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50音 50音

IHクッキングヒーター
コードは切ってもやすごみ。指定袋に入る場合

はもやさないごみ オートバイ
販売店・メーカーへお問い合わせくだ
さい

アイロン コードは切ってもやすごみ オーブントースター コードは切ってもやすごみ

アイロン台 指定袋に入る場合はもやさないごみ オーブンレンジ

アダプター（電源用） コードは切ってもやすごみ お菓子の箱（紙） ビニールコーティングされたもの、汚
れたものはもやすごみ

厚紙（贈答品箱等）
ビニールコーディングされたもの、汚
れたものはもやすごみ 屋上の水タンク 業者へお問い合わせください。

油（食用）
他の油、オイル等と混ぜない。中身が
もれない容器に入れる。 お玉杓子（金属製） プラスチック製はもやすごみ

油（食用）の容器（缶） 中をすすぐ 落ち葉

油（食用）の容器（びん） 中をすすぐ おまる きれいに洗う

油（食用）の容器（プラスチック） 中をすすぐ おむつ 汚物はトイレに流す

網戸の網 金網はもやさないごみ おもちゃ（プラスチック・木製） 指定袋に入らない場合は粗大ゴミ

アルバム おもちゃ（金属製）
指定袋に入らない場合は粗大ごみ。電池は外

す（電池のらんを参照）

アルミ皿 オルガン・エレクトーン コードは切ってもやすごみ

アルミホイル（台所用品） オルゴール

安全靴 カーテン

安全ピン カーテンレール
指定袋からはみ出しても可。伸縮式の
ものは縮める。それ以外は折り曲げ
る。

アンテナ（テレビ用） 指定袋に入る場合はもやさないごみ カーナビ

石 石はごみとして収集できません。
業者へお問い合わせください。 カーペット 指定袋に入る場合はもやさないごみ

衣装ケース（プラスチック） 指定袋に入る場合はもやすごみ カーボン紙

イス
指定袋に入る場合は、木製はもやすごみ、金

属製はもやさないごみ 貝殻

板きれ
１ｍ以下に切断し、ひもで束ねる。指
定ゴミ袋に入る場合はもやすごみ 懐中電灯 電池は外す（電池のらんを参照）

一輪車 タイヤはホイールから取り外し、もやさないごみ カイロ（使い捨て）

一升瓶 中をすすぐ 鏡 割れたものは、きけんごみ

ETC車載器 コードは切ってもやすごみ かさ 指定袋からはみ出しても可

一斗缶 中をすすぐ 加湿器 コードは切ってもやすごみ

衣服・衣類 ガスコンロ 指定袋に入る場合はもやさないごみ

イヤホン ガスコンロカバー（アルミ製） スチール製はもやさないごみ

入れ歯 ガスボンベ（LP・高圧） 販売店へお問い合わせください

インク 布・紙などに染み込ませる ガス湯沸かし器 指定袋に入る場合はもやさないごみ

インクカートリッジ（プリンター用） 店頭回収を推奨 カセットコンロ
指定袋に入る場合はもやさないごみ。
カセットボンベは取り外す

植木 カセットテープ

植木鉢（陶器） プラスチック製は、もやすごみ カセットボンベ（カセットコンロ用）
穴を開け、中身は残さない。ふた等のプラス

チックは外し、もやすごみ。

ウェットスーツ カッターナイフの本体 刃の部分以外

ウォークマン 電池は外す（電池のらんを参照） カッターナイフの刃 危険防止のため、刃は紙などで包む

浮き輪 カッパ（雨ガッパ）

うちわ カップ麺の容器

腕時計 電池は外す（電池のらんを参照） かつら・ウィッグ

エアコン 郵便局で券を購入し、役場へ連絡 門松 指定袋に入る場合はもやすごみ

エアゾール缶 穴を開け、中身は残さない。ふた等の
プラスチックは外し、もやすごみ。 カナヅチ

柄が木の場合、なるべく取り外し、もやすご

み。ハンマーは粗大ごみ。

SDカード 金たわし

枝 カバン（布製・革製・ランドセル）

枝きりばさみ 危険防止のため、刃は紙などで包む 画びょう 危険防止のため、容器等に入れる

絵の具のチューブ 花びん（陶器）
割れているものは、きけんごみ。プラスチック

製は燃えるごみ

MD（ミニディスク） 壁紙

延長コード ドラム型の本体は、もやさないごみ。 カマ
危険防止のため、刃は紙などで包む。柄が木

の場合、なるべく取り外す。

オイル（エンジンオイル)
各給油所にお問い合わせください。

紙くず

オイル容器（缶) 中身は残さない 紙コップ

オイル容器（プラスチック) 中身は残さない かみそり・刃物 危険防止のため、刃は紙などで包む

　　ごみ分別早見表

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考

資源（かみ） 受入不可

資源（食用油） もやさない

資源（かん） 草・木

あ

粗大ごみ

お

受入不可

もやさない もやさない

粗大ごみ 粗大ごみ

もやさない 資源（かみ）

もやす もやさない

もやす 粗大ごみ

もやす もやさない

資源（びん） もやす

もやす もやす

もやす もやす

もやす

か

もやす

もやさない もやさない

粗大ごみ もやさない

もやす

資源（びん） もやさない

もやさない もやさない

もやさない もやさない

もやす 粗大ごみ

い

受入不可 粗大ごみ

粗大ごみ もやす

粗大ごみ もやす

粗大ごみ もやさない

粗大ごみ

う

草・木 もやす

もやさない 資源（かん）

もやす もやさない

もやさない

もやす もやす

もやす 受入不可

もやす 粗大ごみ

きけん・有害ごみ

もやす もやす

もやす もやす

もやさない もやす

もやす 粗大ごみ

お

受入不可 もやす

もやさない もやす

もやす きけん・有害ごみ

きけん・有害ごみ

もやす もやさない

もやす もやす

もやす きけん・有害ごみ

え

家　電 粗大ごみ

資源（かん） もやさない

もやす もやさない

草・木 もやす

きけん・有害ごみ



50音 50音

紙パック（内側が白色） 洗って開いて乾かす コード類
ドラム型の本体は、もやさないごみ。

紙パック（内側が銀色） コーヒーメーカー コードは切って、もやすごみ

紙袋
ビニールコーティングされたもの・汚れ
た物は、もえるごみ 紅茶・茶などの缶

カメラ 電池は外す（電池のらんを参照） 氷まくら

蚊帳 ござ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

ガラス 割れたものは、きけんごみ こたつ コードは切って、もやすごみ

ガラス鍋 割れたものは、きけんごみ コップ（ガラス・陶器製） 割れたものは、きけんごみ
プラスチック製は、もやすごみ

カレンダー 金具部分はもやさないごみ
汚れた物は、もやすごみ ゴミ箱（プラスチック）

金属製は、もやさないごみ。指定袋に
入らない場合は粗大ごみ。

革製品（靴・手袋など） ゴム製品

缶（飲み物・食べ物） 中身はすすぐ 米袋

乾燥機（衣類用）
郵便局で券を購入し、役場へ連絡。布団乾燥

機、ハンガーかけタイプは粗大ごみ。 コルク製品

乾燥剤 ゴルフクラブ 指定袋からはみ出しても可

感熱紙（レシートなど） ゴルフバッグ 指定袋に入る場合はもえるごみ

木 ゴルフボール

キーボード（楽器）
指定袋に入る場合はもやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。 裁縫箱

キーボード（パソコン用） コードは切ってもやすごみ 雑誌 汚れたものは、もやすごみ

キックボード 指定袋に入る場合はもやさないごみ 殺虫剤 穴を開け、中身は残さない。ふた等の
プラスチックは外し、もやすごみ。

木彫りの置物 指定袋に入る場合はもやすごみ 座布団

きゃたつ 指定袋に入る場合はもやさないごみ 皿（陶器・ガラス類） 割れたものは、きけんごみ
プラスチック製は、もやすごみ

キャップ（金属製のふた） プラスチック製は、もやすごみ 三脚 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

キャリーバッグ 指定袋に入る場合はもやすごみ サングラス

きゅうす 割れたものは、きけんごみ 三線（サンシン）

鏡台 三輪車 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

金魚鉢 割れたものは、きけんごみ シーツ

空気入れ（自転車用） CD

空気清浄機
指定袋に入る場合はもやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。 CDプレイヤー
指定袋に入らない場合は粗大ごみ。コードは

切ってもやすごみ。

クーラーボックス 指定袋に入る場合はもやすごみ ジーンズ

釘 危険防止のため、容器等に入れる 磁石

草木類 下着

くし、ブラシ（プラスチック） 金属製はもやさないごみ 下敷き

靴、ぞうり、サンダル しちりん

クッション 自転車
タイヤのゴム部分、サドルは外しても
やさないごみ。

首輪 竹刀

クリアファイル シャープペンシル

クリップ（金属製） プラスチック製は、もやすごみ 写真

クレヨン シャンプー・リンスの容器 ガラス・陶器は、もやさないごみ

車イス 習字紙

グローブ じゅうたん 指定袋に入る場合はもやすごみ

蛍光灯
入っていた箱に入れる。または、紙な
どで包む 充電器 コードは切ってもやすごみ

携帯電話
販売店への返却推奨。廃棄の際は電
池は外す（電池のらんを参照） 浄水器

指定袋に入る場合はもやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。

毛糸 消火器 販売店等へお問い合わせください

ゲーム機（本体）
コードは切ってもやすごみ。電池は外
す（電池のらんを参照） じょうろ（プラスチック） 金属製は、もやさないごみ

ゲームソフト（カセット、ディスク） 食器清浄機
指定袋に入る場合はもやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。

化粧品の容器（びん） プラスチック製は、もやすごみ 除湿機
指定袋に入る場合はもやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。

血圧計 電子血圧計はもやさないごみ。電池
は外す（電池のらんを参照） 除湿剤 水がたまるものは水をこぼす

けんばんハーモニカ ケース、ホース等はもやすごみ 食器（陶器・ガラス製） 割れたものは、きけんごみ

こ コイン 食器（プラスチック・木製） ガラス・陶器は、もやさないごみ

資源（かみ） 資源（かん）

もやさない もやす

もやす もやす

「大きさ」や「素材」で分別してください。
※指定ごみ袋に入らない場合は「そ大ごみ」です。

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考

か

資源（かみ）

こ

もやす

もやす もやさない

もやす もやす

資源（かん） もやす

家　電 もやす

もやさない 粗大ごみ

もやさない もやさない

資源（かみ） もやす

もやす もやさない

もやす 粗大ごみ

き

草・木 もやす

粗大ごみ

さ

もやす

粗大ごみ もやさない

資源（かん） もやさない

粗大ごみ もやす

もやさない 資源（かみ）

粗大ごみ 資源（かん）

粗大ごみ もやす

もやさない もやす

粗大ごみ 粗大ごみ

もやさない

し

もやす

もやす

もやす もやす

もやす もやす

もやさない もやす

もやす もやす

もやす もやさない

もやす 粗大ごみ

もやす もやす

粗大ごみ もやす

もやす 粗大ごみ

け

きけん・有害ごみ もやさない

もやさない 粗大ごみ

もやす

く

もやさない もやす

粗大ごみ もやさない

粗大ごみ もやす

きけん・有害ごみ もやさない

草・木

きけん・有害ごみ もやす

もやさない もやさない

もやさない もやす

受入不可

もやさない もやす

もやす 粗大ごみ

もやさない 粗大ごみ



50音 50音

し 新聞紙 汚れたものは、もやすごみ タイヤ（自動車、バイク）
ホイールは外し、汚れを流す。処理券を購入

し、料金分を貼り付ける

水槽
指定袋に入る場合はもやさないごみ。

タイル
業者へお問い合わせください。カケラ破片など

少量に限り、もやさないごみ

水中メガネ 竹串 危険防止のため紙などで包む

水筒（金属製） プラスチック製は、もやすごみ 畳

炊飯器 コードは切ってもやすごみ。 脱臭剤

スーツケース（布、プラスチック製）
指定袋に入る場合はもやすごみ。

タバコの吸い殻
びん、かん、ペットボトルには絶対に
入れない。

スケート靴 タブレット、電子書籍端末
販売店への返却を推奨。廃棄する場合、電池

は外す（電池のらんを参照）

スケートボード
指定袋に入る場合はもやさないごみ。

卵のパック

スコップ
指定袋に入る場合はもやさないごみ。

たらい
指定袋に入る場合、プラスチックはもやすご

み、金属製はもやさないごみ。

すずり 割れたものは、きけんごみ たわし

スターター タンス

すだれ
指定袋に入る場合はもやすごみ。

段ボール 他の紙類と別に紐でまとめる。

ストーブ（石油）
燃料は残さない。指定袋に入る場合
はもやさないごみ。 チェーン・ワイヤー・鎖 自転車のチェーンは、もえないごみ。

ストーブ（電気）
指定袋に入れば、もやさないごみ。コードは

切ってもやすごみ。 チャイルドシート 指定袋に入れば、もやさないごみ。

ストップウォッチ 電池は外す（電池のらんを参照） 茶碗 割れたものは、きけんごみ

砂 業者へお問い合わせください 注射針 病院へ返却してください。

砂時計（ガラス） プラスチック製はもやすごみ チョーク

すのこ 指定袋に入る場合はもやすごみ。 調味料の容器（ペットボトル）
リサイクルマークがないものは、もや
すごみ。中をすすぐ。

スピーカー（オーディオ機器）
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。コード

は切ってもやすごみ。 調味料の容器（びん） 中をすすぐ

スプーン（金属製） プラスチック製、木製は、もやすごみ チラシ 汚れた物は、燃えるごみ

スプレー缶 穴を開け、中身は残さない。ふた等の
プラスチックは外し、もやすごみ。 ちりとり（プラスチック） 金属製は、もやさないごみ

スポンジ 杖（木製）
指定袋からはみ出しても可。金属製
は、もやさないごみ

炭 机

スリッパ 土・肥料 業者へお問い合わせください

生理用品 壺（陶器） 割れたものは、きけんごみ

石油給油器 燃料は残さない 爪切り

石けん 釣り糸

接着剤 釣り竿・釣り針・おもり
針は危険防止のため、紙などで包む。竿は指

定袋からはみ出しても可。

瀬戸物 割れたものは、きけんごみ テーブル

線香 ティッシュ

洗剤の箱 鉄アレイ・ダンベル

洗濯バサミ（プラスチック） 金属製は、もやさないごみ 鉄パイプ １ｍ程度に切り、紐で束ねる。

洗濯機 郵便局で券を購入し、役場へ連絡。 鉄板

栓抜き 手袋

扇風機
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。コード

は切ってもやすごみ。 テレビ
郵便局で券を購入し、役場へ連絡。

洗面器（プラスチック） 金属製は、もやさないごみ テレビ（車載用）
家電リサイクル法対象外。電池は外す（電池

のらんを参照）

造花 テレビ（浴室用）
家電リサイクル法対象外。電池は外す（電池

のらんを参照）

双眼鏡 テレホンカード

雑巾 電気カーペット
コードは切ってもやすごみ。指定袋に入れば、

もやすごみ。

掃除機
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。コード

は切ってもやすごみ。 電気蚊取り機 コードは切ってもやすごみ。

ソファ（スプリング入り）
スプリングを取除き、スプリングは粗大ごみ。

カバー、綿などは、もやすごみ。 電気コード

ソファ（スプリングなし） 電気シェーバー 電池は外す（電池のらんを参照）

た 体温計（水銀） 危険防止のため、新聞紙などで包む 電気スタンド

体温計（電子） 電池は外す（電池のらんを参照） 電動ハブラシ 電池は外す（電池のらんを参照）

体重計 電池は外す（電池のらんを参照） 電気毛布

耐熱ガラス鍋 割れたものは、きけんごみ 電球（蛍光灯） 入っていた箱に入れる

タイヤ（自転車）
指定袋に入らない場合は粗大ゴミ

電球（白熱灯・LED) 入っていた箱に入れる

　　ごみ分別早見表

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考

資源（かみ）

た

適正処理困難物

す

粗大ごみ 受入不可

もやす

もやさない もやさない

粗大ごみ もやす

粗大ごみ 粗大ごみ

もやす

もやさない 粗大ごみ

もやさない もやす

粗大ごみ もやす

もやさない もやす

もやさない 粗大ごみ

粗大ごみ

ち

資源（かみ）

粗大ごみ 粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ 資源（ペットボトル）

粗大ごみ 資源（びん）

もやさない 資源（かみ）

粗大ごみ

もやさない もやさない

受入不可 受入不可

もやさない もやす

資源（かん） もやす

もやす

つ

もやす

もやす 粗大ごみ

もやす 受入不可

せ

もやす もやさない

粗大ごみ もやさない

もやす もやす

もやす もやさない

もやさない

もやさない もやす

粗大ごみ 家　電

もやす もやさない

て

粗大ごみ

もやす もやす

もやす 粗大ごみ

もやす 粗大ごみ

家　電 粗大ごみ

そ

もやす もやさない

もやさない もやす

もやす 粗大ごみ

粗大ごみ もやさない

適正処理困難物

もやさない もやす

もやさない きけん・有害ごみ

もやさない きけん・有害ごみ

もやす

粗大ごみ もやさない

きけん・有害ごみ もやさない

もやさない もやさない



50音 50音

電子辞書 電池は外す（電池のらんを参照） バッテリー

電子タバコ バット（金属製）
木製は、もやすごみ

電子ピアノ コードは切ってもやすごみ。 発泡スチロール
指定袋に入れて出す

電子レンジ コードは切ってもやすごみ。 花火
使用済みはもやすごみ

電卓 電池は外す（電池のらんを参照） 針
危険防止のため、容器等に入れる

電池（アルカリ、マンガン、コイン型） ビニール袋に入れ、他のゴミと混ぜない。 ハンガー（金属製）
プラスチック製は、もやすごみ

電池（充電式、ボタン型）
プラスとマイナスにテープを貼り、ビニール袋

に入れ、他のゴミと混ぜない。 ハンマー

電動ドリル
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。電池

は外す（電池のらんを参照） ヒーター・電気ストーブ
コードは切ってもやすごみ。

電話機（固定） ピアノ
沖縄本島にて処理してください

電話帳
汚れた物は、燃えるごみ

ビー玉・おはじき

陶器類
割れたものは、きけんごみ

ビデオカメラ
電池は外す（電池のらんを参照）

トースター
コードは切ってもやすごみ。

ビデオデッキ
コードは切ってもやすごみ。

灯油
販売店へお問い合わせください。

びん（飲料用）
中をすすぐ

時計
電池は外す（電池のらんを参照）

びん（化粧品用）
中身は残さない

ドライバー ファックス
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。コード

は切って、もやすごみ

ドライヤー
コードは切ってもやすごみ。

封筒
汚れた物は、燃えるごみ

トランシーバー
電池は外す（電池のらんを参照）

フードプロセッサ
コードは切ってもやすごみ。

鳥かご
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

フォーク（金属製）
プラスチック製は、もやすごみ

トレイ（惣菜などの） ふすま

トレーニング機器
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

筆

トロフィー（プラスチック）
金属製は、もやさないごみ

筆箱（布・プラスチック）
金属製は、もやさないごみ

ナイフ
危険防止のため、刃は紙などで包む

布団
指定袋に入る場合は、もやすごみ。

長靴 布団乾燥機
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。コード

は切って、もやすごみ

鍋 フライパン

生ごみ
水分を十分に切り、ビニール袋や網から出

す。ビニール袋や網はもやすごみ。 ブラインド
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

庭木 ブラシ・くし
金属製は、もやさないごみ

人形 プラスチック容器

ぬいぐるみ
指定袋に入らない場合は、粗大ごみ

プラモデル

布・古着 ブリキ製品
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

ネガ プリンター
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

ネクタイ ブルーシート（ビニールシート）

ネジ・ビス プレイヤー（CD・MD・DVD)
指定袋に入る場合は、もやさないごみ。

寝袋 フロアマット
指定袋に入る場合は、もやすごみ。

粘土 ブロック
業者へお問い合わせください

ノート
汚れた物は、燃えるごみ

フロッピーディスク

のこぎり
危険防止のため、刃は紙などで包む。柄が木

の場合、なるべく取り外す。 文鎮

飲み薬 ヘアスプレー
穴を開け、中身は残さない。ふた等のプラス

チックは外し、もやすごみ。

バーベキューセット ヘッドホン

ハーモニカ ヘッドホンステレオ
コードは切ってもやすごみ。

剥製（はくせい）
指定袋に入る場合は、もやすごみ。

ペット（死骸）
ビニール袋に入れ、指定袋へ

バケツ（プラスチック）
金属製は、もやさないごみ

ペット用トイレの砂
ビニール袋に入れ、指定袋へ

羽子板 ペットのフン
ビニール袋に入れ、指定袋へ

ハサミ
危険防止のため、刃は紙などで包む。

ペットボトル
キャップとラベルを外し、もやすごみ。中をすす

ぐ

箸 ペットボトルのキャップ・ラベル

はしご ベッド（フレーム）
マットレスは別。マットレスのらん参照

パソコン
メーカー、販売店へお問い合わせください。

ベニヤ板
１ｍ以下に切り、紐で束ねる。指定袋に入る場

合は、もやすごみ

発煙筒（保安煙筒）
メーカー、販売店へお問い合わせくだ
さい。 ベビーカー

指定袋に入る場合は、もやさないごみ

粗大ごみ もやす

粗大ごみ 受入不可

もやさない きけん・有害ごみ

「大きさ」や「素材」で分別してください。
※指定ごみ袋に入らない場合は「そ大ごみ」です。

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考

て

もやさない

は

適正処理困難物

きけん・有害ごみ もやさない

きけん・有害ごみ もやさない

きけん・有害ごみ 粗大ごみ

粗大ごみ

ひ

粗大ごみ

もやさない 受入不可

資源（かみ） もやさない

と

もやさない もやさない

もやさない もやさない

受入不可 資源（びん）

もやさない もやさない

もやさない

ふ

粗大ごみ

もやさない 資源（かみ）

もやさない もやさない

粗大ごみ もやさない

もやす 粗大ごみ

粗大ごみ もやす

もやす もやす

な

きけん・有害ごみ 粗大ごみ

もやす 粗大ごみ

もやさない もやさない

生ごみ 粗大ごみ

に
草・木 もやす

もやす もやす

ぬ
もやす もやす

もやす 粗大ごみ

ね

もやす 粗大ごみ

もやす もやす

の

資源（かみ） もやす

きけん・有害ごみ もやさない

もやす 資源（かん）

もやさない 粗大ごみ

もやす 粗大ごみ

もやす 受入不可

は

粗大ごみ

へ

もやさない

もやさない もやさない

粗大ごみ もやす

もやす もやす

粗大ごみ 粗大ごみ

受入不可 粗大ごみ

受入不可 粗大ごみ

もやす もやす

きけん・有害ごみ 資源（ペットボトル）

もやす もやす



50音 50音

ベビーバス
指定袋に入る場合は、もやすごみ

ミキサー・ジューサー コードは切ってもやすごみ。

ベビーベッド
マットレスは別。マットレスのらん参照

ミシン コードは切ってもやすごみ。

ベルト 水着

ヘルメット 水枕

ペン類（プラスチック） 金属製は、もやさないごみ 虫かご

ペンキ・ニス 紙などに染み込ませ、完全に乾かす。 虫取り網 指定袋からはみ出しても可

ペンキの缶
中身は残さない。スプレーは穴を開け、ふた等のプラス

チックは外し、もやすごみ。スプレー本体は資源（かん） 虫めがね

ペンチ むしろ
指定袋に入る場合は、もやすごみ

ホイール タイヤは、適正処理困難物 無線機
指定袋に入る場合は、もやさないご
み。コードは切ってもやすごみ。

望遠鏡、天体望遠鏡
指定袋に入る場合は、もやさないごみ

めがね

ほうき 指定袋からはみだしても可 メジャー（金属製） 金属以外は、もやすごみ

帽子 毛布

包装紙 汚れた物は、燃えるごみ 木材
１ｍ以下に切り、紐で束ねる。指定袋
に入る場合は、もやすごみ

包丁 危険防止のため、刃は紙などで包む。 モップ
柄が木の場合は、なるべく取り外し、
もやすごみ

ボウリングのボール 物干し竿

ホース やかん

ホームベーカリー コードは切ってもやすごみ。 焼物 割れたものは、きけんごみ。

ボール（バレー・野球・テニス等） 空気を抜く。 やすり（金属製） 金属以外は、もやすごみ

墨汁 紙などに染み込ませる USBメモリなどの記憶媒体

歩行器
指定袋に入る場合は、もやさないごみ

湯たんぽ（金属製） 金属以外は、もやすごみ

補聴器 電池は外す（電池のらんを参照） 指輪

ホッチキス よ よしず（すだれ）
指定袋に入る場合は、もやすごみ

ポット（電気）
コードは切ってもやすごみ。電池は外す（電池

のらんを参照）電気式以外はもえないごみ。 ライター 中身は必ず使い切る

ホットカーペット
指定袋に入る場合は、もやすごみ。コードは

切って、もやすごみ ラケット スチール製は、もやさないごみ

ホットプレート
コードは切ってもやすごみ。指定袋に入る場合

は、もえないごみ。 ラジオ
コードは切ってもやすごみ。電池は外す（電池

のらんを参照）

ほ乳瓶（ガラス） 割れたものは、きけんごみ ラジカセ
コードは切ってもやすごみ。電池は外す（電池

のらんを参照）

ボトル・ナット ラジコンカー 電池は外す（電池のらんを参照）

保冷剤 ラップ 金属の刃は外し、もやさないごみ。

ホワイトボード
指定袋に入る場合は、もやさないごみ

ラティス（木製） 指定袋に入る場合は、もやすごみ

盆 ランドセル

本（単行本・文庫本等） 汚れた物は、燃えるごみ リール（釣り用）

マージャン牌 リモコン 電池は外す（電池のらんを参照）

マイク コードは切って、もやすごみ 冷蔵庫・冷凍庫
郵便局で券を購入し、役場へ連絡。業務用は

引取できません。メーカーに問い合わせ。

マウス（パソコン用） レインコート

枕 レコード

マジックペン レジャーシート

マスク（野球用） レンガ

マッサージ機
コードは切って、もやすごみ。電池は外す（電池のらんを

参照） レンズ

マッサージチェア
メーカー、販売店へお問い合わせくだ
さい。 レンジフードカバー（アルミ）

マットレス（スプリングあり）
スプリングを取除き、スプリングは粗大ごみ。

カバー、綿などは、もやすごみ。 ろうそく

マットレス（スプリングなし） ロープ

まな板 ローラーブレード・ローラースケート

マニキュアのびん 中身は残さない。 ワードプロセッサー

魔法瓶 ワープロリボン

豆電球 ワイヤー

万年筆 ワインセラー
メーカー、販売店へお問い合わせくだ
さい。

万歩計 電池は外す（電池のらんを参照） 割れたガラス・びん・陶器
危険防止のため、紙などで包むか、箱等に入

れる。

　　ごみ分別早見表

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考

へ

粗大ごみ

み

もやさない

粗大ごみ もやさない

もやす もやす

もやす もやす

もやす

む

もやす

もやす もやす

もやさない もやす

もやさない 粗大ごみ

ほ

粗大ごみ 粗大ごみ

粗大ごみ
め

もやす

もやす もやさない

もやす

も

もやす

資源（かみ） 粗大ごみ

きけん・有害ごみ もやさない

粗大ごみ 粗大ごみ

もやす

ゆ

もやす

粗大ごみ もやさない

もやさない もやさない

もやす

や

もやさない

もやさない もやさない

もやす もやさない

もやさない

もやさない もやさない

もやす もやす

粗大ごみ 粗大ごみ

もやさない 粗大ごみ

もやさない

ら

きけん・有害ごみ

粗大ごみ もやす

粗大ごみ もやさない

もやさない

家　電

もやす もやす

もやす もやす

もやす もやす

もやす もやす

資源（かみ）
り

もやさない

もやす もやさない

もやさない

れ

適正処理困難物

ろ

もやす

粗大ごみ もやす

もやす もやさない

もやさない 受入不可

もやさない もやす

受入不可 もやす

きけん・有害ごみ

もやさない

わ

もやさない

もやさない もやす

もやさない もやさない

もやさない 受入不可

もやさない

ま



令和2年4月からの変更事項

○そ大ごみ・適正処理困難物を処分する場合は処理券が必要になります。

※役場会計課、阿嘉慶留間出張所にて販売

・そ大ごみ（小） ： 処理券 １枚

早見表に区分されているもの。その他それに類するもの

及び１㎥未満かつ１０kg未満のもの。

・そ大ごみ（大） ： 処理券 2枚

早見表に区分されているもの。その他それに類するもの

及び１㎥以上又は１０kg以上のもの。

・パイプ等複数のものをまとめたもの（１束10kgまで） ： 処理券 1枚

自動車用タイヤ

15ｲﾝﾁまで・１個 ： 処理券 2枚

16ｲﾝﾁ以上・１個 ： 処理券 3枚

・適正処理困難物 ※必ず処理券が必要です。

オートバイのタイヤ（１個） ： 処理券 1枚 ホイールは外す。

給湯器（灯油用・１個） ： 処理券 3枚

給湯器用灯油タンク（１個） ： 処理券 3枚

バッテリー（鉛入り・１個） ： 処理券 1枚

ホイールは外す。

10トン車用まで。

重機、建機等の特殊車両及びノーパン

クタイヤ等の特殊タイヤは受入れ不可。

バッテリー（鉛なし・１個） ： 処理券 3枚

自動車等に使われているもので

鉛の標記（Ｐｂ、Ｌｅａｄ等）

が確認できるもの

鉛の標記（Ｐｂ、Ｌｅａｄ等）

が確認できないもの

屋外設置型

・そ大ごみ ※指定ごみ袋に入らないごみのことです。



ごみ処理についての変更事項　令和２年４月より

分別早見表を見て正しい分別を！

☆ペットボトルは軽くすすぎ、ラベルとキャップを外す。

ラベルとキャップはもやすごみに。

☆小型家電はコードを切り、電池を外す。

コードはもやすごみに、電池は早見表を参考に種類を分けて出す

☆自転車はタイヤとサドル等を外す。

タイヤはもやすごみ、サドルはもやさないごみ、本体はそ大ごみ。

☆その他についても、分別早見表にそって、しっかりと分別してください。

※早見表は、役場のホームページでご確認いただくか、役場、または阿嘉・慶留間

出張所にて配布していますのでお声かけください。

・草葉は透明ゴミ袋に入れ、太い枝などは紐で束ねて。

草や細い枝は透明ゴミ袋に入れ、直径５㎝を超える枝などは

長さ５０ｃｍ程度に切りそろえ、紐で束ねてクリーンセンターに

持ち込んでください。

※ 伐採した草木のみです。 処理券は必要ありません。

・クリーンセンターへの直接持ち込みの時間が変更になります。

月、火、水、金曜日の13時～15時まで

（木曜日、土曜日、日曜日は持ち込みは出来ません。）

☆クリーンセンター内のゴミを持ち帰ることは違法です。

収集したゴミは、村の所有物となりますので、持ち帰らないようにお願いします。

・ごみの回収依頼ができるようになります。

収集車（２トン車未満）：１台につき２，０００円

収集車（２トン車以上）：１台につき６，０００円

※車両手配のみの料金です。載せるごみは、指定ごみ袋に入れるなど通常どおりです。

時間指定はできません。

役場 環境衛生係までご連絡ください。 ☎098-987-2311

注意！



　

　

パソコンの処分方法

家電４品目の出し方（家電リサイクル法）

※　業務用の電化製品は引き取りできません。各メーカーに確認をお願いします。

リサイクル券発行

引き取り依頼

電
話
受
付

住民
郵便局

役場 ごみ収集員

リサイクル申請

エアコン

冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾

テレビ

収集したゴミは、村の所有物となりますので、持ち帰らないようにお願いします。

パソコンはクリーンセンターで回収・受け入れできません！

メーカーに問い合わせ処分してください。

メーカーが分からないなどの場合は下記にお問い合わせください。

一般財団法人 パソコン３Ｒ推進協会

☎ 044-540-0576

このマークのあるパソコンは処分費用や送料が無料です！

適正な処分をお願いします！
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