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高齢や障がいなどの理由により、家庭ごみを指定の集積場所まで出すことが困難な世帯
を対象に、町収集員がご自宅の玄関先でごみの収集を行います。また、ごみの収集時に
各世帯に対して声掛けをおこない、安否の確認も同時に行います。

これまでと同様、「家庭ごみ分別の手引き」に従って分別していただき、町指定のごみ
袋に入れ、町の指定した日に出してください。

川西町内に住所を有し、かつ、居住する高齢者や障がい者等であって、次の（１）から（３）
のいずれかに該当する方のうち、自ら集積場所までごみを出すことが困難であり、親族
や近隣者など身近な人の協力が得られない方を対象とします。
 （１）要介護 1以上の方でかつ介護保険制度のホームヘルプサービスを利用されている方
 （２）障害福祉サービスの支援費制度でホームヘルプを利用されている方
 （３）上記のほか、同等な状態にあると町長が認める方
　※同居者がいる場合は、同居者全員が（１）～（３）のいずれかに該当することが必要です。

⑴ 申請書の入手
申請書は、住民保険課の窓口で配布しています。

⑵ 申請書を提出
必要事項をご記入のうえ、住民保険課の窓口へご提出ください。
※代理の方（親族、介護支援専門員、民生委員等）でも申請ができます。

⑶ 訪問調査
申請書を提出後、後日、住民保険課の職員が申込者の自宅を訪問し、申込者の現状等
についてお伺いします。

⑷ 利用の可否を決定
訪問調査後、審査を行い、ふれあい収集の利用を承認するかしないかを決定し、通知
します。

⑸ 収集の開始
ふれあい収集の利用が承認されましたら、決定通知書に明記してあります収集開始日
から収集を開始します。

お申し込み・お問い合わせ
　川西町役場 住民保険課：電話 ０７４５－４４－２６１１（直通）
　受付時間：平日 8：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く）

ふれあい収集ふれあい収集
1. ふれあい収集とは？1.ふれあい収集とは？

2.対象となる世帯は？2.対象となる世帯は？

3.収集の内容は？3.収集の内容は？

4.申請から収集までの流れは？4.申請から収集までの流れは？

ごみ分別早見表（50音順）
■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ

品　　目 区分 出　し　方
あ 泡たて器（電動） 小型

安全靴 不燃

安全ピン 不燃 安全措置をして

アンテナ 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる

アンプ 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

い 衣装ケース 粗大

椅子 粗大

板ガラス 不燃 安全措置をして

一升びん びん 水洗いをして　販売店等の回
収も利用

一輪車（運搬用） 持込

一輪車（乗用） 粗大

一斗缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける
袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ETC車載ユニット 小型

犬小屋 粗大

医薬品（固形のもの） 可燃

医薬品のびん びん 水洗いをして

イヤホン 小型

医療系廃棄物（注射器など） 不可 かかりつけの医療機関に相談

衣類（古着） 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

衣類（皮の古着） 可燃

衣類乾燥機 不可 家電リサイクル（P17参照）

印鑑 可燃

インクカートリッジ（プリンター用） 可燃 なるべく販売店の回収ボックスへ

インクリボン 可燃

印刷インク 不可 販売店や購入店に相談

インスタント麺の袋 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

インターホン 小型

飲食用びん びん 水洗いをして

飲料缶（アルミ・スチール）飲料缶 水洗いをして

う ウィスキーのビン びん 水洗いをして

ウインドファン 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ウインドブレーカー 可燃

植木ばさみ 不燃 安全措置をして　袋に入らな
い場合は「粗大ごみ」へ

植木鉢（陶磁器） 不燃 土はきれいにとる

植木鉢（プラスチック製） 可燃 土はきれいにとる

品　　目 区分 出　し　方
あ IHクッキングヒーター 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

IC レコーダー 小型

アイスの容器（紙製） 可燃

アイスの容器（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

アイスピック 不燃 安全措置をして

アイスまくら 可燃

アイロン 小型

アイロン台 粗大

アイロンプリントの紙 可燃

アクセサリー（金属製） 不燃

アコーディオン 粗大

アコーディオンカーテン 粗大

足拭きマット 可燃 珪藻土のものは不燃

あぜなみ 不可 販売店や購入店に相談

アタッシュケース 不燃

アダプター 小型

厚紙 雑誌

圧力鍋 不燃

油（液体・食用） 可燃 （P3参照）窓口回収もしくは
紙等に吸わせるか固める

油（固体・食用） 可燃

油紙 可燃

油こし容器 不燃

油の容器（缶・ガラス） 不燃 使い切る

油の容器（プラスチック） 可燃 使い切る

雨具（かっぱ） 可燃

雨戸 粗大 2枚まで

編み機 粗大

網戸 粗大 2枚まで

雨どい 粗大 １ｍ以内に切る

アルバム 可燃

アルミサッシ 持込 2枚まで

アルミトレイ 不燃

アルミ箔・アルミホイル 可燃

アルミ箔の皿・器 不燃

アルミホイルの芯 雑誌
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品　　目 区分 出　し　方
お オーブンレンジ 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

お菓子の缶 不燃

お菓子の紙箱・紙袋 雑誌

お菓子の袋（プラスチック製）プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

置時計（デジタル） 小型

おけ（木製） 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

おけ（プラスチック製） 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

おしゃぶり 可燃

お玉（木製・プラスチック製）可燃

お玉（金属製） 不燃

落ち葉 可燃

お手拭・おしぼり 可燃

お手拭・おしぼりの包装フィルム プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

おにぎりの外装フィルム プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

おむつ 可燃 汚物を取り除いて

おもちゃ類（紙・木・プラスチック類） 可燃

おもちゃ類（金属製） 不燃

おもちゃ類（電動） 小型

折り紙 雑誌 金・銀は「燃やすごみ」へ

オルガン 持込

オルゴール 不燃

温水器（大型） 不可 設置業者に相談

温水便座（便器から取り外せるもの） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

温水便座（便器と一体のもの） 不可 設置業者に相談

温度計 不燃 水銀使用のものは「有害ごみ」へ

か カーオーディオ 小型

ガーゼ 可燃

カーテン 可燃

カーテンレール 粗大 １ｍ以内に折り曲げる

カーナビ 小型

カーペット 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる

カーボン紙 可燃

カーラー 可燃

貝がら 可燃

介護用ベッド（電動） 不可 軽いものならモーターをはず
し「持込」

懐中電灯 小型 電池を抜いて

買い物かご 可燃

カイロ（使い捨て） 可燃

化学薬品 不可 販売店や購入店に相談

鏡 有害 安全措置をして

品　　目 区分 出　し　方
う ウエットスーツ 可燃

ウォーターサーバー 不可 （フロン使用のため）

浮き輪 可燃

うす（石製） 不可 販売店や購入店に相談

うす（木製） 不可 販売店や購入店に相談

うちわ 可燃

腕時計（電池） 小型 手動は「燃やさないごみ」へ

乳母車 粗大

ウレタン 可燃

上敷き（ござ） 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる

え エアコン 不可 家電リサイクル（P17参照）

エアロバイク 粗大 袋に入る場合は「燃やさないごみ」
へ

映写機（スライド） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

液晶テレビ 不可 家電リサイクル（P17参照）

液体物全般 不可 販売店や購入店に相談

SDカード 小型

絵の具（チューブ） 可燃

FRP 強化プラスチック 不可 販売店や購入店に相談

絵本 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

ＭＤ・ＭＤケース 可燃

LEDライト 小型

LPガスボンベ 不可 販売店や購入店に相談

エレキギター 粗大

エレクトーン 持込

エンジンオイル 不可 修理工場、ガソリンスタンド
などに相談

延長コード 小型

塩ビ管 不可 販売店や購入店に相談

鉛筆 可燃

鉛筆削り器（手動） 不燃

鉛筆削り器（電動） 小型

お オイル（車・機械等） 不可 修理工場、ガソリンスタンド
などに相談

オイル缶（小） 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

オイルヒーター 粗大

オイルポット 不燃

王冠（金属製のふた） 不燃

応接セット 粗大

オーディオセット 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

オートバイ（50CC以下） 持込 燃料・オイルを抜きバッテ
リーをはずす

オートバイ（50CC超） 不可 販売店や購入店に相談

オーブントースター 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
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品　　目 区分 出　し　方
か カラオケ装置 粗大

からしのチューブ 可燃

ガラスケース 持込

ガラス食器類 不燃 安全措置をして

ガラス破片 不燃 安全措置をして

がれき類 不可 建築業者等に相談

カレンダー 雑誌 金属の部分を取り除いて

革製品（靴・衣類・手袋・バッグ等）可燃

瓦 不可 販売店や購入店に相談

換気扇 不燃

乾燥剤 可燃

缶詰の缶 不燃

乾電池 有害

感熱紙 可燃

き キーボード（楽器） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

キーボード（パソコン用） 小型

キーホルダー 不燃

機械油 不可 販売店や購入店に相談

木ぎれ 粗大 長さ１ｍ以内で直径 10cm以内

木くず 可燃

ギター 粗大

キックボード 粗大

きね 粗大

木箱 可燃

着物 可燃

脚立 粗大

キャットタワー 粗大

キャップ・ふた（金属製） 不燃

キャップ・ふた（プラスチック製）プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

キャリーバッグ 粗大

給湯器 粗大

きゅうす 不燃

牛乳パック（裏がアルミ箔のものを除く）紙パック 切り開いてひもでしばる
なるべく資源回収へ

教科書 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

鏡台・ドレッサー 粗大 鏡が割れないよう補強する

きり 不燃 安全措置をして

金庫（耐火） 不可 販売店や購入店に相談

金属が含まれるもの 不燃

霧吹き 可燃

銀紙 可燃

品　　目 区分 出　し　方
か 家具 粗大

学習机 粗大

拡声器 小型

掛け軸 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

傘 不燃

傘たて 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

加湿器 小型

ガスコンロ 粗大 電池を抜いて

ガスボンベ 不可 販売店や購入店に相談

ガスレンジ 粗大 電池を抜いて

カセットコンロ 不燃

カセットテープ 可燃

カセットデッキ 小型

カセットボンベ 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

ガソリン 不可 販売店や購入店に相談

ガソリン携帯缶 不燃 中身を抜いて

カタログ 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

カッターシャツ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

カッターナイフ 不燃 安全措置をして

カッターナイフの刃 不燃 安全措置をして

カップ麺容器（紙製） 可燃

カップ麺容器（紙製以外） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

蚊取りマット 可燃

かなづち 不燃

金たわし 不燃

かばん 可燃

がびょう 不燃 安全措置をして

花びん 不燃

壁紙 可燃

紙おむつ 可燃 汚物を取り除いて

紙コップ 可燃

紙皿 可燃

かみそり 不燃 安全措置をして

かみそり（電気） 小型

紙パック（裏がアルミ箔のものを除く） 紙パック 切り開いてひもでしばる
なるべく資源回収へ

紙袋 雑誌 紙以外の持ち手ははずす

紙やすり 可燃

紙容器 可燃

ガムテープ 可燃

カメラ（フィルム式） 小型

■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ
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品　　目 区分 出　し　方
け 化粧品のびん 不燃

下駄（木製） 可燃

下駄（木製以外） 不燃

下駄箱 粗大

ケチャップの容器（プラスチック製） 可燃

血圧計（電子） 小型

弦楽器 粗大

剣山（けんざん） 不燃 安全措置をして

建築廃材 不可 建築業者等に相談

顕微鏡 不燃

こ 碁石 不燃

広告チラシ 新聞 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

香水のびん 不燃

ゴーグル 可燃

コート 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

コード類（小型家電付属品）小型

コーヒーのびん びん 水洗いをして

コーヒーのびんのふた 可燃

コーヒーメーカー 小型

こけし 可燃

ござ 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる

こたつ（ホームこたつ） 粗大

コップ（紙・プラスチック製）可燃

コップ（陶器製） 不燃

碁盤 粗大

コピー機 粗大 家庭用以外は「不可」

コピー用紙 雑誌

ごみ箱 可燃 金属製のものは不燃、袋に入
らない場合は「粗大ごみ」へ

ゴム手袋 可燃

ゴムホース 可燃 金属製のホースリールは取り外す　
袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ゴムボート 粗大

米びつ 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

米袋 可燃

コルク 可燃

ゴルフクラブ 粗大 ひもでしばる

ゴルフバッグ 粗大

ゴルフボール 可燃

ゴルフマット 可燃

コンクリート破片・ブロック 不可 建築業者等に相談

コンテナ 粗大

品　　目 区分 出　し　方
き 金管楽器 不燃

金魚鉢 不燃

金庫（大型） 不可 販売店や購入店に相談

金庫（手さげ） 不燃

く 空気入れ 不燃

空気洗浄機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

クーラーボックス 粗大

釘 不燃 安全措置をして

草刈り鎌 不燃 安全措置をして

草刈り機 持込 燃料・オイルを抜きバッテ
リーをはずす

草花 可燃

鎖 不燃

串（金属製） 不燃 安全措置をして

串（金属製以外） 可燃

薬のびん（農薬・劇薬除く）びん 水洗いをして

口紅 可燃

口紅の容器 可燃

靴 可燃

靴下 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

クッション 可燃

靴べら 可燃

クリアファイル 可燃

クリップ 不燃 安全措置をして

車いす 粗大

車いす（電動） 持込 バッテリーをはずして

車のカバー 可燃

クレパス・クレヨン 可燃

グロー球（点灯管） 不燃 安全措置をして

グローブ（ゴム・毛糸） 可燃

くわ 粗大

軍手 可燃

け 蛍光灯 有害 安全措置をして

計算機（電卓） 小型

携帯電話・スマホ 持込

毛糸 可燃

計量はかり（電子） 小型

計量はかり（電子以外） 不燃

劇薬・農薬 不可 販売店や購入店に相談

消しゴム 可燃

化粧品のチューブ 可燃

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
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■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ

品　　目 区分 出　し　方
し ジャージ 古着 きれいに洗って　なるべく資

源回収へ

シャープペンシル（金属製） 不燃

シャープペンシル（プラスチック製） 可燃

蛇口 不燃

写真紙 可燃

三味線 粗大

ジャムのびん びん 水洗いをして

ジャムのびんのふた（金属製）不燃

しゃもじ 可燃

シャンデリア 粗大

ジャンパー 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

シャンプーの詰替用袋（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

シャンプーのポンプ（金属使用）不燃

シャンプーのポンプ（プラ製）可燃 汚れが残るので「燃やすごみ」へ

シャンプーの容器 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

ジューサー（ミキサー） 小型

ジュース缶 飲料缶 水洗いをして

ジュースびん びん 水洗いをして

じゅうたん 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる

充電器 小型

充電電池 不可 電気店等の回収 BOXへ

柔道着 可燃

収納ケース（金属製） 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

収納ケース（プラスチック製）可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

朱肉 可燃

ジュラルミンケース 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

瞬間湯沸かし器（台所用） 粗大

消火器 不可 販売店や購入店に相談

定規（木・プラスチック製）可燃

定規（金属製） 不燃

将棋盤 粗大

障子 粗大 １ｍ以内に切る

消臭剤 可燃

消臭スプレー缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

浄水器（据え置き型） 小型

浄水器（取り付けタイプ） 不燃

浄水器カートリッジ 不燃

照明器具 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

醤油の容器（びん） びん 水洗いをして

醤油の容器（プラスチック製）可燃

品　　目 区分 出　し　方
こ コンパネ 粗大 １ｍ以内に切る

コンプレッサー 不可 販売店や購入店に相談

さ サーフボード 不可 ウインドサーフボードも不可

座いす 粗大

裁断した紙 可燃

サイドボード 粗大

サインペン 可燃

酒びん びん 水洗いをして　一升瓶・ビール
瓶はなるべく販売店等の回収へ

作業着 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

雑誌類 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

殺虫剤スプレー缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

殺虫剤（中身） 不可 販売店や購入店に相談

座布団 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ざる類（金属製） 不燃

ざる類（竹・プラスチック製）可燃

三角コーナー 可燃

三脚 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

サングラス 不燃

サンダー（電気式ヤスリ機） 小型

サンダル 可燃

サンドバッグ 不可 販売店や購入店に相談

三輪車 粗大

し CSアンテナ 小型

シーツ 可燃

ジーンズ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

色紙 雑誌

磁気マットレス 粗大

磁石 不燃

辞書・辞典 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

システムキッチン 不可 設置業者に相談

下着類 可燃

下敷き 可燃

七輪 不燃

室外機 不可 家電リサイクル（P17参照）

シップ薬 可燃

CD・CDケース 可燃

自転車 粗大

自動車 不可 販売店や購入店に相談

自動車部品 不可 販売店や購入店に相談

芝刈り機（家庭用） 持込 燃料・オイルを抜きバッテ
リーをはずす
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品　　目 区分 出　し　方
す スプーン（木・プラスチック製）可燃

スプーン（金属製） 不燃

スプレー缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

すべり台（家庭・子供用） 粗大

炭 可燃

スライサー 不燃 安全措置をして

スリッパ 可燃

せ 製氷機 不可 販売店や購入店に相談

制服 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

精米機 粗大

整理棚（スチール・木製） 粗大

清涼飲料水アルミパック 可燃

清涼飲料水缶 飲料缶 水洗いをして

清涼飲料水びん びん 水洗いをして

生理用品 可燃

セーター 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

石油 不可 販売店や購入店に相談

石油ストーブ 粗大 燃料・電池を抜く

石油ポンプ（手動） 可燃

石油ポンプ（電動） 不燃 電池を抜いて

石灰 可燃

石けん 可燃

石鹸の紙箱 雑誌

石鹸の個袋（紙・プラスチック製） 可燃

石膏ボード 不可 販売店や購入店に相談

接着剤 可燃

せともの 不燃

セロハンテープ 可燃

洗顔料のチューブ 可燃

洗剤の詰替用袋 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

洗剤容器（紙） 可燃

洗剤容器（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

洗濯機 不可 家電リサイクル（P17参照）

洗濯バサミ 不燃

剪定枝・くず 可燃 袋に入るもの

剪定バサミ 不燃 安全措置をして

扇風機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

洗面器（金属製） 不燃

洗面器（プラスチック製） 可燃

洗面台 不可 販売店や購入店に相談

品　　目 区分 出　し　方
し じょうろ（金属製） 不燃

じょうろ（プラスチック製） 可燃

食品外装（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

食品チューブ（わさび・からしなど） 可燃

食品トレー プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

食用油 可燃 （P3参照）液体のものは窓口回収
もしくは紙等に吸わせるか固める

除湿器 小型

除湿剤 可燃 水を抜いて

食器（紙・木・プラスチック製）可燃

食器（ガラス・陶器・金属）不燃

食器乾燥機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

食器洗浄機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

食器棚 粗大

人工芝 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

シンナー 不可 販売店や購入店に相談

新聞紙 新聞 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

す 水槽 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

水中眼鏡 可燃

炊飯器 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

炊飯ジャー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

スーツ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

スーツケース 粗大

スカート 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

スカーフ 可燃

姿見 有害 安全措置をして

スキー板・ストック・キャリー 粗大

スキーウェア 可燃

スキー靴・スケート靴 不燃

スケートボード 粗大 袋に入る場合は「燃やさないごみ」
へ

スコップ 不燃 大きなものは「粗大ごみ」へ

すだれ 粗大 １ｍ以内に切って丸めるかた
たんでしばる

スタンプ台 不燃

ステレオセット 粗大

ストーブ 粗大 燃料・電池を抜く

ストッキング 可燃

ストップウォッチ 不燃

ストロー 可燃

砂 不可 販売店や購入店に相談

スパナ 不燃

スピーカー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
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■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ

品　　目 区分 出　し　方
た たわし 可燃 金たわしは「燃やさないごみ」へ

単車（50CC以下） 持込 燃料・オイルを抜きバッテ
リーをはずす

単車（50CC超） 不可 販売店や購入店に相談

たんす 粗大

断熱材 不可 販売店や購入店に相談

ダンベル 粗大

ダンボール ダン 金具をとってひもでしばる　
なるべく資源回収へ

ち チェーンソー 不燃 安全措置をして　袋に入らな
い場合は「粗大ごみ」へ

チャイルドシート 粗大

着火ライター 不燃

注射器 不可 医療系廃棄物　かかりつけの
医療機関に相談

チューブ（自転車用） 可燃

ちょうちん 可燃

チョーク 可燃

調味料のチューブ 可燃

調味料のびん びん 水洗いをして

チラシ・広告チラシ 新聞 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

ちりとり（金属製） 不燃

ちりとり（プラスチック製）可燃

つ 使い捨てカイロ 可燃

使い捨てカメラ 不燃

使い捨てライター 不燃 使い切る

机（スチール・木製） 粗大

つくだ煮のびん びん きれいに洗って

漬け物石 不可 販売店や購入店に相談

漬け物たる 粗大

積み木 可燃

釣り竿 粗大 １ｍ以内に切る

て Ｔシャツ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

ティシュの箱 雑誌 ビニール部分を取って

ティシュペーパー 可燃

DVD 可燃

DVDプレーヤー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

テーブル（スチール・木製）粗大

テーブルクロス 可燃

手鏡 有害 安全措置をして

デジタルカメラ 小型

デスクマット 可燃

手帳 可燃

鉄アレイ 粗大

品　　目 区分 出　し　方
そ 造花 可燃

双眼鏡 不燃

ぞうきん 可燃

惣菜の容器 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

掃除機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

草履 可燃

ソースの容器（びん） びん きれいに洗って

ソースの容器（プラスチック製）可燃

ソーラーパネル 不可 販売店や購入店に相談

ソファー 粗大

そり（玩具） 粗大

た 体温計（水銀） 有害 安全措置をして

体温計（電子） 小型

耐火金庫 不可 販売店や購入店に相談

体重計（電子） 小型

体重計（電子以外） 不燃

体脂肪計 小型

台紙 雑誌

タイツ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

耐熱ガラス 不燃

タイヤ・タイヤホイール 不可 販売店や修理工場などに相談

タイヤ・タイヤホイール（自転車用） 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃

タイヤチェーン（鉄製） 粗大

太陽熱温水器 不可 設置業者に相談

タイル 不可 販売店や購入店に相談

ダイレクトメール 雑誌

ダウンジャケット 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

タオル 可燃

高枝ばさみ 粗大 安全措置をして

打楽器 粗大

畳（芯材がワラ） 持込 ６畳分まで　半分（１ｍ以内）
に切る

畳（芯材がワラ以外） 不可 販売店や購入店に相談

卓球ラケット（木製） 可燃

脱臭剤 可燃

タッパー 可燃

たばこの紙箱 雑誌 銀紙部分を取って

卵のパック（紙製） 可燃

卵のパック（プラスチック製）プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

たらい 粗大
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品　　目 区分 出　し　方
と 砥石 不可 販売店や購入店に相談

トイレシート（ペット用） 可燃 汚物を取り除いて

トイレットペーパーの芯 雑誌

陶磁器類 不燃

豆腐の容器（プラスチック製）プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

灯油 不可 販売店や購入店に相談

トースター 小型

特殊加工された紙（防水等） 可燃

時計（電子） 小型

時計（電子以外） 不燃

土砂 不可 販売店や購入店に相談

戸棚 粗大

トタン 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる　
６枚以内

ドライバー（工具） 不燃

ドライブレコーダー 小型

ドライヤー 小型

ドラム缶 不可 販売店や購入店に相談

トランシーバー 小型

塗料 不可 販売店や購入店に相談

塗料缶 不燃 使い切る

塗料スプレー缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

ドリンク剤のびん びん 水洗いをして

トレーナー 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

ドレッサー（鏡台） 粗大 鏡が割れないように補強する

ドレッシングのびん 不燃

トロフィー 不燃

な ナイフ 不燃 安全措置をして

苗木ポット 可燃 家庭用のみ

苗箱 不可 販売店や購入店に相談

長靴 可燃

流し台（簡易なもの） 粗大

なた 不燃 安全措置をして

納豆の容器 可燃

生ごみ 可燃 十分に水切りをして

生ごみ処理機 持込

波板（プラスチック製） 可燃 １ｍ以内に切る　袋に入らな
い場合は「粗大ごみ」へ

波板（プラスチック製以外） 粗大 １ｍ以内にたたんでしばる　
６枚以内

縄 可燃

に ニカド電池 不可 電気店等の回収 BOXへ

人形 可燃

品　　目 区分 出　し　方
て テニスラケット（木製以外）不燃

手袋（ゴム・毛糸） 可燃

テレビ 不可 家電リサイクル（P17参照）

テレビゲーム機 小型

テレビ台 粗大

テレホンカード 可燃

電気あんか 小型

電気温水器 不可 設置業者に相談

電気カーペット 粗大

電気かみそり 小型

電気ケトル 小型

電気コード 小型

電気スタンド 小型

電気ストーブ 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

電気ドリル 小型

電気のこぎり 小型 安全措置をして

電気ポット 小型

電気毛布 小型

電球（蛍光灯を除く） 不燃 安全措置をして

電子オルガン 持込

電子血圧計 小型

電子書籍端末 小型

電子辞書 小型

電子体温計 小型

電子ピアノ 持込

電子レンジ 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

天体望遠鏡 粗大

電卓（計算機） 小型

電池 有害 充電式は「不可」。電気店等
の回収 BOXへ

テント（家庭キャンプ用） 粗大

電動アシスト自転車 粗大 バッテリーをはずして

電動カート 不可 販売店や購入店に相談

点灯管 不燃 安全措置をして

電動式玩具 小型

電動式吸入器 小型

電動歯ブラシ 小型

天ぷら油 可燃 （P3参照）液体のものは窓口回収
もしくは紙等に吸わせるか固める

電話機 小型 充電式の電池は電気店等の
回収 BOXへ

電話帳 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

と ドアノブ 不燃

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
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■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ

品　　目 区分 出　し　方
は バスマット 可燃 珪藻土のものは不燃

パソコン（ディスプレイ含む）持込 データの消去を行うこと

発煙筒 可燃

バッテリー 不可 販売店や修理工場などに相談

発電機 不可 販売店や購入店に相談

バット 不燃 木製は「燃やすごみ」へ

発泡スチロール プラ 汚れているものは「燃やすごみ」へ

発泡スチロール製食品トレー プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

花火（家庭用） 可燃 水に十分浸してから

パネルヒーター 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

歯ブラシ 可燃

歯磨き粉チューブ 可燃

パラボラアンテナ 小型

針 不燃 安全措置をして

針金 不燃 束ねて

バリカン（電動） 小型 手動式は「燃やさないごみ」へ

パレット（荷台） 不可 販売店や購入店に相談

ハロゲンヒーター 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ハンガー（木・金属製） 不燃

ハンガー（プラスチック製） 可燃

ハンガーラック 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ハンカチ 可燃

半紙 可燃

はんだごて 不燃

パンの袋 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

パンフレット 雑誌

ハンマー 不燃

ひ ピアニカ 不燃

ピアノ 不可 販売店や購入店に相談

BSアンテナ 小型

BSチューナー 小型

ビー玉 不燃

ビーチサンダル 可燃

ビーチパラソル 粗大

ピーラー 不燃 安全措置をして

ビール缶 飲料缶 水洗いをして

ビールびん びん 水洗いをして　販売店等の回
収も利用

美顔器 小型

ひげそり 不燃 安全措置をして

ひげそり（電動） 小型

品　　目 区分 出　し　方
に 人形ケース 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ぬ ぬいぐるみ 可燃

布くず 可燃

ね ネガフィルム 可燃

ネクタイ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

猫トイレ用砂（木くずや紙製等）可燃

猫トイレ用砂（自然の砂） 不可 販売店や購入店に相談

ネックレス 不燃

寝袋 可燃

粘土（紙・油） 可燃

の ノーカーボン紙 可燃

農機具 不可 販売店や購入店に相談

農業用マルチシート 不可 販売店や購入店に相談

農薬・劇薬 不可 販売店や購入店に相談

農薬・劇薬のびん 不可 販売店や購入店に相談

ノート 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

ノートパソコン 持込

のこぎり 不燃 安全措置をして

海苔の缶 不燃

海苔のびん びん 水洗いをして

は ハードディスク 小型

バーベキューコンロ 粗大

バーベル 持込

ハーモニカ 不燃

灰 可燃

バイオリン 粗大

バイク（50CC以下） 持込 燃料・オイルを抜きバッテ
リーをはずす

バイク（50CC超） 不可 販売店や購入店に相談

灰皿 不燃

パイプ椅子 粗大

パイプベッド 粗大

バインダー 不燃

はがき 雑誌

バケツ（金属製） 不燃

バケツ（プラスチック製） 可燃

羽子板 可燃

はさみ 不燃 安全措置をして

はし（木・プラスチック製）可燃

はし（金属製） 不燃

はしご 粗大
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品　　目 区分 出　し　方
ふ プロジェクター 小型

ふろしき 可燃

ブロック（コンクリート） 不可 販売店や購入店に相談

フロッピーディスク 可燃

風呂のいす（木製） 可燃

風呂のいす（プラスチック製）可燃

風呂のふた 粗大

プロパンガスボンベ 不可 販売店や購入店に相談

風呂マット 可燃

文鎮 不燃

文房具 可燃

噴霧器 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

へ ヘアアイロン（コテ） 小型

ヘアーブラシ 可燃

ヘアスプレー缶 不燃 中身を使い切り必ず穴をあける

ベッド 粗大

ペット（犬・猫の死骸） 持込 箱や袋に入れて役場へ持込
（Ｐ18参照）

ペットのトイレ用砂（木くずや紙製） 可燃

ペットのトイレ用砂（自然の砂）不可 販売店や購入店に相談

ペットフードの缶詰 不燃

ペットボトル（飲料用） ペット 水洗いしてキャップ・ラベルは
「プラスチック製容器包装」へ

ペットボトル（飲料用以外） 可燃

ヘッドホン 小型

ペット用衣類 可燃

ベニヤ板 粗大 １ｍ以内に切る

ベビーカー 粗大

ベビーチェア 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ベビーバス（プラスチック製）可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ベビーベッド 粗大

ベルト 可燃 金属部分は「燃やさないごみ」へ

ベルトのバックル 不燃

ヘルメット 不燃

ペン・ボールペン 可燃

ペンキ 不可 販売店や購入店に相談

便器（簡易・ポータブルでない）不可 設置業者に相談

便器（簡易式・ポータブル）粗大 汚物を取り除いて

便座 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ　
便器と一体式は「不可」

ペンチ 不燃

弁当箱（金属製） 不燃

弁当箱（金属製以外） 可燃

品　　目 区分 出　し　方
ひ ビデオカメラ 小型

ビデオテープ（ケース含む）可燃

ビデオデッキ 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ひな壇 粗大

ひな人形 可燃

ビニールシート 可燃

ビニールプール 可燃

ビニール袋 可燃

ビニールふろしき 可燃

ビニールホース 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

火鉢 持込

ふ ファックス 小型

ファンシーケース 粗大

ファンヒーター 粗大 燃料・電池を抜く

フィルム（カメラ） 可燃

ブースターケーブル 不燃

封筒類 雑誌

フードプロセッサー 小型

ふきん 可燃

ふすま 粗大

ふた・キャップ（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

ふた・キャップ（金属製） 不燃

仏壇 粗大

筆 可燃

布団 可燃 しばって指定ごみ袋へ
袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

布団カバー 可燃

布団乾燥機 小型

布団ばさみ 可燃 金属使用のものは「燃やさな
いごみ」へ

フライパン 不燃

ブラインド 粗大

ぶらさがり健康器 粗大

プラモデル 可燃

ぶらんこ（幼児用） 粗大

プランター 粗大 土はきれいにとる

プリンター 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ブルーシート 可燃

ブルーレイプレーヤー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

古着（皮） 可燃

古着類 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

風呂釜 不可 設置業者に相談

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
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■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ

品　　目 区分 出　し　方
ほ 盆（木・プラスチック製） 可燃

盆（金属製） 不燃

本（辞書などを含む） 雑誌 ひもでしばる　なるべく資源
回収へ

本棚 粗大

ま 麻雀パイ 不燃

マイク 小型

マウス（パソコン用） 小型

巻き尺 不燃

マグネット 不燃

枕 可燃

枕カバー 可燃

マジック 可燃

マッサージ機（電動） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

マッサージ器具（電動） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

マッサージチェア（いす型）粗大

マッチ 可燃

マッチの箱 可燃

マットレス 粗大

窓ガラス（割れたもの） 不燃 安全措置をして

まな板（プラスチック製） 不燃

まな板（木製） 可燃

マニキュアのびん 不燃

マフラー（衣類） 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

マフラー（自動車・バイク部品）不可 50CC以下のものは持ち込み可

豆電球 不燃 安全措置をして

マヨネーズ容器 可燃

マルチシート（農業用） 不可 販売店や購入店に相談

万年筆 可燃 金属製は「燃やさないごみ」へ

万歩計 不燃

万力 持込

み ミシン（電動で家庭用） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ミシン（工業用） 不可 販売店や購入店に相談

水着 可燃

味噌の容器 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

密封びん 不燃

ミニカー 不燃

ミルク缶 不燃

む 麦わら帽子 可燃

虫かご（プラスチック製） 可燃 金属製は「燃やさないごみ」へ

蒸し器（金属製） 不燃

品　　目 区分 出　し　方
へ 弁当容器（コンビニなど） プラ プラマークのあるものをきれ

いに洗って

ほ ホイール（車等） 不可 販売店や修理工場などに相談

ホイールキャップ・カバー 粗大

ボイスレコーダー 小型 電池を抜いて

ボイラー 不可 設置業者に相談

望遠鏡 不燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ほうき（竹・木・プラスチック製）可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

芳香剤 可燃

芳香剤の容器 可燃

帽子 可燃

包装紙 雑誌

包装フィルム プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

防虫剤 可燃

包丁 不燃 安全措置をして

ボウリングの球 不可 販売店や購入店に相談

ボウル（台所用） 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」へ

ホース（ビニール・ゴム製）可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ホースリール（プラスチック製）可燃

ポータブル音楽プレーヤー 小型

ホームベーカリー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ボール（スポーツ用） 可燃

ボールペン 可燃

歩行器 粗大

ポスター 雑誌

ボストンバッグ 可燃

ボタン電池 有害

補聴器 小型

ホッチキス 不燃

ホットカーペット 粗大

ホットプレート 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

哺乳びん（ガラス製） 不燃

哺乳びん（プラスチック製） 可燃

ポラロイドカメラ 小型

ポリタンク 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ポリバケツ 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ポリ袋（スーパーの袋） プラ プラマークのあるものをきれ
いに洗って

ボルト 不燃

保冷剤 可燃

保冷バッグ 可燃

ホワイトボード 粗大
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不法投棄は犯罪です
　不法投棄した者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、５年以下の懲役
または 1,000 万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金に処せられ又は併科されま
す。不法投棄を発見した場合は、役場住民保険課、または警察署へ連絡をお願いします。

メ モ

品　　目 区分 出　し　方
ら ランドセル 可燃

ランニングマシン（ルームランナー） 持込 小さいものは「粗大ごみ」へ

り リアカー 持込

リール（釣り用） 不燃

リチウム電池 有害 充電式は「不可」。電気店等
の回収 BOXへ

リモコン 小型

リュックサック 可燃

リンスの詰替用袋（プラスチック製） プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

リンスのポンプ（金属使用） 不燃

リンスのポンプ（プラ製） 可燃 汚れが残るので「燃やすごみ」へ

リンスの容器（プラスチック製）プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

る ルアー（釣り用） 不燃 安全措置をして

ルームランナー（ランニングマシン） 持込 小さいものは「粗大ごみ」へ

れ 冷風機 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

冷蔵庫 不可 家電リサイクル（P17参照）

冷凍庫 不可 家電リサイクル（P17参照）

冷凍食品の袋 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

レインコート 可燃

レコーダー（DVD・ブルーレイ） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

レコード盤 可燃

レコードプレーヤー 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

レシート 可燃

レジ袋 プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

レジャーシート 可燃

レトルト食品の袋 可燃

煉瓦 不可 販売店や購入店に相談

レンジ（ガス） 粗大 電子レンジは袋に入れば「小型家電」

レンズ 不燃 安全措置をして

ろ ろうそく 可燃

ロープ 可燃

ローラースケート 不燃

わ ワープロ（デスクトップ・ラップトップ型） 小型 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

ワイシャツ 古着 きれいに洗って　なるべく資
源回収へ

ワイヤーロープ 不可 販売店や購入店に相談

ワインセラー 不可 家電リサイクル（P17参照）

ワインのびん びん 水洗いをして

ワゴン 粗大 業務用は「不可」

わさびのチューブ 可燃

割れた飲料用のびん 不燃 安全措置をして

品　　目 区分 出　し　方
む 蒸し器（木製） 可燃

無線機 小型

め 名刺 雑誌

めがね 不燃

眼鏡ケース 可燃 金属使用のものは「燃やさな
いごみ」へ

メガホン 可燃

目薬の容器 可燃

メジャー・スケール 不燃

メダル 不燃

も 毛布 可燃 袋に入らない場合は「粗大ごみ」へ

モーター 不可 販売店や購入店に相談

木材 持込 長さ１ｍ以内で直径１０ｃｍ以内　

餅つき機 粗大

モップ（柄付き） 粗大

物干し竿 粗大 １ｍ以内に切る

物干し台（コンクリート） 不可 販売店や購入店に相談

物干し台（コンクリート以外）粗大

モバイルバッテリー 不可 電気店等の回収 BOXへ

や やかん 不燃

焼き肉のたれの容器（びん） 不燃

焼き肉のたれの容器（プラスチック製） 可燃

ゆ 油圧式ジャッキ 不可 販売店や購入店に相談

USBメモリ 小型

浴衣 可燃

湯たんぽ（金属製） 不燃

湯たんぽ（プラスチック製） 可燃

湯沸かし器（台所用） 粗大

よ 浴槽 不可 設置業者に相談

よしず 粗大 丸めて１ｍ以内に切ってしばる

ら ライター 不燃 使い切る

ラケット（木製以外） 不燃

ラジオ 小型 電池を抜いて

ラジカセ 小型 電池を抜いて

ラジコン 小型 電池を抜いて

ラップ 可燃

ラップの芯 雑誌

ラップの箱 雑誌 刃の部分は取り除いて

ラベル プラ 洗っても汚れが残るものは
「燃やすごみ」へ

ランタン 不燃

ランチジャー 不燃

■可燃：燃やすごみ　　　　　　　　■不燃：燃やさないごみ　　　　　■有害：有害ごみ　　　　　■プラ：プラスチック製容器包装
■ペット：飲料用ペットボトル　　　■飲料缶：飲料缶　　　　　　　　■びん：飲食用びん　　　　■小型：小型家電
■雑誌：雑誌・雑がみ　　　■新聞：新聞　　　　　　■ダン：ダンボール　　　　　　　　　　　　　　　■紙パック：紙パック
■古着：古着類　　　　　　■粗大：粗大ごみ　　　　■持込：収集しないが持ち込み処分できるごみ　　　■不可：町で処分できないごみ
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不法投棄は犯罪です
　不法投棄した者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、５年以下の懲役
または 1,000 万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金に処せられ又は併科されま
す。不法投棄を発見した場合は、役場住民保険課、または警察署へ連絡をお願いします。

メ モ
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