金属・陶器・ｾﾗﾐｯｸ） 不燃 プラ製は可燃

温度計（ガラス・金属） 不燃 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式は小電
か カーテン（布・ビニール） 可燃

カーテンレール 粗大

カード類（紙・プラ） 可燃

カーペット 粗大

カーボン紙 可燃

ｶｰﾃﾚﾋﾞ・ｶｰｺﾝﾎﾟ・ｶｰﾅﾋﾞ等 小電 回収 BOXへ

貝殻 不燃

懐中電灯 小電 蛍光管・電球を外す

買い物袋（エコバック等） 可燃

カイロ（使い捨て含む） 可燃

包装（プラ） プラ

化学雑巾 可燃

鏡 不燃 割物は「危険」表示

額縁（金属・ガラス） 不燃 木・プラ製は可燃

家具類 粗大

かご

木・竹・プラ 可燃

金属 不燃

傘 不燃

加湿器 小電 回収 BOXへ

ガスコンロ・ガステーブル 不燃 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙは粗大

ガスボンベ（ＬＰガス） × 販売店に相談

カセットコンロ

本体・ガスボンベ 不燃 中身を使い切る

ガスボンベのフタ プラ

品　目 区分 出し方
か カセットテープ・ケース 可燃

カセットデッキ 小電 回収 BOXへ　

カタログ 雑誌 ひもで縛る

カッターナイフ 不燃「危険」と表示

カップ麺・カップスープ ⇒ 食品の容器欄を参照

金網（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ用等） 不燃

かばん（革・布・ナイロン等）可燃

花瓶（陶器・金属等） 不燃 プラ製は可燃

壁紙（紙・ビニール等） 可燃 袋不可は粗大

鎌（草刈り用） 不燃「危険」と表示

紙おむつ 可燃 汚物は取り除く

紙くず 可燃

紙コップ・紙皿 可燃

紙粘土 可燃

かみそり 不燃「危険」と表示

紙パック（中が白色） 紙パ

紙パック（中が銀色） 可燃

髪の毛 可燃

紙袋 雑誌 ひもで縛る

ガム（ガム・包み紙） 可燃 銀紙も可燃

カメラ（ﾌｨﾙﾑ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式） 小電 回収 BOXへ

カラーボックス 粗大
ガラス（板ガラス・コップ等） 不燃 割物は「危険」表示

軽石 不燃

カレンダー 雑誌 ひもで縛る

革製品 可燃 なるべく金属を除く

缶（スチール・アルミ）

飲料・食料品（缶詰等） 缶 中を洗う

スプレー缶・油の缶 不燃 中身を使い切る

乾燥剤 可燃

緩衝材

紙（段ボール・厚紙） 段ボ ひもで縛る

紙（段ボール類以外） 可燃
発泡スチロール（白色のみ） 発泡 色付きはプラ

プラスチック プラ

乾電池 有害 回収 BOXへ

感熱紙 可燃
き 木くず・枝 粗大（７Ｐ参照）

キーボード（楽器） 粗大

ギター 粗大 ｴﾚｷｷﾞﾀｰは小電

キッチンマット 可燃

キッチン用品 不燃 木・プラ製は可燃

脚立 粗大

きゅうす 不燃 割物は「危険」表示

給湯器 粗大

鏡台 粗大

漁業用資材（網・縄・かご等） × 処理業者へ依頼
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品　目 区分 出し方
き 金魚鉢（ガラス） 不燃 割物は「危険」表示

金庫（手提げ） 不燃

大型・耐火金庫 × 販売店に相談

く クーラーボックス

ビニール・プラスチック 可燃 袋不可は粗大

発泡スチロール 発泡

空気入れ 不燃

空気清浄機 小電 回収 BOXへ

釘 不燃「危険」と表示

草（雑草） 可燃 土を落とす

草刈機（エンジン付き） × 販売店に相談

くさり（金属） 不燃 プラ製は可燃

薬類

紙袋・紙箱 可燃 厚紙は段ボ

包装・容器（プラ） プラ

スプレー缶 不燃 中身を使い切る
ガラス容器・乳白色のビン 不燃 割物は「危険」表示

果物（くず） 可燃

包装・ネット等 ⇒ 食品の容器欄を参照

口紅 ⇒ 化粧品欄参照

靴（布・革・合成皮革等） 可燃 なるべく金属を除く

靴下 可燃

靴べら 可燃 金属製は不燃

クッション 可燃

クリーニングの袋 可燃

車いす 粗大

首輪（ペット用） 可燃 なるべく金属を除く

クレヨン 可燃

グローブ（球技用等） 可燃

くわ 不燃 袋不可は粗大

軍手 可燃
け 蛍光管・蛍光灯 有害 回収 BOXへ

携行缶（ガソリン・灯油用） 不燃

蛍光ペン 可燃

計量カップ 不燃 プラ製は可燃

携帯電話（充電器含む） 小電 回収 BOXへ
携帯音楽プレーヤー（CD ﾌﾟﾚｲﾔｰ等） 小電 回収 BOXへ

毛糸 可燃

ゲーム機（テレビ・携帯用） 小電 回収 BOXへ

ゲームソフト（ｶｾｯﾄﾀｲﾌﾟ） 小電 回収 BOXへ

ゲームソフト（ﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟ） 可燃

消しゴム 可燃

化粧品

容器・フタ（プラ） プラ 中を洗う

ガラス容器 ビン 中を洗う

スプレー缶 不燃 中身を使い切る

乳白色のビン・金属等 不燃

品　目 区分 出し方
け 下駄箱 粗大

ケチャップ ⇒ 調味料欄を参照

血圧計（電気式） 小電 回収 BOXへ

玄関マット 可燃
こ 碁（碁石・碁盤） 不燃 木製は可燃

工具箱（金属） 不燃 木・プラ製は可燃

コーヒー・紅茶 ⇒ お茶欄を参照

コーヒーメーカー 小電 回収 BOXへ

氷まくら 可燃

ござ（ビニール製含む） 可燃

こたつ 粗大

コップ（ガラス） 不燃 割物は「危険」表示

コップ（プラ） 可燃

コピー機（家庭用） 小電 回収 BOXへ

コピー用紙 雑誌 ひもで縛る

ごみ箱（木・プラ） 可燃 金属製は不燃

ゴム（輪ゴム等） 可燃

ゴム管・ゴムホース 可燃
ゴム手袋・ゴム合羽・ゴム長靴 可燃

米袋（プラ） プラ 紙製は可燃

米びつ 粗大

コルクボード 可燃

ゴルフ用品

クラブ・バッグ 粗大

ボール 不燃

グローブ・シューズ 可燃

コンクリートブロック × 販売店に相談
さ 財布（布・革・ビニール等） 可燃

サインペン 可燃 金属製は不燃

酒の容器

紙パック（中が白色） 紙パ 中が銀色は可燃

缶 缶 中を洗う

ビン ビン 中を洗う

ペットボトル PET 中を洗う

陶器・乳白色のビン 不燃

フタ（プラ） プラ 金属製は不燃

フタ（コルク） 可燃

雑誌 雑誌 ひもで縛る

座布団（布・綿・ﾅｲﾛﾝ等） 可燃

皿

ガラス・金属・陶器等 不燃 割物は「危険」表示

紙・木・プラスチック 可燃

ざる（竹・プラ） 可燃 金属製は不燃

三角コーナー 可燃 金属製は不燃

三脚 不燃 袋不可は粗大

サングラス 可燃 ｶﾞﾗｽ・金属製は不燃

サンダル（革・ｺﾞﾑ・ﾋﾞﾆｰﾙ等） 可燃
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品　目 区分 出し方
し シーツ 可燃

CD（本体・ケース） 可燃

CDプレーヤー 小電 回収 BOXへ

シートカバー（革・ﾅｲﾛﾝ等） 可燃

磁石 不燃
下着類 可燃
下敷き（紙・プラ） 可燃

七輪 不燃

湿布薬・袋（中が銀色含む） 可燃

湿布薬のフィルム プラ

包装等 ⇒ 薬類欄を参照

自転車・三輪車 粗大

芝刈り機（家庭用） 粗大

シャープペンシル 可燃 金属製は不燃

蛇口（水道） 不燃

写真（ﾈｶﾞ・ﾌｨﾙﾑ・ｹｰｽ等） 可燃

ジャッキ 不燃 袋不可は粗大

シャベル（園芸用） 不燃

ジャム類 ⇒ 食品の容器欄を参照

シャンプー ⇒ 石鹸類欄を参照

週刊誌 雑誌 ひもで縛る

じゅうたん 粗大

充電式電池 有害 回収 BOXへ

充電器 小電 車用は不燃

収納ボックス 粗大

シュレッダー（家庭用） 不燃 電動式は小電

消火器 × （１０Ｐ参照）

将棋（木・プラ） 可燃

定規（本体・ケース） 可燃 金属製は不燃

消臭剤

紙箱・袋 可燃 厚紙は段ボ

包装・容器（プラ） プラ
ガラス容器・乳白色のビン 不燃

缶 缶 中を洗う

スプレー缶 不燃 中身を使い切る

フタ（プラ） プラ

食品の容器

容器・外箱・袋（紙） 可燃 厚紙は段ボ

銀紙（フタ・包み紙等） 可燃
包装・容器・ネット（プラ） プラ 中を洗う

発泡容器（白色のみ） 発泡 模様付きはプラ

ビン ビン 中を洗う

缶 缶 中を洗う

フタ（プラスチック） プラ 金属製は不燃

照明器具 小電 蛍光管・電球を外す

しょうゆ ⇒ 調味料欄を参照

じょうろ 可燃 金属製は不燃

品　目 区分 出し方
し 除草剤（家庭用） × 販売店に相談

容器（紙・プラ） 可燃

食用油 可燃 紙等に染み込ます

食用油の容器

ペットボトル プラ 中を洗う

缶・ガラス 不燃 中身を使い切る

除湿機 小電 回収 BOXへ

食器洗浄機（卓上型） 小電 大きな物は粗大

食器棚 粗大

食器

紙・木・プラ 可燃

陶器・金属等 不燃 割物は「危険」表示

シンナー類 × 販売店に相談

新聞紙（チラシ含む） 新聞 ひもで縛る
す 水槽 不燃 袋不可は粗大

水中メガネ 不燃 プラ製は可燃

水筒（プラ） 可燃 金属製は不燃

炊飯器 小電 回収 BOXへ

スーツケース 粗大

スキー板・ストック 粗大

スキーキャリア 粗大

スキー・スノーボード靴 可燃 なるべく金属を除く

スケート靴 不燃

スケートボード 不燃

スコップ 粗大

すす（煙突のすす） 不燃

スチール本棚 粗大

ステレオ ⇒ ｵｰﾃﾞｨｵ機器欄を参照

ストーブ 粗大 灯油を抜く

ストッカー（冷凍庫） × （１０Ｐ参照）

ストッキング 可燃

ストロー 可燃

スニーカー靴 可燃

スノーダンプ 粗大

スノーボード 粗大

スパイクシューズ 可燃 なるべく金属を除く

スピーカー 不燃 袋不可は粗大

スプーン（金属・陶器） 不燃 木・プラ製は可燃

スプーンの袋（プラ） プラ

スプレー缶 不燃 中身を使い切る

フタ（プラ） プラ

スポンジ 可燃

スリッパ 可燃
せ 整髪料 ⇒ 化粧品欄を参照

生理用品 可燃

包装袋（プラ） プラ

紙箱 可燃 厚紙は段ボ
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品　目 区分 出し方
せ 石鹸類 可燃

紙箱・紙袋 可燃 厚紙は段ボ

包装・容器（プラ） プラ 中を洗う

詰替袋（プラ） プラ 中を洗う

接着剤（ﾁｭｰﾌﾞ・容器・フタ）可燃 金属製は不燃

せともの 不燃 割物は「危険」表示

セロハン 可燃

セロハンテープ 可燃

ゼリー ⇒ 食品の容器欄参照

扇子（竹・木・紙・プラ等） 可燃 金属製は不燃

洗剤 ⇒ 石鹸類欄を参照

洗車ブラシ（プラ） 可燃

洗濯ばさみ 可燃 金属製は不燃

洗濯機 × （１０Ｐ参照）

扇風機（ｻｰｷｭﾚｰﾀｰ含む） 小電 家庭用のみ

洗面器 可燃 金属製は不燃
そ 雑巾 可燃

掃除機 小電 回収 BOXへ

ソース ⇒ 調味料欄を参照

ソファー 粗大

そり 粗大

そろばん（木・プラ） 可燃
た 体温計

水銀 有害 回収 BOXへ

デジタル式 小電 回収 BOXへ

ケース 可燃 金属製は不燃

体脂肪計・体組成計 小電 回収 BOXへ

体重計（機械式） 不燃 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式は小電

耐熱ガラス製食器 不燃 割物は「危険」表示

タイヤ・ホイール × 販売店に相談

タオル 可燃

タオル掛け 可燃 金属製は不燃

竹ぼうき 粗大

畳 粗大

タッパー（食品保存用） 可燃

タバコ

吸殻・外箱・包紙（銀紙） 可燃

外装フィルム（プラ） プラ

卵（殻） 可燃

容器類 ⇒ 食品の容器欄を参照

玉ねぎネット プラ

樽（木・プラ） 可燃 袋不可は粗大

たわし 可燃 金属製は不燃

単行本 雑誌 ひもで縛る

タンス 粗大

段ボール 段ボ ﾃｰﾌﾟ・金属は除く

アルミ・ロウ加工あり 可燃

品　目 区分 出し方
ち チェーンソー × 販売店に相談

チャイルド・ジュニアシート 不燃 袋不可は粗大

茶碗（陶器） 不燃 木・プラ製は可燃

注射器・注射針 × 医療機関に相談

調味料

紙袋・紙箱 可燃 厚紙は段ボ

包装・容器（プラ） プラ 中を洗う

フタ（プラ） プラ 金属製は不燃

ビン ビン 中を洗う

缶 缶 中を洗う

ペットボトル PET 中を洗う

油を含むもの（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等） ⇒ 食用油の容器欄を参照

乳白色のビン・その他容器 不燃

チラシ（新聞折込） 新聞 ひもで縛る

ちりとり（プラ） 可燃 金属製は不燃
つ 杖 不燃 袋不可は粗大

使い捨てライター 不燃 中身を使い切る

机 粗大

つまようじ 可燃

爪切り 不燃

つり道具 不燃 袋不可は粗大
て ＤＶＤ（本体・ケース） 可燃

ＤＶＤプレーヤー 小電 回収 BOXへ

テーブル 粗大

テーブルクロス 可燃

ティッシュペーパー 可燃

紙箱 可燃 厚紙は段ボ

包装・取出口（プラ） プラ
テープ類 可燃
手紙 可燃

デスクマット 可燃

鉄板 不燃 袋不可は粗大

テニスラケット 不燃 木製は可燃

手袋（革・布・ｺﾞﾑ・ﾅｲﾛﾝ等）可燃

手ぬぐい 可燃

テレビ × （１０Ｐ参照）

テレビ台 粗大

テレフォンカード 可燃

電動ミシン 小電 回収 BOXへ

電気コード 不燃 付属品は小電

電気スタンド 小電 回収 BOXへ

電気ポット 小電 回収 BOXへ

電気毛布 不燃

電球 有害 回収 BOXへ

電子ジャー 小電 回収 BOXへ

電子手帳 小電 回収 BOXへ

電子レンジ 小電 回収 BOXへ
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品　目 区分 出し方
て 電卓 小電 回収 BOXへ

電池 有害 回収 BOXへ

テント 粗大

電話機 小電 回収 BOXへ
と トイレマット 可燃

トイレブラシ 可燃

陶器・陶磁器 不燃 割物は「危険」表示

灯油タンク

屋外用（大型のもの） × 販売店に相談

屋内用（小型のもの） 不燃 完全に中身を抜く

時計（機械式） 不燃 デジタル式は小電

トタン 粗大

ドライヤー 小電 回収 BOXへ

ドラム缶 × 販売店に相談

トランプ（紙・プラ） 可燃

塗料 × 販売店に相談

容器（ビン・缶・ｽﾌﾟﾚｰ缶）不燃 中身を使い切る

トレイ類
発泡スチロール（白色のみ） 発泡 模様付きはプラ

プラスチック プラ 汚れを洗う

ドレッシング ⇒ 調味料欄を参照
な ナイフ 不燃「危険」と表示

長靴 可燃

納豆 ⇒ 食品の容器欄を参照

鍋 不燃

鍋敷き・鍋つかみ 可燃 金属製は不燃

生ごみ 可燃 水気を十分に切る

生花 可燃

縄跳び 可燃
に 乳酸飲料 ⇒ 食品の容器欄を参照

乳製品 ⇒ 食品の容器欄を参照

入浴剤

紙箱 可燃 厚紙は段ボ

缶 缶 中を洗う

包装・容器 ( プラ ) プラ 中を洗う

人形・人形ケース

紙・木・布・プラ・ゴム 可燃

金属・陶器・ガラス等 不燃 割物は「危険」表示

ぬ ぬいぐるみ 可燃

縫い針・まち針 不燃「危険」と表示

布類 可燃
ね ネクタイ 可燃

ネクタイピン 不燃

ネット（野菜・果物包装用） ⇒ 食品の容器欄を参照

寝袋 可燃

練りわさび・からし等 ⇒ 調味料欄を参照

粘土 不燃

品　目 区分 出し方
の ノート 可燃

農業用資材（ｼｰﾄ類・ｺﾝﾃﾅ等） × 処理業者へ依頼

糊（チューブ・容器・フタ） 可燃 金属製は不燃

海苔 ⇒ 食品の容器欄を参照

は バーベキューコンロ 不燃 袋不可は粗大
灰皿（金属・ガラス等） 不燃
はがき 可燃

はかり 不燃 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式は小電

はけ 可燃

バケツ 可燃 金属製は不燃

はさみ 不燃「危険」と表示

はし（木・竹・プラ） 可燃 金属製は不燃

はしご 粗大

箸箱 可燃 金属製は不燃

バスタオル 可燃

バスマット 可燃

パズル（紙・プラ） 可燃

パソコン 小電（１０Ｐ参照）

バター ⇒ 食品の容器欄を参照

バッテリー（車用） × 販売店に相談

発電機 × 販売店に相談

バット（球技用） 粗大

発泡スチロール容器 ⇒（８Ｐ参照）

バドミントンラケット 不燃 木製は可燃

花火 可燃

歯ブラシ 可燃 電動は小電

包装（プラ） プラ

包装（紙） 可燃

歯磨き粉

紙箱 可燃 厚紙は段ボ

チューブ・フタ（プラ） プラ 中を洗う

針・針金 不燃「危険」と表示

ハンガー

木・プラ 可燃

金属 不燃

ハンカチ 可燃

ばんそうこう 可燃

ハンドミキサー 小電 回収 BOXへ

パン ⇒ 食品の容器欄を参照

パンフレット 雑誌 ひもで縛る
ひ ピアノ × 販売店に相談

ビール ⇒ 酒の容器欄を参照

ひげ剃り（Ｔ字カミソリ等） 不燃「危険」と表示

電動シェーバー 小電 回収 BOXへ

ビデオカメラ 小電 回収 BOXへ

ビデオテープ・ケース 可燃

ビデオデッキ 小電 回収 BOXへ
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品　目 区分 出し方
ひ ビニール（家庭用） 可燃 事業用は処理業者

ビニールホース（家庭用） 可燃 70cm以下に切断

ひも（紙・布・麻・ﾌﾟﾗ・ﾋﾞﾆｰﾙ） 可燃 事業用は処理業者

ビン類

飲料・調味料・化粧品用 ビン 中を洗う
油用・乳白色ビン・その他 不燃 中身を使い切る

ビンのふた（プラ） プラ 金属製は不燃
ふ ファイル（紙・プラ等） 可燃 金属は除く

ファクシミリ（家庭用） 小電 回収 BOXへ

フィルム・フィルムケース 可燃

風船（ゴム・紙） 可燃

封筒 雑誌 ひもで縛る

フォーク（金属） 不燃 木・プラ製は可燃

筆・筆入れ（布・プラ） 可燃 金属製は不燃

布団・布団カバー 可燃

布団乾燥機 小電 回収 BOXへ

布団たたき（木・プラ） 可燃

フライ返し 可燃 金属製は不燃

フライパン 不燃

ブラインドカーテン 粗大

ブラシ（毛・木・プラ） 可燃

プラモデル 可燃

紙箱 可燃 厚紙は段ボ

包装（プラ） プラ

プランター（木・プラ） 可燃 袋不可は粗大

ふりかけ ⇒ 食品の容器欄を参照

プリン ⇒ 食品の容器欄を参照

プリンター（家庭用） 小電 回収 BOXへ

インクカートリッジ 不燃

※郵便局・役場に無料回収 BOX設置
フロッピーディスク・ケース 可燃

風呂のいす（木・プラ） 可燃

風呂のふた 粗大
へ ヘアースタイリング剤 ⇒ 化粧品欄へ

ベッド 粗大

ペットフード（容器） ⇒ 食品の容器欄を参照

ヘッドホン 小電 回収 BOXへ

ペット用首輪（革） 可燃 鎖・金具は不燃

ペット用トイレ（シート） 可燃 汚物は取り除く

ペット用トイレ（砂） 不燃

ペットボトル PET ﾌﾀ・ﾗﾍﾞﾙを取る

フタ・ラベル プラ フタは洗う

ベニヤ板 可燃 袋不可は粗大

ベビーベット 粗大

ベルト（革・布） 可燃 なるべく金属を除く

ヘルメット 可燃 金属製は不燃

ペン 可燃 金属製は不燃

品　目 区分 出し方
へ ペンキ缶（プラ） 可燃 金属製は不燃

弁当（食べ残し） 可燃

容器（プラ） プラ 汚れを洗う

発泡容器（白色のみ） 発泡 模様付きはプラ

バラン（中仕切り） 可燃
ほ ほうき（木・プラ） 可燃

芳香剤 ⇒ 消臭剤欄を参照

帽子 可燃

包装紙 雑誌 ひもで縛る

包装フィルム（プラ） プラ

包丁 不燃「危険」と表示

ボウル（金属・ガラス） 不燃 木・プラ製は可燃

ホース・ホースリール 可燃 金属製は不燃

ボール（球） 可燃

ボールペン 可燃 金属製は不燃

ポスター 雑誌 ひもで縛る

ボタン（木・プラ） 可燃 金属製は不燃

ボタン電池 有害 回収 BOXへ

ホチキス 不燃

ポット 不燃 電気式は小電

ホットカーペット 不燃

ホットプレート 小電 回収 BOXへ

ポテトチップス ⇒ 食品の容器欄を参照

ポリタンク 可燃 20ℓまで

保冷剤 可燃

本 雑誌 ひもで縛る

本棚 粗大
ま マーガリン ⇒ 食品の容器欄を参照

マイク 小電 回収 BOXへ

巻尺・メジャー 不燃 プラ製は可燃

枕 可燃

マジックペン 可燃 金属製は不燃

マスク 可燃

マッサージチェア 粗大

マットレス 粗大

窓ガラス 不燃「危険」と表示

まな板（木・プラ） 可燃

ママさんダンプ 粗大

マヨネーズ ⇒ 食品の容器欄を参照

万歩計 小電 回収 BOXへ

万年筆 不燃 プラ製は可燃
み みかん等のネット袋 プラ

ミキサー（家庭用） 小電 回収 BOXへ

ミシン 粗大 電気式は小電

水枕（ゴム等） 可燃

みそ ⇒ 食品の容器欄を参照

耳かき 可燃 金属製は不燃
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品　目 区分 出し方
み 耳かけ 可燃

みりん ⇒ 食品の容器欄を参照

む 麦茶 ⇒ お茶欄を参照

虫かご・虫取り網 可燃 金属製は不燃

虫除け剤 ⇒ 薬類欄を参照

無線機 小電 回収 BOXへ
め 名刺・ケース 可燃 金属製は不燃

メガネ・ケース 可燃 ｶﾞﾗｽ・金属は不燃

目薬 ⇒ 薬類欄を参照

綿棒 可燃
も 毛布 可燃 袋不可は粗大

餅つき器 小電 大きな物は粗大

モップ（フロアモップ） 不燃 モップ糸は可燃

モップ（ハンディモップ） 可燃

物干し台・竿 粗大

モバイルバッテリー 有害 回収 BOXへ
や やかん 不燃

焼肉用コンロ 不燃 袋不可は粗大

薬品 × 販売店に相談

野菜（くず） 可燃

包装・ネットなど ⇒ 食品の容器欄を参照

やすり 不燃 紙やすりは可燃
ゆ 郵便受け 不燃 木製は可燃

湯たんぽ 不燃 プラ製は可燃

湯飲み茶わん（陶器） 不燃 割物は「危険」表示

湯沸かし器 粗大
よ ヨーグルト ⇒ 食品の容器欄を参照

ヨーヨー（玩具） 可燃 金属製は不燃
ら ライター 不燃 中身を使い切る

ラジオ・ラジカセ 小電 回収 BOXへ

ラジコン 小電 回収 BOXへ

ラップ 可燃

箱・芯（紙） 可燃 厚紙は段ボ

カッター部分（金属） 不燃 紙製は可燃

ランタン 不燃

ランドセル 可燃

ランニングマシーン 粗大
り リップクリーム ⇒ 化粧品欄を参照

リビングボード 粗大

リモコン 小電

リヤカー 粗大

リュックサック 可燃

リンス ⇒ 石鹸類欄を参照
る ルーフボックス（車用） 粗大
れ 冷蔵庫・冷凍庫 × （１０Ｐ参照）

冷凍食品・レトルト食品 ⇒ 食品の容器欄を参照

レコード・ジャケット 可燃

品　目 区分 出し方
れ レジ袋 プラ

レジャーシート 可燃

レンジパネル 不燃

レンガ × 販売店に相談
ろ ロウソク 可燃

ロープ 可燃 ひも欄を参照

ローラースケート 不燃 プラ製は可燃

ロッカー 粗大
わ ワープロ 小電 回収 BOXへ

ワイパー 不燃

ワイン ⇒ 酒の容器欄を参照

輪ゴム 可燃

ワックス（容器）

プラスチック プラ 中身を使い切る

金属 不燃

割り箸 可燃

　この表には、一般的な品目を掲載して
いますので、記載のない品目については、
同じような品目や材質を参考に分別をお
願いいたします。
　分別の方法などで、分からないことが
ありましたら、町民課生活環境係（電話：
２－１２１３）までお問い合わせくださ
い。
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　私たちの生活は「大量生産・大量消費」の時代となり、豊かな社会を実現する一方で、「使い捨て」
などごみは増大してきました。そのごみの処理方法である焼却処分は、ダイオキシンや一酸化炭
素を排出する問題があり、埋立処分では処分地の確保や水処理、メタンガス発生など生活環境へ
の大きな負担となっています。
　限りある資源の消費を抑え、ごみの減量化や環境への負荷を軽減するためには「分別収集」と
「３Ｒ」を積極的に行わなければなりません。「ごみ分別の手引き」を参考に「分別」・「３Ｒ」の
推進にご理解とご協力をお願いします。


