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川北町役場　住民課

TEL：076-277-1111（代）

お問い合わせ先



川北町の家庭ごみ事情川北町の家庭ごみ事情

　家庭から発生するごみの分別状況について、現況を把握するために定期的な内容物
検査を実施しております。
　松任石川環境クリーンセンターに搬入された家庭系の一般ごみの中から、検査対象
（前回ごみ検査対象ごみの重量：289.10 ㎏　ごみ袋 93 袋分）を抜き出し、手選別に
て適正なごみと資源物類に仕分けを行いました。

空き缶 0 0.00%

空きびん 0.24 0.08%

ペットボトル 0.38 0.13%

容プラ 19.08 6.60%

古新聞 0.68 0.24%

ざつ紙 23.97 8.29%

紙パック 1.36 0.47%

段ボール 2.29 0.79%

古着・布類 10.56 3.65%

不燃物 0.26 0.09%

未使用食材 13.05 4.51%

 71.87 24.86%

 217.23 75.14%

 289.10 100%

～捨てる前に確認しよう！その捨て方合ってる？～

検査結果
約１/４がリサイクルできる資源です

未使用食材
4.51%

不燃物
0.09%

古着・布類
3.65%

紙パック
0.47%

段ボール
0.79%

古新聞
0.24%空きびん

0.08%
ざつ紙
8.29%

重量［㎏］

※端数処理の関係で合計が合わない場合がある

｢ごみ分別事典｣をご活用ください！

割合

適正なごみ
75.14%

ペットボトル
0.13%

容プラ
6.60%

 　川北町では、スマートフォンやパソコンなどで、ごみの分別方法や収集日
を確認できるウェブアプリ｢川北町ごみ分別事典｣を運用しています。
　左記の QR コード、URL 又は「川北町ホームページ >> くらしの情報 >>
地区のごみ収集日」のページからアクセスしてご活用ください。

（川北町ごみ分別事典　https://gb.hn-kouiki.jp/kawakita）

資源物等の合計

適正なごみ

総計

リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
ご
み
（
資
源
）

川
北
町
の
家
庭
ご
み
事
情
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燃えるごみ（可燃ごみ）（可燃ごみ）

半透明または透明の袋で午前8時までに出してください。

生ごみ 天ぷら油 紙おむつ

皮製品

CD・ビデオテープ ブラシ類 ポリバケツ･洗面器 文具･玩具

雑草・落葉類 アルミ箔加工した製品 汚れの著しいもの

水切りをしてください。

野菜くず

魚などの骨

貝がら

台所ごみ

生理用品･紙おむつ

（汚物をトイレに

  捨ててから紙

  などに包む）
紙くず・ぼろ布などに
吸わすか凝固剤で固める。

紙くず（レシート、圧着はがきなど）

タバコの吸い殻

（金属の混ざったものは

     「燃えないごみ」へ）

（マヨネーズ･からしなどは

　　　　　使い切ってください）

（雑草・落葉類

　は必ず土を

　はらい乾燥

　　　させる）

紙くず

発泡スチロール長靴等ゴム製品
大きいものはごみ袋に入るように砕いてください。

食品トレイ、発泡トレイは店頭回収に出しましょう。

ごみステーションの横に

置いてください

●生ごみは十分水切りしてください。

●紙おむつは汚物を取り除いてください。

●雑草・落葉類は、土をはらい乾燥させて、袋に入れてください。（一度に3袋まで）また、

　収集ボックスには入れず、収集ボックスの横に置いてください。

●飲料用紙パックで内側がアルミ加工してあるもの（銀色のもの）は燃えるごみです。

●ポリバケツなどごみ袋に入らない場合は粗大ごみ等集積所に持ち込んでください。

●金具類がついていたらなるべく取ってください。

収
集
日
毎週2回

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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燃えないごみ（不燃ごみ）（不燃ごみ）

半透明または透明の袋で午前8時までに出してください。

化粧ビン せともの

小型電気製品 ビンのキャップ（金属製）

ガラス片・刃物類

水切りをしてください。

金　物

●袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所に出してください。

●製品内の電池は抜いてください。（電池は「資源ごみの日」に出してください）

●照明器具は電球・蛍光管を外してください。（電球、蛍光管は「資源ごみの日」に

　出してください。）

●ガラス片など割れ物や刃物は紙に包んで出してください。

●肥やしの袋を使ってごみを出さないでください。

毎月１回

割れたガラス類 鏡 ナイフ･包丁 剃刀の刃

せともの類 花　瓶

灰　皿

植木鉢

なべ
やかん

フライパン

ポット トースター テープレコーダー

ドライヤー アイロン

危険なものは紙に包んで出してください。

ビンから外して分別してください。
ビンは「資源ごみ（空きびん）」へ
出してください。

収
集
日

燃えるごみ（可燃ごみ）（可燃ごみ）

半透明または透明の袋で午前8時までに出してください。

生ごみ 天ぷら油 紙おむつ

皮製品

CD・ビデオテープ ブラシ類 ポリバケツ･洗面器 文具･玩具

雑草・落葉類 アルミ箔加工した製品 汚れの著しいもの

水切りをしてください。

野菜くず

魚などの骨

貝がら

台所ごみ

生理用品･紙おむつ

（汚物をトイレに

  捨ててから紙

  などに包む）
紙くず・ぼろ布などに
吸わすか凝固剤で固める。

紙くず（レシート、圧着はがきなど）

タバコの吸い殻

（金属の混ざったものは

     「燃えないごみ」へ）

（マヨネーズ･からしなどは

　　　　　使い切ってください）

（雑草・落葉類

　は必ず土を

　はらい乾燥

　　　させる）

紙くず

発泡スチロール長靴等ゴム製品
大きいものはごみ袋に入るように砕いてください。

食品トレイ、発泡トレイは店頭回収に出しましょう。

ごみステーションの横に

置いてください

●生ごみは十分水切りしてください。

●紙おむつは汚物を取り除いてください。

●雑草・落葉類は、土をはらい乾燥させて、袋に入れてください。（一度に3袋まで）また、

　収集ボックスには入れず、収集ボックスの横に置いてください。

●飲料用紙パックで内側がアルミ加工してあるもの（銀色のもの）は燃えるごみです。

●ポリバケツなどごみ袋に入らない場合は粗大ごみ等集積所に持ち込んでください。

●金具類がついていたらなるべく取ってください。

収
集
日
毎週2回

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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容器包装プラスチック

半透明または透明の袋で午前8時までに出してください。

ボトル類 パック･トレー類

袋類（レジ袋･ポリ袋）

その他

カップ類

　【注意】プラスチック製品は「燃えるごみ」です。

　　(例)　プラスチック製ハンガー、洗面器、おもちゃ、クリアファイル、ポリバケツ

　　　　　プラスチック製スプーン・フォーク、収納ケース、ストローなど

●容器類はフタを取ってください。　●汚れを落として水切りしてください。　

●次のものは「燃えるごみ」に出してください。

＊家電製品等の緩衝材（発砲スチロール）

＊汚れの落ちないもの（マヨネーズ、ケチャップ、歯磨き粉などのチューブ容器）

シャンプー、

食用油、ソース、

液体ワックス、

ウォッシャー液など

（しょう油、めんつゆ

　みりんなどの容器は

「資源ごみ（ペットボトル）」へ）

惣菜､海苔､菓子､紅茶､たまごケース､豆腐､

カレー､いちごケース､マーガリン､味噌､

バター、色付きトレーなど

スーパーのレジ袋､米の袋､お菓子の袋､

インスタントラーメンの袋､トイレット

ペーパーの袋など

洗剤のフタ､入浴剤のフタ､

ペットボトルのフタ､

飲み薬の容器、

カップめん･たばこなどの

外側のフィルムなど

インスタント食品のプラスチック容器､

アイスクリーム､ヨーグルト､乳酸飲料など

（カップめんのフタで紙製のものは､

「燃えるごみ」へ）

白色トレーは
回収している
お店に返しましょう。

→燃えるごみ

マークが目印です。

毎月2回
収
集
日

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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紙類

●蛍光管、電球は購入時の箱に入れるか、
紙につつんでください。

●リサイクルマークのついた充電式電池
は販売店に出してください。

●割れてしまったものは半透明の袋に入
れてください。

●中身を使い切ってから出してください。
●中身が残っていて使い切れないものは
役場住民課へご相談ください。

危険物

電子式体温計
電子式温度計
電子式血圧計
は「燃えないごみ」へ＋

＋

資源ごみなど

空き缶

空きびん

ペットボトル

有害ごみ

ラベルを取る 水洗い

●食べ物、飲み物、飲み薬のびんが対象。

●水洗いしてください。

●ビール瓶、一升瓶はできるだけ販売店へ。

●びんのラベルはとらなくても結構です。

●キャップ、コルクは外してください。

洗って 切り開き

●牛乳パックなど飲料用の紙パッ

クが対象です。

●水洗いして切り開いて出してく

ださい。

●内側がアルミ加工してあるもの

は「燃えるごみ」へ

●注ぎ口にキャップがついている

ものは切り取ってください。

黒
・
青
緑
色
な
ど

海苔缶･ミルク缶

缶詰めの缶など

アルミ缶

飲料用紙パック

水
銀
含
有
ご
み

危
険
ご
み

スチール缶

乾電池類 蛍光管 電球 水銀体温計
水銀温度計
水銀血圧計

スプレー缶 カセットボンベ ライター

その他の
スチール缶

透明（白） 茶　色 その他

●プラスチック製のキャップは出来るだけ取り

外してください。（上の写真参考）

●化粧品、アロマのビンは「燃えないごみ」へ。

●口にキャップが固定されているものは無理し

て外す必要はありません。上フタだけ外して

ください。

キャップを取る マークが目印です。

マークが目印です。
●中身を空にして水洗いしてください。　●缶詰のふたも空き缶です。

●ふたとラベルを外し水洗いしてください。（ふたとラベルは容器包装プラスチック）

●工作したペットボトルは燃えるごみです。

毎月1回　第２火曜日

午前8時までに地区で指定した集積所へ出してください。

収
集
日容器包装プラスチック

半透明または透明の袋で午前8時までに出してください。

ボトル類 パック･トレー類

袋類（レジ袋･ポリ袋）

その他

カップ類

　【注意】プラスチック製品は「燃えるごみ」です。

　　(例)　プラスチック製ハンガー、洗面器、おもちゃ、クリアファイル、ポリバケツ

　　　　　プラスチック製スプーン・フォーク、収納ケース、ストローなど

●容器類はフタを取ってください。　●汚れを落として水切りしてください。　

●次のものは「燃えるごみ」に出してください。

＊家電製品等の緩衝材（発砲スチロール）

＊汚れの落ちないもの（マヨネーズ、ケチャップ、歯磨き粉などのチューブ容器）

シャンプー、

食用油、ソース、

液体ワックス、

ウォッシャー液など

（しょう油、めんつゆ

　みりんなどの容器は

「資源ごみ（ペットボトル）」へ）

惣菜､海苔､菓子､紅茶､たまごケース､豆腐､

カレー､いちごケース､マーガリン､味噌､

バター、色付きトレーなど

スーパーのレジ袋､米の袋､お菓子の袋､

インスタントラーメンの袋､トイレット

ペーパーの袋など

洗剤のフタ､入浴剤のフタ､

ペットボトルのフタ､

飲み薬の容器、

カップめん･たばこなどの

外側のフィルムなど

インスタント食品のプラスチック容器､

アイスクリーム､ヨーグルト､乳酸飲料など

（カップめんのフタで紙製のものは､

「燃えるごみ」へ）

白色トレーは
回収している
お店に返しましょう。

→燃えるごみ

マークが目印です。

毎月2回
収
集
日

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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燃
え
る
粗
大
ご
み

燃
え
な
い
粗
大
ご
み

毎週水曜日・土曜日（偶数月の第2土曜日を翌日曜日に変更）

燃える粗大ごみ・燃えない粗大ごみ

ガスコンロ 石油ストーブスキー用具

扇風機電子レンジ

ふとん･カーペット類等

庭木の剪定枝木

ボランティア清掃ごみ

小さくして縛ってください。

太さ10㎝以下で長さ1ｍ

以下に切り、束ねるなど。

（10ページをご覧ください。）

●畳、網戸、障子、ふすまなどのリフォーム

で出るものは、工事業者に依頼してくだ

さい。

●じゅうたんは、丸めて紐掛けして出してく

ださい。

●マットレスなどはスプリングの入ったもの

でも出せます。分別して袋に入れる。

掃除機

家具

自転車・三輪車

詳しくは9ページをご覧ください。

年間の開所日は毎年発行しているチラシか町ホームページをご覧ください。

「川北町粗大ごみ等集積所」へ持ち込んでください。

●灯油は必ず抜き、乾電池も外

してください。

●家庭用電化製品はリサイクル

費用のかからないものです。

開 所 日

開所時間 午前9時～午後4時

古着・布類

●シーツ

●Ｔシャツ、ワイシャツ

●ズボン、セーター

●制服、背広

●雨合羽

●ヤッケ

●下着類

●着れるものならリサイクルできます。

●汚れたもの、裁断くずは燃えるごみです。

●座布団、まくらは燃える粗大ごみです。

洗濯して袋に
入れて
出してください。

「川北町粗大ごみ等集積所」へ持ち込み、リサイクルへのご協力を
お願いします。

電気ストーブ

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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再商品化家電製品など

出
せ
な
い
・
持
ち
込
め
な
い
ご
み

危険なごみ・処理できないごみ

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機 衣類乾燥機エアコン

その他
●耐火金庫（15㎏以上）　●浴槽
●ピアノ　　　　　　　　●建設廃材
●物置
●事業場の加工、製造等で出たもの

●テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パ
ソコンこれらのものを処分するには処分料がかかります。
●処分料はメーカーや大きさによって異なります。
①買ったお店、買い替えを予定しているお店に引き取りを
依頼してください
②買ったお店が不明、買い替えではない場合、お近くの量販
店にご相談ください

家電4商品

パソコン、タブレット

ノートパソコン デスクトップパソコン タブレット

ガスボンベタイヤ バッテリー 廃油 灯油
ガソリン
シンナー

ペンキ

消火器医療系廃棄物農業用機械農薬・火薬類農業用ビニール

◇リフォームで出るものは、工事業者
　に依頼してください。
◇不明なものは役場住民課にご相談
　ください。

資源ごみ（集団回収）

各小学校で実施しているリサイクル運動へ

古新聞 古雑誌 チラシ、厚紙 ダンボール
●古新聞、古雑誌、チラシ・厚紙に分けて紐掛け

または新聞社配布の紙袋で出してください。

●ダンボールは、たたんで紐掛けしてください。

●できるだけ「紙ひも」を使用してください。（ガ

ムテープの使用は避けてください。）

年2～3回
収
集
日

ディスプレー

燃
え
る
粗
大
ご
み

燃
え
な
い
粗
大
ご
み

毎週水曜日・土曜日（偶数月の第2土曜日を翌日曜日に変更）

燃える粗大ごみ・燃えない粗大ごみ

ガスコンロ 石油ストーブスキー用具

扇風機電子レンジ

ふとん･カーペット類等

庭木の剪定枝木

ボランティア清掃ごみ

小さくして縛ってください。

太さ10㎝以下で長さ1ｍ

以下に切り、束ねるなど。

（10ページをご覧ください。）

●畳、網戸、障子、ふすまなどのリフォーム

で出るものは、工事業者に依頼してくだ

さい。

●じゅうたんは、丸めて紐掛けして出してく

ださい。

●マットレスなどはスプリングの入ったもの

でも出せます。分別して袋に入れる。

掃除機

家具

自転車・三輪車

詳しくは9ページをご覧ください。

年間の開所日は毎年発行しているチラシか町ホームページをご覧ください。

「川北町粗大ごみ等集積所」へ持ち込んでください。

●灯油は必ず抜き、乾電池も外

してください。

●家庭用電化製品はリサイクル

費用のかからないものです。

開 所 日

開所時間 午前9時～午後4時

古着・布類

●シーツ

●Ｔシャツ、ワイシャツ

●ズボン、セーター

●制服、背広

●雨合羽

●ヤッケ

●下着類

●着れるものならリサイクルできます。

●汚れたもの、裁断くずは燃えるごみです。

●座布団、まくらは燃える粗大ごみです。

洗濯して袋に
入れて
出してください。

「川北町粗大ごみ等集積所」へ持ち込み、リサイクルへのご協力を
お願いします。

電気ストーブ

家
庭
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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粗大ごみなどは

お持ちください

川北町粗大ごみ等集積所へ

【川北町粗大ごみ等集積所】

住 所 川北町字田子島ぬ96番地2
（旧㈱山本組産業廃棄物処理施設横）

偶数月の第2土曜日を翌日曜日に変更。

開 所 日 毎週水曜日・土曜日

料 金 無料（役場住民課で発行する投棄券が必要です）

持ち込みできるもの

○燃える粗大ごみ（剪定枝を含む）、燃えない粗大ごみ

・川北町内の家庭から出たごみに限ります。

・事業所、剪定業者の持ち込みはできません。

・最大積載量2t以下の車両でお越しください。

・川北町役場住民課で投棄券をもらってください。

・集積所で小型のフレコン袋の貸出しをしています。

・資源ごみや危険ごみ（乾電池・蛍光管・スプレー缶・

　カセットボンベなど）の収集ボックスも設置しています。

【家庭では、ごみ袋（おおむね 45ℓ程度）に入らないものです】

粗大ごみ等の出し方 具 体 的 な 例

そのまま出すもの

家具、まくら、自転車、三輪車、ガスコンロ、ストーブ、扇風機、スキー、草刈機、

こたつ、水槽、スーツケース、畳、チャイルドシート、バット、ベッド（マットレス）、

レンガ、物干し竿など

丸めて（たたんで）縛り、出すもの ふとん、じゅうたん、カーペット、ござ、かや、すだれなど

束ねる又は小型のフレコン袋に

入れて出すもの

庭木の剪定枝木、植木、木材など（地区の神社清掃、公園清掃で発生したもの

も含む）剪定枝木などは、太さ10cm以下で長さ1m程度に切って束ねてくだ

さい。剪定枝木を小型のフレコン袋で出したい場合、更に長さを40cm程度

（指先から肘までの長さ）に切ってください。

地区の道路清掃、神社清掃、公園清掃等で発生した雑草、落ち葉、小枝など

［各家庭で出たものは土をよくはらい、ごみ袋に入れて燃えるごみの収集日

に出してください。（一度に3袋まで）］（大量に出た場合は、持ち込んでも可）

半透明または透明のごみ袋又は

小型のフレコン袋に入れて出すもの

※リフォーム工事で出たものは、工事業者へ処分を依頼してください。

○古着・布類（着れるものならリサイクルできます）
　例：シーツ、シャツ、ズボン、セーター、制服、背広、雨がっぱ、ヤッケなど

　　（洗濯して袋に入れて出してください。汚れたものは燃えるごみで出してください）

手取交差点 農村公園

旧㈱山本組
中間処理施設

木呂場
駐在所

役場県
道
松
任
・
寺
井
線

県道草深・木呂場・美川線

8

川北町粗大ごみ等集積所

粗大ごみ等集積所の位置

（注意）
道路は県道から入る入出路を利用し、農道は通らないでください。
道路の通行に十分注意してください。

《持ち込む際の注意事項など》

家
庭
ご
み
の
各
種
案
内
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▶▶▶地区のごみ収集日（平成29年４月より実施）

資源ごみ

藤蔵・中島・三反田
サンハイム三反田
草深・上先出・下先出
けやきタウン・サンハイム中島

壱ツ屋・与九郎島
上田子島・舟場島
橘・橘新・朝日

下土室・グリーンタウン
サンハイム川北
下田子島・木呂場・木呂場新町
サンハイム橘・なでしこタウン
ひばりタウン

月曜日・木曜日 第３金曜日 第２・４金曜日 毎 

月 

第 

２ 

火 

曜 

日

（注）　可燃物は祝日、祭日、お盆休み、年末年始等で収集日が一部変更になることがあります。
　　　地区別『ごみカレンダー』に基き、いずれも午前８時までに決められた場所に出して下さい。

地　　区　　名 可燃物（毎週） 不燃物 容器包装
プラスチック

水曜日・土曜日

火曜日・金曜日

第３木曜日

第３水曜日

第２・４木曜日

第２・４水曜日

家庭の庭木の剪定枝木の粗大ごみ等集積所への持ち込みについて

①太さ 10cm 以下で長さ１ｍ以下に切って束ね

て持ち込む。

②半透明または透明のごみ袋（概ね45ℓ程度）

に入れて持ち込む。

　・枝木が邪魔をして、先を結べない場合に限

り、結ばなくても結構ですが、中身が飛散

しないようにしてください。（ごみステー

ションに出す場合は、必ず結んでくださ

い。）

　・肥やしの袋に入れて出すことはできません。

【持ち込む際の注意事項】

・川北町役場住民課で発行する投棄券を必ず持って来てください。

・川北町内の家庭から出たものに限ります。

・小型のフレコン袋の貸出しを希望する方は、事前に粗大ごみ等集積所にお越しください。

・事業所の剪定枝木や剪定業者の持ち込みはできません。

・剪定業者に剪定を依頼したものは、処分についても剪定業者に依頼してください。

③小型のフレコン袋（粗大ごみ等集積所で貸出

しもしています）に入れて持ち込む。

　小型のフレコン袋で出す場合は、枝木を長

さ 40 ㎝程度 ( 概ね指先から肘までの長さ )

に切ってください。（長めの枝木を入れると

フレコンが破れたり、上手く取り出せないこ

とがあるため。また、太さは 10cm以下。）

　庭木の剪定枝木を川北町粗大ごみ等集積所に持ち込む場合は、下記①～③の何れかの方法に

より持ち込んでください。

～お願い～
粗大ごみ等集積所は粗大ごみや古着・布類のための集積所です。ごみ袋（おおむね45ℓ程度）に入るごみ（燃えるごみ・燃

えないごみ）は、通常の収集日（燃えるごみ週2回、不燃ごみ月1回）に地区の収集ボックスに出してください。

家
庭
ご
み
の
各
種
案
内
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申請書、領収書と保証書の写し、印鑑（認め印）、

口座が分かる物（通帳等）

家庭用生ごみ処理機器購入費補助金

　家庭ごみの減量化や生活環境衛生の向上を図るために、電化製家庭用生ごみ処理機やコ

ンポスト容器の購入費用にした世帯に対して補助を行っています。ぜひご利用ください。

補助対象

電化製家庭用生ごみ処理機の購入費
（１世帯あたり１台まで　ただし、前回購入より 5年経過後の更新費用も可）

コンポスト容器の購入費（１世帯あたり２台まで）

補助額 購入費の１/２、上限３万円

必要なもの

★

公立松任石川中央病院

白山市役所

至小松

至国道8号線

御経塚

至白山 I.G北陸自動車

金城大学

広域農道

松任駅

松任城跡公園

加賀笠間駅

千代野

ニュータウン

★

松任海浜温泉

松任総合運動公園

道の駅「めぐみ 白山」

徳光 PA

JA
北陸本線

美川

松任 IC

松本工業団地

松任石川医療
クリーンセンター

野々市市野々市市

川北町川北町

白山市白山市

松任石川環境クリーンセンター

　川北町の家庭ごみは、白山市にある｢松任石川環境クリーンセンター｣で処理されています。この

クリーンセンターには、燃えるごみを焼却する｢ごみ焼却施設｣と燃えないごみの中から鉄類やアル

ミ類の資源化物を回収する｢リサイクルプラザ ( 破砕・資源化施設 )｣があり、排ガスや排水処理に

も十分な対策が取られています。また、焼却時に

発生する熱を利用して発電も行っています。

　クリーンセンターの隣接地には、平成 30 年５

月に一般廃棄物最終処分場｢環境の杜 おがわ｣が

完成し、ガラスくずや陶磁器くずなど不燃物残さ

を処分しています。

　販売目的で栽培した野菜・果樹などを収穫し終えた後の枝、つる、茎、苗木、芽かき葉かきな

どを排出するときは、｢事業系一般廃棄物｣という取り扱いになり、｢川北町粗大ごみ等集積所｣

に持ち込みできません。（家庭菜園のものは可）

　これらのものを処分したい時は、松任石川環境クリーンセンターに直接持ち込んで頂く(電

話で前日までに予約が必要。ごみ処理手数料がかかります。)か、事業系一般廃棄物収集運搬許

可業者に依頼してください。

　なお、事業所の剪定枝などを自己搬出する場合も同様の取り扱いになります。

松任石川環境クリーンセンター

住　　所　白山市上小川町795番地

電話番号　076－276－1362

販売農家の皆さまへ…収穫後の｢つる｣などを処分したい時は

家
庭
ご
み
の
各
種
案
内
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4

普段から
ごみの減量を
心がけましょう!

石けんを使って、
流水で
手をよく
洗いましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方がこ家庭にいらっし
ゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、以下のことを心
がけてごみを出しましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症の感染者又は
その疑いのある方の使用済みマスク等の捨て方

❶ごみ箱にごみ袋をかぶせ、
　いっぱいにならない
　ようにしましょう！

ごみは、いっぱいになる前に
早めに出しましょう。

❷ごみに直接触れることの
　ないよう、しっかり縛って
　出しましょう！
ごみは、空気を抜いてから
しっかり縛って出しましょう。
万一、ごみが袋の外面に触れた場合や、
袋が破れている場合は、ごみ袋を二重にしてください。

❸ごみを捨てたあとは
　しつかり手を
　洗いましょう！

以上の点に気を付けてごみを出していただくことが、ご家族にとっても、

ごみを収集•処理する作業員にとっても、

ごみの円滑•安全な収集•処運を行う上で大切な行動です。

皆様のこ協力をよろしくお願いいたします。

家
庭
ご
み
の
各
種
案
内
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不法投棄は犯罪です

「無許可」の回収業者の収集にご注意ください

　日々の生活から出るごみや事業活動に伴って出るごみをみだりに捨てることは法律により禁止され
ています。
　これに違反してごみを捨てた場合、「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
もしくは 1,000 万円以下の罰金（又はこの併科）が科せられ、未遂の場合も罰せられます。さらに、
法人等がその業務に関し産業廃棄物又は一般廃棄物を不法投棄した場合、法人に対し３億円以下の罰
金が科せられます。
　また、不法投棄を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、３年以下の懲役もしくは 300
万円以下の罰金（又はこの併科）が科せられます。

　法律により、土地は所有者（管理者）が清潔に保つことになっております。そのため、不法投棄さ
れても、その処理は土地の所有者（管理者）がすることとなります。不法投棄をさせない環境づくり
が大切です。悪質な不法投棄の場合は、警察に相談するなどしてください。

　ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があります。市区町村の許可や委
託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。

無許可業者による「不法投棄」「不適正処理」「不適正な管理による火災」など

の事例が報告させています。

・街中を大音量で巡回

・空地での回収

・チラシを配布

●不法投棄

●不適正処理
環境対策をせずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が放出されます。

●不適正な管理による火災

無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される事例があります。

廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火や延焼の危険性はあり、不適正な管理による火災が発
生しています。

適正な処理がさせているか

確認できません

無許可の回収業者にはこのような例があります　無許可の回収業者にはこのような例があります　

廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください！

　松任石川環境クリーンセンターと川北町では、ごみの分別やリサイクルについて、楽しく学
習できるゲームを作成しました。スマートフォンやタブレット、パソコンなどで楽しむことが
できます。皆様でお楽しみ頂くとともに、今後も引き続き、ごみの分別・減量化にご協力くだ
さい。

■ごみ分別ゲーム ■ごみリサイクルカードゲーム

［https://gb.hn-kouiki.jp/edu/gk］ ［https://gb.hn-kouiki.jp/edu/ck］

※スマートフォンご利用の方は、あらかじめ画面を横向き表示にすると快適に遊ぶことができます。

｢ごみ｣について楽しく学びましょう !!

家
庭
ご
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家庭ごみの分別一覧家庭ごみの分別一覧 川北町役場　住民課

☎076-277-1111（代）

お問い合わせ先

品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

あ アイ ク 燃えないごみ 紙か布で先端を巻いてください

アイロン 燃えないごみ

アイロン台 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

空き缶 資源ごみ（空き缶）
食品、飲料用に限ります
アルミとスチールに分けてください

空きびん（飲食料・医薬品用） 資源ごみ（空きびん）
無色透明・茶色・その他の色に分けてください。 
キャップは外してください。

空きびんのふた（金属製） 燃えないごみ

アスファルト 出せません 販売店等へお問い合わせください

アタッシュケース 燃えないごみ
布・プラスチック製は｢燃えるごみ｣又は粗大ごみ
等集積所へ

厚紙（紙箱等）
集団回収

（チラシ・厚紙）

圧着はがき 燃えるごみ

圧力なべ 燃えないごみ ゴムパッキン類は｢燃えるごみ｣へ

アノラック 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れているものは、｢燃えるごみ｣へ

油（食用油） 燃えるごみ 固めるか、古紙・布等に吸わせてください

油粘土 燃えるごみ

雨傘・折りたたみ傘 燃えないごみ

雨がっぱ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れているものは｢燃えるごみ｣へ

雨戸（木製、金属製）
一度に５枚程度まで

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

雨どい
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　 
長さは１ｍ以内、一度に３本程度としてください。

網・ネット類 燃えるごみ
食品や商品の包装に使われている 
プラスチック製の物は｢容器包装プラスチック｣へ

編み機（家庭用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

網戸（一度に５枚程度まで） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

網袋・ネット類（野菜等の包装用） 容器包装プラスチック

飴の包み紙（プラスチック製） 容器包装プラスチック

アルバム 燃えるごみ

アルミ缶 資源ごみ（空き缶） 軽く水洗いしてください

アルミホイール（タイヤホイール）
自動車用

出せません 販売店等に相談ください。

アルミホイル（調理用） 燃えるごみ

ご
み
分
別
の
種
類

（
あ
）
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

あ ＩＨ調理器 燃えない粗大ごみ
リフォーム等の場合は工事業者へ 
卓上で袋に入る場合は、｢燃えないごみ｣へ

ＩＣレコーダー 燃えないごみ
データは削除しましょう
電池を取り外してください

安全靴 燃えないごみ

安全ピン 燃えないごみ

アンテナ（テレビ用） 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

い 生け花用吸水性スポンジ 燃えるごみ

石（小さいもの・少量のもの） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
工事に伴って発生したものは施工業者へ

衣装ケース 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

椅子（木製、金属製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　 
フレームが金属部分のものは｢燃えない粗大ごみ｣へ

板（木製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
長さ１m以内としてください

板ガラス 燃えないごみ
ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ　 
取替え時は販売店等に引き取ってもらってください

板戸 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
取替え時は販売店等に引き取ってもらってください

一輪車（運搬・ねこぐるま・遊具） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

一升びん
資源ごみ 

（空きびん）
販売店へ返却しましょう

一升びんのふた 燃えるごみ 封をしている金属部は｢燃えないごみ｣へ

一斗缶（家庭用） 燃えないごみ 中身をカラにしてください

犬小屋
（木製・プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

犬猫のふん 燃えるごみ できるだけトイレに流しましょう

鋳物鍋 燃えないごみ

医薬品（錠剤・粉末） 燃えるごみ 注射針等は薬局へ

医薬品の空きびん
資源ごみ 

（空きびん）
栄養ドリンクのびんも｢空きびん｣です

イヤホン 燃えないごみ

衣類（洋服、和服等） 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ　汚れ、破れ等で着れないも
のは、｢燃えるごみ｣へ

衣類乾燥機（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

入れ歯 燃えるごみ

印鑑 燃えるごみ 石・金属製は｢燃えないごみ｣へ

インクカートリッジ（プリンター用） 燃えるごみ できるだけ店頭回収を利用してください

インクリボン（ワープロなど） 燃えるごみ

インスタント食品の容器 
（プラスチック製）

容器包装プラスチック

インターホン 燃えないごみ

ご
み
分
別
の
種
類

（
あ
〜
い
）
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

い インラインスケート 燃えないごみ

飲料用紙パック
資源ごみ 

（紙パック）
軽く水洗いし、中を切り開き、乾かしてください
内側が銀色のものは｢燃えるごみ｣へ

う
ウインドエアコン 
（家電リサイクル法対象）

出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

ウインドブレーカー 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、燃えるごみへ

植木 燃える粗大ごみ
土を落とし、太さ10cm以内で長さ1m以下に切っ
て束ねて粗大ごみ等集積所へ（10ページ参考）

植木の枝葉 燃えるごみ
小さく切って、ごみ袋に入れてください
一度に３袋まで

植木鉢（陶磁器類） 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

植木鉢（プラスチック製） 燃えるごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ウエットティッシュ 燃えるごみ

ウォシュレット付き便座 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

うがい薬の容器 容器包装プラスチック

浮き輪 燃えるごみ

ウクレレ 燃えるごみ

うちわ 燃えるごみ

腕時計 燃えないごみ できるだけ電池は外してください

乳母車 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

裏カーボン紙 燃えるごみ 特殊加工してある紙類は、リサイクルできません

運動靴 燃えるごみ

え エアークッション 容器包装プラスチック 緩衝材として商品を梱包しているプチプチのシート 

エアコン（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

エアコンの室外機
（家電リサイクル法対象）

出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

エアゾール缶（スプレー缶） 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

栄養ドリンクの空きびん
資源ごみ 

（空きびん）
金属製のふた、リングは取り外して｢燃えないごみ｣へ
ラベルは取らなくて可

液晶テレビ（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

液体洗剤の容器 容器包装プラスチック 軽く水洗いしてください

SDカード 燃えないごみ データを削除してください

枝木 燃える粗大ごみ
太さ10cm以内、長さ1m以下に切って束ねて、粗
大ごみ等集積所へ（10ページ参考）

枝切りばさみ 燃えないごみ

絵の具チューブ 燃えるごみ
金属製のチューブであっても｢燃えるごみ｣で差し
支えありません

絵本
集団回収 

（古雑誌）
絵の出る絵本のおもちゃ部分は電池をはずして｢燃
えるごみ｣へ

ご
み
分
別
の
種
類

（
い
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

え MD（ケースも含む） 燃えるごみ

MDプレーヤー 燃えないごみ

ＬＥＤ灯 水銀含有ごみ 資源ごみの日に出してください

ＬＰガスのボンベ 出せません 販売店等へ相談ください

園芸用支柱 燃えないごみ
木製、プラスチック製は、｢燃えるごみ｣へ
多量の場合はひもで束ねて粗大ごみ等集積所へ

エンジンオイル 燃えるごみ
凝固剤で固めるか古紙等に吸わせてください
多量の場合は自動車販売店、ＧＳにご相談ください

エンジン類 出せません

延長コード（電気コード） 燃えないごみ

鉛筆 燃えるごみ

鉛筆削り 燃えないごみ

塩ビパイプ 燃える粗大ごみ
１ｍ以内に切って、粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

お オイル（食用） 燃えるごみ 凝固剤で固めるか、布・古紙等に吸わせてください

オイル缶 燃えないごみ 中身を空にしてください

オイルヒーター 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

王冠 燃えないごみ

応接セット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

オートバイ 出せません

オーブントースター 燃えないごみ

オーブンレンジ 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

お菓子の箱(金属製） 資源ごみ（空き缶） ｢空き缶｣として出してください

お菓子の袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れが取れないものは｢燃えるごみ｣へ

おけ（金属製） 燃えないごみ

おけ（プラスチック・木製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

押しピン・画びょう 燃えないごみ 紙につつんでください

おしゃぶり 燃えるごみ

おたま 燃えないごみ 木製・プラスチック製は｢燃えるごみ｣へ

落葉、雑草 燃えるごみ
土をはらって乾かし、一度に３袋まででごみステ
ーション横に置いてください。
多量の時は粗大ごみ等集積所へ

お手拭き 燃えるごみ

帯 燃えるごみ

お盆 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

おまる（プラスチック製） 燃えるごみ 必ず洗ってから出してください

ご
み
分
別
の
種
類
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

お おむつ（紙・布） 燃えるごみ 汚物はトイレに捨ててください

おもちゃ（金属製） 燃えないごみ
電池を外してください
ごみ袋に入らないものは粗大ごみ等集積所へ

おもちゃ（プラスチック・木製） 燃えるごみ
電池を外してください
ごみ袋に入らないものは粗大ごみ等集積所へ

折込広告
集団回収 

（チラシ・厚紙）

オルゴール 燃えないごみ

おろし金 燃えないごみ プラスチック製のものは｢燃えるごみ｣へ

温水器 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ（小型のものに限る）
リフォーム等の場合は工事業者へ

温度計 燃えないごみ 測定液が赤色のもの

温度計（水銀を使用したもの） 水銀含有ごみ
測定液が銀白色のものは資源ごみの日に出してく
ださい（分からない場合もこちらへ）

温度計（電子式） 燃えないごみ 電池を外してください

か カーステレオ 燃えないごみ

ガーゼ 燃えるごみ

カーテレビ 燃えないごみ 車載式のテレビは家電リサイクル法対象外です

カーテン 燃える粗大ごみ
金属部分があれば取り外して、粗大ごみ等集積所
へ　袋に入る場合は｢燃えるごみ｣でも差し支えあ
りません

カーテンレール
（木製・プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

カード類 燃えるごみ

カーナビ 燃えないごみ データは削除しましょう

カーペット 燃える粗大ごみ 丸めてしばり、粗大ごみ等集積所へ

カーペットローラー（本体） 燃えないごみ 本体以外は｢燃えるごみ｣へ

カーボン紙、ノーカーボン紙 燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

介護用電動ベット 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
コードは丸めてください

懐中電灯 燃えないごみ 電池を取り外してください

買物袋（スーパーのレジ袋） 容器包装プラスチック マイバックを使用しましょう！

カイロ（使い捨て） 燃えるごみ 外装は｢容器包装プラスチック｣へ

カイロ（金属製） 燃えないごみ 燃料を使用している場合は使い切ってください

鏡 燃えないごみ
鏡台用等、ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等
集積所へ

鏡（鏡台用のもの） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

かき氷機 燃えないごみ

ご
み
分
別
の
種
類

（
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〜
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

か 学習机（木製、スチール製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
蛍光灯が付いている場合は取り外してください

学習机の椅子
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

学生服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
校章は可能なら取り外してください

額縁（金属・ガラス製） 燃えないごみ

額縁（木・プラスチック製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る小さなものは｢燃えるごみ｣へ

家具類（木製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
できるだけ金属部分は外してください

家具類（金属・ガラス・陶器製） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

掛け軸 燃えるごみ

傘 燃えないごみ 和傘は粗大ごみ等集積所へ

菓子・そうめんの空き箱(木製) 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

加湿器 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

菓子の缶 資源ごみ（空き缶）
中のプラスチック製の仕切りは｢容器包装プラスチ
ックへ｣

菓子箱（紙製）
集団回収 

（チラシ・厚紙）

ガス給湯器（小型家庭用） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　買換え時は、販売店等に引
き取ってもらってください

ガスコンロ 燃えないごみ
電池は取り外してください　ごみ袋に入らないも
のは、粗大ごみ等集積所へ

ガスストーブ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ガスボンベ（LPG） 出せません 農協、ガソリンスタンドにご相談ください

ガスマット（レンジ用アルミホイル） 燃えないごみ

ガス湯沸かし器（家庭用） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ 
リフォーム等の場合は工事業者へ

ガスレンジ 燃えない粗大ごみ 電池を外して、粗大ごみ等集積所へ

カセットコンロ 燃えないごみ ボンベは必ず取り外してください

カセットコンロ用ガスボンベ（カート
リッジ式）

危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

カセット式ガスボンベのキャップ 容器包装プラスチック

カセットテープ 燃えるごみ

カセットテープのケース 燃えるごみ

カセットデッキ 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

カセットボンベ 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

ガソリン 出せません ガソリンスタンドなどにご相談ください

ガソリン携行缶 燃えない粗大ごみ 中身を空にして、粗大ごみ等集積所へ

カタログ・パンフレット 集団回収（古雑誌）

ご
み
分
別
の
種
類

（
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

か 活性炭(冷蔵庫の消臭用） 燃えるごみ

カッターナイフ・替刃 燃えないごみ
替刃だけの場合は、替刃を紙や布で包んで出して
ください（別にする必要なし）

カッパ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、燃えるごみへ

かつら 燃えるごみ

家庭菜園用ビニール類 燃えるごみ

蚊取り線香の缶 燃えないごみ

かなづち 燃えないごみ 木製の柄の部分は｢燃えるごみ｣へ（外せる場合）

カバン 燃えるごみ
金属部分をできるだけ外してください
袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

花びん（ガラス・陶器製） 燃えないごみ

鎌 燃えないごみ

釜 燃えないごみ

紙（ラミネート加工、防水加工のもの） 燃えるごみ

紙おむつ 燃えるごみ 汚物はトイレに捨ててください

紙くず 燃えるごみ
ざつ紙（リサイクルできるもの）は｢集団回収｣へ
出しましょう

紙コップ 燃えるごみ

紙皿 燃えるごみ

カミソリ 燃えないごみ

カミソリ替刃 燃えないごみ 紙や布で包んで出してください

紙粘土 燃えるごみ

髪の毛 燃えるごみ

紙箱
集団回収 

（チラシ・厚紙）

紙パック（アルミ加工したもの、内側
が銀色・茶色のもの）

燃えるごみ

紙パック（内側の白いもの） 資源ごみ（紙パック）

軽く水洗いし、中を切り開き、乾かしてください
内側が銀色のものは｢燃えるごみ｣へ
注ぎ口にキャップがついたものは切り取ってくだ
さい

紙袋
集団回収 

（チラシ・厚紙）
汚れたものや、紙以外の部分は｢燃えるごみ｣へ

ガムテープ 燃えるごみ

かめ（陶器製） 燃えないごみ 袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

亀の子たわし 燃えるごみ

カメラ・デジタルカメラ 燃えないごみ 電池は取り外してください

蚊帳（かや）　 燃える粗大ごみ たたんで紐でしばり、粗大ごみ等集積所へ

カラーボックス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

カラオケ機器(家庭用) 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ご
み
分
別
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種
類
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

か ガラス・ガラスの破片・耐熱ガラス類 燃えないごみ 割れている場合は、紙か袋に入れてください

ガラスコップ 燃えないごみ

ガラス食器類 燃えないごみ

ガラス戸 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

ガラスの破片 燃えないごみ 割れている場合は、紙か袋に入れてください

刈り払い機 燃えない粗大ごみ 燃料を空にし、粗大ごみ等集積所へ

軽石 燃えないごみ

がれき類 出せません

カレンダー
集団回収 

（チラシ・厚紙）
金具は｢燃えないごみ｣へ

皮・皮革・合成皮革製品 燃えるごみ 金具類はできるだけ取り外してください

革ジャンパー 古着・布類 粗大ごみ等集積所へ

瓦 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
一度に5枚程度　リフォーム等の場合は工事業者へ

換気扇 燃えないごみ
買換え時は、販売店等に引き取ってもらってくだ
さい

缶切り 燃えないごみ

緩衝材（発泡スチロール） 燃えるごみ

乾燥機（ふとん、くつ） 燃えないごみ 衣類乾燥機は出せません

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰めの空き缶 資源ごみ（空き缶） 軽く水洗いしてください　ふたも「空き缶」です

乾電池 水銀含有ごみ
資源ごみの日に出してください
充電式電池は販売店へ

乾電池（充電式） 出せません
ﾆｶﾄﾞ電池、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池、ﾆｯｹﾙ水素電池が対象
販売店のﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽへ

感熱紙 燃えるごみ

観葉植物 燃えるごみ 土を落としてください

き キーボード（楽器） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

キーボード（パソコン用） 燃えないごみ

キーホルダー 燃えないごみ

木くず 燃える粗大ごみ
太さ10cm以内で長さ1m以下に切って束ね、粗大
ごみ等集積所へ（10ページ参考）
ごみ袋に入る場合は、「燃えるごみ」へ

木くず 
（ごみ袋に入る小さいもの）

燃えるごみ 一度に３袋までとしてください

ギター
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　

キックボード 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

木づち 燃えるごみ

ご
み
分
別
の
種
類
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

き キッチンペーパー 燃えるごみ

キッチンマット 燃えるごみ 大きいものは、筒状に縛って粗大ごみ等集積所へ

杵（きね） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

木の枝・木の根・生木 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
長さ1m、太さ10cm以内に切って束ねてください
（10ページ参考）

着物 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、燃えるごみへ

脚立（木製、鉄・アルミ製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

キャッシュカード 燃えるごみ 口座廃止の手続きはお済みですか？

キャリーバッグ
（プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

急須 燃えないごみ

牛乳パック 資源ごみ（紙パック）
軽く水洗いし、中を切り開き、乾かしてから出し
てください

牛乳びん 資源ごみ（空きびん） 販売店へ返却しましょう

牛乳びんのフタ 
（プラスチック製）

容器包装プラスチック

教科書
集団回収 

（古雑誌）

鏡台（ドレッサー） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　鏡部分はできるだけ取り外
してください

きり 燃えないごみ 先端を紙や布で包んで出してください

金魚鉢（ガラス製） 燃えないごみ

金魚鉢（プラスチック製） 燃えるごみ

金庫（耐火金庫　15kg以下） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
15kg以上のものは出せません

金庫（耐火金庫以外） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

金属製のふた（キャップ） 燃えないごみ

く 空気入れ（自転車用） 燃えないごみ
浮き輪等に空気を入れるプラスチック製のポンプ
は｢燃えるごみ｣へ

空気清浄機 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

クーピー 燃えるごみ

クーラー（エアコン） 出せません
購入・買替する電気店、大型量販店にご相談くだ
さい

クーラーボックス 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
金具がある場合、できるだけ取り外してください

くぎ 燃えないごみ 紙か布で包んで捨ててください

草刈り鎌（家庭用） 燃えないごみ

草ごみ・落ち葉 燃えるごみ
土をはらい乾かし、一度に３袋まででごみステー
ション横に置いてください。
多量の時は粗大ごみ等集積所へ

草刈機 燃えない粗大ごみ 燃料を抜いて、粗大ごみ等集積所へ

ご
み
分
別
の
種
類

（
き
〜
く
）

川北町家庭ごみガイドブック　22



品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

く 草ごみ・落ち葉 燃えるごみ
土をはらい乾かし、一度に３袋まででごみステー
ション横に置いてください。
多量の時は粗大ごみ等集積所へ

草花 燃えるごみ 土をはらい乾かし、一度に３袋まで

くさり（金属製） 燃えないごみ

串 燃えるごみ

櫛・ヘアブラシ 燃えるごみ 金属製のものは｢燃えないごみ｣へ

薬（錠剤・カプセル等）の包装シート 容器包装プラスチック

薬のびん（飲み薬以外） 燃えないごみ

薬のびん（飲み薬）
資源ごみ 

（空きびん）
飲み薬以外（服用できない薬品のびん）は｢燃えな
いごみ｣へ

薬の容器のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック

口紅の容器 燃えるごみ 金属製のものは｢燃えないごみ｣へ

靴（くつ） 燃えるごみ

靴下 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
破れたり、汚れているものは、｢燃えるごみ｣へ

クッション 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣でも差し支えあ
りません

首輪 燃えないごみ

グラウンドゴルフのスティック 燃えるごみ

グラウンドゴルフの球 燃えるごみ

クラシックギター 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

グラス 燃えないごみ

クリーニングの包装ポリ袋 燃えるごみ
商品ではないものを包装した袋は、｢容器包装プラ
スチック｣の対象外です

クリスタルガラス 燃えないごみ

クリスマスツリー 燃えないごみ

クリップ（金属製） 燃えないごみ

車椅子 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

グレーチング 出せません

クレジットカード 燃えるごみ
有効期限をご確認ください
有効期限内の場合、廃止の手続きはお済みですか？

クレヨン・クレパス 燃えるごみ

グローブ 燃えるごみ

グローランプ（球） 水銀含有ごみ 資源ごみの日に出してください

軍手 燃えるごみ

け 蛍光灯・蛍光管 水銀含有ごみ
箱にいれるか紙に包み、資源ごみの日に出してく
ださい

ご
み
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

け 蛍光ペン 燃えるごみ

珪藻土のバスマット 燃えないごみ

携帯電話 出せません 販売店の回収ボックスへ

携帯電話の電池 出せません 販売店の回収ボックスへ

毛糸 燃えるごみ

軽油 出せません ガソリンスタンドなどにご相談ください

計量秤 燃えないごみ 家庭用に限る

ゲートボールの球 燃えないごみ

ケーブル類（家電関係） 燃えないごみ

ゲーム機器（本体） 燃えないごみ
バッテリーがある場合は外して販売店へ
データは削除しましょう

ゲームソフト 燃えるごみ
外装フィルムは｢容器包装プラスチック｣、印刷物
は｢集団回収｣へ

ゲームソフトのケース 燃えるごみ
紙類は抜いて｢集団回収｣、外装フィルムは｢容器包
装プラスチック｣へ

劇薬 出せません 購入店や取扱い店にご相談ください

劇薬類の空きびん 燃えないごみ 中をよく洗ってください

消しゴム 燃えるごみ

化粧品のびん 燃えないごみ 中身を空にしてください

化粧品容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

下駄 燃えるごみ

下駄箱 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　金具がある場合は、できる
だけ取り外してください

ケチャップの容器（プラスチック製） 燃えるごみ

血圧計（水銀式） 水銀含有ごみ
指示液が銀白書のものは資源ごみの日に出してく
ださい（分からない場合もこちらへ）

血圧計（電子式） 燃えないごみ 電池は取り外してください

玄関泥落しマット（金属製） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

玄関マット 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

剣山 燃えないごみ

原動機付自転車（50ccバイク） 出せません 販売店に相談ください

剣道のはかま・さしこ 燃えるごみ

剣道の防具 燃える粗大ごみ
粗大ごみ集積所へ　面などの金属部分があるもの
は｢燃えないごみ｣へ

顕微鏡 燃えないごみ

こ 碁石 燃えないごみ プラスチック製のものは｢燃えるごみ｣へ

こいのぼり 燃えるごみ 金属のポール類は、粗大ごみ等集積所へ

ご
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

こ コイン型リチウム電池 燃えないごみ

高圧洗浄機 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

耕運機（農機具） 出せません 販売店、農協にご相談下さい

工具 燃えないごみ プラスチック、木製の工具は｢燃えるごみ｣へ

広告紙
集団回収 

（チラシ・厚紙）

香水の容器 燃えないごみ
中身を空にしてください 
ふた、ボトルがプラスチック製の場合は「燃える
ごみ」へ

ゴーグル 燃えるごみ

コードリール（ドラムリール） 燃えないごみ

コードレス電話機 燃えないごみ 電池は取り外してください

コーヒーメーカー 燃えないごみ

コーヒー用ミルクの容器 容器包装プラスチック 中を洗ってください

氷枕 燃えるごみ 金具がある場合は、金具を｢燃えないごみ｣へ

小型充電式電池 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

こけし 燃えるごみ

ござ 燃える粗大ごみ 丸めて縛り、粗大ごみ等集積所へ

こたつ 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

こたつ板 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

こたつ布団 燃える粗大ごみ たたんで縛って、粗大ごみ等集積所へ

コップ・グラス（プラスチック製） 燃えるごみ

コップ・グラス（ガラス製・陶磁器製） 燃えないごみ

琴 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

粉石けん 燃えるごみ

粉ミルクの缶 資源ごみ（空き缶） 軽く水洗いしてください

碁盤 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

コピー用紙
集団回収 

（チラシ・厚紙）

ゴム製品（長靴、手袋、玩具等） 燃えるごみ

ゴム手袋 燃えるごみ

ゴムホース 燃えるごみ

ゴムボート 燃える粗大ごみ 空気を抜いて縛り、粗大ごみ等集積所へ

米びつ（金属製） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

米びつ（プラスチック・木製） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

米袋（紙製）
集団回収 

（チラシ・厚紙）

ご
み
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

こ 米袋（ビニール製） 容器包装プラスチック

コルク栓 燃えるごみ

ゴルフクラブ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ゴルフシューズ 燃えるごみ 金属部分がある場合、取り外してください

ゴルフバッグ 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
金属部分はできるだけ取り外してください

ゴルフボール 燃えるごみ

コンクリートがら 出せません

コンクリートブロック 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

コンタクトレンズ 燃えるごみ 使い捨てレンズの容器は｢容器包装プラスチック｣へ

コンパクト 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

コンパネ（合板） 燃える粗大ごみ
１ｍ四方以内で、粗大ごみ等集積所へ
工事で使用したものは産業廃棄物です

コンポ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

さ サーフボード 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

座椅子（木製・プラスチック製） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

サイドボード 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ガラス戸や金属部分はなるべく外してください

サインペン 燃えるごみ

作業服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

酒パック（内側が白いもの）
資源ごみ 

（紙パック）

酒パック（内側が銀色のもの） 燃えるごみ

酒パックのキャップ 容器包装プラスチック

座卓 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

サッカーボール 燃えるごみ 空気を抜いてください

雑誌
集団回収 

（古雑誌）
紙ひもで縛って出しましょう

雑草 燃えるごみ
土をはらい乾かし、一度に３袋まででごみステー
ション横に置いてください。
多量の時は粗大ごみ等集積所へ

殺虫剤の缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

座布団 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

皿（紙・プラスチック製） 燃えるごみ

皿（金属・陶磁器・ガラス製） 燃えないごみ

サラダ油 燃えるごみ 凝固剤で固めるか、布・古紙等に吸わせてください

ざる（木・プラスチック製） 燃えるごみ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

さ ざる（金属製） 燃えないごみ

三脚（ビデオ・カメラ用） 燃えないごみ

サングラス
（金属・ガラスを使用しているもの）

燃えないごみ
レンズ・フレーム共にプラスチックのものは｢燃え
るごみ｣へ

サングラス（プラスチック製） 燃えるごみ

酸素スプレー缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

酸素ボンベ 出せません 販売店等へお問い合わせください

サンダル 燃えるごみ

残飯、生ごみ 燃えるごみ 水切りをしましょう

三輪車 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

し シーツ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で使えないものは、｢燃えるごみ｣へ

CDディスク（ケースを含む） 燃えるごみ

CDプレイヤー 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

CDラジカセ 燃えないごみ

シェーバー（ひげ剃り） 燃えないごみ

ジェルマット 燃える粗大ごみ 折りたたみ、ひもで縛って、粗大ごみ等集積所へ

ジグソーパズル 燃えるごみ

磁石 燃えないごみ

辞書、辞典 集団回収（古雑誌）

下着 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ　汚れたり、破れているもの
は｢燃えるごみ｣へ

下敷き 燃えるごみ

七輪 燃えないごみ
燃料・炭を抜いて、火の気がない事を確認してく
ださい

シップ薬 燃えるごみ

ジッポライター 燃えないごみ 綿、芯は抜いて｢燃えるごみ｣へ

自転車 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

自転車の車輪 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
タイヤ、チューブは取り外してください

自転車のタイヤ 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
いくつかに切って、｢燃えるごみ｣でも差し支えあ
りません

自動車部品 出せません 販売店等へお問い合わせください

竹刀 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ジャージ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で使えないものは、｢燃えるごみ｣へ

シャープペンシル 燃えるごみ 金属製のものは「燃えないごみ」へ

蛇口（水道） 燃えないごみ

ご
み
分
別
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

し 写真、ネガフィルム 燃えるごみ

ジャッキ（車用） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

シャベル（金属製） 燃えないごみ

シャベル（プラスチック製） 燃えるごみ

ジャムのびん 資源ごみ（空きびん）
中を洗ってください
金属製のフタは「燃えないごみ」へ

しゃもじ 燃えるごみ

シャンプーの空き容器 容器包装プラスチック 軽く水洗いしてください

週刊誌 集団回収（古雑誌）

ジューサーミキサー 燃えないごみ

じゅうたん 燃える粗大ごみ ひもで縛って小さくして、粗大ごみ等集積所へ

充電器・ＡＣアダプター 燃えないごみ

柔道着 燃えるごみ

数珠 燃えるごみ

ジュニアシート 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

朱肉 燃えるごみ

シュレッダーダスト 燃えるごみ

潤滑油 燃えるごみ
凝固剤で固めるか、布・古紙等に吸わせてください
多量にある場合は販売店にお問い合わせください

瞬間湯沸器 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ 
リフォーム等の場合は工事業者へ

消火器 出せません 役場住民課（☎(076)277-1111）に相談ください

消火栓ホース 出せません

定規・ものさし 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

将棋の駒 燃えるごみ

将棋盤 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

障子、ふすま 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

消臭スプレー缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

浄水器 燃えないごみ

商品の外装フィルム 容器包装プラスチック

照明器具 燃えないごみ
蛍光灯、蛍光管は取り外してください
袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

醤油の容器（プラスチック製）
資源ごみ

（ペットボトル）

軽く洗ってください
フタやラベルは｢容器包装プラ｣へ
一升瓶は販売店に返却しましょう

醤油差し、調味料入れ 燃えないごみ
ガラス製・ステンレズ製のものは燃えないごみへ
プラスチック製のものは燃えるごみへ

ご
み
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

し じょうろ（金属製） 燃えないごみ

じょうろ（プラスチック製） 燃えるごみ

食洗器 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
買替えや工事の場合は、販売店、施工業者に引き
取ってもらってください

食品トレイ 店頭回収へ スーパー等の回収箱をご利用ください

食用油 燃えるごみ 凝固剤で固めるか、布・古紙等に吸わせてください

食用油の缶 資源ごみ（空き缶） 中を軽く洗ってください

食用油のびん 資源ごみ（空きびん） 中を軽く洗ってください

食用油のペットボトル、プラスチック
ボトル

燃えるごみ 中を軽く洗ってください

除湿機 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

除湿剤 燃えるごみ

食器洗い機・食器乾燥機 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

食器棚 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

シリカゲル（乾燥剤） 燃えるごみ

シルバーカート 出せません 販売店等へお問い合わせください

人工芝 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入れば｢燃えるごみ｣でも差し支えありま
せん

シンナー 出せません 販売店等へお問い合わせください

新聞紙 集団回収（古新聞）
紙ひもで縛るか、販売店配布の袋に入れて出しま
しょう

す 水銀体温計、温度計、血圧計 水銀含有ごみ
指示液が銀白色のものは、資源ごみの日に
分からない場合もこちらへ。

水槽（プラスチック製、ガラス製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
小さいものは｢燃えるごみ｣へ

水筒（金属製・魔法瓶） 燃えないごみ

水筒（プラスチック製） 燃えるごみ

炊飯器（炊飯ジャー） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

スーツ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ　汚れ、破れ等で着れないも
のは、｢燃えるごみ｣へ

スーツケース
（プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

スカーフ 古着・布類 粗大ごみ等集積所へ

姿見 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スキー板、ストック 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スキーウェア、スノーボードウエア 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ　汚れ、破れ等で着れないも
のは、｢燃えるごみ｣へ

スキーキャリア 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スキー靴 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ご
み
分
別
の
種
類

（
し
〜
す
）

29　川北町家庭ごみガイドブック



品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

す スキー手袋 燃えるごみ

スキャナー 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

スクーター 出せません

スケート靴 燃えないごみ

スケートボード 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スケール（金属製） 燃えないごみ

スコップ（金属製） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スコップ（プラスチック・木製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
小さなものは｢燃えるごみ｣へ

硯（すずり） 燃えないごみ

すだれ 燃える粗大ごみ 筒状にして、ひもで縛って、粗大ごみ等集積所へ

スタンプ台（プラスチック製） 燃えるごみ

スタンプ台（金属製） 燃えないごみ

スチール缶（飲料・食品用） 資源ごみ（空き缶） 軽く水洗いしてください

ズック 燃えるごみ

スティックのり 燃えるごみ

ステレオ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ステンレスマグボトル 燃えないごみ

ストーブ 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
燃料を使い切って、給油タンクを空に　乾電池は
取り外してください

ストッキング 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
破れているものは「燃えるごみ」へ

ストック（スキー・登山用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ストップウオッチ 燃えないごみ 電池は取り外してください

ストロー 燃えるごみ

スノーダンプ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スノーブラシ（アルミ製） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

スノーブラシ（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

スノーボード 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スノーボードの靴 燃えるごみ

すのこ 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スパイクシューズ 燃えるごみ 金属のスパイク部分は取り外して｢燃えないごみ｣へ

スパナ（工具） 燃えないごみ

スピーカー 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

スプーン（金属製） 燃えないごみ プラスチック製・木製は｢燃えるごみ｣へ

ご
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

す スプリング入りマットレス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

スプレー缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

スプレー缶のキャップ
（プラスチック製）

容器包装プラスチック

すべり台（幼児用）
木製・プラスチック製

燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ズボン 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れたり、破れているものは、｢燃えるごみ｣へ

スマートフォン 出せません 販売店へ相談ください

炭 燃えるごみ
水に濡らし、火の気がない事を確認して出してく
ださい

墨（書道用） 燃えるごみ

すり鉢 燃えないごみ

せ 制服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

生理用品 燃えるごみ

セーター 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

石油ストーブ 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
燃料を使い切って、給油タンクを空に
乾電池は取り外してください

石油ファンヒーター 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
燃料を使い切って、給油タンクを空にしてください

石油ポンプ（電動） 燃えないごみ 電池は取り外してください

石油ポンプ（手動） 燃えるごみ

せっけん 燃えるごみ

石膏ボード 出せません 工事業者に依頼してください

雪駄（せった） 燃えるごみ

瀬戸物（茶碗等） 燃えないごみ

背広、ズボン、ジャケット 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、燃えるごみへ

セメント 出せません 販売業者・工事業者に依頼してください

セロハンテープの台（おもりつき） 燃えないごみ
おもりの入っていない、プラスチックでできてい
るものは｢燃えるごみ｣へ

セロハン紙 燃えるごみ

セロハンテープ 燃えるごみ

セロハンテープの芯 燃えるごみ

線香 燃えるごみ

洗剤（粉末） 燃えるごみ

洗剤容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 軽く水洗いしてください

扇子 燃えるごみ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

せ 洗濯機（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

洗濯ばさみ 燃えるごみ 金属部分、金属製のものは｢燃えないごみ｣へ

洗濯ハンガー（金属製） 燃えないごみ

洗濯ハンガー（プラスチック製） 燃えるごみ

洗濯物干し台 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

洗濯物干し台のポール
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

剪定枝 燃える粗大ごみ
直径10cm長さ1m以下に切って束ねて、粗大ごみ
集積所へ（10ページ参考）

剪定ばさみ 燃えないごみ

栓抜き 燃えないごみ

扇風機、サーキュレーター 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

洗面器（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

洗面台（家庭用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

そ 造花 燃えるごみ 針金入りのものは｢燃えないごみ｣へ

双眼鏡 燃えないごみ プラスチック製のものは｢燃えるごみ｣へ

雑巾 燃えるごみ 乾かしてから出してください

掃除機 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

素麺の木箱 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ぞうり、サンダル 燃えるごみ

ソースのプラスチック容器 容器包装プラスチック
中を軽く洗ってください
汚れの落ちないものは｢燃えるごみ｣へ

ソーラーシステム 出せません 施工業者・販売店にご相談ください

ソケット（電球） 燃えないごみ

ソファー 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ソフトテニスのボール 燃えるごみ

ソフトボールの球 燃えるごみ

そり（子供用） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

そろばん 燃えるごみ

た タープ 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
金属製のポール類は｢燃えないごみ｣へ

体温計（水銀を使用したもの） 水銀含有ごみ
指示液が銀白色のもの
分からない場合もこちらへ　資源ごみの日に

体重計（電子式） 燃えないごみ

耐火金庫（15kg以下） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
15kg以上のものは出せません

太鼓のばち 燃えるごみ

体重計 燃えないごみ 電池を使用している場合は取り外してください

ご
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

た 体操服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

台所ごみ 燃えるごみ 水をよく切りましょう！

ダイニングセット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

耐熱ガラス製品 燃えないごみ

タイプライター 燃えないごみ

タイヤ（自転車・一輪車用） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
小さく切って｢燃えるごみ｣でも差し支えありません

タイヤ（自動車・バイク・重機用） 出せません 販売店等にご相談ください

タイヤチェーン（自家用車用） 燃えないごみ

タイヤのチューブ（自転車用） 燃えるごみ

ダイヤブロック 燃えるごみ

太陽熱温水器 出せません 施工業者又はメーカーにご相談ください

タイル 燃えないごみ リフォーム等で出たものは工事業者へ

ダイレクトメール（チラシ類）
集団回収

（チラシ・厚紙）
シール式のハガキやビニール部は「燃えるごみ」へ

田植え機 出せません 販売店等にお問い合わせください

タオル、タオルケット 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れがひどいものは、｢燃えるごみ｣へ

竹串 燃えるごみ 半分に折ってください

竹竿 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

竹ぼうき 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

畳（たたみ） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ（一度に6枚程度）
リフォーム等の場合は工事業者へ

畳ベット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

卓球の球 燃えるごみ

卓球のラケット 燃えるごみ

脱酸素剤 燃えるごみ

脱臭剤 燃えるごみ

タッパー 燃えるごみ

建具（障子、ふすま、戸） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

たばこの外装フィルム 容器包装プラスチック

たばこの吸い殻 燃えるごみ 水につけて消火を確認してから出してください

たばこの外箱
集団回収

（チラシ・厚紙）

タブレット端末 出せません ＰＣリサイクル又は販売店にご相談ください

卵の殻 燃えるごみ

ご
み
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

た 卵パック（紙製） 燃えるごみ

卵パック（プラスチック製） 容器包装プラスチック

樽（木・プラスチック製） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

垂木（たるき） 燃える粗大ごみ
長さ1m以下、太さ10ｃｍ程度に切って束ねて、
粗大ごみ等集積所へ（10ページ参考）

だるま 燃えるごみ 袋に入らない大きなものは、粗大ごみ等集積所へ

たわし 燃えるごみ

たわし（金属製） 燃えないごみ

単行本 集団回収（古雑誌）

タンス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

タンバリン 燃えないごみ

段ボール 集団回収（段ボール） ガムテープ、ラベル、金具は取り外してください

ち チェンソー 燃えない粗大ごみ 燃料を空にし、粗大ごみ等集積所へ

地球儀 燃えないごみ

チャイルドシート 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

着火剤 燃えるごみ 火の気がない事を確認してから排出してください

チャッカマン 危険ごみ 使いきって、資源ごみの日に出してください

茶わん（陶磁器製） 燃えないごみ

茶わん（木・プラスチック製） 燃えるごみ

注射器、注射針（在宅医療用） 出せません 主治医院または回収薬局へご相談ください

チューブ容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは｢燃えるごみ｣へ

調味料のびん 資源ごみ（空きびん） 軽く水洗いしてください

調理油 燃えるごみ 固めるか、古紙・布等に吸わせてください

チラシ（広告紙）
集団回収

（チラシ・厚紙）
新聞と混ぜず、雑誌等と一緒に束ねてください

ちりとり（プラスチック・竹製、金
属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は、｢燃えるごみ｣へ

つ 衝立（ついたて） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

使い捨てカイロ 燃えるごみ

使い捨てコンタクトレンズの容器 容器包装プラスチック

使い捨てライター 危険ごみ 使いきって、資源ごみの日に出してください

机（木製、スチール製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

漬物石 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
市販のものに限ります　自然石は収集しません

土 出せません
販売店等へお問い合わせください
少量（45Lのごみ袋2袋分）の場合は、粗大ごみ等
集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

つ 壺（つぼ） 燃えないごみ

積み木 燃えるごみ
枠やケースなど、ごみ袋に入らない大きなもの
は、粗大ごみ等集積所へ

爪切り 燃えないごみ

釣り糸 燃えるごみ

釣り竿
（竹製、グラスロッド・カーボンロ
ッド）

燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

釣り竿リール 燃えないごみ

釣り針 燃えないごみ 紙で包んでください

て Ｔシャツ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れたものは、｢燃えるごみ｣へ

ＤＶＤディスク・ケース 燃えるごみ 外装フィルムは｢容器包装プラスチック｣へ

ＤＶＤプレーヤ・レコーダー 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
データは削除しましょう

ディスポーザー 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ティッシュペーパー 燃えるごみ

ティッシュペーパーの紙箱
集団回収

（チラシ・厚紙）
取り口のフィルム部は取り外して｢容器包装プラス
チック｣へ

ティッシュボックスの外装ﾌｨﾙﾑ・取出
口のﾌｨﾙﾑ

容器包装プラスチック

テープのり 燃えるごみ

テーブル
（プラスチック・木製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

テーブルクロス 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは束ねて粗大ごみ等集積所へ

テープレコーダー 燃えないごみ 電池は取り外してください

手鏡 燃えないごみ

手紙
集団回収

（チラシ・厚紙）

手提げ金庫 燃えないごみ

デジタルカメラ 燃えないごみ
バッテリーは外して回収店へ
データは削除してください

デスクマット 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入るサイズのものは｢燃えるごみ｣へ

鉄アレイ 燃えないごみ

鉄パイプ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

鉄板（バーベキュー用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

テニスボール 燃えるごみ

テニスラケット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

手袋 燃えるごみ

テレビ 
（家電リサイクル法対象）

出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

て テレビアンテナ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

テレビ台 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

テレホンカード 燃えるごみ

電気温水器 出せません 販売店等へお問い合わせください

電気カーペット 燃える粗大ごみ
電気コードと分けて小さくして縛り、粗大ごみ等
集積所へ

電気ケトル 燃えないごみ

電気コード（延長コード） 燃えないごみ 縛って出してください

電気こたつ 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
電熱器部分、コード類は分けてください

電気炊飯器 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

電気スタンド 燃えないごみ
蛍光灯は取り外してください
ごみ袋に入らないものは粗大ごみ等集積所へ

電気ストーブ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

電気ひげそり 燃えないごみ 電池はできるだけ取り外してください

電気ポット 燃えないごみ

電気毛布 燃える粗大ごみ
電気コードと分けて小さくして縛り、粗大ごみ等
集積所へ

電球 水銀含有ごみ
箱に入れるか紙に包み、資源ごみの日に出してく
ださい

電子オルガン 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

電子機器用の充電電池 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

電子辞書、電子書籍端末 燃えないごみ

電子体温計のケース 燃えるごみ

電子体温計、温度計、血圧計 燃えないごみ 電池を取り外してください

電子ピアノ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

電子レンジ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

天体望遠鏡 燃えないごみ

電卓 燃えないごみ 電池はできるだけ取り外してください

テント 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

電動アシスト式自転車 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
バッテリーは回収店へ

点灯管 水銀含有ごみ 資源ごみの日に出してください

電動キックボード 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
バッテリーは回収店へ

電動工具類 燃えないごみ バッテリーは販売店へ

電動チェーンソー 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

電動歯ブラシ 燃えないごみ できるだけ電池を取り外してください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

て テントの支柱 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

天ぷら油 燃えるごみ
凝固剤で固めるか、古紙・ぼろ布などに吸わせて
ください

電話機 燃えないごみ

電話帳 集団回収（古雑誌）

電池（乾電池） 水銀含有ごみ 資源ごみの日に出してください

と 砥石（といし） 燃えないごみ

トイレットペーパーの外袋 容器包装プラスチック

陶器・陶磁器 燃えないごみ

同軸ケーブル 燃えないごみ

籐製品 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣でも差し支えあ
りません

豆腐のパック・フタ 容器包装プラスチック

灯油 出せません 農協、ガソリンスタンド等にご相談ください

灯油タンク（金属製） 燃えない粗大ごみ
外付けの鉄製のもの
中身を空にし、粗大ごみ等集積所へ

灯油ポリタンク 燃える粗大ごみ 中身を空にし、粗大ごみ等集積所へ

灯油ポンプ（電動） 燃えないごみ 電池は取り外してください

灯油ポンプ（手動） 燃えるごみ

動力散布機 出せません 販売店等へお問い合わせください

トースター 燃えないごみ

時計（掛け時計・置き時計） 燃えないごみ 電池は取り外してください

土砂・がれき 出せません 少量の場合は、粗大ごみ等集積所へ

戸棚 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ガラス戸、金属部分はなるべく外してください

トタン板（金属製） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
一度に5枚程度　 
大量の場合は販売店等にお問い合わせください

トタン板（プラスチック製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ　一度に5枚程度　大量の場合
は販売店等にお問い合わせください

トナーカートリッジ（プリンター用） 燃えるごみ
プリンター等で利用したもの
できるだけ店頭回収を利用してください

土鍋 燃えないごみ

土瓶 燃えないごみ

トミカ 燃えないごみ

ドライバー等（工具類） 燃えないごみ

ドライヤー 燃えないごみ

ドラム缶 燃えない粗大ごみ 中身を空にして、粗大ごみ等集積所へ

ご
み
分
別
の
種
類

（
て
〜
と
）

37　川北町家庭ごみガイドブック



品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

と ドラムセット 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

トランプ 燃えるごみ

トランペット 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

鳥かご
（木・プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

塗料 燃えるごみ
タッパーなどで固めるか、新聞紙に塗り広げて乾
燥させてください

塗料の空き缶 燃えないごみ 中身を空にしてください

塗料のスプレー缶 危険ごみ 中身を空にして、資源ごみの日に出してください

トレイ（食品などの容器） 店頭回収へ スーパー等の回収箱をご利用ください

ドレッサー（鏡台） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

トロフィー 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

な ナイフ 燃えないごみ 刃先を紙や布で包んで出してください

苗木等の鉢、ポット
（プラスチック製）

燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

苗箱 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

長靴 燃えるごみ

流し台 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

なべ 燃えないごみ

鍋焼きうどんの容器（アルミ製） 燃えないごみ
軽く水洗いしてください
外装フィルム、プラスチックのフタの部分は｢容器
包装プラ｣

生木・木の根 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
土を落として長さ1ｍ、太さ10cm以内に切ってく
ださい（10ページ参考）

生ごみ、残飯 燃えるごみ 十分に水切りすると、においが減って軽くなります

生ごみ処理機 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

波板（プラスチック製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
一度に5枚程度
大量の場合は販売店等にお問い合わせください

縄・ひも・ロープ 燃えるごみ
ごみ袋に入らない太いものは、片手で持てるサイ
ズに束ねて粗大ごみ等集積所へ

に ニッカド電池 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

ニッケル水素電池 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

ニッパー 燃えないごみ

日本酒のびん 資源ごみ（空きびん） 一升瓶は販売店に返却しましょう

入浴剤 燃えるごみ 容器は各々分別して出してください

人形 燃えるごみ 金属製・陶器製は｢燃えないごみ｣へ

人形ケース（ガラス製） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

人形ケース（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

布きれ 燃えるごみ

ね ネガ（フィルム） 燃えるごみ

ネクタイ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で使えないものは、｢燃えるごみ｣へ

ネクタイピン 燃えないごみ

ねじ 燃えないごみ

ネット（果物、野菜など） 容器包装プラスチック

寝袋 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ等集積所へ

粘土（教材用） 燃えるごみ

燃料タンク（金属製） 燃えない粗大ごみ 中身を空にし、粗大ごみ等集積所へ

燃料油 出せません 農協、ガソリンスタンドにご相談ください

の 農業機械類 出せません 農協、販売店にご相談ください

農業用ビニール 出せません 農協、販売店にご相談ください

農薬 出せません 農協、販売店にご相談ください

農薬の空きびん（家庭用） 燃えないごみ 中を空にして、軽く洗ってください

ノート 集団回収（古雑誌）

ノートパソコン 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

のこぎり 燃えないごみ 刃先を紙や布で包んで出してください

海苔缶 資源ごみ（空き缶）

は ハードディスク 燃えないごみ データは削除しておきましょう

ハードディスクレコーダー 燃えないごみ
データは削除しましょう
ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ハーモニカ 燃えないごみ

灰（燃え殻・焼却灰） 燃えるごみ
少量に限ります
火の気がない事を確認してください

バイク 出せません オートバイク販売店に相談ください

灰皿（金属製・陶磁器製） 燃えないごみ

灰皿（プラスチック製） 燃えるごみ

パイプいす 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
家庭で使用していたものに限ります

パイプベッドのパイプ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

廃油（食用油） 燃えるごみ 凝固剤で固めるか、布・古紙等に吸わせてください

はがき
集団回収

（チラシ・厚紙）
シール式、圧着はがきは｢燃えるごみ｣へ

はかり 燃えないごみ 電池式のものは電池を抜いてください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

は 履物（はきもの） 燃えるごみ

刷毛（はけ） 燃えるごみ

バケツ（金属製） 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る物は｢燃えないごみ｣へ

バケツ（プラスチック製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る物は｢燃えるごみ｣へ

はさみ 燃えないごみ

箸（はし） 燃えるごみ 金属製のものは｢燃えないごみ｣へ

はしご（木製、鉄・アルミ製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

柱(木製）
：長さ1m以下、太さ10cm以下

燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

柱時計 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

バスケットボール 燃えるごみ 空気を抜いてください

バスタブ 出せません

バスマット 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

パソコン
（デスクトップ型・ノート型）

出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

パソコン周辺機器
（マウス・プリンター・スキャナー
等）

燃えないごみ
マウス、キーボード、プリンターなど。
ディスプレイは出せません
販売店等にお問い合わせください

パソコンのディスプレイ 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

パソコンラック 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

鉢（陶器製） 燃えないごみ ごみ袋に入らない場合は、粗大ごみ等集積所へ

鉢（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らない場合は、粗大ごみ等集積所へ

発煙筒 燃えるごみ

バック、カバン
（革・布・ビニール製）

燃えるごみ できるだけ、金物を取り外してください

バック、カバン（金属製） 燃えないごみ

バッテリー（電動自転車用） 出せません 販売店にご相談ください

バッテリー（電子機器用） 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

バッテリー
（自動車・バイク用の鉛蓄電池）

出せません 販売店、ガソリンスタンド等にご相談ください

バット（木製、金属製）
燃える（燃えない）

粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ

発泡スチロール製品 燃えるごみ なるべく小さく砕いてください

発泡スチロール（商品の緩衝材） 燃えるごみ なるべく小さく砕いてください

発泡トレイ（食品トレイ） 店頭回収へ スーパー等の回収箱をご利用ください

バドミントンラケット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

花火 燃えるごみ 水に浸して、消火を確認してから出してください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

は 花札 燃えるごみ

パネルヒーター 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

歯ブラシ 燃えるごみ

バーベキューコンロ 燃えないごみ

バーベキューコンロの網 燃えないごみ

歯磨き粉のチューブ 容器包装プラスチック 汚れが取れない場合は｢燃えるごみ｣へ

歯磨き粉のトラベルケース 燃えるごみ

刃物類 燃えないごみ 刃先を紙や布で包んで出してください

腹巻 古着・布類 粗大ごみ等集積所へ

針（縫い針、まち針） 燃えないごみ 紙に包んでください

針金 燃えないごみ

バルサンの空き缶 燃えないごみ

バレーボール 燃えるごみ 空気を抜いてください

ハンガー（金属製・針金） 燃えないごみ
クリーニング店のものはなるべくお店へ返しまし
ょう

ハンガー（木製・プラスチック製） 燃えるごみ
クリーニングのハンガーはなるべく店へ返しまし
ょう

ハンカチ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で使えないものは、｢燃えるごみ｣へ

ハンコ 燃えるごみ 石・金属製は｢燃えないごみ｣へ

飯ごう 燃えないごみ

パンスト 燃えるごみ

絆創膏（ばんそうこう） 燃えるごみ

パンの袋 容器包装プラスチック

パンフレット 集団回収（古雑誌）

ハンマー 燃えないごみ プラハンマー、木づちは｢燃えるごみ｣へ

ひ ピアニカ 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ピアノ 出せません 販売店などに相談ください

ビー玉 燃えないごみ

ビーチパラソル 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ビーチボール 燃えるごみ 空気を抜いてください

ヒートテック衣料 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

ビールびん 資源ごみ（空きびん） できるだけ販売店に返却しましょう

ビールびんのふた 燃えないごみ

ひげそり（カミソリ） 燃えないごみ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ひ ビデオカメラ 燃えないごみ
データは削除しましょう
バッテリーは外して回収店へ

ビデオテープ 燃えるごみ ケースも同様です

ビデオデッキ 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えないごみ｣へ

一口ゼリーのカップ 容器包装プラスチック プラスチック製

ひな人形、ひな人形の飾り 燃えるごみ
金属製のものは「燃えないごみ」へ。多量にある
場合は、人形の服（布）と分別して「粗大ごみ等
集積所」へ

ひな人形の段、ひな壇 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
木製の場合、「燃える粗大ごみ」へ

ビニール・ナイロン（農業用） 出せません 農協・販売店にご相談ください

ビニールシート（家庭菜園用） 燃えるごみ

ビニールホース 燃えるごみ

火鉢 燃えないごみ 中の灰は｢燃えるごみ｣へ

百科事典 集団回収（古雑誌）

氷嚢（ひょうのう） 燃えるごみ 金属製の金具は取り外してください

肥料 出せません 少量の場合は、粗大ごみ等集積所へ

肥料の袋（プラスチック製） 燃えるごみ 少量に限ります

ビン（食べ物、飲み物、飲み薬用） 資源ごみ（空きびん） 軽く水洗いしてください

便箋
集団回収

（チラシ・厚紙）

ビンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ビンのふた（金属製） 燃えないごみ

ふ ファイル（紙製）
集団回収

（チラシ・厚紙）
金属部分は｢燃えないごみ｣へ
プラスチック部分は｢燃えるごみ｣へ

ファイル（プラスチック製） 燃えるごみ 金具は｢燃えないごみ｣へ

ファックス（本体） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ファックス用紙（感熱紙） 燃えるごみ 感熱紙は資源化できません

ファンヒーター 燃えない粗大ごみ 給油タンクを空にして、粗大ごみ等集積所へ

フィギュア 燃えるごみ

フィルム（ネガ） 燃えるごみ

風船 燃えるごみ

ブーツ 燃えるごみ 金属部分はなるべく取り外してください

封筒（ビニール製） 燃えるごみ

封筒（紙製）
集団回収

（チラシ・厚紙）
窓あき封筒はフィルム部分をはがしてください

フードプロセッサー 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

風鈴 燃えないごみ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ふ プール（ビニール製） 燃える粗大ごみ
小さく折りたたんで、粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣でも可

フォーク 燃えないごみ プラスチック・木製は｢燃えるごみ｣へ

複写伝票 燃えるごみ 特殊加工してある用紙は資源ごみに出せません

ふた・栓・キャップ（金属製） 燃えないごみ

ふた・栓・キャップ
（プラスチック製）

容器包装プラスチック

筆 燃えるごみ

筆箱 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

布団 燃える粗大ごみ 折りたたみ、ひもで縛って、粗大ごみ等集積所へ

布団乾燥機 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

フライパン 燃えないごみ

ブラインド 燃えない粗大ごみ
ひもで縛り、粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

ぶら下がり健康器 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ブラジャー 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

プラスチック製品（大きいもの） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣へ

プラスチック製品（小さいもの） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

プラズマテレビ
（家電リサイクル法対象）

出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

プラモデル 燃えるごみ

プラレール（車両・部品） 燃えるごみ 乾電池は取り外してください

フラワーポット 容器包装プラスチック 土を落としてください

ブランコ（幼児用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

プランター（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 土を取り除いて、粗大ごみ等集積所へ

プランター（陶磁器・金属製） 燃えない粗大ごみ 土を取り除いて、粗大ごみ等集積所へ

フリース 古着・布類 粗大ごみ等集積所へ

プリンター 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

プリンターのインクカートリッジ 燃えるごみ できるだけ販売店の店頭回収をご利用ください

プリンの容器 容器包装プラスチック プラスチック製

ブルーシート 燃える粗大ごみ
折りたたみ、ひもで縛って粗大ごみ等集積所へ　
袋に入るものは｢燃えるごみ｣でも可

ブルーレイプレイヤー 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

古本 集団回収（古雑誌）

プレイヤー類
（ＣＤ・ＭＤ・レコードなど）

燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

プレジャーボート 出せません 販売店にご相談ください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ふ プロジェクションテレビ 出せません 販売店にご相談ください

ブロック 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ（少量に限る）
工事等で発生した場合は施工業者へ

フロッピーディスク 燃えるごみ

風呂のふた 燃える粗大ごみ 縛れるものは縛って、粗大ごみ等集積所へ

プロパンガスのボンベ 出せません 販売店等へお問い合わせください

風呂マット 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

文鎮 燃えないごみ

文房具（木・プラスチック製） 燃えるごみ

へ ヘアアイロン 燃えないごみ

ヘアブラシ 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみへ｣

ヘアスプレー缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

ヘアスプレーの外装フィルム・キャ
ップ

容器包装プラスチック

ヘアドライヤー 燃えないごみ

ヘアピン 燃えないごみ

ペーパータオル 燃えるごみ

ベッド 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ペットの死骸 出せません
手取郷斎場（☎0761-55-0512）へ依頼してくだ
さい

ペットのふん 燃えるごみ できるだけトイレに流しましょう

ペットボトル（飲料用等）
資源ごみ

（ペットボトル）
軽く水洗いしてください
調味料の場合はマークを確認してください

ペットボトル（食用油等） 容器包装プラスチック
油分のある調味料は容器包装プラです
汚れが取れない場合は｢燃えるごみ｣へ

ペットボトルのふた 容器包装プラスチック

ペットボトルのラベル 容器包装プラスチック

ヘッドホン 燃えないごみ

ペット用トイレの砂（砂・紙製） 燃えるごみ

ベニヤ板 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
少量に限ります
1ｍ以下に切ってください

ベビーカー 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ベビーダンス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ベビーチェアー（木製） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ベビーバス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ベビー布団 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ベビーベッド 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

へ ベビーラック 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ヘルスメーター 燃えないごみ 電池を使用している場合は取り外してください

ベルト（バンド） 燃えるごみ バックルは、外して｢燃えないごみ｣へ

ヘルメット 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ペン 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

ペンキ 燃えるごみ
タッパーなどに入れて固めるか、新聞紙に塗り広
げて乾燥させてください

ペンキの空き缶 燃えないごみ 空にしてください

ペンキのスプレー缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

便座 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所
リフォーム等の場合は工事業者へ

ペンチ 燃えないごみ

弁当箱（プラスチック・木製） 燃えるごみ

弁当箱（金属製） 燃えないごみ

弁当容器（コンビニなど） 容器包装プラスチック
中を軽く洗ってください
汚れのひどいものは｢燃えるごみ｣へ

ほ ホイール（自転車用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ホイール（自動車・バイク用） 出せません 販売店等へお問い合わせください

ホイールキャップ 燃えるごみ できるたけ金属部分を取り外してください

ボイラー 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
小型のものに限る
リフォーム等の場合は工事業者へ

望遠鏡 燃えないごみ

ほうき 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣へ

芳香剤の容器 容器包装プラスチック ガラス・金属製は｢燃えないごみ｣へ

帽子 燃えるごみ

包装紙
集団回収

（チラシ・厚紙）

包帯 燃えるごみ

防虫剤（錠剤） 燃えるごみ

防虫スプレーの空き缶 危険ごみ 中身を使いきって、資源ごみの日に出してください

包丁 燃えないごみ 刃先を紙や布でつつんで出してください

ボウリングの球 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ボウル（木・プラスチック製） 燃えるごみ

ボウル（金属製） 燃えないごみ

ホース 燃えるごみ

ホースリール（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らない場合は、粗大ごみ等集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ほ ホースリール（金属製） 燃えないごみ
ホースは取り外して｢燃えるごみ｣へ
ごみ袋に入らない場合は、粗大ごみ等集積所へ

ポータブルトイレ 燃える粗大ごみ きれいに洗ってから、粗大ごみ等集積所へ

ボードゲーム 燃えるごみ

ホームベーカリー 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ボールペン 燃えるごみ
金属部分はできるだけ取り外してください
金属製は｢燃えないごみ｣へ

ホーロー鍋 燃えないごみ

墨汁の容器 燃えるごみ 中身が残っている場合、水で薄めて流してください。

木刀 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

歩行器（幼児用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ポスター
集団回収

（チラシ・厚紙）

ボタン 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

ボタン電池 水銀含有ごみ 資源ごみの日に出してください

ホチキス 燃えないごみ

ホチキスの針 燃えないごみ

補聴器 燃えないごみ 電池は取り外してください

ホッカイロ 燃えるごみ 包装は｢容器包装プラスチック｣へ

ポット 燃えないごみ

ホットカーペット 燃える粗大ごみ
電気コードと分けて小さくして縛り、粗大ごみ等
集積所へ

ホットプレート 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

ほ乳びん（ガラス製） 燃えないごみ
プラスチック製のものは｢燃えるごみ｣へ
資源ごみには出せません

ほ乳びん（プラスチック製） 燃えるごみ

ポリタンク 燃える粗大ごみ
中身を空にして、粗大ごみ等集積所へ
キャップは｢燃えるごみ｣へ

ポリバケツ 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

保冷剤 燃えるごみ 中身が入ったままでも差し支えありません

ボロきれ 燃えるごみ

本、雑誌
集団回収 

（古雑誌）

本棚・本箱
（木製・プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

ポンプ類 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
燃料、オイルを抜いてください

ま 麻雀パイ 燃えるごみ

マイク 燃えないごみ

マイクスタンド 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ま マウス（パソコン用） 燃えないごみ

マウスパッド 燃えるごみ

巻尺 燃えないごみ
目盛部がプラスチックや紙製のものは、｢燃える
ごみ｣へ

マグカップ類（陶器製） 燃えないごみ

枕 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣でも差し支えあ
りません

孫の手 燃えるごみ ごみ袋に入らない大きなものは、粗大ごみ等集積所へ

マザーボード 燃えないごみ パソコン用電子回路基板

マジックペン 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

マッサージ機器（電動） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

マッサージチェアー 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
一部販売店でも引き取りを行っています

マッチ 燃えるごみ 水に浸し発火しないようにしてください

マット（足ふき） 燃えるごみ

マットレス（スプリング入りも含む） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

窓ガラス（割れたガラス） 燃えないごみ 紙に包んでください

まな板 燃えるごみ

魔法瓶 燃えないごみ

ママさんダンプ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

豆炭 燃えるごみ 火の気のない事を確認してください

豆電球 燃えないごみ

万年筆 燃えるごみ 金属製は｢燃えないごみ｣へ

万歩計 燃えないごみ 電池を使用している場合は取り外してください

み みかん箱（果物、野菜の箱含む） 集団回収（段ボール） ガムテープ・金具は、なるべく取り外してください。

みかんを入れた網、ネット 容器包装プラスチック

ミキサー 燃えないごみ

ミシン 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

水着 燃えるごみ

ミニカー 燃えないごみ ボディがプラスチック製のものは｢燃えるごみ｣へ

ミニコンポ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ミルク缶 資源ごみ（空き缶） 中を軽く洗ってください

む 虫かご 燃えるごみ 金属部、金属製は｢燃えないごみ｣へ

蒸し器（木製・竹製） 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
ごみ袋に入る場合は｢燃えるごみ｣へ

蒸し器（金属製） 燃えないごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ等集積所へ

ご
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

む 虫眼鏡 燃えないごみ
レンズ・ワク共にプラスチックのものは｢燃える
ごみ｣へ

ムシロ 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
大きいものは筒状にしてひもで縛ってください

め 名刺
集団回収

（チラシ・厚紙）

眼鏡
（金属・ガラスを使用しているもの）

燃えないごみ
レンズ・フレーム共にプラスチックのものは｢燃え
るごみ｣へ

眼鏡（プラスチック製） 燃えるごみ

め 目薬の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック ガラス製は｢燃えないごみ｣へ

メジャー（巻尺）金属製 燃えないごみ
手芸用などで、プラスチック、布でできているも
のは｢燃えるごみ｣へ

メモ用紙
集団回収

（チラシ・厚紙）

も 毛布 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で使えないものは、燃えるごみへ

燃えがら 燃えるごみ
少量に限ります
火の気がない事を確認してください

モーター 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

木材 燃える粗大ごみ
太さ10cm以下、長さ1m以下に切って束ねて、粗
大ごみ集積所へ（10ページ参考）

木製家具類 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

木炭 燃えるごみ 火の気がない事を確認してから出してください

木片 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ等集積所へ

餅つき器（家庭用） 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

モップ（柄をのぞく） 燃えるごみ 柄の部分は、粗大ごみ等集積所へ

モップの柄（木製） 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

物置 燃えない粗大ごみ 解体・分別して、粗大ごみ等集積所へ

物干し竿
（竹・プラスチック製、金属製）

燃える（燃えない）
粗大ごみ

粗大ごみ等集積所へ

物干し台
（ｺﾝｸﾘｰﾄの重りがついているもの）

燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

や やかん 燃えないごみ

焼き物（陶磁器類） 燃えないごみ

野球のボール（軟球・硬球） 燃えるごみ

薬品（劇薬類） 出せません 薬局や販売店に相談ください

野菜くず 燃えるごみ
水気を切ってください
堆肥化や乾燥すると減量化できます

野菜の結束テープ 燃えるごみ

野菜の包装フィルム 容器包装プラスチック

ヤッケ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

ゆ 油圧式ジャッキ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

ゆ USBメモリ 燃えないごみ データを削除してください

浴衣 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

湯たんぽ（金属製） 燃えないごみ

湯たんぽ（プラスチック製） 燃えるごみ

ユニットバス 出せません 工事業者に処理を依頼してください

湯のみ 燃えないごみ

湯沸かし器 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ 
リフォーム等の場合は工事業者へ

よ 洋服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

預金通帳 燃えるごみ

浴槽 出せません 工事業者に処理を依頼してください

よしず 燃える粗大ごみ 丸めて縛り、粗大ごみ等集積所へ

ら ライター 危険ごみ 使いきって、資源ごみの日に出してください

ラジオ・ラジカセ 燃えないごみ 電池は取り外してください

ラジコン 燃えないごみ

ラップのケースの刃 燃えないごみ

ラップの芯 燃えるごみ

ラップの箱
集団回収

（チラシ・厚紙）
金属製の刃は外して「燃えないごみ」へ

ラップ類（家庭で使用したもの） 燃えるごみ

ラップ類（商品を包んでいたもの） 容器包装プラスチック 汚れているものは｢燃えるごみ｣

ランタン 燃えないごみ
電池式は電池を取り外してください
燃料式の場合は燃料を使い切ってください

ランチジャー 燃えないごみ 中のプラスチック容器は｢燃えるごみ｣へ

ランドセル 燃えるごみ 金属部分はできるだけ取り外してください

ランニングマシン 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
なるべく販売店等に引き取ってもらってください

り リチウムイオン電池 出せません 販売店のリサイクルボックスへ

リモコン 燃えないごみ 電池は取り外してください

リヤカー 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
荷台の木製の部分はできるだけ取り外してください

リュックサック 燃えるごみ 金属部分はできるだけ取り外してください

リンスの空容器 容器包装プラスチック 軽く水洗いしてください

る ルーフボックス 燃える粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
金属部分はできるだけ取り外してください

ルームランナー 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
なるべく販売店等に引き取ってもらってください

れ 冷蔵庫（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください
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品目名 分別区分 備　考（出す上でのお願い）

れ 冷凍庫（家電リサイクル法対象） 出せません 購入・買替する電気店、大型量販店に相談ください

レインコート 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

レーザーディスク 燃えるごみ 本体は｢燃えないごみ｣へ

レコード盤 燃えるごみ

レゴブロック 燃えるごみ

レシート 燃えるごみ
感熱紙や複写紙が利用された紙はリサイクルでき
ません

レジ袋 容器包装プラスチック

レジャーシート 燃えるごみ

レトルトパック 容器包装プラスチック 中が汚れたものは、｢燃えるごみ｣へ

レンガ 燃えない粗大ごみ
粗大ごみ等集積所へ
リフォーム等の場合は工事業者へ

レンジフード 燃えないごみ

練炭 燃えるごみ 火の気がない事を確認してください

ろ
老眼鏡
（金属・ガラスを使用しているもの）

燃えないごみ
レンズ・フレーム共にプラスチックのものは｢燃え
るごみ｣へ

老眼鏡（プラスチック製） 燃えるごみ

ローソク 燃えるごみ 火の気がない事を確認してから出してください

ロープ 燃えるごみ
ごみ袋に入らないものは、片手で持てる程度のサ
イズにまとめて、粗大ごみ等集積所へ

ローラースケート 燃えないごみ

わ ワープロ 燃えないごみ

ワープロインクリボン 燃えるごみ

ワイシャツ 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

ワイヤーロープ 燃えない粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

ワインのびん 資源ごみ（空きびん）
びんの色をよく確認してください
よく分からない場合は｢その他｣の色

輪ゴム 燃えるごみ

和紙 燃えるごみ

和太鼓 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

和ダンス 燃える粗大ごみ 粗大ごみ等集積所へ

和服 古着・布類
粗大ごみ等集積所へ
汚れ、破れ等で着れないものは、｢燃えるごみ｣へ

割り箸 燃えるごみ

割り箸の外袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック 紙製のものは｢集団回収｣へ

われもの類 燃えないごみ 紙につつんでください

ワンカップ（お酒）の容器 資源ごみ（空きびん）
中を洗ってください
ふたやキャップは取り外してください
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