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　ごみの出し方については、各項目のとおりの方法（燃やせるごみは透明または半透明のポリ

袋に入れるなど）でごみ収集柵及びごみ出し場所に出して下さい。ごみ出しの時間については、 

収集当日の朝８時30分までです。 ごみの分別は必ず種類別に出して下さい。ごみ出しの時間が

遅れたり分別がきちんと出来ていなかったりすると収集されませんのでご注意下さい。

　ごみは搬入される前にきちんと分別して持ち込んで下さい。解体が可能な粗大ごみは、
できるだけ解体して下さい。
　運転免許証など、松茂町民であることを証明できるものを持ってお越し下さい。
　引越しの荷物など大量に持ち込む場合は、事前に第二環境センターまで連絡して下さい。

持ち込み時間　平日（月〜金曜日） 8:30〜16：00　祝日を除く

　町に住まわれている方で家庭から排出されるごみや、店舗や事業所など事業活動に伴うごみ

については、ごみ処理場への直接持ち込みが出来ます。

※収集日は「ごみ収集カレンダー」（年２回作成）をご覧下さい。

収集地域
粗大・不燃ごみ
プラスチック製容器包装

資源ごみ
（缶・ビン・ペットボトル・白色トレイ）

燃やせるごみ

①
広　島

（国道11号より東）
笹木野

（国道28号沿い）

毎月 （２回）

第1・3火曜日
毎月 （２回）

第2・4火曜日

毎週 （3回）

月・水・金曜日
② 広　島

（国道11号より西）
毎月 （２回）

第1・3水曜日
毎月 （２回）

第2・4水曜日

③
長　岸
向喜来（群恵・稲本の国道28号より西）
中喜来（旧吉野川から北）
広　島（北川向）

毎月 （２回）

第1・3木曜日
毎月 （２回）

第2・4木曜日

④
笹木野（県道空港線より北）
向喜来（稲本の国道28号より東）
満穂・福有・豊久の全地域

毎月 （２回）

第1・3月曜日
毎月 （２回）

第2・4月曜日

毎週 （3回）

火・木・土曜日
⑤

笹木野
（①④⑥以外の笹木野全域）
住　吉

（自衛隊正門進入路より西）

毎月 （２回）

第1・3金曜日
毎月 （２回）

第2・4金曜日

⑥
笹木野（笹木野排水場排水路より東）
住　吉

（自衛隊正門進入路より東）
豊岡・豊中・長原の全地域

毎月 （２回）

第1・3土曜日
毎月 （２回）

第2・4土曜日



町で収集・処理できないごみがあります。
わからない時は、事前に第二環境センターまでご連絡下さい。
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透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

生ごみ 紙おむつ 焼鳥の串など

落ち葉・雑草 皮製品 紙製カップ

水切りを十分にして下さい。 汚物はトイレに流して下さい。 先を折って紙などに包んで下さい。

金属は取り除いて下さい。
（取り除けないものは不燃ごみ）

リサイクルできる
物が混ざってない
か確認して下さい

※食用油の出し方は7ページを見て下さい。

寝具類 大型電気製品 家具類 その他

ごみ収集柵または、ごみ出し場所に出して下さい。

出来るだけ分解・解体して下さい。
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金属類 ガラス・陶磁器製品 皮製品
（金属のついているもの）

元気 ! あたたか松茂

小型電気製品 有害なごみ

その他
収集作業上、刃物や割
れたガラスなどは、新
聞紙等に包んで「危険」
と表示して下さい。
ガラス・陶磁器製品と有
害なごみは、それぞれ 
別の袋に入れて下さい。
不燃ごみで出す前にもう
一度資源ごみが混入し
ていないか確認して下
さい。

透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

 表示のない
プラスチック製品

中身を空にして出して下さい。

（枝木）
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フタ

「紙は燃やせるごみ」

缶

「不燃ごみ」

フタ

「プラスチック製容器包装」

カップ

「プラスチック製
　容器包装」

フタ

「プラスチック製
　容器包装」

中仕切り
(プラスチック製)

「プラスチック製
　容器包装」

「プラスチック製
　容器包装」

容器

「プラスチック製容器包装」

袋

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

台紙

「燃やせるごみ」

包装紙

「燃やせるごみ」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

紙の日（雑紙）

紙箱 「燃やせるごみ」

乾燥剤

フタ

「紙は燃やせるごみ」

缶

「不燃ごみ」

フタ

「プラスチック製容器包装」

カップ

「プラスチック製
　容器包装」

フタ

「プラスチック製
　容器包装」

中仕切り
(プラスチック製)

「プラスチック製
　容器包装」

「プラスチック製
　容器包装」

容器

「プラスチック製容器包装」

袋

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

台紙

「燃やせるごみ」

包装紙

「燃やせるごみ」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

紙の日（雑紙）

紙箱 「燃やせるごみ」

乾燥剤

フタ

「紙は燃やせるごみ」

缶

「不燃ごみ」

フタ

「プラスチック製容器包装」

カップ

「プラスチック製
　容器包装」

フタ

「プラスチック製
　容器包装」

中仕切り
(プラスチック製)

「プラスチック製
　容器包装」

「プラスチック製
　容器包装」

容器

「プラスチック製容器包装」

袋

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

台紙

「燃やせるごみ」

包装紙

「燃やせるごみ」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

紙の日（雑紙）

紙箱 「燃やせるごみ」

乾燥剤

フタ

「紙は燃やせるごみ」

缶

「不燃ごみ」

フタ

「プラスチック製容器包装」

カップ

「プラスチック製
　容器包装」

フタ

「プラスチック製
　容器包装」

中仕切り
(プラスチック製)

「プラスチック製
　容器包装」

「プラスチック製
　容器包装」

容器

「プラスチック製容器包装」

袋

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

台紙

「燃やせるごみ」

包装紙

「燃やせるごみ」

外包装フィルム

「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム

紙の日（雑紙）

紙箱 「燃やせるごみ」

乾燥剤

プラスチック容器包装識別マークがついているもの（白色トレイは除く）については、プラス
チック製容器包装として出して下さい。
付着物や残り物等を取り除いて下さい。
トレイ・カップ類やボトル・チューブ類等は、水洗いして下さい。

ポリ袋・ラップ・レジ袋類 トレイ（白色以外のもの）・カップ類

ボトル・チューブ類 その他

カップ麺 3個組プリン等

ヘアースプレー 菓子箱

プラスチック容器包装
識別表示マーク

透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。
不燃ごみとは別のごみ袋に入れて出して下さい。別の収集車で収集します。

  

わ
さ
び 

キャップ 果物ネット

発泡スチロール製



資源ごみは、種類ごとに分けて出して下さい。
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透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

コンテナ配布地区はコンテナに、その他の地区は透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

飲料用以外の缶類は出さないで下さい。

（飲料用以外の缶類は、不燃ごみの金属類で出して下さい。）

ボトル缶はキャップを取り除いて下さい。

（鉄製キャップは、不燃ごみの金属類で出して下さい。）

中を空にし、水洗いして下さい。

飲食用以外のビン類は出さないで下さい。
（飲食用以外のビン類は、不燃ごみのガラス・陶磁器製品等で出して下さい。）
キャップ・栓は取り除いて下さい。
（鉄製キャップは、不燃ごみの金属類で、プラスチック製キャップは、不燃ごみのプラス
チック製容器包装で出して下さい。）
中を空にし、水洗いして下さい。

ガラスコップや
茶碗は

入れないでね

ボトル缶のキャップははずして下さい。

飲料用の缶のみ

中身を取り除き水洗いして下さい。

アルミ缶
識別マーク

スチール缶
識別マーク

飲食用のビン

キャップ・栓ははずして下さい。 中身を取り除き水洗いして下さい。

Coffee
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透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

透明または半透明のポリ袋に入れて出して下さい。

飲食用以外のペットボトルは出さないで下さい。

（飲食用以外のペットボトルは、不燃ごみのプラスチック製容器包装で出して下さい。）

キャップは取り除いて下さい。

（プラスチック製キャップは、不燃ごみのプラスチック製容器包装で出して下さい。）

中を空にし、水洗いして下さい。

白色以外のトレイは出さないで下さい。

（白色以外のトレイは、不燃ごみのプラスチック製容器包装で出して下さい。）

ラップ・ふたは取り除いて下さい。

（ラップ・ふたは、不燃ごみのプラスチック製容器包装で出して下さい。）

残り物を取り除き、水洗いして下さい。

ペットボトル識別表示マーク

必ず水洗いしてね

飲食用のペットボトル

食品用の白色トレイ

キャップをはずして下さい。 中身を取り除き水洗いして下さい。

ラップ・ふたをはずして下さい。 水洗いして下さい。
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ペットボトルに入れて役場もしくは、第二環境センターに持ち込んで下さい。

食用油以外は出さないで下さい。
油かす等の不純物は取り除いて下さい。
（油かす等の不純物は、新聞紙等にしみこませて燃やせるごみで出して下さい。）
ペットボトルに入れてキャップを堅く締めて下さい。
※役場に持ち込む時は、 産業環境課 ☎699-8714 にお問い合わせ下さい。

使用済みの食用油も
石 鹸 や 塗 料 な ど に
リサイクルされてるよ

食用油

ペットボトルに入れて下さい。

「紙の日」 について
紙・ダンボール・古着は、ごみステーションには出さないで！
持ち寄るもの	 新聞（折込紙）・雑誌（雑紙）・ダンボール・牛乳パック・古着
持ち寄り日 	 毎月第１・第2土曜日（表１参照）	古着以外は小雨決行
	 （中止の場合は、午前6時55分頃に防災行政無線でお知らせします。）
持ち寄り時間	 ４月〜９月：早朝より８時まで　　　10月〜３月：早朝より9時まで
	 時間厳守でお願いします。
持ち寄り場所	 表１参照

最大のマナーはきちんと分別
　古紙や古着は、それぞれ違う過程を経て、ちがったものに生まれ変わります。そのため、
種類ごとにきちんと分けて出すことがもっとも大切です。
　金属やプラスチック・粘着テープなどが混じると再生できません。異物は必ず取り除い
てから出しましょう。
　ガムテープなどで貼り付けるのはやめ、必ず	紙ひも	を使いましょう。
※布団・カーテン・カーペット・ぬいぐるみは出さないで下さい。（粗大・不燃ごみの日に出して下さい。）

問い合わせ先　産業環境課　☎699-8714
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（表1）

第 1 土曜日 第２土曜日
地　域　名 持ち寄り場所 地　域　名 持ち寄り場所

長 　 岸
中 喜 来

ニュータウン

向 喜 来
広 　 島

広島　北川向
広島　南川向
広島　丸　須

全 　 域

長岸橋北詰ごみ柵前
松茂第四農業倉庫（中須倉庫）
町営中喜来団地
第１公園内
第２公園内
向喜来自治会館
東部自治センター
中央自治センター
西部自治センター
ヤマハ音楽教室南側
北川向自治センター
松茂第二団地自治センター
丸須団地第２班ごみ柵横

松茂町役場東側駐車場

笹木野  八丁野

笹木野  北地　
住 　 吉
山 ノ 手・ 豊 岡
福 　 有
豊 　 久
満 　 穂
豊 岡
長 　 原

全 　 域

中部学習センター
海上自衛隊松茂宿舎
北地自治会館
住吉自治センター
山ノ手自治センター
福有自治センター
豊久自治センター
満穂コミュニティーセンター
豊岡自治センター
長原自治センター
長原児童館

松茂町役場東側駐車場

ダンボール
ダンボールだけを必ず紙ひもで
束ねて出しましょう。ダンボールの

中に新聞や雑誌を入れて出すのはやめましょ
う。異物は取り除いてから出しましょう。　　

　　　　　　　　　

雑誌 （紙）
雑誌だけを必ず紙ひもで束ねて

出しましょう。新聞やダンボール以外
		の紙は、雑誌と一緒に出してください。
金属やプラスチック・粘着テープなど
の異物は取り除いてから　　　　　
出しましょう。　　　　　　　

 古着 （衣類）
古着だけを中の見える透明・

半透明のビニール袋に入れ、口を縛って
出しましょう。布団・カーテ　　　　　
ン・カーペット・ぬいぐ　　　　　　　
るみは回収できません。 　　　　　　

出さないように　　　　　　　　
してください。　　　　　

牛乳パック
牛乳パックだけを必ず

紙ひもで束ねて出しましょう。	
中身は空にして、洗って出して
ください。　　　　　　　　　

新　聞
新聞（折込み広告も含む）
だけを必ず紙ひもで束ね
て出しましょう。　　　
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次の家電四品目はリサイクル料金が必要です。

対象品目 エアコン
（室外機含む） テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

リサイクル
料金（参考） 1,620円 15型以下

1,836円
16型以上
2,916円

容量170ℓ以下
3,888円

容量171ℓ以上
4,968円 2,592円

料金等のお問い合わせは、家電リサイクル券センターまで　  0120-319-640 ［http://www.rkc.aeha.or.jp］

※リサイクル料金は、大きさやメーカーにより異なります。

家 電 全
メーカー
対 応

株式会社旭金属
住所  徳島市東沖洲１丁目１−２
電話  ０８８−６６４−８９０８

日本通運株式会社徳島支店
（徳島沖洲事業所松茂倉庫）
住所  板野郡松茂町中喜来字稲本183
電話  ０８８−６９９−６８３４

エアコン・テレビ（薄型・ブラウン管）・冷蔵（凍）庫・洗濯機・衣類乾燥機は、町では収集しません。
次のいずれかの方法により、適正に処理してください。

①購入した販売店または買い替えする販売店に依頼
②メーカーの指定引取場所に自己搬入

郵便局でリサイクル料金を払い、受け取った家電リサイクル券を家電製品に貼って搬入してください。

③運搬のみを町に依頼　郵便局でリサイクル券を購入
し、処分する家電とリサイクル券を持って第二環境セ
ンターまで搬入し、町に保管・運搬料を払う

〈料金〉

リサイクル料+保管・運搬料
（品目やサイズにより料金は異なります。）

ご購入時の標準添付品（マウス、
キーボード、スピーカー、ケーブ
ルなど）も一緒に回収します。
マ ニ ュ ア ル、CD-ROM、FDは 
含みません。

プリンタ、スキャナー等の周辺機
器、ワープロ専用機、PDA（携帯
情報端末）は対象となりません。
不燃ごみになります。

不用になったパソコンは、町では収集しません。各メーカーが行う回収・リサイクル
へ出してください。詳しくは、各メーカーの受付窓口、またはパソコン３R推進センター

（TEL.03-5282-7685 http://www.pc3r.jp）で確認してください。

●デスクトップパソコン（本体） ●CRTディスプレイ ●液晶ディスプレイ●ノートパソコン

PCリサイクルマークの付いて
いないパソコンは、排出時に、
リサイクル 料 金
が必要です。

右のパソコン製品が、 
PCリサイクルの対象
です。

ごみステーションには絶対出さないで下さい
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エアコン テレビ
（ブラウン管式）（液晶・プラズマ式）

対象廃棄物（家電四品目）一覧
冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 対象になる廃棄物はエアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶・

プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。

■区分なし …………………… 05 ： ドーコ分区金料・目品
■小／画面サイズ 15V型以下… 15 ： ドーコ分区金料・目品
■大／画面サイズ 16V型以上… 25 ： ドーコ分区金料・目品

壁掛型のセパレートタイプ
壁掛型のガスヒーターエアコン
壁掛型のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

床置型のセパレートタイプ
床置型のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

マルチエアコン ウインド
タイプ室外機 室外機室外機

ブラウン管式テレビ

■区分なし …………………… 02 ： ドーコ分区金料・目品
■小／画面サイズ 15型以下… 12 ： ドーコ分区金料・目品
■大／画面サイズ 16型以上… 22 ： ドーコ分区金料・目品

・ブラウン管式VTR内蔵テレビ
・ブラウン管式
　ディスプレイモニター
　（チューナー付き）

・液晶・プラズマ式HDD・DVD
　等内蔵テレビ
・液晶・プラズマ式ディスプレイ
　モニター（チューナー付き）

液晶・プラズマ式テレビ（平成21年4月1日から追加となりました。）

液晶・プラズマ式ブラウン管式

テ　

レ　

ビ

エ
ア
コ
ン

■区分なし………………………… 03 ： ドーコ分区金料・目品
■小／全定格内容積 170L以下… 13 ： ドーコ分区金料・目品
■大／全定格内容積 171L以上… 23 ： ドーコ分区金料・目品

冷蔵庫

冷凍庫

衣類乾燥機
（平成21年4月1日から追加となりました。）

洗濯乾燥機

冷
凍
冷
蔵
庫 チェスト形

保冷庫・保温庫
（冷却や制御に電気を使用
 するものに限ります。）
 （ガス等の併用も含む）

全自動洗濯機 2槽式洗濯機

アップライト形 引き出し形
ワイン庫

（ワインセラー）

洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機

冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫

品目・料金区分とメーカー（製造業者等）名でリサイクル料金（税込）が異な

対象廃棄物以外のものの処分については、販売店にお問い合わせ下さい。

ります。正しいメーカー（製造業者等）名で手続きをして下さい。

対      　象

※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されている
ものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外となり
ます。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。

※製品・付属品等の取扱いについては、家電リサイクル券センターまで。　　　0120-319-640

・ガス衣類乾燥機
・電気衣類乾燥機
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下記のような処理が困難なものや危険なものは、収集・処理いたしません。

　家の改築・解体・電気工事などから出たごみは、工事を請け負った業者に処分を依頼し

て下さい。産業廃棄物の対象となります。

　店舗や事業所など事業活動に伴うごみは、事業者の責任において処理しなければなりま

せん。処理方法は、第二環境センターへ直接搬入するか、町の許可業者に委託するなどです。

ご み の 種 類 お 問 い 合 わ せ 先

自動車 自動車販売店にご相談下さい。

自動車部品 取引先の販売店にご相談下さい。

バッテリー 販売店にご相談下さい。

オイル 販売店にご相談下さい。

バイク 販売店またはリサイクル業者の方にご相談下さい。

ドラム缶・オイル缶 取引先の販売店にご相談下さい。

プロパンガスボンベ 取引先の販売店にご相談下さい。

ガソリン・灯油・重油等 取引先のガソリンスタンドにご相談下さい。

ペンキ 販売店または専門業者の方にご相談下さい。

農薬・化学薬品 販売店または専門業者の方にご相談下さい。

医療系廃棄物 処方を受けた病院等にご相談下さい。

消火器 販売店または専門業者の方にご相談下さい。

ボイラー 販売店または専門業者の方にご相談下さい。

産業廃棄物 工事を請け負った業者または、専門の処理業者にご相談下さい。
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あ

アイロン 不燃ごみ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ
アタッシュケース 不燃ごみ
油の缶（機械類） 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい
油の缶（食用） 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
雨戸 町で処理できないごみ 取扱店に相談して下さい
網戸 町で処理できないごみ 取扱店に相談して下さい
アルバム 燃やせるごみ 金属類は取り除いて下さい
アルミ缶（飲料用） 缶類 水洗いして下さい
アルミ缶（飲料用以外） 不燃ごみ
アルミサッシ 町で処理できないごみ 取扱店に相談して下さい
アルミホイール（自動車など） 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい
アルミホイル・アルミ箔 不燃ごみ 水洗いして下さい

い

石 ごみではないもの 石はごみではありません
衣装ケース 粗大ごみ
いす 粗大ごみ
イチゴのパック プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
一輪車 粗大ごみ
一升ビン ビン類 水洗いして下さい
一斗缶 不燃ごみ 中身は使い切って下さい ●
衣類 紙の日のごみ 汚れのひどいものは燃やせるごみ
衣類乾燥機 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
飲料用の缶 缶類 水洗いして下さい

う

植木の枝 粗大ごみ 60ｃｍ以内に切って出して下さい
植木鉢（陶磁器製） 不燃ごみ 土は取り除いてください
植木鉢（プラスチック製） 不燃ごみ 土は取り除いてください
腕時計 不燃ごみ
乳母車 粗大ごみ
運動靴（金属がついていないもの） 燃やせるごみ
運動靴（金属がついているもの） 不燃ごみ

え

エアコン 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
栄養ドリンクのビン ビン類 水洗いして下さい
液晶テレビ 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
枝木（直径15cm以内、長さ60cm以内） 粗大ごみ 60ｃｍ以内に切って出して下さい
絵の具のチューブ（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中身は使い切って下さい
絵の具のチューブ（プラスチック製以外） 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
絵本 紙の日のごみ 雑誌（雑紙）類で出して下さい
MD 不燃ごみ
延長コード 不燃ごみ
塩ビ配管 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい

お

オイル缶（機械類） 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい
オイル缶（食用） 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
オートバイ 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい
オーブントースター 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
応接セット 粗大ごみ
置き時計 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ　電池は除く
置物 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
桶 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
おもちゃ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ　電池は除く
オルガン 粗大ごみ
温度計 不燃ごみ
温度計（水銀が入っているもの） 不燃ごみ 水銀は有害ごみ　新聞紙等に包んで出して下さい ●

● 印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。

品　目 分別区分 出し方など
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か

カーテン 粗大ごみ
カーペット 粗大ごみ
貝殻 燃やせるごみ
懐中電灯 不燃ごみ 電池は除く
カイロ（使い捨て） 燃やせるごみ
鏡 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
家具 粗大ごみ
傘 不燃ごみ
菓子の空き箱（紙製） 紙の日のごみ 雑誌（雑紙）類で出して下さい
菓子の空き箱（プラスチック製） プラスチック製容器包装
菓子の缶 不燃ごみ
菓子の中仕切り（紙製） 紙の日のごみ 雑誌（雑紙）類で出して下さい
菓子の中仕切り（プラスチック製） プラスチック製容器包装
菓子の袋 プラスチック製容器包装 汚れのひどいものは不燃ごみ
ガスボンベ 町で処理できないごみ 取扱店に相談して下さい
カセットコンロ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
カセットテープ 不燃ごみ
カセットボンベ 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
楽器 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
カッターナイフ 不燃ごみ 刃は新聞などに包んで出して下さい
カップ麺の器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
かばん（金属がついていないもの） 燃やせるごみ
かばん（金属がついているもの） 不燃ごみ
紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はなるべくトイレに流して下さい
紙パック 紙の日のごみ 牛乳パック類で出して下さい ・水洗いして下さい
カメラ 不燃ごみ 電池は除く
ガラス 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
緩衝剤 プラスチック製容器包装
乾燥剤 燃やせるごみ
缶詰の缶 不燃ごみ 水洗いして下さい

き

木くず 燃やせるごみ 建築廃材は引き取り出来ません
ギター 粗大ごみ
着物 紙の日のごみ 古着類で出して下さい
急須（陶磁器製） 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
給湯器 粗大ごみ
牛乳パック 紙の日のごみ 牛乳パック類で出して下さい ・水洗いして下さい
鏡台 粗大ごみ
金庫（手さげ金庫） 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
金庫（大型金庫） 粗大ごみ 第二環境センターへ持ち込んで下さい ●

く

クーラー 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
クーラーボックス 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
空気入れ 不燃ごみ
くぎ 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
草 燃やせるごみ
串 燃やせるごみ 新聞などに包んで出して下さい
薬のビン ビン類 水洗いして下さい
口紅のケース（プラスチック製） プラスチック製容器包装
口紅のケース（プラスチック製以外） 不燃ごみ
靴（金属がついていないもの） 燃やせるごみ
靴（金属がついているもの） 不燃ごみ
クレヨン 燃やせるごみ
軍手 燃やせるごみ

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。

品　目 分別区分 出し方など
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け

蛍光灯 不燃ごみ
蛍光ペン 不燃ごみ
携帯電話 不燃ごみ 電池は除く
毛糸 燃やせるごみ
ゲーム機本体・ソフト 不燃ごみ
劇薬 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい
化粧品のチューブ（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中身は使い切って下さい
化粧品のチューブ（プラスチック製以外） 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
化粧品のビン 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
ケチャップの容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
原動機付自転車 町で処理できないごみ 販売店に相談して下さい

こ

香水のビン 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
コード 不燃ごみ
コーヒーのビン ビン類 中身は使い切って下さい
小型電気製品 不燃ごみ
ござ 粗大ごみ
こたつ 粗大ごみ
こたつ布団 粗大ごみ
コップ（ガラス・陶磁器製） 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
ゴム手袋 不燃ごみ
ゴムホース 不燃ごみ
ゴルフクラブ 粗大ごみ
コンクリートブロック 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
コンパクトディスク 不燃ごみ

さ

サーフボード 粗大ごみ
座いす 粗大ごみ
酒のパック（内側が銀色のもの） 燃やせるごみ 中身は使い切って下さい
雑誌・雑紙 紙の日のごみ
サッシ 町で処理出来ないごみ 取扱店に相談して下さい
座布団 粗大ごみ
皿（ガラス・陶磁器製） 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
サラダ油 食用油類 ※P7ページ参照
サンダル 不燃ごみ
三輪車 粗大ごみ

し

CDディスク 不燃ごみ
CDプレーヤー 不燃ごみ
シーツ 不燃ごみ
磁気カード 不燃ごみ
自転車 粗大ごみ
自動車 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
自動車部品 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
下着類 燃やせるごみ
湿布剤 燃やせるごみ
シャンプーのボトル プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
じゅうたん 粗大ごみ
ジュニアシート 粗大ごみ
消火器 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
食用油 食用油類 ※P7ページ参照
食用油のプラ容器 プラスチック製容器包装 中身は使い切って下さい
新聞 紙の日のごみ

す 水筒 不燃ごみ
炊飯器 不燃ごみ

品　目 分別区分 出し方など



15

す

スーツケース 粗大ごみ
スキー板 粗大ごみ
スキーブーツ 不燃ごみ
スケートボード 粗大ごみ
すだれ 粗大ごみ
ステレオ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ストーブ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ（灯油は使い切って下さい）
ストッキング 燃やせるごみ
ストロー 不燃ごみ
砂 ごみではないもの 砂はごみではありません
スノーボード 粗大ごみ
スプレー缶 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
スプーン 不燃ごみ
スポンジ 不燃ごみ
スリッパ 不燃ごみ

せ

生理用品 燃やせるごみ
セーター 紙の日のごみ 古着類で出して下さい
石油ファンヒーター 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ（灯油は使い切って下さい）
洗剤プラ容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
洗車ブラシ 不燃ごみ
洗濯機 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
扇風機 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
洗面器 不燃ごみ

そ

ぞうきん 燃やせるごみ
掃除機 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ソースのプラ容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
ソファー 粗大ごみ

た

体温計 不燃ごみ
体温計（水銀が入っているもの） 不燃ごみ 水銀は有害ごみ　新聞紙等に包んで出して下さい
タイヤ 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
タイル 不燃ごみ 建築廃材は引き取り出来ません
タオル 燃やせるごみ
畳 粗大ごみ 建築廃材は引き取り出来ません ●
脱臭剤 不燃ごみ
卵のパック プラスチック製容器包装
タンス 粗大ごみ
ダンボール 紙の日のごみ

ち

チャイルドシート 粗大ごみ
茶殻 燃やせるごみ
茶碗（陶磁器製） 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
調味料のビン ビン類 水洗いして下さい
チラシ 紙の日のごみ 新聞類で出して下さい

つ

使い捨てライター 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
机 粗大ごみ
土 ごみではないもの 土はごみではありません
釣り糸 不燃ごみ
釣り竿 粗大ごみ
釣り道具 不燃ごみ

て

DVDディスク 不燃ごみ
DVDプレーヤー 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ティッシュペーパー 燃やせるごみ
テーブル 粗大ごみ

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。

品　目 分別区分 出し方など



16

て

テニスラケット 粗大ごみ
手袋 燃やせるごみ
テレビ（液晶・ブラウン管） 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
電気カーペット 粗大ごみ
電気コード 不燃ごみ
電気スタンド 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
電気ストーブ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
電気ポット 不燃ごみ
電気毛布 粗大ごみ
電球 不燃ごみ
電子レンジ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
電池 不燃ごみ
テント 粗大ごみ
天ぷら油 食用油類 ※P7ページ参照

と

陶磁器製品 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
灯油 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
灯油のポリタンク 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
トースター 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
時計 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
トタン 粗大ごみ 建築廃材は引き取り出来ません ●
土鍋 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
ドライヤー 不燃ごみ
ドラム缶 町で処理出来ないごみ 取扱店に相談して下さい
塗料 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
塗料の缶 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
トレイ（白色） 白色トレイ類 水洗いして下さい
トレイ（白色以外） プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
ドレッシングのビン ビン類 水洗いして下さい
ドレッシングのプラ容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい

な

ナイフ 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
納豆のトレイ プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
鍋（金属製） 不燃ごみ
生ごみ 燃やせるごみ
縄（布製） 燃やせるごみ

1ｍ以下に切って下さい
縄（ビニール製） 不燃ごみ

に 人形 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ぬ ぬいぐるみ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ

ね

ネガフィルム 不燃ごみ
ネクタイ 燃やせるごみ
粘土（紙） 燃やせるごみ
粘土（油） 不燃ごみ

の
農薬 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
農薬の容器 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
ノートパソコン パソコンリサイクル類 ※P9ページ参照

は

バイク 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
廃油 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
バケツ 不燃ごみ
はしご 粗大ごみ 2.5m以上は切って下さい
パソコン パソコンリサイクル類 ※P9ページ参照
パチンコ台 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
バッグ（金属がついてるもの） 不燃ごみ

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。

品　目 分別区分 出し方など
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品　目 分別区分 出し方など

は

バッテリー 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
発泡スチロール （プラマークの付いているもの） プラスチック製容器包装
発泡スチロール （プラマークの付いていないもの） 不燃ごみ
花火 燃やせるごみ 未使用は、水にひたして出して下さい
歯ブラシ 不燃ごみ
歯磨き粉のチューブ（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中身は使い切って下さい
針 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
針金 不燃ごみ
パレット 町で処理出来ないごみ 専門の処理業者に相談して下さい
ハンガー 不燃ごみ
ハンカチ 燃やせるごみ

ひ

ピアノ 粗大ごみ 第二環境センターへ持ち込んで下さい ●
ビールビン ビン類 水洗いして下さい
ビデオカメラ 不燃ごみ 電池は除く
ビデオテープ 不燃ごみ
ビデオデッキ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ビニール袋 不燃ごみ
ビン（飲食用） ビン類 水洗いして下さい

ふ

ファクシミリ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ファンヒーター 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ（灯油は使い切って下さい）
フィルム 不燃ごみ
フォーク 不燃ごみ
布団 粗大ごみ
布団乾燥機 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
フライパン 不燃ごみ
ブラインド 粗大ごみ
プランター（プラスチック製） 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ（土を取り除いて下さい）
プリンター 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
古着 紙の日のごみ
風呂敷 燃やせるごみ
ブロック 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
フロッピーディスク 不燃ごみ
風呂のフタ 粗大ごみ

へ

ヘアスプレーの缶 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
ベッド 粗大ごみ
ペットのトイレ砂（販売しているもの） 燃やせるごみ 袋の表示のとおりに処理して下さい ●
ペットボトル ペットボトル類 水洗いして下さい
ペットボトルのラベル プラスチック製容器包装
ペットボトルのフタ プラスチック製容器包装
ベニヤ板 粗大ごみ
ベビーカー 粗大ごみ
ヘルスメーター 不燃ごみ
ベルト（金属がついてるもの） 不燃ごみ
ヘルメット 不燃ごみ
ペンキ 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
ペンキの缶 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
弁当のプラ容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい

ほ

ボイラー（石油小型給湯器） 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい
芳香剤 不燃ごみ
帽子（金属がついていないもの） 燃やせるごみ
包丁 不燃ごみ 新聞などに包んで出して下さい
ホース 不燃ごみ
ホースリール 不燃ごみ
ボート 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。
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品　目 分別区分 出し方など

ほ

ボール（野球・テニス・バスケットなど） 不燃ごみ
ボールペン 不燃ごみ
ポット 不燃ごみ
ホットカーペット 粗大ごみ
ホットプレート 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ポリタンク 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
ポリバケツ 不燃ごみ
保冷剤 不燃ごみ
本 紙の日のごみ 雑誌（雑紙）類で出して下さい

ま

まくら 不燃ごみ
マッサージ機 粗大ごみ 第二環境センターへ持ち込んで下さい ●
マットレス 粗大ごみ
まな板 不燃ごみ
マニキュアのビン 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
魔法びん 不燃ごみ
マヨネーズのプラ容器 プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
マルチ（農業用・家庭用として使用したもの） 町で処理出来ないごみ JA松茂営農経済部指導係に相談して下さい

み ミシン 粗大ごみ

む 虫かご 不燃ごみ
虫めがね 不燃ごみ

め
めがね 不燃ごみ
メジャー 不燃ごみ
綿棒 燃やせるごみ

も

毛布 粗大ごみ
木製パレット 町で処理出来ないごみ 専門の処理業者に相談して下さい
モップ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
物干し竿 粗大ごみ
物干し台 粗大ごみ

や やかん 不燃ごみ
薬品 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい

ゆ 湯沸かし器 粗大ごみ
よ 浴槽 町で処理出来ないごみ 取扱店に相談して下さい

ら
ライター 不燃ごみ 中身は使い切って下さい
ラジオ 不燃ごみ
ラップ プラスチック製容器包装
ランドセル 不燃ごみ

り
リール（釣り具） 不燃ごみ
リヤカー 粗大ごみ
リュックサック 不燃ごみ

れ

冷温庫・保冷庫 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
冷水機 不燃ごみ
冷蔵庫 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
冷凍庫 家電四品目 ※P9〜10ページ参照
レコード 不燃ごみ
レジ袋 プラスチック製容器包装
レトルトパック プラスチック製容器包装 水洗いして下さい
レンガ 町で処理出来ないごみ 販売店に相談して下さい

ろ
ろうそく 燃やせるごみ
ロープ（布製） 燃やせるごみ 1ｍ以下に切って下さいロープ（ビニール・ナイロン製） 不燃ごみ
ローラースケート 不燃ごみ

わ
ワープロ 不燃ごみ 大きなものは粗大ごみ
ワイシャツ 紙の日のごみ
輪ゴム 不燃ごみ
割り箸 燃やせるごみ

●印が入っているものについては、 第二環境センターにお問い合わせ下さい。
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