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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

あ IH製品 炊飯器 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ヒーター 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

アイスクリーム類 プラスチックの袋、容器 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
木製、プラスチック製の棒、へら 燃やせる
紙のカップ、フタ 燃やせる つぶして構いません

アイスノン アイスノン 燃やせる

ごみ分別辞典の調べ方ごみ分別辞典の調べ方50音別50音別

一般家庭から排出が予想される品名をわかりやすく50音別に整理
してあります。
品名の掲載がない場合は、似ているものを参考にしてください。
わからない場合は担当までお電話ください。

❶ 索引。

❷ 品名。掲載のない場合は似ている物を参考にしてください。

❸ 素材など。1つのものを細かく分別する場合があります。
　 本書を参考に分別にご協力ください。

❹ 分別。指定された方法でごみを捨ててください。
❺ 注意事項。ごみの出し方で注意点がある場合があります。
　 確認して正しい方法でごみを捨ててください。

詳しい区分説明は
P7～P24をご覧ください。

❶

❷

❸ ❹ ❺
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❶

❷

❸ ❹ ❺

燃やせるごみ燃やせるごみ

燃やせないごみ燃やせないごみ

●ピンク色の町指定ごみ袋に入れてください。（事業所で使用したものは白色です） 
●長いもの・大きいものは、四辺が５０㎝以下に切るなどしてください。
●生ゴミ類は、水をよく切ってください。
●衣類等は洗って、町の公共施設に設置されている「繊維リサイクルBOX」へ。
　※汚れている物、ペットに使用した物は50㎝以下に切って出してください。

●緑色の町指定ごみ袋に入れてください。（事業所で使用したものは青色の袋です）
●家電リサイクル対象品、パソコンは収集しません。
●ガラスや包丁など鋭利なものは、紙に包んでください。
●スプレーやカセットボンベなどは、必ず使い切って穴を開けずに出してください。
●袋に入らないものは「粗大ごみ」です。

生ごみ類

皮類紙類

陶器・ガラス類
小型家電製品類

金属・刃物類

穴は開けない→

カセットテープ ビデオテープ

プラスチック類
ゴム類

その他

ラップ、ポリタンク、バケツ、プラスチック製
の洗面器、おもちゃなど

ホタテの貝殻、ペットのフンの砂、
木の枝、固めた食用油など

※50㎝以下に切るなどして下さい
※50㎝以下に
切って下さい
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びんびん

ペット・トレー・発泡ペット・トレー・発泡

容器包装（プラ）容器包装（プラ）

●オレンジ色の町指定ごみ袋に入れてください。（一般家庭・事業所兼用）
●商品の外側のフィルムも含まれます。
●汚れているものは軽くすすいでください。
●汚れているもの・汚れが取れないものは「燃やせるごみ」です。

●茶色の町指定ごみ袋に入れてください。（一般家庭・事業所兼用）
●乳白色のびん・割れたびん・耐熱ガラス（哺乳瓶など）は
　「燃やせないごみ」です。
●ふたは必ず外してください。プラスチック製はオレンジ、
　その他は緑色の袋です。

●赤色の町指定ごみ袋に入れてください。（一般家庭・事業所兼用）
●ペットボトルのキャップは、オレンジ色の袋に入れてください。 
●軽くすすいでください。つぶさないでください。
●ペットボトルの包装は剥がして、オレンジ色の袋に入れてください。       
●発泡スチロールは割って入れても構いません。

マークに注目!!

カップ麺、アイス
などの容器

お菓子、
コンビニ
などの袋

カップ類
その他容器類

袋類
弁当、卵、錠剤の容器、
果物のネットなど

マークに注目!!

マヨネーズ、シャンプー、
洗剤などの容器

ボトル・チューブ類

栄養ドリンク

白色トレー

発泡スチロール

ペットボトル

ジュース・コーヒー

ジャムなどの食品
しょう油

ビール

一升瓶

油

空缶空缶
●黄色の町指定ごみ袋に入れてください。（一般家庭・事業所兼用）
●空き缶はつぶさないでください。
●軽くすすいでください。
●たばこの吸殻等を入れないでください。

マークに注目!!

ジュース・酒類

お菓子の缶 ペットフード 粉ミルク

缶詰
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画用紙

ポスター

タバコの箱
お菓子の箱

おもちゃの箱

中が銀色の紙パック

洗剤の箱 包装紙
紙袋

容器包装（紙）容器包装（紙）
●灰色の町指定ごみ袋に入れてください。（一般家庭・事業所兼用）
●紙製であっても容器包装でなければ、ピンク色の袋に入れてください。
●箱等はつぶしても構いません。

マークに注目!!

新聞新聞

雑誌雑誌

●チラシも一緒にして構いません。
　ヒモ等で十字に縛ってください。

●雑誌・週刊誌・パンフレット・マンガ・電話帳・
　文庫本・カレンダーなども
　一緒にして構いません。ヒモ等で
　十字に縛ってください。
●感熱紙・写真・カーボン紙は
　「燃やせるごみ」です。

紙パック紙パック
●水ですすぎ、切り開いて乾かし、
　ヒモ等で十字に
　縛ってください。

段ボール段ボール
●つぶしてヒモ等で十字に縛ってください。
●ロウ引き段ボールは
　「燃やせるごみ」です。

コピー用紙コピー用紙
●コピー用紙・上質紙なども
　一緒で構いません。
　ヒモ等で十字に
　縛ってください。
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家電リサイクル家電リサイクル PCリサイクルPCリサイクル
●エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
　衣類乾燥機などは
　家電リサイクル対象品です。
　町では収集できません。
　取扱店等に申し出てください。

●ノートパソコン・デスクトップパソコン・
　パソコンモニターなどは
　パソコンリサイクル対象品です。
　町では収集できません。各メーカーの
　受付窓口へお問い合わせください。

冷蔵庫・冷凍庫

エアコン

テレビ 乾燥機

洗濯機

粗大ごみ粗大ごみ
●粗大ごみ用処理証紙（青色のシール）を貼ってください。（事前申込が必要です）
●町指定ごみ袋に入らない物も「粗大ごみ」です。
●粗大ごみを出す場合は、収集日の前日までに下記業者へお申し込み願います。
●渡邊清掃㈱ 0120-79-3106　左記がつながらない場合は0153-82-2220

タンス

自転車

じゅうたん

ベビーカー

オルガン・エレクトーン イス・ソファー チャイルドシート

ママさんダンプ

ベッド

机

ギター

ストーブ

ふとん
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危険ごみ危険ごみ

収集不可収集不可

●透明な袋に入れてください。
　（収集は『燃やせないごみ』の日です）

●町では収集できません。
　それぞれ販売店・ガソリンスタンド・自動車修理工場などへお問い合わせください。

繊維リサイクル繊維リサイクル
●洗濯したものに限ります。
●汚れのひどい物、カビが生えている物、ペットに使用した物はリサイクルできません。
●町の公共施設に設置されている「繊維リサイクルBOX」へ入れてください。
●キラリ工房（TEL82-1323）への直接持参も可能です。

タオル・タオルケット

全ての衣類

カーテンフリース

シーツ・毛布

クッション

蛍光灯（管）

未使用花火

ライター

未使用マッチ 未使用発煙筒

チャッカマン

モバイルバッテリーリチウムイオン電池

乾電池

タイヤ 消火器

プロパンガス

漁網

車などのバッテリー

エンジンオイル

ぬいぐるみ

毛糸類

●役場　　　●保健福祉センター
●図書館　　●キラリ児童館
●あすぱる　●総合体育館
●川北生涯学習センター
●標津認定こども園あおぞら

繊維リサイクルBOX設置場所

体温計 着火剤
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

あ IH製品 炊飯器 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ヒーター 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

アイスクリーム類 プラスチックの袋、容器 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
木製、プラスチック製の棒、へら 燃やせる
紙のカップ、フタ 燃やせる つぶして構いません

アイスノン アイスノン 燃やせる
アイスピック アイスピック 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
アイスボックス アイスボックス 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
アイロン アイロン 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

アイロン台 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
アイロン用のり（プラスチックボトル） 容器包装（プラ） 使い切ってください
アイロン用のり（スプレー缶） 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください

アウトドア用椅子 椅子 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
あかすり 布製、化学繊維製 燃やせる
空き缶 飲料、食品が入っていたもの 空き缶 汚れていたらすすいでください
アクセサリー類 金属製 燃やせない

木製、プラスチック製 燃やせる
アタッシュケース 布製 燃やせる 50㎝以下にしてください

金属製 燃やせない
圧力釜 金属製 燃やせない
圧力鍋 金属製 燃やせない
アトマイザー（香水噴霧器）アトマイザー 燃やせない
穴あけパンチ 穴あけパンチ 燃やせない
油（食用） 油 燃やせる 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固めてください

プラスチック製のボトル、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
缶の容器 空き缶 軽くすすいでください
びんの容器 びん 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない

油こし紙 紙製 燃やせる
雨合羽 ゴム製、ビニール製 燃やせる
編み機 本体 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
網戸 網戸 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
編み針 木製、プラスチック製 燃やせる

金属部分 燃やせない
アルカリ電池 電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
アルバム 本体 燃やせる

金属部分 燃やせない
アルミホイール アルミ製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
アルミホイル 金属の刃、アルミホイル 燃やせない

芯、紙製の刃 燃やせる
アルミホイルの紙の箱 容器包装（紙） つぶして構いません

安全ピン 安全ピン 燃やせない
アンテナ アンテナ、室内アンテナ、ケーブル 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
アンプ 大型アンプ 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

小型アンプ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

い 育毛剤 スプレー缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください
プラスチック製の容器、 容器包装（プラ） 使い切ってください
包装パック、ふた 容器包装（プラ）
びんの容器 燃やせない
紙製の箱 燃やせる つぶして構いません

衣類 衣類 繊維リサイクル 汚れているものは「燃やせるゴミ」です
ビニール製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の包装紙 容器包装（紙）

イス 金属、プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

衣装ケース ケース 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
一升瓶 びん びん 軽くすすいでください
板 板 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
一眼レフカメラ 本体 燃やせない
ETC関係 ETC車載ユニット、機器 燃やせない

ETCカード 燃やせない 切ってください
一輪車 一輪車 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

標津町ごみ分別辞典

7



品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

い 一斗缶 一斗缶 燃やせない 使い切ってください
事業所で使っている場合は産業廃棄物です

糸 糸 燃やせる
糸の芯（紙製、木製、プラスチック製） 燃やせる

犬小屋 木製、プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
イヤホン イヤホン 燃やせない

イヤホンマイク 燃やせない
入れ歯 入れ歯 燃やせない

入れ歯安定剤（プラスチック製の容器）容器包装（プラ）
入れ歯安定剤（紙製の箱） 容器包装（紙）

色鉛筆 色鉛筆、プラスチック製のペン 燃やせる
金属製のケース 燃やせない 中は空にしてください
プラスチック製の中じき 容器包装（プラ）
紙製の中じき 容器包装（紙）

印鑑 象牙、金属印鑑 燃やせない
木製、プラスチック製の印鑑 燃やせる
革製、プラスチック製の印鑑ケース 燃やせる

インク プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ） 使い切ってください
インクカートリッジ パソコン用 燃やせる できるだけ販売店に渡しリサイクルしましょう
インスタント食品 プラスチック製の容器、袋、包装パック、トレー 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

調味料のミニパック 容器包装（プラ） 汚れが取れない場合は「燃やせるごみ」です
アルミ製の容器 燃やせない

インパクトドライバー インパクトドライバー 燃やせない

う 植木鉢 プラスチック製、木製、植物性の鉢、皿プランター 燃やせる
陶器製の鉢 燃やせない 割れている場合、紙に包んで安全にしてください

ウエットティッシュ ウエットティッシュ 燃やせる
ウォッシャー液 プラスチック製の容器、ふた、ふくろ 燃やせない

プラスチック製の容器 燃やせない 使い切ってください
事業所で使っている場合は産業廃棄物です

うがい薬 プラスチック製の容器 容器包装（プラ） 使い切ってください
浮き輪 ビニール製、ゴム製の浮き輪 燃やせる
臼 木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
薄め液 プラスチック製の容器 容器包装（プラ） 使い切ってください
うちわ 木製、竹製、プラスチック製 燃やせる
腕時計 腕時計 燃やせない
梅干し プラスチック製の容器とふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

びんの容器 びん 軽くすすいでください

え エアコン エアコン 家電リサイクル 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

HDDレコーダー HDDレコーダー 燃やせない
栄養ドリンク びん製の容器 びん 軽くすすいでください

金属製のキャップ 燃やせない
液体洗剤の容器 プラスチック製 容器包装（プラ） 使い切ってください
枝類 枝、葉、草、木、花 燃やせる
SDメモリーカード SDメモリーカード 燃やせない
絵の具 プラスチック製のふた 容器包装（プラ）

プラスチック製のチューブ 燃やせる
アルミ製のチューブ 燃やせない
金属製の箱 燃やせない

エプロン 布製、ビニール製、ナイロン製 燃やせる
MD ディスク、ケース 燃やせる

包装パック 容器包装（プラ）
エレクトーン エレクトーン 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
園芸用品 プラスチック製容器、ふた、肥料等のビニール袋 容器包装（プラ） 使い切ってください

なえ木などの黒いポット 容器包装（プラ） 空にしてください
プラスチック製、木製、植物性の鉢、皿プランター 燃やせる
陶器製の鉢 燃やせない 割れている場合、紙に包んで安全にしてください

エンジンオイル 収集不可 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

エンジンオイルの缶 エンジンオイルの缶 燃やせない 使い切ってください
（自宅で使った物に限る） 事業所で使っている場合は産業廃棄物です

延長コード コード、ドラム式コード 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
煙突 トタン製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
鉛筆 鉛筆、削りカス 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

え 鉛筆 １ダース入りのプラスチック製の箱 容器包装（プラ）
鉛筆削り 電動式、手動式 燃やせない

お オーディオ機器 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
オートバイ オートバイ 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
オードブル皿 プラスチック製 容器包装（プラ）

瀬戸物、ガラス製 燃やせない
オーブントースター オーブントースター 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
オーブンレンジ オーブンレンジ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
置時計 置時計 燃やせない
桶（おけ） 木製、プラスチック製 燃やせる
おしぼり おしぼり 燃やせる 使い切ってください

使い捨ておしぼりの袋 容器包装（プラ）
おたま 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
落ち葉 落ち葉、草、雑草など 燃やせる
斧 斧 燃やせない
お盆 ステンレス 燃やせない

木製、プラスチック製 燃やせる
お守り お守り 燃やせる
おまる プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
おもちゃ プラスチック製、木製 燃やせる

金属製 燃やせない
プラスチック製の箱 容器包装（プラ）
包装紙 容器包装（紙）

折りたたみ椅子 折りたたみ椅子 燃やせない
折りたたみ自転車 折りたたみ自転車 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
オルガン 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
おろし金 金属製、陶器製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
温度計 水銀の入っているもの 危険ごみ 透明の袋に入れて出してください。

水銀の入っていないもの 燃やせない

か カーテン 生地 繊維リサイクル 汚れているものは、50㎝以下にして「燃やせるゴミ」です
指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

金具、レール 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
カード プラスチック製、紙製（クレジットカードなど）燃やせる クレジットカードは切ってください
カーペット カーペット 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
カーボン紙 カーボン紙 燃やせる
絵画 絵画 燃やせる
貝殻類 ホタテ、アサリ、シジミなど 燃やせる 事業所で使っている場合は産業廃棄物です
懐中電灯 懐中電灯 燃やせない 電池を外してください

電池 危険ごみ 透明の袋に入れて出してください。
買い物袋 プラスチック製（レジ袋など） 容器包装（プラ）

紙製 容器包装（紙）
カイロ 蒸気タイプ、リサイクルカイロ、貼るタイプ 燃やせない
鏡 鏡 燃やせない 割れている場合、紙に包んで安全にしてください
鏡餅 飾り 燃やせない

プラスチック製の容器、包装 容器包装（プラ）
鍵 鍵 燃やせない
かき氷機 かき氷機（手動） 燃やせない
学習机 机 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
額縁 木製、プラスチック製 燃やせる

ガラス 燃やせない
家具類 木製、金属製、スチール製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
かご 竹、わら、ナイロン、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください

金属製 燃やせない
傘 傘 燃やせない
火災報知器 火災報知器 燃やせない
加湿器 加湿器 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
菓子類 プラスチック製の外袋（ポテトチップスなど）容器包装（プラ） 空にしてください

プラスチック製のトレー（チョコ、和菓子など）容器包装（プラ）
缶の容器 空き缶 空にしてください
びんの容器 びん 空にしてください
プラスチックのふた 容器包装（プラ）
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

か 菓子類 金属製のふたなど 燃やせない
ガスコンロ ガスコンロ、ガステーブル 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
ガスボンベ（LP） ガスボンベ（LP） 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
ガスボンベ（カセット式）ガス缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください
ガス湯沸かし器 ガス湯沸かし器 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
カセットコンロ カセットコンロ 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
カセットテープ カセットテープ 燃やせない

ケース 燃やせる
包装パック 容器包装（プラ）

カセットデッキ カセットデッキ 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
楽器類 楽器（電子式の小型のもの） 燃やせない

楽器・ケース（大型） 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
楽器スタンド 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
楽器用フットペダル 燃やせない

カッター カッター 燃やせない 刃は紙で包んで、安全にしてください
カッターマット カッターマット 燃やせる 50㎝以下にしてください

指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
ガット ガット（テニス、バドミントン） 燃やせない
カップ麺 プラスチック製、発泡スチロール製の容器、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

紙製のふた 容器包装（紙）
透明のパッケージフィルム 容器包装（プラ）
調味料のミニパック 容器包装（プラ） 使い切ってください

蚊取り線香 蚊取り線香 燃やせる
缶の容器 燃やせない

金網 金網 燃やせない
金具 金具 燃やせない
金ざる 金ざる 燃やせない
金だらい 金だらい 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
金たわし 金たわし 燃やせない
かなづち かなづち 燃やせない
金やすり 金やすり 燃やせない
加熱式タバコ 本体 燃やせない

吸い殻 燃やせる
カーナビ 本体、ナビ用アンテナ 燃やせない
画板 木製 燃やせる 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
かばん 布製、革製、ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください
花瓶 金属製、ガラス製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください

プラスチック製 燃やせる
鎌 草刈鎌 燃やせない 紙で包んで安全にしてださい
釜 釜（調理用品） 燃やせない
かまぼこ板 板 燃やせる
紙おむつ 紙おむつ 燃やせる 汚物はトイレに流してください

プラスチック製の袋 容器包装（プラ）
紙くず 紙くず 燃やせる
紙コップ 紙コップ、紙皿など 燃やせる
カミソリ カミソリ 燃やせない 紙に包んで安全にしてください

プラスチック製の箱、パック 容器包装（プラ）
紙粘土 紙粘土 燃やせる

プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）
紙パック 紙パック（中が銀色） 容器包装（紙） つぶして構いません

紙パック（中が白色） 紙パック すすいで切り開き乾かして
ひもで十文字に縛ってください

紙類 ビニール紙、油紙、防水加工紙、感熱紙 燃やせる
ファックス用紙、カーボン紙、写真
上質紙、コピー用紙、色紙、チラシ、模造紙 雑誌類 ひもで十文字に縛ってくださいボール紙、画用紙、パンフレット、ポスターなど

ガムテープ ガムテープ、布テープ、ビニールテープ、芯 燃やせる
プラスチック製の包装紙 容器包装（プラ）

カメラ カメラ、使い捨てカメラ 燃やせない
ネガフィルム 燃やせる
バッテリー 危険ごみ 透明の袋に入れて出してください
フィルムケース、プラスチック製包装袋 容器包装（プラ）

カラーコンタクトレンズカラーコンタクトレンズ 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

か カラーボックス 木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ガラス ガラス 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
ガラス洗浄剤 プラスチック製の容器 容器包装（プラ） 使い切ってください
カラビナ カラビナ 燃やせない
軽石 軽石（浴室用品） 燃やせない
かるた 紙製、プラスチック製のカード、ケース 燃やせる
カレールー プラスチック製のパック、トレー 容器包装（プラ） 空にしてください

カレー粉などの缶 空き缶 軽くすすいでください
カレンダー 紙製、布製 燃やせる

金属部分 燃やせない
革製品 革製品 燃やせる
缶 ジュース、缶詰、のりの缶など 空き缶 軽くすすいでください

一斗缶、塗料の缶 燃やせない 使い切ってください
エンジンオイルの缶 燃やせない 事業所で使っている場合は産業廃棄物です

缶切り 缶切り 燃やせない
乾燥機（衣類用） 家電リサイクル
乾燥剤 乾燥剤 燃やせる
乾電池 乾電池 危険ごみ 透明の袋に入れて出してください
感熱紙 感熱紙 燃やせる

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
缶バッチ 缶バッチ 燃やせない

き 木 樹木、丸太など 粗大 １ｍ程度に切ってください
木、藻屑、小枝、枝打ちなど 燃やせる 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です

キーボード キーボード 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
キーホルダー 革製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
貴金属 指輪、ネックレス、ピアスなど 燃やせない
ギター ギター 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
キッチンタオル 紙製、布製 燃やせる
キッチンマット 布製、ビニール製 燃やせる 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
きね 木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
木箱 木製 燃やせる 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
脚立 金属製、プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
キャップ類 木製、アルミ製、コルク製（ワインなど）燃やせる

金属製（ビール瓶のふたなど） 燃やせない
プラスチック製（ペットボトルのふたなど）容器包装（プラ）
紙製（牛乳瓶のふたなど） 容器包装（紙）

キャリーバッグ キャリーバッグ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
急須（きゅうす） 陶器、金属製 燃やせない 割れている場合は、紙で安全にしてください
牛乳 紙パック（中が白色） 紙パック すすいで切り開き乾かして

ひもで十文字に縛ってください
紙パック（中が銀色） 容器包装（紙） つぶして構いません
びんの容器 びん 軽くすすいでください
プラスチック製の三角パック 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

給油ポンプ プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
きりふき プラスチック製 燃やせる
金魚鉢 プラスチック製 燃やせる 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください

ガラス製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
金庫 金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

く 空気入れ 空気入れ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
草 落ち葉や、雑草など 燃やせる
くさり 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる ５０㎝以下に切ってください
切れない場合は「燃やせないごみ」です

くし プラスチック製、木製、竹製 燃やせる
金属製 燃やせない

薬箱 木製、プラスチック製 燃やせる
薬類 びんの容器 びん 空にしてください

錠剤用パック 容器包装（プラ） 空にしてください
プラスチック製の容器、ふた、チューブ 容器包装（プラ） 空にしてください
アルミ製のチューブ 燃やせない

果物 プラスチック製のケース、フィルム、包装袋 容器包装（プラ） 汚れていれば軽くすすいでください
白いネット（メロン、りんごなど） 容器包装（プラ）
赤いネット（みかん、はっさくなど） 容器包装（プラ）
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

く 果物 スズランテープ（すいかなど） 容器包装（プラ）
白色トレイ ペット・トレー・発泡
着色、印字してあるトレイ 容器包装（プラ）
包装の紙 容器包装（紙）
段ボール箱 段ボール 折りたたんでひもで十文字に縛ってください

靴 革靴、ゴム製、長靴など 燃やせる
安全靴 燃やせない

靴下 靴下 繊維リサイクル 汚れているものは50㎝以下にして「燃やせるごみ」です
留めピン（金属） 燃やせない
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の包装袋、台紙 容器包装（紙）

クッション クッション 繊維リサイクル
靴ベラ プラスチック製、木製 燃やせる

金属製 燃やせない
クリーニングの袋 ビニール袋 燃やせる

クリーニング用プラスチック製ハンガー 燃やせる
クリーニング用金属製ハンガー 燃やせない

クリスマスツリー ビニール製、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
クリップ 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
クレンザー プラスチック製の容器 容器包装（プラ）

紙製の容器 容器包装（紙）
グローブ 革製、ビニール製 燃やせる
軍手 軍手 燃やせる

け 蛍光管 蛍光管 危険ごみ 買ったときのカバーがあれば入れて出してください
蛍光灯 蛍光灯 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
携帯電話 電話機、充電器 燃やせない できるだけ販売店に渡しリサイクルしましょう

ポリ袋、ビニール袋 容器包装（プラ）
電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

計量カップ 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

計量器 計量器 燃やせない
ケーキ アルミ、紙製の下紙 燃やせる

透明フィルム 容器包装（プラ）
ゲーム機 ゲーム機、コントローラ、メモリーカード 燃やせない

紙製の箱 容器包装（紙）
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
発泡スチロール ペット・トレー・発泡

ゲームソフト カセット類（ディスク等） 燃やせない
ソフト保護用プラスチック製ケース 燃やせる
プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）

消しゴム 消しゴム 燃やせる
プラスチック製の包装 容器包装（プラ）

化粧品 びんの容器（乳液、化粧水など） 燃やせない
プラスチック製の容器、ふた（化粧水など）容器包装（プラ） 使い切ってください
金属製の容器 燃やせない
マスカラ、マニキュア、口紅の容器 燃やせない
ファンデーションのケース 燃やせない
ファンデーションのフィルム 容器包装（プラ）
化粧品の携帯ポーチ、保管ケース 燃やせる

ケチャップ プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ） 使い切って、すすいでください
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
びんの容器 びん 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない
ミニパック 容器包装（プラ）

血圧計 血圧計 燃やせない
ケトル ケトル 燃やせない
玄関マット 玄関マット 燃やせる 50㎝以下にしてください
健康食品 プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ）

軽くすすいでくださいびんの容器 びん
缶の容器 空き缶
金属製のふた 燃やせない

剣山 剣山 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
鍵盤ハーモニカ 鍵盤ハーモニカ 燃やせない
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

こ 工具 かなづち、ドライバーなど 燃やせない
工具ケース 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
紅茶 紅茶の茶がら、ティーパック 燃やせる

ティーパックの包み紙 容器包装（紙）
プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ） 空にしてください
缶の容器 空き缶 空にしてください

ゴーグル ゴーグル 燃やせる
コーヒー コーヒーのかす、紙製のフィルター 燃やせる

缶の容器 空き缶 空にしてください
びんの容器 びん 空にしてください
プラスチック製の包装袋、ふた 容器包装（プラ）

氷 プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ） 空にしてください
コーンフレーク 紙製の箱 容器包装（紙） つぶして構いません

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ） 空にしてください
ココア ココアのかす 燃やせる

缶の容器 空き缶 空にしてください
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

ござ ござ 燃やせる 50㎝以下にしてください
こたつ 木製・金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

布団 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
コップ ガラス製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください

紙コップ、プラスチック製 燃やせる
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ） 空にしてください

粉製品 プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の包装袋 容器包装（紙） 十文字にひもで縛ってください

粉ミルク 缶の容器 空き缶 空にしてください
コピー用紙 用紙 用紙 ひもで十文字に縛ってください

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の包装袋 容器包装（紙）

コミック本 コミック本 雑誌 十文字にひもで縛ってください
ごみ箱 プラスチック製、木製 燃やせる 50㎝以下にしてください

金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ゴム ゴム類 燃やせる
ゴム印 ゴム印 燃やせる
ゴム手袋 ゴム手袋 燃やせる

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
ゴムホース ホース 燃やせる 50㎝以下にしてください

切れない場合は「燃やせないごみ」です
金属製のドラム 燃やせない
プラスチック製のドラム 燃やせる

米 プラスチック製の米袋 容器包装（プラ）
レトルトのパックとふた 容器包装（プラ）

米びつ（ハイザー) プラスチック製、金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
コルク コルク 燃やせる
コルク抜き コルク抜き 燃やせない
ゴルフ用品 ゴルフクラブ 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

ゴルフクラブのカバー 燃やせる
ゴルフティー 燃やせない
ゴルフネット 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ゴルフバック 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ゴルフボール 燃やせない

コンクリートブロック コンクリート 燃やせない
コンタクトレンズ レンズ（ガラス製） 燃やせない

レンズ（プラスチック製） 燃やせる
使い捨てレンズの容器とふた 容器包装（プラ）
洗浄液のプラスチック製容器とふた 容器包装（プラ） 空にしてください
洗浄液のびん びん 空にしてください

コンタクトレンズ レンズの洗浄、保管ケース 燃やせる
コンデンスミルク 缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

チューブ 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
コンドーム コンドーム 燃やせる
こんにゃく プラスチック製のパック、容器、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

さ 座椅子 木製、金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
さいばし 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
財布 布製、革製、ビニール製 燃やせる
魚 白色トレー（鮮魚など） ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください

着色・印字のあるトレー 容器包装（プラ） 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
ラップ、給水スポンジ（鮮魚など） 容器包装（プラ） 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチックケース、ふた（刺身など） 容器包装（プラ） 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
紙製の包装紙 容器包装（紙） 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

サッカー用品 サッカーウェア 繊維リサイクル
サッカーゴール（家庭用） 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
サッカーボール 燃やせる 空気を抜いてください

酒類 紙パック（中が白色） 紙パック すすいで切り開き乾かして
ひもで十文字に縛ってください

紙パック（中が銀色） 容器包装（紙） 軽くすすいでください
びんの容器 びん 軽くすすいでください

くもりガラスびんは「燃やせないごみ」です
プラスチック製のふた 容器包装（プラ）
アルミ製、金属製のふた 燃やせない
ペットボトル ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

雑誌 週刊誌、漫画、電話帳など 雑誌 ひもで十文字に縛ってください
雑草 落ち葉、枯れ葉、雑草など 燃やせる
砂糖 プラスチック製の袋 容器包装（プラ） 空にしてください

紙製の袋、箱 容器包装（紙） 空にしてください
座布団 座布団 燃やせる 50㎝以下にしてください
皿 プラスチック製、紙製（クレジットカードなど）燃やせる

金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
サラミ プラスチック製のパック、包装袋 容器包装（プラ）
ざる プラスチック製、竹製 燃やせる

金属製 燃やせない
三角コーナー プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
サングラス プラスチック製 燃やせる

ガラス製 燃やせない
サンダル サンダル 燃やせる
サンドバック サンドバック 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
三輪車 三輪車 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

し シーチキン 缶詰の容器、ふた 空き缶 軽くすすいでください
CD 本体、プラスチック製ケース 燃やせる

プラスチック製ケースの包装パック 容器包装（プラ）
シート ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください
シェーバー シェーバー、コード、充電器 燃やせない プラスチック製保管ケースは「燃やせるごみ」です

充電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
シェービングフォーム スプレー缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください

プラスチック製のふた、外装パック 容器包装（プラ）
塩 紙製の袋、箱 容器包装（紙） 空にしてください

プラスチック製の袋、ふた 容器包装（プラ） 空にしてください
びんの容器 びん 空にしてください

下敷き プラスチック製 燃やせる
しちりん 土製 燃やせない
湿布 湿布 燃やせる

湿布のフィルム、プラスチック製の袋 容器包装（プラ）
自転車 自転車 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
自撮り棒 自撮り棒 燃やせない
写真 写真 燃やせる
ジャム びんの容器 びん 軽くすすいでください

金属製のふた 燃やせない
紙製の容器 容器包装（紙） 軽くすすいでください
プラスチック製の容器 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
ミニパック、チューブ 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください

しゃもじ 金属製 燃やせない
プラスチック製、木製 燃やせる

シャンプー プラスチック製のボトル、ふた、詰め替え用パック 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

し シャンプー トラベルケースなどの保管ケース 燃やせる
シャンプーハット シャンプーハット 燃やせる
ジュース 缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

紙パック（中が白色） 紙パック すすいで切り開き乾かして
ひもで十文字に縛ってください

紙パック（中が銀色） 容器包装（紙） 軽くすすいでください
びんの容器 びん 軽くすすいでください
ペットボトル ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
ペットボトルのキャップ 容器包装（プラ）
アルミ製、金属製のふた 燃やせない
プラスチック製のふた 容器包装（プラ）
複数本パックしたプラスチック製の包装 容器包装（プラ）

修正液 プラスチックのボトル、スティック、ふた 燃やせる
じゅうたん じゅうたん、カーペット 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
柔軟剤 プラスチック製のボトル、ふた、詰め替え用パック 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
収納ボックス プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
朱肉 朱肉 燃やせる
消火器 消火器 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
将棋 木製の将棋盤 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

木製、プラスチック製の駒、箱 燃やせる
定規 木製、竹製、プラスチック製の定規ケース 燃やせる

金属製 燃やせない
消臭剤 プラスチック製の容器、ふた、外装パック 容器包装（プラ） 使い切ってください

スプレー缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけてください
照明器具 本体 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

蛍光管 危険ごみ 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
しょう油 びんの容器 びん 軽くすすいでください

缶の容器 空き缶 軽くすすいでください
ペットボトル ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
ペットボトルのキャップ 容器包装（プラ）
プラスチック製のボトル、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
アルミ製、金属製のふた 燃やせない

じょうろ プラスチック製 燃やせる
金属製 燃やせない 表面のビニールカバーは「燃やせるごみ」です

除湿剤 本体 燃やせる
プラスチック製の容器、ふた、外装パック 容器包装（プラ）
紙製のふた 容器包装（紙）

食器 プラスチック製、木製、紙製 燃やせる
金属製、陶器製、ガラス製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください

白髪染め びんの容器 びん 使い切って、軽くすすいでください
プラスチック製の容器、包装パック、ふた 容器包装（プラ）
金属製の容器 燃やせない 使い切ってください
ビニール手袋、プラスチック製のくし 燃やせる

人工芝 人工芝 燃やせる 50㎝以下にしてください
新聞紙 新聞紙 新聞 十文字にひもで縛ってください

す 酢 びんの容器 びん 軽くすすいでください
プラスチック製のふた 容器包装（プラ）

水槽 ガラス製 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
プラスチック製 容器包装（プラ）

水中メガネ 水中メガネ 燃やせる
水筒 プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
図鑑 図鑑 雑誌 十文字にひもで縛ってください
スキー板 スキー板 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
スキーキャリア プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
スキー靴 スキー靴 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
スキャナー スキャナー 燃やせない
スケート靴 スケート靴 燃やせない
スケッチブック スケッチブック 燃やせる
スコップ 金属製、プラスチック製、木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
寿司 プラスチック製の箱、トレーふた 容器包装（プラ）

しょう油のミニボトル、ミニパック 容器包装（プラ） 使い切ってください
緑色の山形仕切り 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

す すだれ 木製、竹製、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
スチールホイール スチール製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
スーツケース スーツケース 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ストーブ ストーブ 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ストッキング ストッキング 燃やせる 50㎝以下にしてください
ストロー ストロー 燃やせる

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙の包装袋 容器包装（紙）

すのこ 木製、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
スノーブラシ 木製、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください

金属製 燃やせない
スノーボード スノーボード 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

スノーボード用靴 燃やせる
スパゲッティー プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
スプーン プラスチック製、木製、紙製 燃やせる

金属製、陶器製 燃やせない
スプレー缶 スプレー缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください

プラスチック製のふた、包装パック 容器包装（プラ）
複数本パックした紙製の包装 容器包装（紙）

スポーツ用品 金属製、カーボン製 燃やせない 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」です
革、ゴム、プラスチック、木製、布製 燃やせる 50㎝以下にしてください
プラスチック製の包装、ふた 容器包装（プラ）

スポンジ スポンジ 燃やせる
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

スマートフォン 本体（バッテリー内蔵） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
本体 燃やせない
バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

炭 炭 燃やせる 完全に消火を確認してください
燃え殻 燃やせない 完全に消火を確認してください
プラスチック製の袋 容器包装（プラ） 使い切ってください

スリッパ 布製、ビニール製、ぞうり、サンダル 燃やせる

せ 生理用品 本体 燃やせる
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

石けん プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の袋、包装 容器包装（紙）

石けん入れ プラスチック製 燃やせる
接着剤 プラスチック製の容器、ふた、チューブ 容器包装（プラ）

びん製の容器 びん
せともの せともの類 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
セロハンテープ テープ、テープの芯 燃やせる

テープの刃 燃やせない
プラスチック製の包装箱 容器包装（プラ）

洗顔フォーム プラスチック製のチューブ 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
プラスチック製のふた、包装袋 容器包装（プラ）

線香 線香の残りかす 燃やせない
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

洗剤 プラスチック製の容器、ふた、詰め替え用パック 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
紙製の容器、ふた 容器包装（紙） 使い切ってください。つぶして構いません
洗濯洗剤などのプラスチック計量カップ 容器包装（プラ）

洗濯機 洗濯機 家電リサイクル 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

洗濯バサミ 洗濯バサミ 燃やせる
扇風機 扇風機 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
洗面器 プラスチック製、木製 燃やせる

金属製 燃やせない

そ 雑巾 布製 燃やせる
総菜 白色トレー ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください

着色・印字のあるトレー 容器包装（プラ） 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製の容器、ふた、袋、カップ、ラップ 容器包装（プラ）
紙製の容器、包装紙 容器包装（プラ）

掃除機 掃除機 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
掃除機（ハンディタイプ）本体（バッテリー内蔵） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

本体 燃やせない
バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

そ ソース びんの容器 びん 軽くすすいでくださいプラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ）
弁当用などのミニパック 容器包装（プラ） 使い切ってください
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
金属製のふた 燃やせない

ソーセージ ビニールのパック、ポリ袋 容器包装（プラ）
そば プラスチック製の容器、包装袋 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

アルミホイルの容器 燃やせない
調味料のミニパック 容器包装（プラ） 使い切ってください

ソファー 木製、布製、革製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
そろばん そろばん 燃やせない

た 体温計（水銀） 水銀を含むガラス製 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
体温計（デジタル） 本体 燃やせない

電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
プラスチック製、保管ケース 燃やせる

体重計 プラスチック製、金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
タイヤ タイヤ 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
タイル タイル 燃やせない
タオル タオル 繊維リサイクル 汚れが取れない場合は50㎝以下にして「燃やせるごみ」です
畳（たたみ） 畳 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
脱脂綿 脱脂綿 燃やせる
タッパー プラスチック製 燃やせる
たばこ 吸い殻 燃やせる 完全に消火を確認してください

透明なプラスチック製の包み 容器包装（プラ）
タバスコ びんの容器 びん 軽くすすいでください

プラスチック製のボトル、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
タブレット端末 本体（バッテリー内蔵） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

本体 燃やせない
バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

玉子 透明なプラスチック製のパック 容器包装（プラ）
段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字に縛ってください

たらい 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

タンブラー タンブラー 燃やせない
段ボール 段ボール 段ボール 折り畳んでひもで十文字に縛ってください

段ボール（ロウ引き） 燃やせる 50㎝以下にしてください

ち チーズ ６Pパックの銀紙 燃やせない
プラスチック製の容器、フィルム 容器包装（プラ）

ちくわ プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
茶 お茶がら、ティーパック 燃やせる 水分を十分に切ってください
茶 茶筒（お茶葉入れ）紙製 容器包装（紙） 空にしてください

茶筒（お茶葉入れ）木製 燃やせる 空にしてください
茶筒（お茶葉入れ）金属製 空き缶 空にしてください
清涼飲料水のお茶缶 空き缶 軽くすすいでください
ペットボトル ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
ペットボトルのキャップ 容器包装（プラ）
プラスチック製のふた 容器包装（プラ）

チャイルドシート チャイルドシート 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
チャッカマン チャッカマン 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
着火剤 着火剤 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
調味料 びんの容器（ドレッシング、焼き肉タレなど）びん 軽くすすいでください

プラスチック製のボトル、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない
ペットボトル ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
ペットボトルのキャップ 容器包装（プラ）
缶の容器 空き缶 軽くすすいでください
プラスチック製のチューブ（わさび、からしなど）容器包装（プラ） 使い切ってください

チョコレート プラスチック製の包み、トレー 容器包装（プラ）
アルミ製の包み 燃やせる

チラシ チラシ 新聞 新聞と一緒にひもで十文字に縛ってください
ちりとり プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

つ 杖 木製 燃やせる 50㎝以下にしてください
金属製 燃やせない

使い捨てカイロ 使い捨てカイロ 燃やせる
プラスチック製の外装 容器包装（プラ）

机 木製、プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

漬物 ポリ袋 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
漬物バケツ 漬物バケツ 燃やせる 50㎝以下にしてください
つまようじ 木製、プラスチック製 燃やせる

プラスチック製の容器、ふた、包装 容器包装（プラ）
プラスチック製のつまようじ入れ 燃やせる
金属製、陶器製のつまようじ入れ 燃やせない

詰替用容器 プラスチック製 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
紙製 容器包装（紙） 使い切ってください

釣り道具 釣り竿（プラスチック製） 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
釣り竿（カーボン製） 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
釣り糸 燃やせる 50㎝以下にしてください

切れない場合は「燃やせないごみ」です
金属製品（釣り竿、リールなど） 燃やせない 釣り針は紙に包んで安全にしてください
プラスチック製の容器、包装袋 容器包装（プラ） 空にしてください
紙製の箱、袋 容器包装（紙） 空にしてください

て ティーパック ティーパック 燃やせる
紙製の箱、包み紙 容器包装（紙）
プラスチック製の容器、外装 容器包装（プラ）

ディスプレイ（パソコン） PCリサイクル メーカーに回収を依頼してください
ティッシュペーパー 紙くず 燃やせる
DVD用品 DVDディスク 燃やせない

DVDプレイヤー 燃やせない
DVD外装フィルム 容器包装（プラ）
DVDの紙ラベル、箱 容器包装（紙）

手紙 便箋、封筒 燃やせる
デジタルカメラ 本体 燃やせない

バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
メモリーカード 燃やせない

デジタルフォトフレーム デジタルフォトフレーム 燃やせない
デスクマット ゴム製、ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください
テニス用品 テニスボール 燃やせない

プラスチック製のケース 容器包装（プラ）
テニスラケット 燃やせない
ガット 燃やせない

手袋 綿、毛糸、布製、革製 繊維リサイクル 汚れが取れない場合は「燃やせるごみ」です
テレビ ブラウン管テレビ 家電リサイクル 町では処理できません

液晶テレビ、プラズマテレビ 販売店等にお問い合わせください
テレビゲーム機 テレビゲーム機 燃やせない
テレビ台 木製、金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
テレホンカード カード 燃やせる

包装フィルム 容器包装（プラ）
電化製品（家電） 電化製品 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、 家電リサイクル 町では処理できません
冷凍庫 販売店等にお問い合わせください
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の包装箱 容器包装（紙）
梱包用の発泡スチロール ペット・トレー・発泡 細かく砕いて構いません
梱包用の段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字に縛ってください

電気カーペット 電気カーペット 燃やせない
電気スタンド 電気スタンド 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
電気ストーブ 電気ストーブ 燃やせない
電気毛布 電気毛布 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
電球 電球 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

電球の紙包装 容器包装（紙）
電子タバコ 本体（バッテリー内蔵） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

本体 燃やせない
バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
吸い殻 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

て 電子レンジ 電子レンジ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
電卓 電卓 燃やせない 電池は取り除いてください

ビニールのケース 燃やせる
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

電池 乾電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
充電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）
紙製の台紙 容器包装（紙）

テント テント 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
骨組み、部材 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
電話帳 雑誌 ひもで十文字に縛ってください

電動歯ブラシ 本体（バッテリー内蔵） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
本体 燃やせない
バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

とトイレシート トイレシート 燃やせる 汚物は除いてトイレに流してください
トイレットペーパー ロールの芯 燃やせる

紙製の包装紙 容器包装（紙）
プラスチックの包装袋 容器包装（プラ）

胴付長靴 ゴム製、ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください
豆腐 プラスチック製のパック、容器、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
動物の死骸 小動物（小鳥、ハムスターなど）の死骸 燃やせる 犬や猫は清掃センターへ直接搬入お願いします
灯油缶 金属製 燃やせない 使い切ってください
灯油タンク 金属製 粗大 空にして粗大ごみシールを貼ってください
灯油ポリタンク プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
灯油ポンプ 灯油ポンプ 燃やせる 50㎝以下にしてください
時計 時計 燃やせない
図書カード 図書カード 燃やせる
トタン トタン 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
土鍋 陶器製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
ドライバー ドライバー 燃やせない
ドライヤー ドライヤー 燃やせない
ドラム缶 ドラム缶 粗大 事業所で使っている場合は産業廃棄物です
トランプ 紙製、プラスチック製のカード、ケース 燃やせる
塗料 塗料 燃やせない 使い切ってください

塗料缶、びん、ふた 燃やせない 使い切ってください
トレー 白色トレー ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください

着色・印字のあるトレー 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
どんぶり 陶器製 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください

プラスチック製 燃やせる

な ナイフ ナイフ 燃やせない 紙包んで安全にしてください
長靴 長靴 燃やせる
納豆 発泡スチロール製の容器 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

納豆パックのフィルム、たれのミニパック容器包装（プラ） 使い切ってください
プラスチック製の包装、３Pパックなどの包み 容器包装（プラ）

鍋 金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合は、紙で包んで安全にしてください
鍋しき 木製、紙製、コルク製 燃やせる

金属製 燃やせない
生ごみ 生ごみ 燃やせる 水を十分に切ってください

に 肉 白色トレー ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください
着色・印字のあるトレー 容器包装（プラ）
ラップフィルム 容器包装（プラ） 汚れが取れない場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のパック（ジンギスカンなど）容器包装（プラ）

荷造り用ひも 麻縄、布製、プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
切れない場合は「燃やせないごみ」です

すずらんテープなどの包装パック 容器包装（プラ）
入浴剤 缶の容器 空き缶 使い切ってください

プラスチック製の容器、袋、ふた 容器包装（プラ） 使い切ってください
紙製の袋、箱 容器包装（紙） 使い切ってください。つぶして構いません

ぬ ぬいぐるみ ぬいぐるみ 繊維リサイクル
布類 布製品 繊維リサイクル
ぬりえ ぬりえ 燃やせる

ね ネクタイ ネクタイ 繊維リサイクル
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

熱冷まし用シート 熱冷まし用シート 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

ね 寝袋 寝袋 燃やせる 50㎝以下にしてください
粘土 粘土 燃やせない

プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）

の 農薬 収集不可 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

のこぎり のこぎり 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
刃をしまう木製、プラスチック製のケース 燃やせる

海苔（のり） びんの容器 びん 空にして、軽くすすいでください
プラスチック製の容器、ふた、包装パック 容器包装（プラ） 空にして、軽くすすいでください
缶の容器 空き缶

のり（文房具） プラスチック製のチューブ 容器包装（プラ） 使い切ってください
スティックタイプの容器、ふた 容器包装（プラ） 使い切ってください

は バーベキューコンロ 金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
灰 暖炉、薪ストーブの灰 燃やせる 完全に消火を確認してください
バイク（自動二輪） バイク 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
灰皿 ガラス製、金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合は、紙で包んで安全にしてください
パイプいす パイプいす 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
廃油 エンジンオイルや、機械などに使用しているもの 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
廃油（食用） 家庭から出る廃食用油 燃やせる 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固めてください
バインダー プラスチック製、紙製 燃やせる 金属類は取り除いてください
はえたたき はえたたき 燃やせる
はかり はかり 燃やせない
バケツ プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください

金属製 燃やせない
はさみ はさみ 燃やせない
はし プラスチック製、木製、竹製 燃やせる

金属製 燃やせない
はしご（脚立） 金属製、プラスチック製、木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
パスタ プラスチック製の包装 容器包装（プラ）
バスタオル バスタオル 繊維リサイクル 汚れているものは、50㎝以下に切って

「燃やせるごみ」です
パソコン（家庭用） ノートパソコン本体 PCリサイクル メーカーに回収を依頼してください

デスクトップパソコンの本体、ディスプレイ PCリサイクル メーカーに回収を依頼してください
パソコンプリンター 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
マウス、ケーブル、テンキーなど 燃やせない

パソコン（事業所用） PCリサイクル メーカーに回収を依頼してください
バター 缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
チューブ 容器包装（プラ） 使い切ってください

鉢 プラスチック製、木製、植物性の鉢、皿プランター 燃やせる
陶器製の鉢 燃やせない 割れている場合、紙に包んで安全にしてください

はちみつ びんの容器 びん 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない 軽くすすいでください
チューブ、プラスチック製のふた 容器包装（プラ）

発煙筒 発煙筒 燃やせない 未使用のものは「危険ごみ」です
バッテリー 自動車などのバッテリー 収集不可 町では処理できません

販売店等にお問い合わせください
バット 金属製、木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
発泡スチロール 白色のもの ペット・トレー・発泡 汚れていたら洗ってください。

細かく砕いて構いません
着色・印字のあるもの 燃やせる

花 生花、造花、仏壇の花、庭の花など 燃やせる
苗木販売のプラスチック製鉢、球根のネット 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

花の種 種を包むプラスチック製のパック 容器包装（プラ）
花火 未使用の花火 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

使用済み花火 燃やせる 完全に消火を確認してください
プラスチック製の包装 容器包装（プラ）
紙製の台紙、容器 容器包装（紙）

歯ブラシ 歯ブラシ、保管ケース 燃やせる
電動歯ブラシ 燃やせない
プラスチック製の包装 容器包装（プラ）
紙製の台紙 容器包装（紙）

19 20



品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

は 歯磨き粉 プラスチック製のチューブ、ふた 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
刃物 包丁、ナイフなど 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
針 針 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
バリカン 本体 燃やせない

バッテリー（単体） 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
パン プラスチック製の包装、プラの留め具 容器包装（プラ）
ハンガー 金属製 燃やせない

プラスチック製、木製 燃やせる
ハンドクリーム プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください

紙製の箱 容器包装（紙） つぶして構いません
ハンドソープ プラスチック製の容器 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください

プラスチック製、木製、竹製 燃やせる

ひ ピアノ ピアノ 収集不可 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

ビデオテープ ビデオテープ 燃やせない
プラスチック製のケース 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム 容器包装（プラ）

ビニールシート ビニールシート 燃やせる ５０㎝以内に切ってください
指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

ビニールハウス（家庭用）金属の骨組み（パイプ） 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ビニールハウス用シート 燃やせる ５０㎝以内に切ってください

指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
火ばさみ 金属製 燃やせない
漂白剤 プラスチック製の容器、ふた、詰め替え用パック 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください

紙製の容器、ふた 容器包装（紙） 使い切ってください。つぶして構いません
洗濯洗剤などのプラスチック計量カップ 容器包装（プラ）

肥料袋 肥料等のビニール袋 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください
びん びんの容器（食用） びん 割れている場合は、「燃やせないごみ」です

びんの容器（食用以外） 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
びんの容器（乳白色） 燃やせない 割れている場合は、紙に包んで安全にしてください
プラスチック製のふた 容器包装（プラ）
金属製のふた 燃やせない

便箋 便箋 燃やせる

ふ ファイル プラスチック製、紙製のファイル 燃やせる
留め具 燃やせない

ファックス ファックス 燃やせない
封筒 紙製、ビニール製、プラスチック製 燃やせる
フォーク プラスチック製、木製 燃やせる

金属製 燃やせない
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
紙製の台紙 容器包装（紙）

仏壇 プラスチック製、木製・混合 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
筆 木製、プラスチック製 燃やせる
筆箱 金属製 燃やせない

プラスチック製、布製、ビニール製 燃やせる
布団（ふとん） 布団 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
フライパン フライパン 燃やせない
ブラインド 金属製、プラスチック製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ぶらさがり健康器 金属製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
プラスチックボトル プラスチックボトル（プラ表示マーク）容器包装（プラ） 軽くすすいでください
プラモデル プラモデル 燃やせる

紙の箱 容器包装（紙）
プランター 木製、プラスチック製、金属製、陶器製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
プリンター プリンター、コード 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

インクカートリッジ 燃やせる できるだけ販売店に渡しリサイクルしましょう
梱包用の発泡スチロール ペット・トレー・発泡

プリン プラスチック製のカップ、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
アルミ製のふた 燃やせる
３Pパックなどの透明の包装フィルム 容器包装（プラ）
３Pパックなどの紙製の台紙 容器包装（紙）

ブルーシート ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください
指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

プラスチック製の包装フィルム 容器包装（プラ）
風呂イス プラスチック製、木製 燃やせる
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

ふ 風呂用ふた プラスチック製、木製のふた 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
風呂用マット ビニール製、すのこ 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
文庫本 文庫本 雑誌 十文字にひもで縛ってください

へ ヘアアイロン ヘアアイロン 燃やせない
ベッド 金属製、木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

マットレス 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ペットボトル ペットボトル（ペット表示マーク） ペット・トレー・発泡 軽くすすいでください

プラスチック製のふた 容器包装（プラ）
アルミ製のキャップ（ふた） 燃やせない

ペットボトル（プラボトル）プラスチック製ボトルはペットボトルじゃありません 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
ペット用品 缶の容器（えさなど） 空き缶 軽くすすいでください

プラスチック製の容器、包装、パック、ふた 容器包装（プラ） 汚れていれば軽くすすいでください
ペットシート、ペットの砂 燃やせる 汚物は除いてトイレに流してください
革製、布製の首輪、ロープ 燃やせる 50㎝以下に切ってください
金属製の首輪、鎖 燃やせない
犬小屋（プラスチック製、金属製、木製）粗大 粗大ごみシールを貼ってください
オリ 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

ペットのふん ふん 燃やせる
ベニヤ板 木製 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ベビーカー ベビーカー 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ベビーバス ベビーバス 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ベルト 革製、ゴム製、ビニール製 燃やせる 50㎝以下にしてください

バックル（留め具） 燃やせない
ヘルメット ヘルメット 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
ペン 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

ペンチ 金属製 燃やせない
弁当（コンビニ等） プラスチック製の弁当容器 容器包装（プラ） 軽くすすいでください

紙製の弁当容器 容器包装（紙） 軽くすすいでください。つぶして構いません
プラスチック製の包装ラップ 容器包装（プラ）
プラスチック製の仕切り、カップなど 燃やせる
アルミ製のカップ 燃やせない
しょう油やソースのパック 容器包装（プラ） 使い切ってください
はしなどの紙製の包装 容器包装（紙）
はしなどのプラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）

弁当箱 プラスチック製、木製 燃やせる
金属製 燃やせない
プラスチック製の包装フィルム 容器包装（プラ）

ほ ほうき プラスチック製、竹製 燃やせる 50㎝以下にしてください
指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

帽子 毛糸、布、綿など 繊維リサイクル 汚れているものは、「燃やせるごみ」です
包装紙 包装紙 容器包装（紙）
包帯 包帯 燃やせる 50㎝以下にしてください

プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ）
防虫剤 スプレー缶 燃やせない 中身を使い切って、穴をあけないでください

プラスチック製のふた、包装パック 容器包装（プラ）
複数本パックした紙製の包装 容器包装（紙）

包丁 包丁、ナイフなど 燃やせない 紙に包んで安全にしてください
ホース ホース 燃やせる 50㎝以下にしてください

切れない場合は「燃やせないごみ」です
金属製のドラム 燃やせない
プラスチック製のドラム 燃やせる

ボール（台所用品） 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

ボール（球） 革製、ゴム製 燃やせる 空気を抜いてください
ボタン電池 乾電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

充電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）
紙製の台紙 容器包装（紙）

ホッチキス 金属製、プラスチック製、針 燃やせない
ポット ポット 燃やせない
ホットプレート ホットプレート 燃やせない
ほ乳瓶 ほ乳瓶 燃やせない
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品　　名 素　材　な　ど 分　　別 注　意　事　項

ほ ポリタンク プラスチック製 燃やせる 50㎝以下にしてください
保冷剤 保冷剤 燃やせる

プラスチック製の包装袋 容器包装（プラ）
ホワイトボード 金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
本 雑誌、漫画、週刊誌など 雑誌 十文字にひもで縛ってください

ま マージャン 牌（パイ）、点棒、ケースなど 燃やせる
象牙の牌 燃やせない

マージャンマット マージャンマット 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
マイク マイク、コード 燃やせない
枕 枕 燃やせる
マジック マジック 燃やせる

紙製の箱 容器包装（紙）
プラスチック製の袋、箱 容器包装（プラ）

マッサージ機 マッサージ機 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
マッチ マッチ 燃やせる 未使用のものは「危険ごみ」です

紙製の箱 容器包装（紙）
マットレス マットレス 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
まな板 木製 燃やせる

プラスチック製 燃やせる
マニキュア マニキュア 燃やせない
魔法瓶 金属製 燃やせない
ママさんダンプ ママさんダンプ 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
漫画本 漫画本 雑誌 十文字にひもで縛ってください

み みかんネット ビニール製 容器包装（プラ）
ミシン プラスチック製、金属製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です

商品を梱包している紙箱 容器包装（紙）
梱包用の段ボール 段ボール 十文字にひもで縛ってください
梱包用の発泡スチロール ペット・トレー・発泡

水枕 ゴム製、ビニール製 燃やせる
みそ プラスチック製の容器 容器包装（プラ）
ミニスキー ミニスキー 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
耳かき 金属製 燃やせない

プラスチック製、木製、竹製 燃やせる
みみかけ プラスチック製 燃やせる
ミルク 缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

プラスチック製のふた 容器包装（プラ）
プラスチック製のチューブ（コンデンスミルクなど）容器包装（プラ） 使い切ってください

む 虫かご 虫かご 燃やせる
虫めがね 虫めがね 燃やせない

め 名刺 保管ケース 燃やせる
名刺入れ 革製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
メガネ プラスチック製のメガネ 燃やせる

ガラス製のレンズ 燃やせない
メガホン プラスチック製 燃やせる
メジャー プラスチック製 燃やせる 50㎝以下に切ってください

金属製 燃やせない
メモリーカード メモリーカード 燃やせない

も 毛布 毛布 繊維リサイクル 汚れているものは、50㎝以下にして「燃やせるごみ」です
もち お供えやレトルト商品のパック 容器包装（プラ）
モップ 先端の繊維、プラスチック製の棒 燃やせる 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
物干し さお、物干し台 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

や やかん 金属製、陶器製 燃やせない 指定袋に入らない物は「粗大ごみ」です
野菜 プラスチック製の袋、ケース、パックなど 容器包装（プラ） 汚れていれば軽くすすいでください

ラップ、ネット、着色・印字されているトレー 容器包装（プラ） 汚れていれば軽くすすいでください
白色トレー ペット・トレー・発泡 汚れていれば軽くすすいでください

野菜の種 プラスチックのパック（園芸野菜の種など）容器包装（プラ）

ゆ 郵便物 プラスチック製、紙製の封筒、窓付き封筒 燃やせる
はがき 燃やせる
段ボール 段ボール 十文字にひもで縛ってください

USBメモリー USBメモリー 燃やせない
湯たんぽ 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
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よ ヨーグルト プラスチック製の容器、ふた 容器包装（プラ） 軽くすすいでください
紙製の容器、ふた 容器包装（紙） 軽くすすいでください
３Pパックなどの透明包装フィルム 容器包装（プラ）
３Pパックなどの紙製の台紙 容器包装（紙）
紙パック（中が白色） 紙パック すすいで切り開き乾かして

ひもで十文字に縛ってください
浴槽 浴槽 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

ら ライター 使い捨てライター 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
オイルライター、ガスライター 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

ラケット 木製、カーボン製 燃やせる
金属製 燃やせない

ラジコン ラジコン、プロポ 燃やせない
充電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください

ラック 金属製、木製 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
ラップ 家事で使ったラップ 燃やせる

食品を買ったときの包装ラップ 容器包装（プラ） 汚れていれば軽くすすいでください
芯、紙製の刃 燃やせる
金属製の刃 燃やせない

ラムネ ラムネのびん びん 軽くすすいでください
ランドセル 革製 燃やせる

り リコーダー リコーダー 燃やせる
リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 危険ごみ 透明な袋に入れて出してください
リモコン リモコン 燃やせない 電池は取り除いてください
リヤカー リヤカー 粗大 粗大ごみシールを貼ってください
旅行用変圧器 旅行用変圧器 燃やせない

れ 冷蔵庫 冷蔵庫 家電リサイクル 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

冷凍ストッカー 収集不可 町では処理できません
販売店等にお問い合わせください

冷凍保存用袋 保存用パック 燃やせる
レコード レコード、紙製のジャケット 燃やせる

プラスチック製の包装フィルム 容器包装（プラ）
レジャーシート レジャーシート 燃やせる 50㎝以下にしてください
レジ袋 ポリ袋、レジ袋 容器包装（プラ）

紙の袋 容器包装（紙）
レーダー探知機 レーダー探知機 燃やせない
レンガ レンガ 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

ろ
ろうそく ろう 燃やせる
ロープ ビニール製、革製、布製 燃やせる 50㎝以下にしてください

切れない場合は「燃やせないごみ」です
金属製（ワイヤー） 燃やせない

ロボット掃除機 ロボット掃除機 燃やせない

わ

ワイヤー ワイヤー 燃やせない
ワイパー 本体（金属製） 燃やせない

本体（プラスチック製）、ゴム部 燃やせる
プラスチック製の包装パック 容器包装（プラ）
紙製の台紙 容器包装（紙）

ワイン びん びん 軽くすすいでください
コルク 燃やせる
ワイン抜き 燃やせない
ワインセラー（電気式） 収集不可 販売店等にお問い合わせください
ワインラック 粗大 粗大ごみシールを貼ってください

輪ゴム 輪ゴム 燃やせない
わさび チューブ、ミニパック 容器包装（プラ） 使い切って、軽くすすいでください

プラスチックのふた 容器包装（プラ）
缶の容器 空き缶 軽くすすいでください

ワンセグ受信機 ワンセグ受信機 燃やせない

23 24



ごみ袋販売店ごみ袋販売店
●セイコーマートまるよし店

●マルタカ高橋商店

●白浜商店

●Kuni OFFICE

●てつのや疋田商店

●しべつファーマシー

●ホーマックニコット標津店

標津町南７条西１丁目27番地

標津町南２条西１丁目１番11号

標津町南２条西１丁目１番２号

標津町北１条西２丁目３―２

標津町南１条東１丁目２番３号

標津町北１条西５丁目１番２号

標津町南8条西1丁目4-7

●笹谷商店

●信ちゃんのお店

●標津町農業協同組合

●合田商店

●山本商店

●金田一商事

●標津商工会(カウモン号)

標津町字忠類40番地１

標津町北４条西３丁目４番６号

標津町字川北基線２番地

標津町字川北60番地54

標津町字川北本通６番地

標津町南５条東１丁目１番５号

●斉藤商店

●加瀬藤夫

●渡邊清掃

●セイコーマートこんどう

●セブンイレブン標津町店

●後藤商店

●古多糠簡易郵便局

標津町伊茶仁１番地６

標津町字崎無異１番地１

標津町南６条西１丁目１番19号

標津町北３条東１丁目27番地

標津町南４条西１丁目１番１号

標津町南1条東1丁目1-6

標津町字古多糠2144番地５

ごみ袋料金ごみ袋料金

可燃物 ピンク
大
小
極小

90円
45円
30円

不燃物 緑
大
小
極小

90円
45円
30円

●一般家庭用

ペット
トレー
発泡

赤 大
小

20円
10円

空缶 黄 大
小

20円
10円

紙 灰 大
小

20円
10円

粗大
ごみ シール 220円びん 茶 大

小
20円
10円

プラ オレンジ 大
小

20円
10円

●共通

※料金は1枚の金額です

可燃物 白 大 170円

不燃物 青 大 170円

●事業所用

　冷凍ストッカーは、メーカーや型番・容量によって家電リサイクル料金

が決定しますが、リサイクル対象となる「家庭用」と対象にならない「業

務用」に分かれますので、処分の際は、購入したお店に確認してもらい処

分を依頼してください。

〈 処分方法 〉

　購入したお店に処分の場合【有料（リサイクル料+収集運搬料）】

がかかります。

●自分で「家電リサイクル」を指定取引場所に持ち込む場合

　�　郵便局にある振込払込書（家電リサイクル券）に必要事項を記入

し、リサイクル料金を支払います。発行された「家電リサイクル券」

を持参し、指定取引場所に持ち込んでください。

　★�家電リサイクル料金は「家電リサイクル券センター」ホームペー

ジをご確認ください。

　★指定取引場所：日標運輸㈱

　　　　　　　　　住　　所：中標津町緑町南３丁目５

　　　　　　　　　電話番号：０１５３－７３－４０３０

冷凍ストッカー

※写真はイメージです。
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ごみ袋販売店ごみ袋販売店
●セイコーマートまるよし店

●マルタカ高橋商店

●白浜商店

●Kuni OFFICE

●てつのや疋田商店

●しべつファーマシー

●ホーマックニコット標津店

標津町南７条西１丁目27番地

標津町南２条西１丁目１番11号

標津町南２条西１丁目１番２号

標津町北１条西２丁目３―２

標津町南１条東１丁目２番３号

標津町北１条西５丁目１番２号

標津町南8条西1丁目4-7

●笹谷商店

●信ちゃんのお店

●標津町農業協同組合

●合田商店

●山本商店

●金田一商事

●標津商工会(カウモン号)

標津町字忠類40番地１

標津町北４条西３丁目４番６号

標津町字川北基線２番地

標津町字川北60番地54

標津町字川北本通６番地

標津町南５条東１丁目１番５号

●斉藤商店

●加瀬藤夫

●渡邊清掃

●セイコーマートこんどう

●セブンイレブン標津町店

●後藤商店

●古多糠簡易郵便局

標津町伊茶仁１番地６

標津町字崎無異１番地１

標津町南６条西１丁目１番19号

標津町北３条東１丁目27番地

標津町南４条西１丁目１番１号

標津町南1条東1丁目1-6

標津町字古多糠2144番地５

ごみ袋料金ごみ袋料金

可燃物 ピンク
大
小
極小

90円
45円
30円

不燃物 緑
大
小
極小

90円
45円
30円

●一般家庭用

ペット
トレー
発泡

赤 大
小

20円
10円

空缶 黄 大
小

20円
10円

紙 灰 大
小

20円
10円

粗大
ごみ シール 220円びん 茶 大

小
20円
10円

プラ オレンジ 大
小

20円
10円

●共通

※料金は1枚の金額です

可燃物 白 大 170円

不燃物 青 大 170円

●事業所用
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●ごみの直接搬入受け
入れは、月曜日から土
曜日（日曜日、祝日は
休み）です。
●搬入するごみの種類
によって搬入する施設
が異なりますので、搬
入に使用する車輌内
で燃やせるごみ、燃や
せないごみを分別し
ておくと便利です。
●燃やせるごみ、資源
物、鉄くずは、清掃セ
ンター（受入時間9時
～12時）へ搬入。（乗
用車可）
●燃やせないごみ、粗大ごみ（タンス、ソファー、布団等）は、最終処分場（受入時
間9時～16時）へ搬送。
●搬入券は1台に1枚必要です。燃やせるごみと燃やせないごみが混入している
場合のみ半券をお渡ししますので、その半券を持って原則その持ち込みの日
に各施設へ行き搬入してください。
●搬入券は役場住民生活課窓口、または川北生涯学習センターで購入できます。

ごみの直接搬入ごみの直接搬入

直接搬入料金直接搬入料金

軽トラ・乗用車 1,100円／台

１　ｔ　車 2,200円／台

２　ｔ　車 4,400円／台

４　ｔ　車 6,600円／台

６　ｔ　車 8,800円／台

10 ｔ 車 等 11,000円／台

国道335号道道薫別・川北線

国道
244

号線

道
道
川
北・中

標
津
線

道道開陽・川北線

道道川北・茶志骨線

標津町市街

最終処分場
受入時間　9時～16時

清掃センター
受入時間　9時～12時


