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資源物と
ごみの

坂  城  町

ＳＤＧｓの推進　―ごみをみつめて、未来を変えよう―
◇資源回収を利用しましょう ～資源物と捨てるごみを分けましょう～（資源物については5～10ページに掲載）
●�週に１回のプラスチック製容器包装・紙類・布類、月に１回の缶・びん・ペットボトル・有害ごみの資源回収を利
用しましょう。（収集日については、ごみ・資源物収集計画表をご確認ください。）
●月に２回のサンデーリサイクルを利用しましょう。（収集日については、ごみ・資源物収集計画表をご確認ください。）
●PTAや育成会などの団体が資源回収を行っている地区もありますので、ご協力をお願いします。
●毎日（土日・祝日含む）8時 30分から17時まで、役場南側駐車場に、紙類のリサイクルボックスを設置しています。

令和３年度作成 保存版

分 け 方分 け 方
出 し 方出 し 方
減らし方減らし方
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燃えるごみ

出せるもの
■収集日／週２回　各収集日はごみ・資源物収集計画表をご覧ください

★町指定ごみ袋に入らないもの、重さが5kgを超えるものは直接、焼却施設（裏表紙参照）
へ搬入するか、粗大ごみ（13ページ参照）として出してください。

生ごみ 日用品

その他

リサイクルできない紙類・布類

◆水をよく切る
（生ごみの減らし方は3ページをご覧ください。）

◆金属部分は取り除く
◆庭木は直径 10cm以下のもの
※堆肥化や草木リサイクル処理業者へ持ち込む方法（有料）もあります。

◆紙おむつの汚物はトイレへ流す

◆紙類・布類については９・10ページ参照

料理くず、貝殻、酒かす　など

革製品、靴、庭木・落葉・草、おもちゃ、ぬいぐるみ
布団・じゅうたん（指定袋に入るサイズ）

ビデオテープ、カセットテープ・CD・DVD　など

紙おむつ、保冷剤、プラスチックの食器、バケツ、植木鉢（プラスチック製）　など

汚れた紙、カーボン紙、感熱紙（レシート・ファックス用紙など）、写真
ジャンパー、スキーウエア　など
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出し方の注意点

資源物と燃えるごみを分けましょう

午前８時までに収集所へ出してください

① 必ず町指定の可燃物（燃えるごみ）専用袋に入れる
 ●油性インキで、氏名を記入してください。
 ●重さは 5kg 以下にしてください。
 ● 庭木・布団など、町指定ごみ袋に入らない場合は、
 　直接、焼却施設（裏表紙参照）へ搬入するか、
 　粗大ごみ（13ページ参照）として出してください。

② 生ごみの水分をよく切る
　 ※生ごみの減らし方は 3ページをご覧ください。

③ ごみは、収集日の朝 8時までに出す

プラスチック製容器包装、紙類・布類などは燃えるごみではなく、大切な資源です。
資源に回し、燃えるごみを減らしましょう。

■収集場所／燃えるごみの収集所

坂城町指定
可燃物（燃えるごみ）専用袋
氏名

大

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

燃
え
る
ご
み

紙類・布類プラスチック製容器包装

◆詳しくは、９・10ページ参照◆詳しくは、７・８ページ参照

新聞、新聞折込チラシ、雑誌・本、雑がみ、
ダンボール、紙パック、布類（Tシャツなど） など

ボトル、カップ、トレイ、ポリ袋
　発泡スチロール、レジ袋　など

必ず氏名を
書きましょう
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生ごみの減らし方
① 水きり

 生ごみは大量の水分を含んでいます。
水分をよく切るだけで、ごみの減量に繋がるだけでなく、焼却施設の燃焼効率を
上げることにも繋がります。

② 使いきり
賞味期限切れの未使用食品をごみに出さないように、使い切れる分だけ買いましょう。

③ 食べきり
料理は残さず、食べきりましょう。余ったら、冷凍保存などにしましょう。

生ごみ処理機・堆肥化容器購入補助制度
生ごみ処理機・堆肥化容器購入の補助制度があります。
購入金額の 2分の 1（限度額５万円）を補助します。
購入された場合は、申請書、領収書（レシート不可）、遠景・近景の写真各１枚を
添えて役場住民環境課へ申請してください。

ダンボールコンポストで簡単堆肥化
ご家庭でダンボールを使って気軽にできる「ダンボールコンポスト」を用いた
堆肥化も推奨しています。

R
リ デ ュ ー ス

educe（ごみを減らす）
・必要のないものは買わない
・ マイバックを持参し、必要のない包
装は断る
・環境にやさしい商品を選ぶ
・食品ロスを出さない

R
リ ユ ー ス

euse（くりかえし使う）
・修理や別用途で使い切る
・ いらなくなったものは捨てずに必要
な人に譲る
・リユース製品を優先的に利用する

R
リ サ イ ク ル

ecycle（再生利用する）
・分別を徹底する
・ 集団回収（育成会や PTA など）に
参加する

エシカルとは、「倫理的・道徳的」という意味で、エシカル消費は、
人や社会、環境に配慮したものやサービスを選ぶことです。

◇環境に配慮した消費
・グリーン購入を心がける
・森林保全につながる木材製品・

　　紙を選ぶ

◇人や社会に配慮した消費
・ フェアトレード（発展途上国で作られた製品を
適正な価格で継続的に取引している）製品を選ぶ

・福祉作業所などの製品を買う
・寄付付き商品を選ぶ

◇地域に配慮した消費
・地産地消や地域のお店などで買い物をする
・ 応援消費（被災地や風評被害で困っている

　　地域の産品の購入）をする

３
スリーアール

R（Rリ デ ュ ー スeduce･R
リ ユ ー ス

euse･R
リ サ イ ク ル

ecycle）と
エシカル消費を実践し、きれいな地球を守りましょう　

3R エシカル消費

『３きり』を実践しましよう

生ごみはできるだけ堆肥にしましょう
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燃えないごみ

出し方の注意点

出せるもの

■収集日／月 1回　■収集場所／燃えないごみの収集所
各収集日は、ごみ・資源物収集計画表をご覧ください

★町指定ごみ袋に入らないもの、重さが5kgを
　超えるものは「粗大ごみ」（13ページ）です。

★使用済小型家電は、小型家電の無料回収に出しましょう。（11ページ参照）

◆コイン電池は、セロハンテープ等で絶縁する
◆ライターは火災の原因となるので必ずカラにして出す
※乾電池・蛍光灯は有害ごみ（６ページ参照）ヘ

◆ヘアスプレーや
　殺虫剤などの
　スプレー缶は缶類
　（５ページ）へ
◆鏡は有害ごみ
　（６ページ）へ

※ 刃物、ナイフ
は紙に包んで
「刃物」と書
いて出す

※ 箱はアルミカッ
ターを取って「雑
がみ」へ

※ 布・ビニール
は燃えるごみ
として出す

必ず町指定の不燃物
（燃えないごみ）
専用袋に入れる
● 町指定ごみ袋以外の袋で出され
た物は、収集できません。
● 油性インキで、氏名を記入して
ください。
●重さは5kg以下にしてください。

まちがえやすいもの

午前８時までに収集所へ出してください 燃
え
な
い
ご
み

生
ご
み
の
減
ら
し
方

  

３
Ｒ
と
エ
シ
カ
ル
消
費

陶磁器類

金属・アルミ類

ガラス類 ペンキ・塗料缶類

その他

◆割れ物は紙に包んで
「割れ物」と書いて
出す

◆割れ物は紙に包んで「割れ物」
と書いて出す
◆フタやキャップなどは素材によ
り分別する

◆スプレー缶は使い切り穴をあけて
出す

※残っている塗料は販売店または専
門業者へ（14ページ参照）
少量の場合は、紙・布に吸収させ
燃えるごみへ

せともの
（茶碗、湯呑み、皿など）

アルミホイル・金物

哺乳びん・コップ・ガラス製の食器・
化粧品（透明・茶色以外）のびん・板ガラス

ペンキ缶・塗料缶・塗料スプレー缶

コイン電池・電球・LED電球
使い捨てカイロ・グローランプ・一斗缶・ライター

坂城町指定
不燃物専用袋
氏名

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

必ず氏名を
書きましょう

危険



5

缶・びん・ペットボトル

出せるもの

回収できないもの

地区の収集日／月１回　 収集場所／資源物収集所
サンデーリサイクル／月２回　（15ページ参照）

◆透明・茶色以外の化粧品のびんは燃えな
いごみに出す
◆割れたびんは紙などに包み、「割れ物」
と書いて燃えないごみに出す※ペンキ・塗料などの缶は燃えないごみ（4ページ）へ

缶　類 びん類

ペットボトル

飲み物・食べ物の缶（ジュース・酒類の缶、
サラダ油の缶、缶詰、茶・菓子・海苔の缶）
スプレー缶・カセット式ガスボンベ

（化粧品・整髪料・殺虫剤のスプレー缶など）

ガラス製の空きびんで、一升びん以下のもの
（ジュース・調味料・酒類・化粧品（透明・茶色）
のびん・家庭常備薬など）

ジュース・酒類・調味料等

PETボトル
（底が凹んでい
て真ん中に丸）

「プラスチック製容器包装」へ

塩ビボトル
（PVC）など
PET以外のボトル
（底が平らで
丸がない）

◎金属製の空き缶で、一斗缶未満のもの

●農薬びん⇒「収集できないごみ」（14ページ）へ

●ガラスのコップ　●透明・茶色以外の化粧品のびん
●割れたびん　　　●金属製のフタ
●ペンキ・塗料などの缶
●その他の薬品・塗料などのびん
●においの強いもの・汚れが落ちないびん

◎ペットボトルに
　次の表示があるもの

◎ ペットボトルと似たものに塩
ビボトルなどがあります。
　 塩ビボトル（PVC）など PET　
以外のボトルは「プラスチッ
ク製容器包装」として出して
ください。

◎ 油・洗剤などのボトルは「プ
ラスチック製容器包装」とし
て出してください。

⇒「燃えないごみ」
（4ページ）へ

酒
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出し方の注意点
① 缶・びん・ペットボトルは
 　水で洗う

● キャップ、ワインのコルク・栓､ ペットボ
トルのラベルは必ずはずしてください。は
ずした金属製のフタは「燃えないごみ」へ、
プラスチック製のキャップ及びラベルは、
「プラスチック製容器包装」として出してく
ださい。

● スプレー缶・カセットボンベ等は、使い切
り、必ず穴をあけ、つぶして出してください。
また、噴射用ボタンも必ず取ってください。
プラスチック製の噴射用ボタン及びキャッ
プは「プラスチック製容器包装」として出
してください。

● ビールびん・牛乳びんなどのリサイクルびん
は、販売店へ返却してください。
　 （販売店で回収できないものは、収集所へ出
してください。）

② 缶・ペットボトルは
　 つぶして出す

③  袋に入れず、回収コンテナへ
そのまま入れる

  （びんは三色に分ける）

噴射用ボタン

乾電池・蛍光管等の
有害ごみ

出せるもの
乾
電
池
類

蛍
光
灯
の
菅

まちがえやすいもの

出し方の注意点

各収集日・収集場所は、ごみ・資源物収集計画表をご覧ください

缶・び
ん・ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

有
害
ご
み

※穴を開けるときは
　ご注意ください。

 ※ ボタン電池、充電式電池はリサイクル協力店へ
　持ち込んでください。

筒型 電球型 U型 ツイン型

●乾電池
●体温計
●鏡
●朱肉（水銀使用のもの）

●直管

●丸管

●その他管

ニ
カ
ド
電
地

ニ
ッ
ケ
ル

水
素
電
池

リ
チ
ウ
ム

イ
オ
ン
電
池

・LED電球の類、グローランプ、
  コイン電池（絶縁する）、電球
⇒「燃えないごみ」（４ページ）へ

・ボタン電池・充電式電池（絶縁する）
　（ニカド電池・ニッケル水素電池
　リチウムイオン電池）
⇒リサイクル協力店、「収集できないごみ」
　　（14ページ）へ

直型 丸型 その他型

乾電池は、収集所の「乾電池回収箱」
に入れてください。1

2

3

蛍光灯の管は、収集所の「蛍光灯回収箱」へ、直管、
丸管、その他管に分けて、そのまま入れてくだ
さい。
※ただし、細かく割れたものは透明な小袋に入
れて出してください。

体温計、鏡、朱肉など水銀を使用して
いるごみは「有害ごみ回収箱」に入れ
てください。

有
害
ご
み

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

乾
電
池

る）
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プラスチック製容器包装
■地区の収集日／週１回　■収集場所／資源物収集所
■サンデーリサイクル／月２回　（15ページ参照）
　 各収集日・収集場所は、ごみ・資源物収集計画表をご覧ください

出せるもの

食品の容器、タマゴのパック、歯ブラシのパックなど

歯磨き粉のチューブ、マヨネーズなど 食用油、洗剤、シャンプー、目薬の容器など

ペットボトルのフタ、果物ネット、発泡スチロールの箱、プラスチック製緩衝材など

食品の袋、レジ袋、商品包装用のラップ
ペットボトルのラベルなど

トレイ・パック・カップ

チューブ類 プラスチックボトル類

その他（プラマークがないもの）

袋類
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以下のものは「プラスチック製容器包装」ではありません

①   値札シールなど、プラスチック
以外のものが付いている場合
は、できるだけ取ってください。

②  汚れは、水で洗うかふき取ってください。
　（ 汚れの落ちないもの、においの強いものは燃える
ごみへ）

③  スナック菓子袋やプリンのフタのように、表はビニールで
 　裏はアルミ箔のものは、「プラスチック製容器包装」として
 　出してください。

④  収集日に、「回収専用ボックス」へ入れてください。

プラスチック製容器包装とは？
商品が入っていたプラスチック製の
「容器」や「包装」です。

このマークが
目印です

ま ち が え や す い も の

出 し 方 の 注 意点

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

         

容
器
包
装

※ 商品に記載のリサイクルマークを確認して
　「紙」のものは「紙類」へ（９・10ページ）

×食品保存容器や袋　×弁当箱
×プラスチック製スプーン（フォーク）
×ストロー　×レジャーシート
×ホース　　×歯ブラシ
×プラスチック製ハンガー
×バケツ　　×CD、DVDケース
×カセットテープ
×おもちゃ
×クリーニングの袋
×ナイロンひも・梱包用バンド
×植木鉢

●使い捨てライター

※ 商品によって「紙」と「プラ」
のものがあります。
　 必ず商品に記載のリサイクル
マークを確認して「紙」のもの
は「紙類」（９・10ページ）へ

プラスチック製商品は
「燃えるごみ」（1ページ）へ 使い切って

「燃えないごみ」
（4ページ）へ

カップ麺のフタと容器

危険
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紙類・布類
■地区の収集日／月４回　■収集場所／資源物収集所
■サンデーリサイクル／月２回　（15ページ参照）
■リサイクルボックス　※布類除く（26ページ参照）
　　各収集日・収集場所は、ごみ・資源物収集計画表をご覧ください

出せるもの

雑がみ

紙箱類
包装紙
カップ類
フタ類
アルミ箔のついた紙パック
その他

新聞

布類

新聞折込チラシ 雑誌・本・マンガ本・ノート

×布類として出せないもの

ダンボール 紙パック

雑がみ（紙製容器包装を含む） このマークの表示があるものが
紙製容器包装

封筒・はがき・ラップの芯・コピー用紙・メモ用紙
新聞折込以外のチラシ（ダイレクトメール）など
菓子・化粧品・たばこ・ティッシュの箱など

包装紙・ラッピング紙など

アイスクリームのカップ・カップ麺の紙製の容器など

カップ麺容器のフタ・菓子箱の中フタなど

酒のパック・スープのパックなど

紙袋・紙トレイ（ピザケース）・プリン、ヨーグルトの容器
洋服などの台紙など

※ 窓あき封筒のビニール部
分は取り除いてください。

※ 紙の間に波形の紙が入って　
いるものがダンボール

※内側がアルミ箔のものは雑がみへ

・濡れているもの　　・著しく汚れているもの
・においが強いもの　・じゅうたん
・玄関マット　・まくら
・布団類（掛け布団、敷き布団、座布団、こたつ布団など）
・カーテン　　・マフラー　　・スカーフ
・ネクタイ　・ストッキング　・手袋　・帽子
・スーツ　・靴下　・コート　・セーター　・フリース
・毛皮・革製衣類　・スキー・スノーボードウェア
・ダウンジャケットなど

「燃えるごみ」（１ページ）へ

【古着】
◯ 一般的な衣類（Tシャツ、ワイシャツ、ワンピース、
　ブラウス、ジーンズ、スカートなど）
◯学生服　◯作業着　◯パジャマ　◯肌着・下着　
◯水着　◯着物　◯浴衣　◯帯

【古布】
◯毛布（綿以外の素材も可）
◯布団カバー　◯シーツ　◯タオル類など
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出し方の注意点

紙
類
・
布
類

■新聞・新聞折込チラシ・雑誌等・ダンボール・紙パック

■雑がみ（紙製容器包装を含む）

■布類

○古着・古布は一緒に出すことができます。
○古着・古布はきれいな状態にしてから出してください。
　（クリーニングの必要はありません。）
○ 雨や雪などにより、布類が濡れてしまう恐れがある場合は、
　ビニール袋で覆うなど濡れないようにして出してください。
○ボタンやファスナーなど最初から衣類に付いているものは、そのまま出してください。

必ず種類別に分け、ひもで
十文字にしばってください。

⑴ 収集日に、紙袋や封筒などに入れ、ひもでし
ばって出すか「専用容器」の中へあけてくだ
さい。

⑵ ヨーグルトなどの紙カップや、ケーキなどの
紙トレイ、カップ麺のフタなどで汚れている
ものは、洗うかふき取ってください。

⑶ ラップ箱類のアルミの刃、ティッシュ箱内側
のビニール、酒パックのそそぎ口など、紙以
外のものは取って分別してください。

⑷ 酒やヨーグルトなど内側にアルミ箔のついた
パックは、水で洗い、切り開いて乾かしてか
ら出してください。

⑸ たばこの銀紙やスナック菓子袋のように片面
がアルミ箔で、片面が紙のものは「雑がみ」
として出してください。

●感熱紙（レシート・ファックス用紙など）
●油紙　●汚れている紙
●においのついたもの（石鹸や柔軟剤の箱など）
●使い捨て用の紙コップ・紙皿
●裏カーボン紙・ノーカーボン紙
●紙ひもなど容器包装でないもの
●圧着はがき　●写真
●プライバシーに関するもの

アルミの刃は
「燃えないごみ」
（４ページ）

内側のナイロンは
「プラスチック製
容器包装」
（7・８ページ）

そそぎ口は
「プラスチック製
容器包装」
（7・８ページ）

※例えばたばこの箱は、
　次のようになります。
「プラスチック製
容器包装」
（7・８ページ）

「雑がみ」
※中の銀紙も、「雑がみ」
として出してください。

「燃えるごみ」（1ページ）として出す紙

紙パックは、水で洗い、切り
開いて乾かしてからひもで十
文字にしばってください。

新聞・雑誌・ダンボールを出す前に、
次のようなものは、取ってください。
●粘着テープ
●金属類（クリップ・ホッチキスの針など）
●セロテープ　●プラスチック類
●アルミホイル　●ビニール袋

ひもで十字に縛る、または透明・半透明の袋に入れて、お住まいの地区の布類の
収集日に出すか、「サンデーリサイクル」（15ページ）に出してください。
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使用済小型家電
（粗大ごみの回収に合わせて行っています。「無料」）

対象となるもの

主　な　も　の

対象とならないもの

出し方の注意点

回収ボックス（町内）設置施設

　電気や電池で動く小型電子機器や家電製品で、家電リサイクル法対象品（テレビ・
冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機）以外のもの
※ これらの付属品（ACアダプター、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器、リモ
コン等）も対象になります。

●電話機　●ファクシミリ　●携帯電話端末及び PHS端末
●ラジオ受信機　●ジャー炊飯器　●電子レンジ　●デジタルカメラ
●ビデオカメラ　●DVDレコーダー　●扇風機　●電気除湿機
●デジタルオーディオプレーヤー　●ステレオセット
●電気アイロン　●電気掃除機　●パソコン
●電気こたつ（電熱部分のみ）　●電気ストーブ　●ファンヒーター
●石油ストーブ（着火に電池を使用しないものは対象外）
●ヘアドライヤー　●電気かみそり　●プリンター
●パソコンゲームのディスプレイ等（テレビを除く）
●電子書籍端末　●蛍光灯器具その他の電気照明器具
●電子時計及び電気時計　●電子式卓上計算機
●ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

● 家電リサイクル法対象品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機）は対象になりま
せん。（12ページ参照）
●事業活動（会社・工場・商店・病院・農業等）に伴うものは対象になりません。

※電気毛布・電気カーペットは、
　差し込みコードのみ対象となります。

●電池やバッテリー、灯油、電球等は取り除いてください。
●携帯電話やパソコンの個人情報は削除してください。

■ 毎月２回実施される「粗大ごみ」（13ページ）と「サンデーリ
サイクル」（15ページ）に合わせて回収しますので、会場にお
持ちください。（無料）
■ 町内４か所に設置されている回収ボックスに出してください。（無料）
　⇒  40㎝× 20㎝の投入口に入る使用済小型家電（電子機器）が対象です。

●Aコープびんぐし店    午前９時30分～午後８時30分
●坂城町役場    午前８時30分～午後５時15分（月～金曜日）
●文化センター    午前８時30分～午後５時15分（休館日を除く）
●葛尾組合    午前８時30分～午後５時15分（月～金曜日）
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エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・
洗濯機・衣類乾燥機（家電リサイクル法対象品）

家
電
リ
サ
イ
ク
ル

使
用
済
小
型
家
電

指定引取場所 住　　所 電話番号
深澤産業㈱ 千曲市雨宮2060 026-272-2727
小柳産業㈱ 東御市祢津字砂田1184-3 0268-71-7155
東海西濃運輸㈱長野指定取引所 長野市真島町川合字村西240-1 026-214-7556

■問い合わせ先　家電リサイクル券センター
　電話：0120-319640（フリーダイヤル）　03-5249-3455（有料）
　受付時間 午前 9時～午後 6時（日・祝日休み）　ホームページ：https://www.rkc.aeha.or.jp

営業日時は直接お問い合わせください

対象品目別のリサイクル料金について

古い・使用できない等で処分したい場合

対象品目の出し方について

買い替えをする場合

指定引取場所

1.過去に購入した店舗に引き取ってもらう
　・リサイクル料金が必要です。（リサイクル料金は、下記問い合わせ先でご確認ください）　
　・収集運搬料がかかる場合があります。（料金は各小売店にお問い合わせください）
　・購入した店舗が「廃業していた」「遠方にある」などで利用できない場合は、以下の2～ 4をご参照ください。
2. 月２回実施されるサンデーリサイクル・粗大ごみ回収会場で引き取ってもらう
　・実施日、場所はごみ・資源物収集計画表、町HP、広報さかきでご確認ください。
　・ リサイクル料金（リサイクル料金は、下記問い合わせ先でご確認ください）及び収集運搬料（一律1,000円）
が必要です。

3. 自分で指定引取場所（下表参照）へ運ぶ　
　・ 郵便局でリサイクル料金（リサイクル料金は、下記問い合わせ先でご確認ください）を支払い、発行される「家
電リサイクル券」を受け取ってください。

　・廃家電と「家電リサイクル券」を一緒に指定引取場所に運んでください。
4. 町の許可を受けた収集運搬業者に自宅への引き取りを依頼する。
　・ 郵便局でリサイクル料金（リサイクル料金は、下記問い合わせ先でご確認ください）を支払い、発行される「家
電リサイクル券」を受け取ってください。　　　

　・ 町の許可を受けた業者に廃家電の収集運搬を依頼してください。（許可業者は､ 町ホームページを参照するか、
役場住民環境課へお問い合わせください。また、運搬料金等諸経費は業者ごと異なりますので、詳細は業者へ
直接お問い合わせください）

　・収集運搬の際、「家電リサイクル券」も一緒に業者にお渡しください。

購入した店舗に引き取ってもらう。（販売店には引き取り義務があります）
　・リサイクル料金が必要です。（リサイクル料金は、下記問い合わせ先でご確認ください）
　・収集運搬料がかかる場合があります。（料金は各小売店にお問い合わせください）

　以下の方法で処理をお願いいたします。なお、ちくま環境エネルギーセンター、葛尾組合不燃ごみ処理施設へは
出せません。また、『粗大ごみ』としての回収はできませんのでご注意ください。

　平成13年 4月1日から、家電リサイクル法（特
定家庭用機器再商品化法）が施行されました。
　これは、一般家庭から排出された特定の家電製
品の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を
減量し、資源の有効利用を推進するための法律で、
現在は、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗
濯機・衣類乾燥機が対象品目です。

エアコン テレビ 冷凍庫
冷蔵庫

洗濯機
衣類用乾燥機
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粗大ごみ
■収集日／月２回　
各収集日・収集場所は、ごみ・資源物収集計画表をご覧ください

●町指定ごみ袋に入らないもの
●重さが５Kgを超えるもの
　※使用済小型家電は、無料回収へお出しください。（11ページ参照）
　※樹脂製波板は、小さくても粗大ごみです。

粗大ごみ
とは？

有料

出せるもの（例）

戸別回収・直接搬入について

●タイヤ
● ストーブ（電気・電池を
使わないもの）
●布団
●ドラム缶
●ガラス戸（木・サッシ）
●じゅうたん
●ガスレンジ
●湯沸かし器
●自転車
●べット
●ソファー
●一輪車
●オルガン
●石油ボイラー
●スキー板
●木製家具
●太陽熱温水器

●草刈り機
●マメトラ
●台車
●バッテリー
●アコーディオンカーテン
●樹脂製波板
●衣装ケース
●マットレス
●ゴルフセット
●耕運機
●チャイルドシート
●シルバーカー
●簡易トイレ
●犬小屋
●三脚
●竿　など

● 戸別回収について
　・ 自分で運搬できない場合には、業者が直接自宅まで出向いて引き
取ります。料金は、粗大ごみの処理料金とは別に、引き取りに係
る費用が必要になります。詳しくは、環境保全係へお問い合わせ
ください。

●直接搬入について
　・ 燃えるごみのうち、一辺の大きさが1.0×1.5×3.0m以内の場合、
焼却施設（裏表紙参照）へ直接持ち込んで処分（有料）ができます。

　　※金属部品等が混ざっている場合は受入れができません。

● 収集時間は、各会場とも午前 8時 30分～ 10時まで、一般家庭から出るものが対象です。

※記載していないものについては、環境保全係へお問い合わせください。

14

品　　目 相　談　窓　口
●農業用廃プラスチック
●不要農薬
●使用済み農薬空容器

販売店または
ＪＡながのちくま南部アグリサポートセンター☎ 0268-82-2425 

●注射針などの医療器材 医療機関
●プロパンボンベ 販売店または専門業者

●塗料が残っている缶
販売店または専門業者
※ 塗料が少量の場合、塗料は紙・布に吸着させて燃えるごみ、缶は燃えないごみへ出して
ください。

●有害な薬品類 販売店または専門業者
●産業廃棄物 産業廃棄物処理業者　※産業廃棄物処理業者は県のホームページをご覧ください。
●建設廃材 産業廃棄物処理業者　※産業廃棄物処理業者は県のホームページをご覧ください。
●ガソリン・灯油 販売店（ガソリンスタンドなど）

●ボタン電池 絶縁し、リサイクル協力店へ
※詳しくは一般社団法人電池工業会のホームページをご覧ください。

●充電式電池 絶縁し、リサイクル協力店へ
※詳しくは一般社団法人 JBRCのホームページをご覧ください。

●二輪車（バイク） 指定引き取り場所または廃棄二輪車取扱店
※詳しくは、二輪車リサイクルコールセンター ☎ 050-3000-0727へお問い合せください。

●消火器 下記の方法でリサイクル

方法１　指定引取場所に持ち込む。（有料）
　　　　指定引取場所：直富商事㈱　長野市大豆島 3397-6 ☎ 026-222-1880（代表）

方法２　特定窓口に持ち込むか引き取りを依頼する。（有料）
　　　　 特定窓口：消火器リサイクル推進センターのホームページでご確認いただくか、環境保全係

までお問い合せください。

方法３　「ゆうパック」による回収を依頼する。（有料）　コールセンター ☎ 0120-822-306

 注　意   平成 22年以降の国産消火器には、全てリサイクルシールが貼られています。
　　　　   貼られていない場合は、リサイクルシールが必要です。（指定引取場所または特定窓口で販売。）

● 詳しくは、㈱消火器リサイクルセンター ☎ 03-5829-6773、または環境保全係までお問い合せください。

収集できないごみ
処理が困難なもの、産業廃棄物は、町で収集できません。
販売店に引き取ってもらうか、専門業者等に処理を依頼してください。

●処理が困難なもの・産業廃棄物の相談窓口

処理方法がわからないときは、環境保全係へご相談ください。

収
集
で
き
な
い
ご
み

　
粗
大
ご
み（
有
料
）
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サンデーリサイクル「無料」
地区の収集所に資源物を出せない方を対象に、粗大ごみの回収に合わせ
て「サンデーリサイクル」を実施しています。
■月２回　午前８時30分～10時
 各収集日・収集場所は、ごみ・資源物収集計画表、町HP、広報さかきでご確認ください。
 また、町防災行政無線でもお知らせします。

アルミ缶とスチール缶が分別しや
すいように、それぞれの材質が飲
料容器の表面に表示されています。
⇒ 町の収集では、混合で出してい
ただいて結構です。

飲料、酒類、調味料等のPETボトル
に表示されています。
⇒ ラベル、キャップは『プラスチッ
ク製容器包装』へ出してください。

PET ボトルを除くプラスチック製
の容器包装に表示されています。

アルミ不使用の飲料や酒類の紙パッ
クに表示されています。
⇒ 町の収集では、「雑がみ」とは別にし
て出してください。（10ページ参照）

段ボール製容器包装に表示されて
います。

段ボール、アルミコーティングされ
ていない紙パックを除く紙製の容器
包装に表示されています。
⇒ 町の収集では、「雑がみ」として
出してください。

法律で義務付けられている容器包装の識別表示

法律で義務はありませんが、自主的に表示している識別表示

出せるもの

収集場所

リサイクルマーク一覧

●びん（透明・茶色・その他）、缶、ペットボトル　　●プラスチック製容器包装
●紙類（新聞・新聞折込チラシ・ダンボール・紙パック・雑誌・雑がみ）
●布類　　●有害ごみ　　●使用済小型家電
●家電リサイクル法対象家電（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）
　⇒リサイクル料金及び収集運搬料が必要です。（12ページ参照）

●坂城町役場 北側駐車場　●坂城中学校 南側駐車場
●日精樹脂工業㈱様 駐車場　●びんぐし湯さん館 第１駐車場
　収集場所は、月単位で４箇所を巡回します。

※町指定ごみ袋を用いる燃えるごみ・燃えないごみは出せません

飲料缶 PET製品

プラスチック製容器包装

紙パック 段ボール

紙製容器包装
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町指定ごみ袋販売所

※旧町指定ごみ袋でごみを出す場合は、手数料納付済シールを貼ってください。
　手数料納付済シールは、★マークがついた販売店で販売しています。

■町指定ごみ袋・手数料納付済シールの販売価格

販売場所 電話番号
坂城地区
　鐡のほそ道〈横町〉（鉄の展示館向かい） 0268-82-1128
　やまびこ舎〈横町〉（けやき横丁） 080-5147-0379
　坂城食糧販売企業組合〈横町〉 0268-82-2132
　セブン―イレブン坂城四ツ屋店 0268-82-3381
　双報シェアリング㈱〈立町〉 0268-81-3750
　㈱はやし〈田町〉 0268-82-8666
　ファミリーマート信州坂城店〈御所沢〉 0268-81-2046
　㈲丸長〈日名沢〉 0268-82-2054
　㈲大橋商店〈昭和通り〉 0268-82-2021
　ひらせいホームセンター坂城店〈田町〉 0268-81-2050
★役場住民環境課窓口 0268-75-6204

南条地区
　坂城勤労者総合福祉センター〈金井〉 0268-81-1234
　テクノハート坂城協同組合〈金井〉 0268-82-0010
　セブン―イレブン坂城南条店〈金井〉 0268-82-8380
　ベイシア薬品坂城店〈鼠〉 0268-82-9777
　ファミリーマートテクノ坂城工業団地前店〈金井〉 0268-81-2028

中之条地区
★坂城町社会福祉協議会〈夢の湯〉 0268-82-2551
★坂城町地域活動支援センター〈開畝共同作業所〉 0268-82-4000
★さかき地場産直売所「あいさい」 0268-75-8267
　セブン―イレブン坂城中之条店 0268-82-0025
　㈱とみや 0268-82-2216

村上地区
　びんぐし湯さん館〈網掛〉 0268-81-7000
　A・コープびんぐし店〈上五明〉 0268-81-3334
　セブン―イレブン坂城村上店〈上五明〉 0268-82-7892
　福多屋〈網掛〉 0268-82-2226
　ローソン坂城村上店〈上五明〉 0268-82-5404
　アメリカンドラッグ坂城びんぐし店〈上五明〉 0268-75-5346

区　分 サイズなど 価　格

可　燃
40リットル（大） 400円（１組 10枚入）
20リットル（中） 350円（１組 10枚入）

不　燃 30リットル 400円（１組 10枚入）
手数料納付済シール 可燃・不燃共通 　20円（１枚）

サ
ン
デ
ー
リ
サ
イ
ク
ル

町
指
定
ご
み
袋
販
売
所
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ごみ・資源物分別参考集
品　　名 分別区分 出し方の注意点

ア ＩＨクッキング
ヒーター 小型家電

アイスノン 燃えるごみ
アイロン 小型家電

アイロン台 粗大ごみ 指定袋に入る大きさのものは、
燃えないごみ

アコーディオン
カーテン 粗大ごみ

足マット 燃えるごみ
アスファルト（液体） 燃えるごみ 紙や布に吸収させて燃えるごみ
アスファルト
（アスファルトくず） × 産業廃棄物処理業者へ

アダプター 小型家電
圧力鍋 燃えないごみ

油 （食用） 燃えるごみ 紙や布に染み込ませる
または、凝固剤で固める

油紙 
（パラフィン紙） 燃えるごみ

油缶 （一斗（18ℓ）
缶未満） 缶 中身を使い切り、洗浄して出す

油こし器 燃えないごみ
油びん びん 中身を使い切り、洗浄して出す
油のボトル
（プラスチック製） プラ製容器包装 PETマークの物は、

ペットボトル（資源物）
雨具 （カッパ） 燃えるごみ
雨戸（木製） 粗大ごみ
雨戸（アルミ製） 粗大ごみ
編み機 （家庭用） 粗大ごみ
網戸（サッシ） 粗大ごみ
網の袋 燃えるごみ
アルバム（紙製） 紙類 ひもでしばって出す
アルバム（プラ製） 燃えるごみ
アルミカップ 燃えないごみ
アルミ缶 （飲料用） 缶 中を洗浄して出す
アルミコーティン
グ袋 (菓子等包装
紙／紙製）

紙類

アルミコーティン
グ袋（菓子等包装
紙／プラ製）

プラ製容器包装

アルミサッシ 粗大ごみ
アルミ鍋 燃えないごみ
アルミ箔
 （アルミホイル） 燃えないごみ

アルミ箔容器 燃えないごみ
アルミホイール
 （車用） 粗大ごみ

アルミマット 粗大ごみ 指定袋に入れば、燃えないごみ
アレチウリ 燃えるごみ 濡れているものは水分を良く切る
あんか（電気式） 小型家電
あんか（鉄製等） 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アングル 燃えないごみ
安全靴 燃えないごみ
安全ピン 燃えないごみ
アンテナ 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アンビル 
（鉄の台・金床） 燃えないごみ

アンプ （音響用） 小型家電
あんま器 （手持式） 小型家電
あんま器 
（手持式以外） 粗大ごみ

イ 石 × 専門業者へ

衣装ケース 粗大ごみ 細かく砕いた場合は
燃えるごみでも可

イ 石綿含有
一般廃棄物 × 販売店もしくは専門業者へ

椅子 （プラ・木製） 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えるごみでも可

椅子 （金属） 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えないごみでも可

板切れ （コッパ） 粗大ごみ （木製）指定袋に入る大きさま
では燃えるごみでも可

一輪車
 （家庭運搬用のみ） 粗大ごみ

一輪車（タイヤのみ） 燃えるごみ ホイール部分は燃えないごみ

一輪車 （遊具） 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えないごみでも可

一斗（18ℓ）缶 燃えないごみ 中身を使い切り、洗浄して出す
井戸ポンプ
 （電動式） 粗大ごみ

井戸ポンプ
（手動式） 粗大ごみ

犬小屋 （木製） 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えるごみでも可

犬の首輪 燃えないごみ 金属部分がないものは燃えるごみ
稲刈機 （バインダー） 粗大ごみ
鋳物管 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えないごみでも可
鋳物鍋
 （ジンギスカン鍋等） 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ

衣類 布類 ものによっては燃えるごみ
（９ページ参照）

衣類乾燥機 特定家電
入れ歯 燃えないごみ
印鑑（プラ・木製） 燃えるごみ
印鑑（プラ・木製以外）燃えないごみ
インク 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
インクカートリッジ × 販売店へ
インスリン注射器 燃えるごみ 注射針は取り除く
インクリボン 燃えるごみ
インターホン 小型家電
インターロッキング × 産業廃棄物処理業者へ
インパクト
ドライバー 小型家電

ウ ウイッグ 燃えるごみ
ウィンドファン 小型家電
植木の枝・葉
（直径10cm以下） 燃えるごみ 堆肥化、草木リサイクル処理業

者への持ち込みをお勧めします
植木鉢 燃えないごみ プラスチック製のものは燃えるごみ
植木用支柱（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ウォーターサーバー 粗大ごみ
浮輪 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
臼 （石） × 専門業者へ
臼 （木製）
うちわ
腕時計
乳母車 
（ベビーカー）

ウレタン

運動靴
運搬機
（エンジン付）

エ エアーベッド
エアコン
エアロバイク
映写機 （スライド） 粗大ごみ
枝
（直径10cm以下） 燃えるごみ 堆肥化、草木リサイクル処理業

者への持ち込みをお勧めします
絵の具チューブ （鉛） 燃えないごみ 中身を使い切り、洗浄して出す
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エ 絵本 紙類 ひもでしばって出す
ＭＤ・ＭＯ 燃えるごみ 金属部分は取り除く
LED電球 燃えないごみ
エレキギター 粗大ごみ
エレクトーン 粗大ごみ

塩化カルシウム 燃えるごみ 固まったものは、溶解させて
融雪剤として再利用

縁台 （木製） 粗大ごみ
エンジン 粗大ごみ
エンジンオイル 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
エンジン刈払機
 （ビーバー） 粗大ごみ

エンジン刈払機の
替刃 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す

エンジンポンプ 粗大ごみ
延長コード 小型家電

煙突 （ストーブ） 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えないごみでも可

鉛筆 燃えるごみ
鉛筆削り器 小型家電 手動式のものは燃えないごみ
塩ビパイプ 粗大ごみ

オ オアシス 燃えるごみ （生け花用オアシス）よく乾かす

オイル （非食用） 燃えるごみ 布や紙に染み込ませるか、
販売店、専門業者へ

オイル缶 缶 中身を使い切り、洗浄して出す
オイルヒーター 小型家電
オイルフィルター × 販売店または専門業者へ
王冠 ( 木製） 燃えるごみ
応接セット 
（ソファー等） 粗大ごみ （応接用いす）

オーディオセット 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
オートバイ × （14ページ参照）
オーブン（家庭用） 小型家電
オーブントースター 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
オーブンレンジ 小型家電
おがくず 燃えるごみ
桶（木製） 燃えるごみ
おしゃぶり 燃えるごみ
お玉 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ
落ち葉 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
おまる 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
おむつ 燃えるごみ 汚物は必ず取り除く
おむつカバー 燃えるごみ

おもちゃ 
（プラ・木製） 燃えるごみ

金属が含まれているものは
燃えないごみ
電池で動くものは小型家電

オルガン 粗大ごみ
オルゴール 燃えないごみ
おろしがね 燃えないごみ プラ・木製は燃えるごみ
温水器 粗大ごみ
温度計 有害ごみ デジタル表示温度計は小型家電
温風ヒーター 小型家電

カ カーステレオ 小型家電
カーテン 燃えるごみ

カーテンレール 粗大ごみ 分解して指定袋に入れば
燃えないごみでも可

カーナビ 小型家電

カーペット 粗大ごみ 指定袋に入る大きさまでは
燃えるごみでも可

カーボン紙 燃えるごみ
貝殻 燃えるごみ
懐中電灯 小型家電 電池・電球は取り除く
カイロ （使い捨て） 燃えないごみ
鏡 有害ごみ 砕けた鏡はビニール袋等に入れる
鍵 燃えないごみ

額縁 （木製） 燃えるごみ 金属、ガラスは外して
燃えないごみへ

掛け軸 燃えるごみ
掛時計 小型家電
掛矢 （木製） 燃えるごみ

カ 傘 燃えないごみ 布の部分は燃えるごみへ
傘立て (金属・陶器）燃えないごみ プラ・木製は燃えるごみ
加湿器 小型家電
菓子箱 （紙製） 紙類 プラ製はプラ製容器包装
菓子箱 （スチール製） 缶

ガスオーブン 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガスコンロ 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガス炊飯器 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガスストーブ 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガステーブル 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガスヒーター 粗大ごみ 電気・電池を使用するものは
小型家電

ガスボンベ （LPG） × 販売店または専門業者へ
ガスマット
 （アルミ製） 燃えないごみ

ガス湯沸器（家庭用） 粗大ごみ
ガスライター 燃えないごみ ガスは使い切って廃棄
ガスレンジ 粗大ごみ
カセットコンロ 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カセットテープ 燃えるごみ ケースも燃えるごみ
カセットデッキ 小型家電
カセットボンベ 缶 必ず穴を開け、つぶして出す
ガソリン × 専門業者へ
カタログ 紙類
カッターナイフ 燃えないごみ
カッターの刃 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す
カップめんの容器
（プラ製） プラ製容器包装

カップめんの容器
（紙製） 紙類

かつら 燃えるごみ
カテーテル 燃えるごみ 袋に包んで出す
蚊取りマット
（電気式） 小型家電

門松 燃えるごみ
金槌 燃えないごみ
カヌー （FRP製） 粗大ごみ
金矢 （鉄のくさび） 燃えないごみ

かばん 燃えるごみ
金属が含まれているものは燃
えないごみ、指定袋に入らな
いものは粗大ごみ

画鋲 燃えないごみ
花瓶 燃えないごみ プラスチック製の物は燃えるごみ
鎌 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す
紙コップ 燃えるごみ 使い捨てのもの
紙皿 燃えるごみ 使い捨てのもの
カミソリ 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す
髪の毛 燃えるごみ
紙やすり 燃えるごみ
ガムテープ 燃えるごみ
かめ （瀬戸物） 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
亀の甲羅 
（等のはく製品） 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ

カメラ 小型家電 使い捨ては燃えないごみ 
できるだけ販売店へ返す

火薬 × 専門業者へ
カラーボックス
 （木製） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ

カラオケ機器 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
ガラス板 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガラステーブル 粗大ごみ
ガラス戸 粗大ごみ

カレンダー 紙類 プラスチックや金属製部分は
取り除く

革製品 燃えるごみ
瓦 （粘土・セメント）燃えないごみ
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カ 缶 （飲料・菓子・
茶等） 缶 容量18L以上の物は、

燃えないごみ
缶（ペンキ・塗料缶）燃えないごみ（４ページ参照）
缶のふた 燃えないごみ
缶詰のふた 缶
換気扇 小型家電
換気扇カバー 
（プラスチック製） 燃えるごみ

缶切り 燃えないごみ
緩衝材
 （発泡スチロール） プラ製容器包装（プラ製）

乾燥機 （衣類用） 特定家電 家電リサイクル品（12ページ参照）
乾燥機（衣類用以外） 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
乾燥剤 （食品用） 燃えるごみ

乾電池 有害ごみ
ボタン・小型充電式電池は
リサイクル協力店へ
コイン電池は燃えないごみへ

感熱紙 燃えるごみ

キ キーボード （楽器） 小型家電
キーボード
 （パソコン周辺機器） 小型家電

キーホルダー 燃えないごみ 金属部分以外は燃えるごみへ
機械油 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
木くず （板切れ） 燃えるごみ
義足 燃えないごみ

ギター（木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除く
指定袋に入らないものは粗大ごみ

木づち 燃えるごみ
脚立 （鉄） 粗大ごみ
脚立 （アルミ） 粗大ごみ
キャリア （車用） 粗大ごみ
キャリアボックス 粗大ごみ
キャリーバック 粗大ごみ
球根 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
急須 燃えないごみ
給湯器 粗大ごみ
牛乳パック 紙類 切り開いた物をひもでしばる

牛乳びん ×

鏡台 （木製） 粗大ごみ
金管楽器 燃えないごみ
金庫 （手持ち） 燃えないごみ
金庫 （耐火性） 粗大ごみ

ク 杭 （木製） 燃えるごみ
空気清浄機 小型家電
空気ポンプ
（空気入れ） 小型家電

クーラーバック 燃えるごみ 金属部分が外せない場合は
燃えないごみ

クーラーボックス 粗大ごみ
くぎ 燃えないごみ
くぎ抜き （バール） 燃えないごみ

草刈鎌 燃えないごみ 刃の部分を紙で包んで
「刃物」と書いて出す

草刈機 粗大ごみ
草花 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
くし （木製） 燃えるごみ
串 （竹製） 燃えるごみ
薬 （劇薬等危険物
以外） 燃えるごみ

口紅ケース 燃えるごみ 金属部分は取り除く
靴類 （布、革、
ゴム、スパイク） 燃えるごみ 金属部分は取り除く

クッキングヒータ
（IH） 小型家電

クッション 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
グラインダー
（手持式） 小型家電

グラインダー
 （手持以外） 粗大ごみ

ク グラスウール 燃えないごみ
クリアファイル 燃えるごみ

クリーニング袋 燃えるごみ プラスチック製容器包装では
ありません

グリス 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
グリスガン 燃えないごみ プラスチック製の物は燃えるごみ
クリスマスツリー 
（プラスチック製） 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ

車椅子 粗大ごみ
グレーチング 粗大ごみ
クレジットカード 燃えるごみ はさみ等で切断して出す
クレヨン 燃えるごみ
グローブ
 （スポーツ用） 燃えるごみ

グローランプ 燃えないごみ
鍬 燃えないごみ 取っ手は切断して燃えるごみ
軍手 燃えるごみ

ケ 蛍光管 有害ごみ 細かく割れた物は
透明な小袋に入れて出す

蛍光灯器具 小型家電
蛍光ペン 燃えるごみ
ケイ酸カルシウム
板 （不燃ボード） 燃えないごみ

珪藻土 燃えないごみ
携帯電話 小型家電
携帯用トイレ 燃えるごみ 汚物は取り除く
毛糸 燃えるごみ
ゲーム機 
（本体･ソフト） 小型家電

軽油 × 専門業者へ
計量カップ 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみ
ケーブル類
（電気コード） 小型家電

消しゴム 燃えるごみ
化粧板 (石膏ボード） × 産業廃棄物処理業者へ
化粧板 (ベニヤ） 粗大ごみ
化粧品 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
化粧品のびん
（透明・茶色） びん

化粧品のびん
（透明・茶色以外） 燃えないごみ

げた (木製） 燃えるごみ
下駄箱 （木製） 粗大ごみ
血圧計 （家庭用） 小型家電
毛抜き 燃えないごみ
玄関マット 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
健康器具 
（モーター付き） 小型家電 大きさによっては粗大ごみ

健康器具 （モー
ター付き以外） 粗大ごみ

健康器具 （電動式） 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
剣山 燃えないごみ
剣道防具 燃えるごみ 面は燃えないごみ

コ 碁石 燃えないごみ
コイン電池 燃えないごみ 型式記号CRまたはBR
高圧洗浄機 （電気式） 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
耕運機 （ガーデン） 粗大ごみ
ゴーグル 燃えるごみ
コード
（電気ケーブル） 小型家電

コードリール 小型家電
コーヒーメーカー 小型家電
苔（こけ） 燃えるごみ
ござ（ビニール製含む） 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ
こたつ 粗大ごみ 電熱部分は小型家電
こたつ掛け毛布・
布団・こたつ敷 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ

こたつ板 粗大ごみ
コップ
 （紙・木以外） 燃えないごみ（ガラス・陶磁器製）割れ物は紙に包んで「割れ物」と書いて出す
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シ しちりん （七輪） 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
湿気取り 燃えるごみ
湿布薬 燃えるごみ
ジップロック 燃えるごみ
自動車 × 専門業者へ
自転車 （一輪車・
三輪車含む） 粗大ごみ

自転車のタイヤ 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ
自転車のチェーン 燃えないごみ
自転車用ポンプ 燃えないごみ
竹刀 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ
シニアカー
（電動車両） 粗大ごみ

芝 （刈ったもの） 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
芝刈り機 粗大ごみ
シャープペンシル 燃えるごみ 金属部分は取り除く
尺八 燃えるごみ
写真 燃えるごみ
ジャッキ 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
三味線 粗大ごみ
しゃもじ 燃えるごみ
シャワーヘッド
 （ホース含む） 燃えないごみ

ジャングルジム
（家庭用） 燃えるごみ 金属部分は取り除く

シャンプー容器 プラ製容器包装 中身を使い切り、洗浄して出す
ポンプのバネは燃えないごみ

ジューサー
（ミキサー） 小型家電

シューズ 燃えるごみ 金属部分は取り除く
重曹（ジュウソウ） 燃えるごみ
絨毯（ジュータン） 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ
充電器 （家庭用小型） 小型家電
充電式電池 × リサイクル協力店へ
収納ケース
（金属製） 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えないごみ

収納ケース
（プラスチック製） 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ

樹脂製波板 粗大ごみ
朱肉
（水銀使用のもの） 有害ごみ

シュレッター
 （家庭用） 小型家電 手動式は燃えないごみ

消火器 × 販売店または専門業者へ
定規 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ
将棋盤 粗大ごみ 折りたたみ式は燃えるごみ
焼却炉 （鉄製） 粗大ごみ
障子戸 （木製） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
浄水器（プラ製） 燃えるごみ 大きさによっては粗大ごみ
浄水器（金属製） 燃えないごみ 大きさによっては粗大ごみ

照明器具

除湿機 大きさによっては粗大ごみ
除雪機
食器 燃えないごみ
食器洗い機・
食器乾燥機
（卓上型）
食器棚 （木製）
ショルダーバッグ
ジョウロ
（プラ・木製）
除草剤
除草剤のボトル プラ製容器包装
シリコン製品
シルバーカー
真空管
人工芝
シンナー
新聞折込チラシ
新聞紙

ス 水槽（ガラス製）
水槽（プラ製）

コ 琴 （大正琴含む） 粗大ごみ
粉石けん （粉洗剤） 燃えるごみ
粉ミルク 燃えるごみ
碁盤 粗大ごみ 折りたたみ式は燃えるごみ
コピー機 （卓上型） 小型家電
コピー機
（卓上型以上） 粗大ごみ

ゴム手袋 燃えるごみ
ゴムホース 燃えるごみ
ゴムボート 燃えるごみ
ゴムマット 燃えるごみ
米ぬか 燃えるごみ
米びつ（プラ・木製） 燃えるごみ
米袋 （紙製） 紙類 プラ製はプラスチック製容器包装へ
ゴルフシューズ 燃えるごみ 金属部分は取り除く
ゴルフクラブ 粗大ごみ
ゴルフバッグ 粗大ごみ
ゴルフボール 燃えるごみ
コンクリート製品
 （ブロック） × 産業廃棄物処理業者へ

コンセント 小型家電
コンタクトレンズ 燃えるごみ
コンパクト鏡 有害ごみ
コンパクト
ディスク （ＣＤ） 燃えるごみ （ケース含む）外装フィルムは

プラスチック製容器包装
コンパス 燃えないごみ
コンパネ 粗大ごみ
コンプレッサー
 （全て） 粗大ごみ

コンポスト容器 粗大ごみ
コンロ 燃えないごみ

サ サーフボード 粗大ごみ
座椅子 （木製） 粗大ごみ
サイディングボード 燃えるごみ
サイドボード 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
サインペン 燃えるごみ
酒かす 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
酒のワンカップ びん

酒パック 紙類 内側が白い物は紙パック
アルミ箔のものは雑がみ

さし金 燃えないごみ
サスペンションス
プリング （車用） 燃えないごみ

座卓 （木製） 粗大ごみ
サッシ 粗大ごみ
雑誌類 紙類 ひもでしばって出す

殺虫スプレー 缶 必ず穴を開けてつぶす
（噴射口はプラ製容器）

座布団 粗大ごみ 指定袋に入る大きさまでは
燃えるごみでも可

サボテン 燃えるごみ
サマーベッド 粗大ごみ

皿 燃えないごみ 割れ物は紙に包んで
「割れ物」と書いて出す

ざる （金属製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
三角コーナー 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ
三脚 粗大ごみ
サングラス 燃えるごみ 金属部分は取り除く
サンダル 燃えるごみ
残飯 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
三輪自転車 粗大ごみ
三輪車 （子供用） 粗大ごみ

シ シーツ 布類 破れているもの、汚れの落ち
ないものは燃えるごみ

ＣＤ 燃えるごみ （ケース含む）外装フィルムは
プラスチック製容器包装

シェーバー 燃えないごみ 刃の部分は紙などで包む
磁気マット 燃えるごみ
磁石 燃えないごみ
辞書・辞典 紙類
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ス 水中ポンプ
水筒
炊飯器
水平器
スーツ
スーツケース
姿見 （鏡台）
図鑑
スキー板
スキーウェア
スキーキャリア

スキー靴

スキーストック
スキャナー
スクーター
スケート靴
スケール
 （プラ・木製）
スケール（金属製）
スコップ（金属製）
すずり
スタイロフォーム 
（断熱材・畳用）
すだれ
スタンプ台（金属製）
スタンプ台
（プラ製）
スチール椅子
スチール缶
 （飲料用）
スチール製家具
スチール棚
スチール机
スチールホイール
 （車）
ステアリング （車）
スティック 
（ゲートボール用）
ステレオ
ステンレス流し台
ステンレスパイプ棚

ストーブ

ストーブガード
ストッカー （冷凍庫）
ストッキング
ストック（杖）
ストロー
砂
スノーダンプ
 （雪かき）
スノーボード

スノーボードブーツ

すのこ （木製）
スパイクシューズ
スパナ
スピーカー
スプーン （金属製）
スプーン
 （プラ・木製）
スプリング （車用）
スプリング入り
ソファー
スプリング入り
マットレス

スプレー缶
 （髪用・殺虫剤等）

すべり台
 （プラ・木製）

ス スポンジ
ズボンプレッサー
スマートフォン
炭
スライド （映写機）
スリッパ

すり鉢

スレート

セ 製図版 （木製）
精米機 （家庭用）
製麺機 （家庭用）
整理棚 （木製）
生理用品
セーター
石油

石油ストーブ

石油ファンヒーター
石油ボイラー
石油ポンプ
石灰
石鹸
石鹸の包装（プラ製）
石膏（石膏ボード等）
せった

瀬戸物

背広 （スーツ）
セロハンテープ台
セロハンテープ
洗剤容器（プラ製）
洗剤容器 （紙製）
洗濯カゴ
洗濯機
洗濯バサミ
剪定枝 
（直径10cm以下）

堆肥化、草木リサイクル処理業者
への持ち込みをお勧めします

剪定バリカン
 （エンジン式）
剪定バリカン 
（電気式）
栓抜き
扇風機
洗面器（プラ・木製）
洗面化粧台

ソ 造花
双眼鏡
掃除機
ぞうり （草履）
ソーラーパネル
（太陽光パネル以外）
ソファー
ソフビ人形
そり
（プラスチック製）
そろばん

タ 体温計（水銀使用）
体温計（デジタル）
耐火金庫
台車
体重計 
（ヘルスメーター）

耐熱ガラス容器

台秤（体重計を除く）
堆肥 （家庭用）
タイプライター
タイヤ
 （自動車・バイク等）
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タ タイヤ （自転車・
一輪車のホイール付）
タイヤ（自転車・
一輪車のゴムのみ）
タイヤスタンド
 （金属製）
タイヤスタンド
 （プラスチック製）
タイヤチェーン
 （金属製）
タイヤチェーン
 （金属製以外）
タイヤチューブ
タイヤホイール
太陽熱温水器
タイル

タオル

タオル掛け（プラ製）
タオル掛け（金属製）
タオルケット
高枝切りバサミ

竹 （刈ったもの） 堆肥化、草木リサイクル処理業者
への持ち込みをお勧めします

筍 （刈ったもの）
竹ぼうき
畳
卓球台
脱臭剤
タッパー

タバコの箱

タブレット端末
卵の殻
卵パック
樽 （木製）
たわし （植物性）
単行本
タンス
断熱材 （家庭用）
ダンベル
ダンボール

チ 地球儀
チェーン（金属製）
チェーン
（金属製以外）
チェーンソー
 （エンジン式）
チェーンソー
 （電動式）
チップソー 
（丸鋸、刈払機の刃）
チャイルドシート
茶がら
茶器
茶筒 （スチール製）
茶箱
茶わん
注射針
注射器（プラ製）
チューブ容器
ちょうちん
調味料
チョーク
チラシ
 （ダイレクトメール）
チラシ 
（新聞折込チラシ）

ツ 机 （木製）
漬け物石
漬物用樽（プラ製）
漬物
土

ツ 壺（金属・陶磁器）
つまようじ
積木 （プラ・木製）
爪切り
釣り糸
釣り竿 （金属・
強化プラ製等）
釣り針
つるはし

テ ティッシュ
ティッシュペー
パーの空き箱
デイバッグ
Ｔシャツ

DVD （ケース含む）外装フィルムは
プラスチック製容器包装

テーブル （木製）
テーブルクロス
手押し車 
（木製カタカタ）
鉄アレイ
鉄くず
鉄パイプ （鉄管）
デッキ （木製）
鉄骨
鉄柱
鉄鍋
鉄板
鉄棒
テニスボール
手ぬぐい
手袋
テレビ
（ブラウン管式・
液晶式・プラズマ式）
テレビ台 （木製）
テレビゲーム機
テレホンカード
電気あんか
電気温水器
電気カーペット
電気釜
電気かみそり
電気コード
（ケーブル）
電気コタツ （木製）
電気コタツ
（プラ製等）
電気ジャー

電気スタンド

電気ストーブ
電気ポット
電気毛布
電球
電子オルガン
電子キーボード
電子体温計
 （デジタル）
点字板
電子ピアノ
電子レンジ
天体望遠鏡
電卓
点滴 （家庭用）
テント （布）
テント （金属部分）
電動介護ベッド
電動工具（手持式）
電動工具
（手持以外）
電動式車椅子
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テ 電動式健康器具
電動自転車
電動歯ブラシ
電動マキ割機

天ぷら油

電話機

ト ドアノブ
砥石（といし）
戸板
トイレカバー
トイレコーナー
トイレット
ペーパーの芯
トイレブラシ
凍結防止ヒーター
陶磁器
豆腐のパック
灯油
灯油タンク（屋外用）
灯油タンク
 （ポリタンク）
灯油ポンプ 
トースター
時計
登山靴
土砂
戸棚
トタン

土鍋

ドライバー
 （家庭用工具）
ドライヤー
ドラム缶（200ℓ）
トランペット
鳥かご 
塗料 （少量）
塗料缶
トレイ （紙製）
トレイ （食品用／
発泡スチロール製）
ドレッサー
トロフィー

ナ ナイフ
苗ポット
長靴
流し台
なた
ナット
鍋

生ごみ

生ごみ処理機
 （家庭用）
波板
（プラ製・金属製）
縄

ニ 荷札
庭木剪定物 
（直径10cm以下）

堆肥化、草木リサイクル処理業者
への持ち込みをお勧めします

人形 （木・紙製）
人形 （石膏製）
人形ケース
（ガラス製）

ヌ ぬいぐるみ
縫い針
ぬか
布切れ

ネ ネクタイ
ネジ
ネックレス

ネ ネット
（果物・野菜用）
ネットチェーン 
（ゴム・プラ製）
寝袋
粘土 （油性、紙粘土）

ノ 農具 （鍬・鎌等）
農薬
農薬の空きビン 
（家庭菜園）
ノート
のこぎり
ノミ
海苔の缶
のれん

ハ ハードディスク 
（外付けに限る）
バーベキューセット
バーベル
ハーモニカ
バール （釘抜き）
バイク
灰皿
バイス （万力）

パイスケ （ざる）

パイプ椅子
パイプベット
培養土
バインダー
はかり 
はく製
バケツ（プラ製）
バケツ（金属製）
羽子板
はさみ
はし 
はしご 
バスケットボール
バスタオル
バスマット
パソコン （家庭用）
パチスロ機
パチンコ台
発煙筒
バッグ
バックル
バッテリー
発電機
バット （木製）
バット （金属）
発泡スチロール
花 堆肥化をお勧めします
花火
歯ブラシ
歯磨きチューブ
刃物
パラボラアンテナ
針（裁縫用）
針金

バリカン

パレット（木製）
ハロゲンヒーター
ハンガー 
（プラ・木製）
ハンガー （金属製）
ハンガーラック
バンド （ベルト）

ハンドジューサー

ハンドバック
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ハ ハンドミキサー
ハンドル （車）
バンパー（車）
パンフレット
ハンマー （金槌よ
り大きいもの）

ヒ ピアノ
BSチューナー
ビー玉
ビーチパラソル
ビーバー 
（エンジン刈払機）
ビールケース

ビール瓶

火おこし

ひげそり

ビデオカメラ
ビデオテープ
ビデオデッキ
雛人形 （木・紙製）
雛人形 （石膏製）
ビニールシート
 （家庭用）
ビニールのすだれ
ビニール紐

ビニール袋 

ビニールプール
ビニールホース
火鉢
百科事典
びょうぶ
肥料
肥料袋 プラ製容器包装 においのあるものは燃えるごみ
びんのふた 燃えないごみ プラ製はプラ製容器包装
びん類 
（ドリンク・酒・油等） びん 中身を使い切り洗浄して出す

びん類
 ( シンナー・塗料・
薬品等 )

燃えないごみ 透明・茶色の化粧品のびんは
びんへ（５ページ参照）

びん類 （農薬など） × （14ページ参照）

フ ファイル 燃えるごみ
FAX機 （家庭用） 小型家電
ファンシーケース 
（パイプ式） 粗大ごみ

ファンヒーター 小型家電
フィルム （ネガ） 燃えるごみ
フィルム（未使用） 燃えるごみ
フィルムケース プラ製容器包装
封筒 紙類
風鈴 燃えないごみ
笛（プラ・木製） 燃えるごみ
笛（金属製） 燃えないごみ
フェンス （網式） 粗大ごみ
フォーク（金属製）燃えないごみ
フォーク（プラ・木製） 燃えるごみ
ふすま 粗大ごみ
筆　 燃えるごみ

布団 粗大ごみ 指定袋に入る大きさまでは
燃えるごみ

布団カバー 布類 綿素材のもの
布団圧縮カバー 燃えるごみ
布団乾燥機 小型家電
譜面台 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
腐葉土 燃えるごみ 少量のみ
フライパン 燃えないごみ
ブラインド 粗大ごみ 束ねてしばる
プラグ
ぶら下がり健康器 粗大ごみ
プラダン （プラス
チックダンボール） 燃えるごみ

フ プラモデル 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ
フラワーポット
（木製） 燃えるごみ

ブランコ （組立式） 粗大ごみ
プランター 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
プリンター 小型家電

古着・古布 布類 破れているもの、汚れの落ちない
ものは燃えるごみ（９ページ参照）

ブルーシート 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
金属部分は取り除く

風呂（浴槽） 粗大ごみ 大きさによっては引取り不可
販売店または専門業者へ

フロアーマット類 燃えるごみ

風呂釜 粗大ごみ 大きさによっては引取り不可
販売店または専門業者へ

プロジェクター 小型家電
プロジェクション
テレビ 粗大ごみ

風呂ぶた（プラ製等） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
ブロック × 産業廃棄物処理業者へ
フロッピーディスク 燃えないごみ 金属部分を取り除けば燃えるごみ
プロパンガスボンベ × 専門業者へ
風呂ポンプ 小型家電
風呂マッ ト
（洗い場用） 燃えるごみ

糞 （ペットのフン） × トイレに流してください
文庫本 紙類 ひもでしばって出す
文鎮 燃えないごみ
噴霧器
 （エンジン式） 粗大ごみ

噴霧器 
（電動式・手動式） 粗大ごみ

ヘ ヘアスプレー 缶 中身を使い切り、穴をあけて出す
（噴射口はプラ製容器）

ヘアーブラシ 燃えるごみ
ベッド
 （介護用電動式） 粗大ごみ

ベッド 粗大ごみ
ペット砂（木・紙・
シリカゲルなど） 燃えるごみ

ペット砂（無機物） × （砂・鉱物など）
販売店または専門業者へ

ペットボトル ペットボトル キャップ・ラベルは
プラスチック容器包装

ペットボトルのふた プラ製容器包装
ペットボトルの
ラベル プラ製容器包装

ヘッドホン 小型家電
ベビーカー 粗大ごみ
ベビーゲート 粗大ごみ
ベビーベッド 粗大ごみ
ベビーチェア 粗大ごみ
ベビーバス 粗大ごみ
ベビーラック 粗大ごみ

ヘルスメーター 小型家電 電気・電池で動くもの以外は
燃えないごみ　または粗大ごみ

ベルト （バンド） 燃えるごみ 金属部分は取り除く
ヘルメット 燃えないごみ
ペンキ（少量） 燃えるごみ 紙や布に吸収させて出す
ペンキ缶 燃えないごみ（４ページ参照）
便器 （瀬戸物製） 粗大ごみ
便座 （温水洗浄装
置付含む） 粗大ごみ

便槽類 粗大ごみ
ペンチ 燃えないごみ

弁当トレイ プラ製容器包装（プラ容器、ふた、ラップ、醤油等の容器）きれいに洗って出す
弁当箱 燃えるごみ 金属が含まれるものは燃えないごみ

ホ ホイール （車用） 粗大ごみ
ホイールカバー・
キャップ 粗大ごみ

ボイラー 粗大ごみ
ほうき （木製・竹製） 燃えるごみ
防虫剤 （硬質プラ） 燃えるごみ
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ホ 帽子 燃えるごみ
包帯 燃えるごみ
包丁 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す
包丁研ぎ器 燃えないごみ
ボウリングのピン 燃えないごみ
ボウリングのボール 燃えないごみ
ボウル （台所用） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ
ホース 燃えるごみ
ポータブル
オーディオ 小型家電

ポータブルトイレ 粗大ごみ
ボール 燃えるごみ
ボールペン 燃えるごみ 金属部分は取り除く
ホーロー鍋 燃えないごみ

ホーローバス 粗大ごみ 大きさによっては引取り不可
販売店または専門業者へ

保温弁当箱 燃えないごみ
木刀 （竹刀） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
ポケット
ティッシュの袋 プラ製容器包装

歩行器 粗大ごみ
ポスト （木製以外） 燃えないごみ
ボストンバック 燃えるごみ 金属部分は取り除く
ボタン 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみ

ボタン電池 × リサイクル協力店へ
（14ページ参照）

ホッチキス 燃えないごみ
ホッチキス針 燃えないごみ
ポット（電気） 小型家電
ポット（魔法瓶） 燃えないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ 差込コードは小型家電
ホットプレート 小型家電
哺乳瓶 燃えないごみ プラ製は燃えるごみ
ポリタンク （18ℓ） 燃えるごみ
ポリバケツ 燃えるごみ
ボルト 燃えないごみ
保冷剤 
（ソフトタイプ） 燃えるごみ

保冷剤 
（ハードタイプ） 燃えるごみ

本 紙類 しばって資源物へ
盆栽 （土・鉢除く） 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
本棚 （木製） 粗大ごみ
ボンド 燃えるごみ
ボンネット 粗大ごみ
ポンプ （風呂・
洗濯・熱帯魚用） 小型家電

ポンプ （上記以外） 粗大ごみ
ボンベ 
（カセットタイプ） 缶 中身を使い切り、穴をあけて出す

マ 麻雀パイ 燃えるごみ
マイク 燃えないごみ
マウス 
（PC周辺機器） 小型家電

マウンテンバイク 粗大ごみ
巻尺（金属製） 燃えないごみ
マグネット （磁石） 燃えないごみ
枕 燃えるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ
枕木 （木製） 燃えるごみ
まさかり 燃えないごみ 紙に包んで「刃物」と書いて出す
マジック 燃えるごみ
マッサージ機 
（手持ち） 小型家電

マッサージチェア 粗大ごみ
マッチ 燃えるごみ 大量にある場合は中身を湿らせて出す
マットレス 粗大ごみ
まな板 （プラ・木製） 燃えるごみ
豆炭 燃えるごみ 水で湿らせてから出す
豆炭あんか 燃えないごみ
豆炭コタツ 粗大ごみ
豆電球 燃えないごみ
丸椅子 （木製） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ

マ マルチシート
 （家庭菜園用） 燃えるごみ

漫画本 紙類
マンドリン 粗大ごみ
万年筆 燃えないごみ

万歩計 小型家電 電池を使用しないものは
燃えないごみ

万力 （バイス） 燃えないごみ

ミ ミキサー 小型家電
ミシン （足踏式） 粗大ごみ
ミシン （電動式） 小型家電
ミニカー （玩具） 燃えるごみ 金属部分は取り除く
ミニコンポ
 （オーディオセット） 小型家電 大きさによっては粗大ごみ

耳かき （紙・木製） 燃えるごみ
ミルク缶 （乳児用） 缶

ム 虫かご （金属製） 燃えないごみ
虫かご （プラ・木製） 燃えるごみ
蒸し器 （木製） 燃えるごみ
蒸し鍋 燃えないごみ
虫メガネ （天眼鏡） 燃えないごみ
むしろ 燃えるごみ
無線機 （小型） 小型家電

虫除けスプレー 缶 中身を使い切り、穴をあけて出す
（噴射口はプラ製容器）

メ 名刺 紙類
メガネ 燃えないごみ
メガネケース
（プラ・木製） 燃えるごみ

メガネケース
（金属製） 燃えないごみ

綿棒 燃えるごみ

モ 毛布 布類 （９・10ページ参照）
木材 
（直径10cm以下） 燃えるごみ 堆肥化、草木リサイクル処理業者

への持ち込みをお勧めします
模造紙 紙類
餅つき機 粗大ごみ 電気・電池で動くものは小型家電
モップ 
（柄付きモップ） 燃えないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ

物置 （スチール製） 粗大ごみ 大きさによっては引取り不可
販売店または専門業者へ

物干し竿 （金属製） 粗大ごみ
物干し台
（コンクリート製） 粗大ごみ

籾殻 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします

ヤ やかん 燃えないごみ
焼き物 （陶磁器） 燃えないごみ
薬品
 （劇薬等危険物以外） 燃えるごみ 液体は紙や布に染み込ませる

野菜くず 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
やすり（金属製） 燃えないごみ
ヤッケ 燃えるごみ
屋根瓦 × 産業廃棄物処理業者へ

ユ 油圧式ジャッキ 燃えないごみ
ゆかた 布類
雪かき（プラ製） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
雪かき（金属製） 粗大ごみ
油紙 燃えるごみ
湯たんぽ（プラ製） 燃えるごみ
湯たんぽ（金属製）燃えないごみ
湯沸器 粗大ごみ
USBメモリ 小型家電 データは削除する

ヨ 洋服 燃えるごみ
金属部分は取り除く
（布類に該当するものは９・10
ページを参照）

洋服ダンス 粗大ごみ

浴槽 粗大ごみ 大きさによっては引取り不可
販売店または専門業者へ

よしず 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ

ラ ライター 
（チャッカマン含む） 燃えないごみ 中身を使い切ってから出す

ラケット （木製）
（テニス、卓球） 燃えるごみ
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ラ ラジエター
 （自動車用） 粗大ごみ

ラジオ 小型家電
ラジカセ （CD含む） 小型家電
ラジコン 小型家電
ラップ （家庭で
使用したもの） 燃えるごみ

ラップ （商品を
包んでいたもの） プラ製容器包装

ラップの芯 紙類
ラムネ （ガラス瓶） びん
ランチジャー 燃えないごみ
ランドセル 
（学生鞄） 燃えるごみ 金属部分は取り除く

ランプ 燃えないごみ

リ リーフレット 紙類
リール 燃えないごみ
リヤカー 粗大ごみ
リュックサック 
（デイパック） 燃えるごみ 金属部分は取り除く

料理くず 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします

リンス容器 プラ製容器包装 中身を使い切り、洗浄して出す
ポンプのバネは燃えないごみ

ル ルアー（釣具） 燃えないごみ
ルーター 燃えないごみ
ルーフキャリア
 （車用） 粗大ごみ

ルーフボックス
 （車用） 粗大ごみ

ルームランナー 粗大ごみ
ルーレット （玩具） 燃えるごみ 金属部分は取り除く

レ 冷蔵庫 特定家電 家電リサイクル品
（12ページ参照）

冷凍庫 特定家電 家電リサイクル品
（12ページ参照）

冷風機 小型家電
冷風扇 
（フロン無し） 小型家電

レコード 燃えるごみ ドーナツ盤
レコードプレーヤー 小型家電 大きさによっては粗大ごみ
レシート 燃えるごみ
レジ袋 プラ製容器包装
レトルト食品の袋 プラ製容器包装 中を洗浄して出す
レンガ × 産業廃棄物処理業者へ
レンジ （電子） 小型家電
レンズ（プラ製） 燃えるごみ
レンズ（ガラス製）燃えないごみ
練炭 （レンタン） 燃えるごみ 水で湿らせてから出す
レンチ 燃えないごみ

ロ 老眼鏡 燃えないごみ
ローソク 燃えるごみ
ロープ （金属以外） 燃えるごみ
ローラースケート 燃えないごみ
ロッカー
 （スチール製） 粗大ごみ

ロッキングチェア
 （木製） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ

ワ ワープロ 小型家電
ワープロ用
インクリボン 燃えるごみ

Ｙシャツ 布類
ワイパー 燃えないごみ
ワイヤー 燃えないごみ
輪ゴム 燃えるごみ
ワゴン （木製台所用） 粗大ごみ 壊して指定袋に入れば燃えるごみ
綿 燃えるごみ
ワッペン 燃えるごみ
わら 燃えるごみ 堆肥化をお勧めします
割り箸 燃えるごみ
割れたびん 燃えないごみ 紙に包んで「割れ物」と書いて出す
ワンカップびん びん
腕章 燃えるごみ
ワンピース 布類

■混合素材で、金属部分が取り除けないもの
は「燃えないごみ」へ出してください。

■燃えるごみ・燃えないごみで、指定袋に入
らないものは「粗大ごみ」へ出してください。

■粗大ごみで、大きさが1.0×1.5×3.0m
以内で、可燃素材のものは、直接焼却施設
へ持ち込むことができます。（裏表紙参照）

※分別方法がわからないときは、環境保全係
へお問い合わせください。

資源物（紙類）
リサイクルボックス
役場南駐車場にて稼働中

ご利用ください！

●収集物 … 新聞紙・新聞折込チラシ、紙パック
雑誌・本・マンガ本・ノート
ダンボール

●収集日 … 通年（土日、祝日含む）
午前８時30 分～午後５時

  上記時間内であればいつでも出せ
ます！

●出し方 … 種類ごとに、ひもで縛って出してく
ださい。
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資源物（缶）

資源物（びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装）

施設への直接持ち込み
　引っ越しや片付けで大量のごみが出た時は、下記の施設へ運んでいただくか、町の許可を受
けた業者（町ホームページに掲載）へ依頼してください。

■受付時間
　月～金� 午前８時30分～11時30分
� 午後１時00分～４時30分
　　土� 午前８時30分～11時30分
　　　　　（※日・祝日休み）
■処理料金：10kgまでごとに170円
　※上記の料金は、令和４年６月１日から適用となります。
　　令和４年５月31日までは、従前の葛尾組合ごみ焼却
　　施設の料金です。
　※町指定ごみ袋に入れても、上記料金がかかります。
■受入れ可能サイズ：1.0×1.5×3.0m以内
　※�金属やガラスなどの部品は取り外してください。
　　取り外せない場合は、粗大ごみ（13ページ）へ出してください。
　※�小さいごみは、ひもでしばるか、透明か半透明の袋に入れてください。
■持ち物：搬入申込書（受付に備えつけのほか町ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　免許証等の本人確認できるもの

千曲市大字上山田3813-100　☎026-275-2349

坂城町大字中之条1850　☎0268-82-2349

千曲市大字屋代3088番地　☎026-214-5340

■受付時間：月～金　午前８時30分～12時　午後１時～４時（※土日・祝日休み）
■処理料金：20kgまで 400円（超過料金：10kgまでごとに200円）

※必ず事前にお問い合せください。

坂城町はSDGsを推進しています

不燃ごみ

可燃ごみ
New ちくま環境エネルギーセンター

〜令和4年6月から本稼動〜

葛尾組合不燃ごみ処理施設

葛尾組合資源物ストックヤード
●�このパンフレットは、
再生紙・大豆油イン
キを使用しています。

坂城町役場　住民環境課　環境保全係
〒 389-0692　長野県埴科郡坂城町大字坂城 10050番地
☎ 0268-82-3111（内線 125）　課直通 0268-75-6204




