
川西町・川西町衛生組織連合会

ごみ分別の手引きごみ分別の手引き

保 存 版

『緑と愛と丘のある町』の創造『緑と愛と丘のある町』の創造『緑と愛と丘のある町』の創造



◎ごみを出す場合は、それぞれの指定袋に入れて出してください
　　きちんと分別して出してください。ごみの出し方が間違っていると、理由にチェッ
　クしたステッカーを貼り取り置きになります。

◎ごみは収集日当日の 　　　　　  　に出してください
　　回収日以外に出したり、8：00過ぎに出すと、回収できず取り置きになる場合が
　あります。
　　回収日は「ごみカレンダー」をご覧ください。

◎袋には自治会名、世帯主名（フルネーム）を必ずご記入してください
　　名前を記入し、自分のごみは責任を持って出してください。
　　記入もれは収集いたしません。
　　指定袋に入らないものは、自己搬入でお願いします。

◎ごみ収集所の美化・管理にご協力をお願いします
　　散乱防止のため、ごみ袋の口はしっかり縛ってください。
　　生ゴミを出す場合は水切りをしっかりし、袋が裂けないように出してください。

◎事業系ごみは収集所に出さないでください
　　事業活動による可燃ごみ（紙くず等）は、千代田クリーンセンターへ自己搬入す
　るか、収集運搬許可業者へ依頼してください。
　　その他のごみは産業廃棄物処理業者へ依頼してください。

・マイバッグを持って、レジ袋をもらわない。

・詰め替えのできる商品を買い、使い捨てを選ばない。

・過剰包装を断り、なるべく包装のないものを選ぶ。

・壊れたら、修理して使う。

・詰め替えて繰り返し使える商品を利用する。

・不要な衣類や家具をフリーマーケットなどに提供する。

・プラスチック容器包装、ペットボトル、缶、ビン、古紙を分別して再資源にする。

ゴミをへらす「3R作戦」

3つのＲを基本に、私たちの暮らしをもう一度見直しましょう

1.Reduce1.Reduce1.Reduce（リデュース：減らす）

2.Reuse2.Reuse2.Reuse （リユース：再使用）

3.Recycle3.Recycle3.Recycle（リサイクル：再生利用）

ごみ収集所にごみを出す際のルールごみ収集所にごみを出す際のルールごみ収集所にごみを出す際のルールごみ収集所にごみを出す際のルールごみ収集所にごみを出す際のルール

朝8：00まで



目 　 　 次

収集できないごみは「ステッカー」を貼ってあります。

可 燃 ご み

不 燃 ご み

プラスチック製容器包装

ペ ッ ト ボ ト ル

金 属 類・空 き 缶

空 き ビ ン

古 紙 類

有 害 ご み

粗 大 ゴ ミ

動 物 死 体

家電リサイクル

パソコンリサイクル

在宅医療廃棄物

事 業 系 ご み

商品の容器包装に使われたプラスチック
だけが対象となります。

PETのマークがあるボトルだけが対象と
なります。

飲料用空き缶の他に、金属製のなべ、
やかん、フライパンも対象となります。

木製、紙製、布製、革製、ゴム製、生ゴ
ミ等が対象となります。

陶磁器や金属類、硬質プラスチックなど
が対象となります。

飲料用空きビンのほかに、調味料や化粧
品のビンなども対象となります。

新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、
雑がみが対象となります。

乾電池、蛍光管、体温計(水銀灯)等は、
有害ごみとして出してください。

指定袋に入らないものは、粗大ゴミとして千
代田クリーンセンターへ自己搬入となります。

千代田クリーンセンターへ自己搬入とな
ります。

エアコン･テレビ･冷蔵庫(冷凍庫）・洗濯
機(衣類乾燥機)の各品目です。

パソコンは収集しません。パソコンリサ
イクルに出してください。

事業活動から生じたごみをいいます。

注射器･点滴バックなどが対象になります。
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許可業者一覧

千代田クリーンセンターへの自己搬入方法・し尿処理の申し込み



可燃ごみの出し方可燃ごみの出し方
■ 指定ごみ袋に入れて、
　 ごみカレンダーの「可燃」の日に出します
●汚れがおちにくいプラスチック製容器包装（油容器など）
●台所ごみ……生ごみ（十分に水切りをする）、貝殻、食用油
 （布などにしみ込ませるか固化剤で固める）、
 アルミ箔、たわし、乾燥剤、保冷材
●紙くず類……アルミ付き紙パックなど分別資源物に出せない紙、
 おむつ（汚物を取り除く）

●繊維くず類…衣類、敷物、カーテンなどは小さく切る（50㎝角以下）、布製品、 
 クッション、ぬいぐるみ、カッパ、アノラック類
●革　製　品…バッグ、ランドセル等

●靴　　　類…長靴、革靴、サンダル等

●記録媒体類…カセットテープ、ビデオテープ（各ケース共）
●医療系ごみ…在宅医療の人工透析パック、チューブ（針は医療機関で処分 
 します）
●そ　の　他…使い捨てカイロ、ペット砂（少量ずつ別袋にいれる）、
　　　　　　　花火（水で濡らす）、ゴム製品、粘土

◆木くず・剪定くず（限定）の出し方…指定ごみ袋で縛って出します
　　　　　　　　　　　　　　　　　（長さ50㎝以下に切り、5㎏まで目安）

－ １ －

指定可燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

指定可燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

指定可燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

→ → →

（指定袋の両端を切る） （袋を開く） （縄か麻紐で縛る） （指定袋で縛る）

指定可燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

指定可燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

※多量の場合は、千代田クリーンセンターに自己搬入してください。

指定可燃ごみ袋
大：赤色文字
小：赤色文字
　　青色文字



不燃ごみの出し方不燃ごみの出し方
■ 指定ごみ袋に入れて、
    ごみカレンダーの「不燃」の日に出します
●金　属　類…スプレー缶、カートリッジ式ガス容器
 ※収集車両火災防止のため、使用後火気のない
  風通りのよい場所で必ず穴をあけます。
  分別資源物に出せない缶（サビや汚れの落ちない缶）
  金属製キャップ、カミソリ、ナイフなど。
  ワイヤー、針金などは50㎝以下に切ります。

●小型電気製品…アイロン、ポット、炊飯器など

●ガラス類…割れたビン、電球、食器類、鏡、
 分別資源物に出せないビン（油など汚れの落ちないビン）、
 耐熱ガラス製品（哺乳ビン、コップなど）

●かたいプラスチック製品…ハンガー、プランター、バケツ、ペン類

●傘……………柄と支柱の付け根を折るなどして袋に入る大きさにします
●そ　の　他…陶磁器、ライターなど（中を空にします）
 ※故障などでガス抜きできない時は、ライター上部を
  ペンチなどで外し、ガス抜きしてください。

可
燃
ご
み
の
出
し
方

不
燃
ご
み
の
出
し
方

－ 2 －

刃物は紙に包むなどして
危険のないようにする

コード類は
50㎝以内に切る

紙に包むなどして
割れガラスと明記

指定不燃ごみ袋
（もえるもの）

証　紙

地区名 氏　  名

（注 意）

捨てる前
　もう一度考えよう
　　リサイクル

この袋以外のごみは、収集しません。
事業系ごみには、使用できません。

CRE8（くりえいと）
C【クリーン　　　】
R【リサイクル　　】
E【アース（地球）】
８【置賜　三市五町】

置賜広域行政事務組合
米沢市  南陽市  高畠町  川西町
長井市  白鷹町  飯豊町  小国町

指定不燃ごみ袋
大：緑色文字
小：緑色文字
　　黒色文字

大きく穴を空ける



●プラスチックの資源収集と言葉だけ聞くと、プラスチック製のおもちゃやバケツな
どのプラスチック製品すべてを想像しがちですが、商品の容器包装に使われたプラ
スチックだけが回収の対象となります。

■ まちがいやすいプラスチック製品

プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装
■ 指定袋に入れて、
　 ごみカレンダーの「プラ」の日に出します

■ プラスチック製容器包装の見分け方

■ 汚れや付着物は
　　　必ず取り除いて出してください

（収集場所は、可燃ごみ・不燃ごみと同じ収集場所に出してください。）
●指定袋の「プラスチック製容器包装」を○で囲んで出してください。
●必ず口を縛り、片手で持てる程度で出してください。

●識別表示マークの表示してあるプラスチック製容器包装類
すべてが対象となります。　

●食品などの付着物や異物を取り除き、中を洗って乾燥させて出してください。
●汚れているものが入った袋は収集いたしません。

■ 洗うのが大変なものは「可燃ごみ」に出してください
●食用油のボトル、マヨネーズの容器、ケチャップの容器、歯磨きチューブなど

農薬等の劇物類が入ったプラスチック製容器包装は収集い
たしません。販売店、又は処理業者へご相談ください。

－ 3 －

指　  定
資　  源
ご み 袋

証　紙

地区名 氏　  名

マークが
あるもの

マークが
あるもの

ペットボトル

プラスチック製容器包装
■このマークがついたも

のが対象となります。

■袋にはどちらか一方を
入れ、○でかこんでくだ

さい。

（注 意）
この袋以外のごみは、収集

しません。

事業系ごみには、使用でき
ません。

置賜広域行政事務組合

米沢市  長井市  南陽市  高畠町  川西町  白鷹町  
飯豊町  小国町

CR
E8 （

くりえいと）

緩衝材類 キャップ・ラベル ボトル類 ポリ袋類 トレイ・パック類



指　  定
資　  源
ご み 袋

証　紙

地区名 氏　  名

マークが
あるもの

マークが
あるもの

ペットボトル

プラスチック製容器包装
■このマークがついたも

のが対象となります。

■袋にはどちらか一方を
入れ、○でかこんでくだ

さい。

（注 意）
この袋以外のごみは、収集

しません。

事業系ごみには、使用でき
ません。

置賜広域行政事務組合

米沢市  長井市  南陽市  高畠町  川西町  白鷹町  
飯豊町  小国町

CR
E8 （

くりえいと）

■ 指定袋に入れて、
　 ごみカレンダーの「ペット」の日に出します

■ ペットボトルの見分け方

■ 汚れや付着物は必ず取り除いて出してください

（収集場所は、可燃ごみ・不燃ごみと同じ収集場所に出してくだ
さい。）

●指定袋の「ペットボトル」を○で囲んで出してください。
●必ず口を縛り、片手で持てる程度で出してください。
●つぶすと指定袋にたくさん入ります。
●細かく切ったりしないでください。

●識別表示マークの表示してあるボトルすべてが対象となりま
す。
●底が図のようにへそ状になっているものはペットボトルです
が、線が一本入っているものは塩ビボトルになりますので、「プ
ラスチック製容器包装」へ出してください。
　

■ キャップは必ずはずして出してください
●キャップは必ず取り外して出してください。
取り外したキャップは「プラスチック製容器
包装」へ出してください。
●キャップのついたペットボトルが入った袋は
収集いたしません。

●付着物や異物を取り除き、中を洗って乾燥させて出してください。
●洗っても油分や汚れがとれないものは「可燃ごみ」として出してください。
●汚れているものが入った袋は収集いたしません。

ペットボトルペットボトル

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

－ 4 －



ガスをぬいてね！

空き缶・金属類空き缶・金属類
■ ごみカレンダーの「缶」の日に
 　備え付けのコンテナに入れて出します

農薬等の劇物類の入った缶は収集いたしません。
販売店、又は処理業者へご相談ください。

農薬等の劇物類の入ったビンは収集いたしません。
販売店、又は処理業者へご相談ください。

■ 必ずガス抜きをしてから出してください

■ さびや、汚れの落ちないものは「不燃ごみ」へ出してください

●中身を完全に出して水洗いし、乾燥させて出してください。
●金属類は、鍋・やかん等の台所用品とします。
●ホーロー鍋・銅・鋳物・鋼製品は「不燃ごみ」へ出してください。

●スプレー容器やガス容器類は、穴をあけて必ずガスを抜いてから
出してください。

■ ごみカレンダーの「ビン」の日に
　 備え付けのコンテナに入れて出します

■ 汚れの落ちないものや、割れたビンは「不燃ごみ」へ出してください

■ リターナブルビン（酒ビン・ビールビン等）はできる限り
　 販売店にお持ちください

■ キャップ（栓）は取り外して出してください

●中身を完全に出して水洗いし、乾燥させて出してください。
●4種類の色別にコンテナに入れてください。

●汚れの落ちないものは「不燃ごみ」へ出してください。
●割れたビンは危険ですので、紙や布等で包み危険の無いようにして「不燃ごみ」へ出し
てください。

無色透明ビン 茶系ビン

緑・青系ビン 黒系ビン

空　き　ビ　ン空　き　ビ　ン

－ 5 －



空
き
ビ
ン

空
き
缶
・
金
属
類

■ 雑がみ

■ 紙パック

●お菓子の箱、ティッシュペーパーの空き箱などの箱類、包装紙、コピー用紙などの紙類、
封筒、その他紙製の袋などが「雑がみ」です。

【出し方】
●雑がみを手提げ袋に入れてひもで縛って出す。
●段ボール箱に入れフタをして、「雑がみ」
　「自治会名」「世帯主」を明記して出す。

【注意】
●雑がみに付いている紙以外のものは取り除いてください。

【雑がみに該当しないもの】
●窓付き封筒、金色や銀色の紙、写真類、シール、ビニールコート紙、カーボン紙、ティッシ
ュペーパー、感熱紙、紙コップなど防水加工紙、汚れのひどい紙など

■ ごみカレンダーの「古紙」の日に出します

●牛乳パックやジュースパックにはマークが付いています。
●①洗って→②開いて→③乾かして→④束ねます
●汚れているものや、中が白色でないもの（アルミコーティング（銀色）等が
　なされているもの）は「可燃ごみ」として出してください。

●①新聞紙・チラシ②雑誌・カタログ③ダンボール④紙パック⑤雑がみの5種類に分けて、
それぞれひもで十字に束ねてください。
●粘着テープは使わないでください。

－ 6 －

古　紙　類

古新聞・チラシ 古雑誌・カタログ 段ボール 紙パック 雑がみ

古
紙
類

雑がみ
●●町
川西太郎

雑がみ
●●町
川西太郎



電池 体温計

粗　大　ご　み

動物死体（犬・猫）

粗　大　ご　み
■ 指定袋に入らないものは、粗大ごみとして
　　　　　千代田クリーンセンターへ自己搬入してください
●ごみ袋に入る石油ファンヒーターやオイルヒーターでも、粗大ごみとして自己搬入してください。
●＜テレビ＞＜エアコン＞＜冷蔵庫・電気冷凍庫＞＜洗濯機・衣類乾燥機＞＜パソコン＞の
5品目は千代田クリーンセンターへは搬入できません。

動物死体（犬・猫）
■ ペット（犬・猫）の死体は千代田クリーンセンターへ自己搬入してください
●ダンボール箱や、毛布にくるみ、縛って搬入してください。
●焼却炉の損傷防止のため、副葬品（首輪・缶詰類等）は入れな
いで下さい。
●1体2,000円の処分料金がかかります。

－ 7 －

●蛍光管は、購入したときに入ってくる外箱（保管ケース）に入れる等割れないようにし、「有
害ごみ」「自治会名」「世帯主名」を明記して出してください。
●体温計（水銀体温計）は割らずに出してください。
●電池は販売店（電器店等）でも回収しております。

有　害　ご　み有　害　ご　み
■ 別袋（レジ袋等）に入れ、「有害ごみ」「自治会名」「世帯主名」を
 　明記して「不燃ごみの日」に出してください。

■ 充電式電池
●充電式電池には、貴重な鉱物資源が含まれていますので、電器店（リ
サイクル協力店）などにあるリサイクルボックスに出してください。

■ ボタン電池
●ボタン電池には、一部、銀などの貴重な資源が含まれていますので、時計
店、カメラ店、電器店などにあるボタン電池回収箱に入れてください。
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◆（テレビ）（エアコン）（冷蔵庫・電気冷凍庫）（洗濯機・衣類乾燥機）
　以上の4品目は、販売店（電器店）又は処理業者へご相談ください。

　2001年4月から「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」が施行され、標記の家電
4品目については、消費者がリサイクル費用を負担し、小売業者が収集運搬し、製造業者がリサイク
ルを行うという、それぞれの役割分担のもとに、ごみの減量化と再資源化を図ることになりました。

家電リサイクル商品

買替えを行う

小売店に依頼する

リサイクル料金と収集運搬料金の支払い リサイクル料金の支払い

下記の「指定引取場所」に
運搬する

自己搬入できない

できる

購入した小売店が
分かる

購入した小売店が
不明

引越しなどで購入した
小売店が近くにない

古くなった物を処分する

収集運搬許可業者に依頼
する

※町での回収は行いません。上記ルートで処理してください。

【出し方】

10ページの「許可業
者」にご連絡ください

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
商
品

【リサイクル料金】
品　目 テ レ ビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 エアコン

料　金 15型以下1,785円～
16型以上2,835円～

170ℓ以下3,780円～
171ℓ以上4,830円～ 2,520円～ 2,625円～

※メーカーにより料金が異なります。

㈱原幸商店
米沢市花沢3448-1　電話21-3751

日本通運㈱米沢支店輸送システム課
米沢市中田町1248-1　電話37-2200

至 南陽

至 福島

至 高畠

最上川

羽黒川

松川

至 市内

　山形ダイハツ販売㈱
●米沢店

　  ●
青果物地方
卸売市場

●浄水管理センター

日本通運㈱
米沢支店

㈱原幸商店 ●松岬自動車学校

鷹山の湯●

R13

R13

【収集運搬料金】
　小売店または収集運搬許可業者が決め
　ますので、引取りを依頼する際に料金
　を確認してください。
【家電リサイクル券】
　家電4品目を処理する際に必要になり
　ます。小売店、郵便局、収集運搬許可業
　者（一部）、指定引取場所で取扱います。
【指定引取場所】
　右記の指定引取場所（2社）で全メーカ
　ーの品目が引取ってもらえます。
　自己搬入できない場合は、収集運搬許
　可業者に依頼（有料）してください。

－ 8 －



●2003年10月1日より、「資源有効利用促進法」に基づいて、パソ
　コンを再資源化するパソコンのリサイクルが始まりました。
●不要になったパソコンは、以下の手順でメーカー等に引き取 って
　もらってください。
●PCリサイクルマークがあるものとないもので回収手順が異なります。

パソコンの回収手順
●PCリサイクルマークのないパソコン
⑴メーカー等に回収を申し込む。
⑵リサイクル料金を支払う。（支払に必要な書類がメーカーから送付されます。）
⑶自分でパソコンを梱包し、メーカーから送られて来るゆうパック伝票を貼る。
⑷梱包したパソコンを郵便局へ持ち込むか、集荷してもらう。

●PCリサイクルマークのあるパソコン
⑴メーカー等に回収を申し込む。（リサイクル料金は購入時に支払っているため、　
　排出時は不要です）
⑶自分でパソコンを梱包し、メーカーから送られて来るゆうパック伝票を貼る。
⑷梱包したパソコンを郵便局へ持ち込むか、集荷してもらう。

●自作パソコン、倒産したメーカー・輸入販売会社のパソコンなど、回収するメー
　カーがない使用済みパソコンは、パソコン3R推進センターが回収・再資源化します。
●パソコンと一体として販売されたキーボード、マウス、ケーブルなどの付属品も
　一緒に引き取ってもらえます。（個別に回収する場合は不燃ごみとなります。）
●プリンターは製造業者引き取りの対象とはなりません。破砕ごみの扱いとなります。

●パソコン3R推進センター
　〒101-0052
　東京都千代田区神田小川町三丁目8番地
　電話：03-5282-7685
　FAX：03-3233-6091
　URL.http://www.pc3r.jp

パソコンリサイクル

－ 9 －



◆ 在宅医療廃棄物（注射器・点滴バック等）は、2通りの処理方法があります。
１． 医院・診療所・病院などの医療機関に排出処理を依頼する。
２． 「可燃ごみ」として、ごみ収集所に排出する。

◆ ごみの出し方に間違いのある指定袋には「ステッカー」を貼
り、収集できない理由にチェック　 をつけてありますので、
適正に処理をして次回の収集日に出してください。

在宅医療廃棄物

事業系ごみ

収集できないごみへは「ステッカー」を貼ってあります。

　　　　　　　　＜ごみ収集所へ排出する際の注意点＞
　

バイオハザードマーク【　　】のついた容器に入れて出す。
バイオハザードマークのついた容器が無いときは、

　「自治会名」「世帯主名」と「感染性廃棄物」と必ず明記すること。
「液状」「泥状」「固形状」「鋭利なもの」と記載し液のもれない
　丈夫な袋で２重にして、耐貫通性のあるそれぞれの袋に入れ、
　廃棄物を取り扱う人がわかりやすいように排出してください。
空き缶や、ペットボトル等には入れないでください。

レ

会社、商店、飲食店、医院、農業等から出るごみは事業系廃棄物です

◆ 事業活動による可燃ごみ（紙・木くず等）は、千代田クリーンセンターへ自己搬入
するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

◆  可燃ごみ以外は産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
　 
◆  事業系ごみは一般の収集所には出さないでください。
・千代田クリーンセンターへは搬入できません。

－ 10 －

許　可　業　者　一　覧

事　　業　　所 所　　　在　　　地 電 話 番 号
有限会社　きれい社 川西町大字上小松4213番地の1 0238－42－6167
尾形興業　有限会社 南陽市宮内2992番地の11 0238－47－2537

事　　業　　所 所　　　在　　　地 電 話 番 号
有限会社　きれい社 川西町大字上小松4213番地の1 0238－42－6167
尾形興業　有限会社 南陽市宮内2992番地の11 0238－47－2537
有限会社　県南エコサービス 南陽市鍋田1934番地の7 0238－43－4247
有限会社　置賜環境衛生 南陽市三間通138番地の2 0238－50－1811

◆ ごみ処理（一般廃棄物処理）許可業者

◆ 浄化槽清掃許可業者 許
可
業
者
一
覧

在
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１．受付日時
月曜日から金曜日まで（祝日及び年末年始の休業日は除く）
　■午前：午前９時から正午まで　　■午後：午後１時から午後４時まで
土曜日に搬入可能日があります。「ごみ収集カレンダー」で確認してください。

２．処分料
ごみ → 10㎏につき150円　　　犬、猫等の死体 → １体につき2,000円

３．受付基準
可燃ごみ、不燃ごみに分別します。
指定袋に入れる必要はありません。
分別資源物（ペットボトル、プラスチック製容器包装等）の直接搬入はできません。
犬、猫等の死体は段ボール箱にいれるか毛布にくるんで縛ります。副葬品はいれないでください。
木材など長いもの、太いものは長さ２m以内、直径20cm以内にします。
　※係員の指示に従い分別して降ろしてください。

４．処理できないごみ（処理困難物）
次のものは購入した販売店、工事を請け負った業者、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
産業廃棄物またはこれに類するもの、消火器、土砂、石、多量のゴム、農業用ビニール、農機具、車、
バイク、バッテリー、タイヤ、ガスボンベ、廃油、農薬、毒物、劇物、及びその容器

５．千代田クリーンセンターへの案内図

千代田クリーンセンターへの自己搬入方法

高畠町大字夏茂2933番地　TEL57－4004

千代田クリーンセンター

至 川西

至 米沢

ファミリー
マート●

県南自動車●
学校

●
日石GS最

上
川

米
沢
・
南
陽
自
動
車
道
路

米
沢
・
南
陽
自
動
車
道
路

高
畠
駅
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し尿処理の申し込みはこちらへ
南陽クリーンセンターし尿収集申込所

南陽市露橋620番地

0238-40-2612
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あ

い

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

アクセサリー

油のボトル

雨具（カッパ）

衣装ケース

金属

ゴム・ナイロン系

プラスチック

プラスチック

アイスノン 可燃ごみ

アイロン 金属 不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

アルミ箔の鍋（うどん等）

アルミ

可燃ごみ

アンテナケーブル 不燃ごみ

不燃ごみ

アイスピック 金属 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

アイロン台 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。
ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

アコーディオンカーテン 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

圧力鍋 金属 資源・金属 指定のコンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

油ビン・油缶

プラスチック

不燃ごみ 洗うのが困難なため。

網・ネット（みかん等の網） 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

網戸

金属

収集しません 網（ナイロン）は可燃ごみ。

編み針 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

アルバム

アルミ

可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

アルミ箔

アルミ

可燃ごみ ガスコンロに敷いたものや、汚れ防止に使ったものなどを含む。

アルミホイル

金属

可燃ごみ

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。アンテナ 不燃ごみ

50㎝程度に裁断して出してください。

アンプ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

イス

一升瓶

一斗缶

一輪車（荷物運搬用、スポーツ用）

イヌ・ネコの死骸

衣類

衣類乾燥機

入れ歯

印鑑

印鑑ケース

紙･布

木製

金属

酒等

金属

プラスチック

木製・角

皮・布

プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

資源・ビン

資源･金属

収集しません

収集しません

可燃ごみ

収集しません

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。汚れているもの
は不燃ごみ。または、販売店か廃品回収へお出しください。
中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

箱に入れるか毛布にくるんで縛り、千代田クリーンセンターへ
自己搬入。（1匹2,000円）

ボタン、ファスナーは取る必要ありません。

販売店、又は処理業者へご相談ください。
家電リサイクル商品です。



い

う

お

え

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

インクリボン

インクカートリッジ（パソコンプリンター用）

植木支柱

植木鉢

植木鉢の受け皿

植木ポット

浮き輪

うちわ

羽毛ふとん

エアコン

エアーキャップ

枝

絵の具入りチューブ

ＭＤ・MO（ケース共）

MDプレーヤー

塩化ビニールパイプ

園芸用の土等の袋（農業経営用は除く）

延長コード

鉛筆

プラスチック

プラスチック

木材

プラスチック

プラスチック

陶製

プラスチック

プラスチック

プラスチック

木製

プラスチック

プラスチック

木材

プラスチック

金属

塩化ビニール

プラスチック 資源・プラスチック

プラスチック

木製

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源・プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

収集しません

資源・プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

不燃ごみ

可燃ごみ

メーカーによっては回収あり。なお、小松郵便局にも回収BOXが
設置されています。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

割れたものは危険の無いように紙等で包んでお出しください。

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

販売店、又は処理業者へご相談下さい。家電リサイクル商品です。

汚れているものは可燃ごみ。小包等の緩衝材のことをいいいます。

50㎝程度に切りひも等で束ね、可燃ごみの袋を巻く。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

50㎝程度に裁断して出してください。

鉛筆削り プラスチック 不燃ごみ

オアシス

桶

押し型

お膳

おたま

落とし蓋

オードブル等の容器

生け花用

木材

プラスチック

金属

木製

プラスチック

金属

金属

プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

資源･金属

可燃ごみ

不燃ごみ

資源・金属

資源・金属

資源･プラスチック

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。



お

か

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

おもちゃ

おろしがね

ガーデンフェンス

額縁（外枠）

汚物入れ プラスチック・金属 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック・金属 不燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

貝殻（あさり・しじみ等） 可燃ごみ

カイロ（使い捨て） 可燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

傘 不燃ごみ

カセットテープ（ケース共） 可燃ごみ

オーブン 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

オーブントースター 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

おまる プラスチック 不燃ごみ 汚物は必ず取り除く。

おむつ 紙・綿 可燃ごみ 汚物は必ず取り除く。

オルガン 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

金属 資源・金属 さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

温度計 不燃ごみ 水銀タイプは有害ごみ。

カーテン 布 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。レールに掛ける金フック
は不燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

カーペット 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

懐中電灯 不燃ごみ 電池を必ず取り外して出してください。

鏡 不燃ごみ 割れた場合は、危険の無いように紙等で包んでお出しください。

ガラスをはずす。ガラスは危険の無いように紙等で包んで
不燃ごみ。

学習机 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

加湿器 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ガステーブル 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

カセットプレーヤー 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

かつら 可燃ごみ

蚊取り器 不燃ごみ

蚊取りマット 可燃ごみ

カセットボンベ（卓上コンロ用）金属 資源・缶 使い切って穴をあける。キャップは資源・プラスチック。
さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

ガソリン携行缶 金属 不燃ごみ 中を空にして、キャップを取り外して出しください。

カッター 金属 不燃ごみ 刃の部分は危険の無いように紙等で包んでお出しください。

カバン 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

画びょう 金属 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。



か

き

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

緩衝材

キャップ

紙コップ 紙 可燃ごみ

紙パック 中が白色でないもの 可燃ごみ

軽石 不燃ごみ

換気扇フィルター プラスチック 可燃ごみ

缶切り 金属 不燃ごみ

紙 可燃ごみ

感熱紙 紙 可燃ごみ

急須（陶磁器類） 陶製 不燃ごみ

花瓶 ガラス・陶製 不燃ごみ 割れた場合は、危険の無いように紙等で包んでお出しください。

鎌（草刈鎌等） 金属 不燃ごみ 刃の部分は、危険の無いように紙等で包んでお出しください。

カミソリ 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

紙パック（牛乳等） 中が白色のもの 資源・紙 開封水洗いし、乾燥させてひもで十字に束ねる。

カメラ 金属 不燃ごみ 使い捨てカメラは除きます。

カラーボックス 木製 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ガラス（窓ガラス、食器類等） ガラス 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

カレンダー 資源・紙 雑がみ。金具部分は不燃ごみ。

革製品 革 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

缶 スチール・アルミ 資源・缶 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

換気扇 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

乾燥剤 可燃ごみ 例：お菓子、海苔などに入っているもの。濡れないようにお出しく
ださい。

缶詰の缶 金属 資源・缶 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

乾電池 有害ごみ 別袋(レジ袋等)にいれ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。

ギター 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

木くず 木 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

脚立 金属 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

キャッシュカード プラスチック 可燃ごみ 切断してお出しください。

プラスチック 資源・プラスチック 例：ペットボトル、ドレッシング等。

金属 不燃ごみ 例：栄養ドリンクのびん等。

牛乳パック 紙 資源・紙 開封水洗いし、乾燥させてひもで十字に束ねる。
汚れているものは可燃ごみ。

霧吹き プラスチック 不燃ごみ

給油ポンプ 不燃ごみ 電池を必ず取り外して出してください。

鏡台 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

きり 木製 不燃ごみ 刃の部分は、危険の無いように紙等で包んでお出しください。

金庫 金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。



く

こ

け

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

血圧計

空気入れ 不燃ごみ

クーラーボックス プラスチック 不燃ごみ

草花 可燃ごみ

クッション 可燃ごみ

クランプ 金属 不燃ごみ

クリアファイル プラスチック 可燃ごみ

クリップ 金属 不燃ごみ

クリーニングの袋 プラスチック 可燃ごみ

クリスタルガラス ガラス 不燃ごみ

クレヨン 可燃ごみ

グローブ 革 可燃ごみ

グローランプ 不燃ごみ

蛍光ペン プラスチック 不燃ごみ

計量カップ プラスチック・金属 不燃ごみ

消しゴム 可燃ごみ

ケチャップの容器 プラスチック 可燃ごみ

電気式 不燃ごみ

ゲーム機（本体・カセット） プラスチック・金属 不燃ごみ

布製・ゴム製 可燃ごみ

空気清浄機 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

クーラー　 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。

薬のビン ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

薬の容器(飲み薬） プラスチック 資源・プラスチック 錠剤等が入っているもの（裏・アルミ）や水薬等。

靴 革・合皮・ゴム 可燃ごみ スキー靴・スケート靴は不燃ごみ

首輪（ペット用） 革 可燃ごみ 金属部分の割合が多いものは不燃ごみ。

くまで 竹･木製 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

蛍光管 有害ごみ 別袋(レジ袋等)にいれ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。

携帯電話 収集しません 販売店の回収BOXでリサイクル。

ケーブル 不燃ごみ 50㎝程度に裁断してお出しください。

化粧品のビン ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

化粧品のボトル プラスチック 資源･プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

水銀式 有害ごみ 別袋(レジ袋等)にいれ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。

玄関マット

黒板消

プラスチック製 不燃ごみ

可燃ごみ

50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。



こ

さ

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ゴミ箱

サインペン

座椅子

酒のワンカップ

座卓

雑誌

殺虫剤容器

座布団

ざる

三角コーナー

三脚

サングラス

サンダル

プラスチック

木製

金属（ｸｯｼｮﾝ座椅子）

ガラス

木製

紙

缶

金属

プラスチック

木製

プラスチック

金属

ガラス・プラスチック

ゴーグル プラスチック 不燃ごみ

コップ ガラス・プラスチック 不燃ごみ

コップ洗い（ブラシ・スポンジ） プラスチック 可燃ごみ

コップかけ プラスチック 不燃ごみ

プラスチック・金属 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

ゴム製品（手袋・長靴等） ゴム 可燃ごみ

ゴルフボール 可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

資源・ビン

可燃ごみ

資源・紙

不燃ごみ

可燃ごみ

資源・金属

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

コーヒーの空ビン ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。汚れているもの
は不燃ごみ。ふたは資源・プラスチック。

コード 不燃ごみ 50㎝程度に裁断してお出しください。

ござ い草・ビニール 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

こたつ・こたつ板 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

こたつ布団（掛・敷） 布 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

粉ミルク缶 缶 資源・缶 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

コピー機 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

コルクボード 木製・コルク 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ゴルフクラブ 金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ゴルフバック 布・革 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

コンパネ 木製 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

コンロ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。汚れているもの
は不燃ごみ。ふたは不燃ごみ。
金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。
ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ひもで十字に束ねてお出しください。

資源ごみにはなりません。使い切って穴をあけ不燃ごみへお出しく
ださい。

さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。



さ

し

す

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

三輪車

シェーバー

歯間ブラシ

磁石

ＣＤ（ケース共）

自転車

シート

シーツ

七輪

湿度計

辞典

芝刈り機

写真及びネガ

しゃもじ

ジャムの容器

シャープペン

シャンプー等の容器

ジュータン

充電式電池

収納ボックス

朱肉

消火器

焼却灰

じょうろ

除湿剤

食器類
（スプーンやフォーク等は含まない）

食用油

シンナー類

新聞紙（チラシ含む）

水温計

水銀体温計

金属

プラスチック

ビニール

紙

プラスチック

木製

ガラス

プラスチック

プラスチック

紙製

金属・プラスチック

陶製・ガラス・プラスチック

金属

油

紙

水銀式

収集しません

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

収集しません

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源・紙

収集しません

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

資源・ビン

不燃ごみ

資源・プラスチック

可燃ごみ

有害ごみ

不燃ごみ

資源・紙

可燃ごみ

収集しません

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

資源・金属

可燃ごみ

収集しません

資源・紙

不燃ごみ

有害ごみ

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。
50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ひもで十字に束ねてお出しください。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。
別袋(レジ袋等)にいれ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。又は、販売店の回収BOXでリサイクル。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

汚れているものは可燃ごみ。ごみ袋に入らないものは千代田クリ
ーンセンターへ自己搬入。

販売店、又は処理業者へご相談下さい。消防署へお問い合わせ下
さい。

レジ袋等に入れ小分けにして出しください。

たまった水を捨てる。

危険のないように紙等で包んでお出しください。

指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

布、紙等にしみこませるか、凝固剤で固めてお出し下さい。
各地区交流センターで回収していますのでご協力下さい。

販売店、又は処理業者へご相談下さい。

ひもで十字に束ねてお出しください。

カバー等がない場合は危険の無いように紙等で包んでお出しくだ
さい。
別袋(レジ袋等)に入れ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。



す

せ

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

スーツケース

スキー、スノーボード、ストック

スキー靴

スキーキャリア

スケート靴

スケートボード

すだれ

スタンプ台

ステレオコンポ

ストーブガード

ストーブ台

砂（ペット用）

すのこ

スノーブラシ

スノーダンプ

スパイクシューズ

スピーカー

スプリングマット

スプレー缶

スプレー缶のキャップ

スポンジ（食器・風呂洗い用）

スライサー

製氷皿

生理用品

石油ストーブ・ファンヒーター

石膏

せと物

洗車ブラシ

洗剤等の容器

洗濯機

洗濯ネット

プラスチック

革

木製

竹

金属

金属

砂

木製

皮

金属

プラスチック

プラスチック

プラスチック

プラスチック

紙

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

収集しません

資源・缶

資源・プラスチック

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

収集しません

可燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源・プラスチック

可燃ごみ

収集しません

可燃ごみ

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

レジ袋等に入れ小分けにして出しください。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

使い切って穴をあける。キャップは資源・プラスチック。さびや汚れ
のひどいものは不燃ごみ。ペンキ缶は不燃ごみ。

汚れているものは可燃ごみ。

灯油と電池を必ず抜き取り、千代田クリーンセンターへ自己搬入。

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

販売店、又は処理業者へご相談下さい。家電リサイクル商品です。

水槽

炊飯器（ジャー）

水中眼鏡 ガラス・プラスチック

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。



せ

そ

た

ち

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ソースの容器

造花

掃除機

ソファー

そり

そろばん

体温計

樽

チェスト

プラスチック

プラスチック

木製

プラスチック

資源・プラスチック

可燃ごみ

不燃ごみ

収集しません

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

デジタル 不燃ごみ

体重計 不燃ごみ

体脂肪計 不燃ごみ

耐熱ガラスの容器 ガラス 不燃ごみ

耐熱コップ・ポット ガラス 不燃ごみ

タイマー 不燃ごみ

脱臭剤（ケース共） 可燃ごみ

タッパー（台所用品） プラスチック 不燃ごみ

タライ プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

収集しません

洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

水銀 有害ごみ 別袋(レジ袋等)に入れ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。

タイヤ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。

卓上コンロ 金属 不燃ごみ カセットボンベと電池は必ず抜き取り、ガスは穴を開けて抜き
資源ごみに出してください。

竹ぼうき 竹 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

畳 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

卵パック プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

たわし 可燃ごみ 亀の子たわし、ステンレス等のたわし等。

たんす 木製 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入

ダンボール 紙 資源・紙 ひもで十字に束ねてお出しください。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。

洗濯ばさみ

扇風機

千枚通し

洗面器

洗面台

プラスチック

金属

金属

プラスチック

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

収集しません

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

危険の無いように紙等で包んでお出しください。

千代田クリーンセンターへ自己搬入。



ち

つ

て

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

漬物石 プラスチック 不燃ごみ

DVD 不燃ごみ

鉄アレー 金属 不燃ごみ

テーブルクロス 可燃ごみ

テレビゲーム機・ゲームソフト 不燃ごみ

テレホンカード プラスチック 可燃ごみ

電気あんか 不燃ごみ

電気スタンド 不燃ごみ

机 木製 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

漬け物桶 プラスチック 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ツッパリ棒 プラスチック 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

積み木 プラスチック 不燃ごみ 木製は可燃ごみ。

釣り竿 グラス・カーボン等 不燃ごみ 木製の釣り竿は可燃ごみ。ごみ袋に入らないものは千代田クリー
ンセンターへ自己搬入。

ティッシュペーパーの空箱 紙 資源・紙 雑がみ。取り出し口のビニールは取り外して資源ごみプラに出して
ください。汚れているものは可燃ごみ。

ティッシュペーパー等の集積包装 プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

DVDプレーヤー 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

テーブル 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

テレビ 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。家電リサイクル商品です。

電気温水器 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

電気カーペット 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。コードは切断し、不燃ごみ。

電気こたつ 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

電気コード 不燃ごみ 50㎝程度に切ってお出しください。

電気ストーブ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

電気マッサージ機 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

電気毛布 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。コードは切断し、不燃ごみ。

電球（白熱球、豆電球） 不燃ごみ 危険の無いように出してください。

ちりとり

チョーク 可燃ごみ

プラスチック・金属 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

チャッカマン 不燃ごみ 使い切ってから出してください。

チューブ プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。
例：わさび、からし等が入ったもの。

調味料ビン ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

調味料缶 缶 資源・缶 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

使い捨てカメラ 収集しません 販売店でリサイクルしてください。



て

と

に

な

は

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

トレイ

ドレッシング等の容器

人形ケース ガラス

土鍋 不燃ごみ

ドライヤー プラスチック 不燃ごみ

トロフィー プラスチック 不燃ごみ

紙 可燃ごみ

不燃ごみ

戸棚 木製 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

時計 プラスチック・金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

トタン 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ドラム缶 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。

塗料（ペンキ類） 可燃ごみ 布・紙等にしみこませ可燃ごみ。又は販売店へご相談ください。

塗料缶 不燃ごみ 塗料を出しきってお出しください。

ドリンク剤のビン ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。キャップは取り外してください。

鳥かご 金属 不燃ごみ 竹製のものは可燃ごみ。

プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。スーパー等販売店
でも回収しています。

びん 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

ナイフ・包丁 金属 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

苗木等販売用のポット プラスチック 資源・プラスチック 苗等の入っているもの。土等は取り除く。汚れているものは可燃
ごみ。

納豆の容器 プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

鍋 金属 資源・金属 指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。
ホーロー・銅・鋳物・鋼製品は不燃ごみ。

波トタン プラスチック・金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

電卓 不燃ごみ

電動歯ブラシ 不燃ごみ

砥石 不燃ごみ

トースター 不燃ごみ

電球型蛍光ランプ 有害ごみ 別袋(レジ袋等)にいれ、有害ごみ・自治会名・世帯主名を明記して
不燃ごみの日に出してください。

電子レンジ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

てんぷら油 油 可燃ごみ 布、新聞紙等にしみこませるか、凝固剤で固めてお出し下さい。
各地区交流センターでリサイクル回収しています。

トイレットペーパーの芯・包装紙 紙 資源・紙 雑がみ。

トイレットペーパー等の集積包装 プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

動物死体（ペット・犬、猫等） 収集しません 箱に入れるか毛布にくるんで縛り、千代田クリーンセンターへ
自己搬入。（1匹2,000円）

豆腐の容器 プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。



ぬ

は

の

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ね

箸（はし）

ハンガー

バケツ プラスチック・金属 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

バター・マーガリンの容器 プラスチック 可燃ごみ

花束の外装フィルム プラスチック 資源・プラスチック

歯ブラシ プラスチック 不燃ごみ

歯磨きチューブ プラスチック 可燃ごみ

プラスチック・金属 不燃ごみ

ハガキ 紙 資源・紙 雑がみ

はしご 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

バスマット 可燃ごみ 50㎝角以下に裁断して出してください。

パソコン 収集しません パソコンリサイクル商品です。メーカーへご相談ください。

バッグ類 ナイロン・ビニール・革・布 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

バッテリー 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談ください。

発泡スチロール製容器 プラスチック 資源・プラスチック 汚れているもの、臭いの取れないものは可燃ごみ。

発泡スチロール製の緩衝材 プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

花火 可燃ごみ 水に濡らし、危険の無いようにお出し下さい。

歯ブラシ等の入った容器 プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

針 金属 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

針金 金属 不燃ごみ 50㎝程度に切ってください。

木製 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

ぬいぐるみ

粘土、紙粘土、油粘土

海苔の容器

可燃ごみ

可燃ごみ

のり（工作用） 可燃ごみ

農業用ビニール 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。

農薬・農薬容器・農業用資材 収集しません 販売店、又は処理業者へご相談下さい。

のこぎり 不燃ごみ 刃の部分は、危険の無いように紙等で包んでお出しください。
ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

缶、ビン 資源・缶･ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

プラスチック 資源･プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

ノーカーボン紙 紙 可燃ごみ 資源・紙にはなりません。

灰 可燃ごみ レジ袋等に入れ小分けにして出しください。

廃材 収集しません 可燃･不燃の分別をし、木材は長さ2ｍ、太さ20㎝以内に裁断して
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

バインダー 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。



ひ

ふ

分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ブラシ

風呂椅子

風呂のふた

筆入れ プラスチック・金属 不燃ごみ

腐葉土 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラモデル 不燃ごみ

プランター プラスチック 不燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

風呂用ブーツ 可燃ごみ

ブロック（おもちゃ） プラスチック 不燃ごみ

フロッピーディスク（ケース共）プラスチック 不燃ごみ

布団 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

布団乾燥機 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

フライパン 資源・金属 指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。
ホーロー・銅・鋳物・鋼製品は不燃ごみ。

プリン・ゼリーの容器 プラスチック 資源・プラスチック 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。

プリンター 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

風呂マット ビニール 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ピアニカ 不燃ごみ

ビデオカメラ 不燃ごみ

ビデオテープ（ケース共） プラスチック 可燃ごみ

ひも 紙・布・ビニール 可燃ごみ

フィルム（ネガ） プラスチック 可燃ごみ

フィルムのケース プラスチック 資源・プラスチック

プール（子供用） ビニール 可燃ごみ

笛 プラスチック 不燃ごみ

ヒーター（電気式・ハロゲン式） 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。灯油・石油・オイ
ル式等は燃料と電池を必ず抜き取り千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ビデオデッキ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

PPバンド（梱包用テープ） 可燃ごみ 50㎝程度に切って出してください。

肥料袋（家庭菜園用） 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

ビン　 ガラス 資源・ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

ファイル プラスチック 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

ファックス 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ファンヒーター 収集しません 灯油と電池を必ず抜き取り、千代田クリーンセンターへ自己搬入。



分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ほうき

　

ボウル（料理用）

ふ

へ

ほ 木・竹 可燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

防虫剤 可燃ごみ

防虫シート 可燃ごみ

ボールペン プラスチック 不燃ごみ

ホーロー（鍋・やかん） 不燃ごみ

保温・保冷剤 可燃ごみ

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

金属 資源・金属 指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。

包丁 不燃ごみ 危険の無いように紙等で包んでお出しください。

ホース 可燃ごみ 50㎝程度に裁断してお出しください。

ホースリール 金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ポータブルトイレ 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ボール 可燃ごみ 野球、サッカー、バレー、バスケ、テニスのボール等。

歩行器 金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ボタン電池 収集しません 販売店へご相談ください。

ヘアーブラシ

弁当の容器（コンビニ等）

分度器 プラスチック・金属 不燃ごみ

分配器 不燃ごみ

プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

ヘッドホン 不燃ごみ

ヘルスメーター 不燃ごみ

ヘルメット 不燃ごみ

ペン類 不燃ごみ

紙 可燃ごみ

噴霧器（家庭用） プラスチック 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ベット 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ペットの砂 可燃ごみ レジ袋等に入れ小分けにして出しください。

ペットボトル 資源・ペットボトル 洗って水を切る。汚れているものは可燃ごみ。
キャップは必ず取り外してください。

ペットボトルのキャップ プラスチック 資源・プラスチック 汚れているものは可燃ごみ。

ベビーチェア－ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ベビーベット 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ベルト 革、布・ビニール 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

プラスチック 資源・プラスチック 残飯は生ごみとして出し、洗って水を切る。
汚れているものは可燃ごみ。



分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

モップ

物干し竿

メガネ 不燃ごみ

メガネケース プラスチック 不燃ごみ

メジャー プラスチック・金属 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

プラスチック･金属 不燃ごみ

竹･木製 可燃ごみ

プラスチック･金属 不燃ごみ

毛布 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

木材 木製 可燃ごみ ごみ袋に入らないものは、長さ２m、太さ２０㎝以内に裁断して
千代田クリーンセンターへ自己搬入。

金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

やかん 金属 資源・金属 指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。
ホーロー、銅、鋳物、鋼製品は不燃ごみ。

ほ

ま

め

む

み

も

や

ほ乳ビン
プラスチック 不燃ごみ

マーガリン容器 プラスチック 可燃ごみ

マウス 不燃ごみ

マウスパット 可燃ごみ

マジック 不燃ごみ

マヨネーズの容器 プラスチック 可燃ごみ

ミニスキー プラスチック 不燃ごみ

虫眼鏡 プラスチック 不燃ごみ

ホットカーペット 可燃ごみ 50㎝角程度に裁断してお出しください。ごみ袋に入らないものは
千代田クリーンセンターへ自己搬入。コードは切断し、不燃ごみ。

ホットプレート 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ポット 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ガラス 資源･ビン 中をすすいで水を切り、指定のコンテナへ入れる。
汚れているものは不燃ごみ。

ポリタンク プラスチック 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

巻尺 不燃ごみ 布製は可燃ごみ。

マットレス 収集しません 千代田クリーンセンターへ自己搬入。
スプリング入りはスプリングと表地を剥がして出してください。

まな板 プラスチック 不燃ごみ 木製は可燃ごみ。

豆炭（灰を含む） 可燃ごみ 灰はレジ袋等に入れ小分けにして出してください。

ミキサー 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ミシン 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

蒸し器 金属 資源・金属 指定コンテナへ。さびや汚れのひどいものは不燃ごみ。



や

ゆ

り
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分 別 区 分 出 し 方素　　材品　　　名

ワープロリボン 可燃ごみ

ワイパー 不燃ごみ

ラケット
(バトミントン・テニス等）

リモコン

湯たんぽ 金属・プラスチック 不燃ごみ

ラップ プラスチック 可燃ごみ

金属･プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

ラジコン 不燃ごみ

ランチジャー 不燃ごみ

不燃ごみ

冷蔵庫脱臭剤 プラスチック 可燃ごみ

レンゲ プラスチック・陶製 不燃ごみ

やすり 金属 不燃ごみ 柄の部分が木製で取り外せるものは取りはずして可燃ごみ。

湯沸し器 金属 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ライター 不燃ごみ 中身を使い切る。必ずガスを抜く。

ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ラジカセ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。

ラップの芯 紙 資源・紙 雑がみ。汚れたものは可燃ごみ。

ラップの箱 紙 資源・紙 雑がみ。切り口（金物の刃）は取り除き、危険の無いように不燃ごみ。

ランドセル 皮製 可燃ごみ 金具部分の取りはずせるものは、取りはずして不燃ごみ。

冷蔵庫・電気冷凍庫 収集しません 家電リサイクル商品です。販売店又は処理業者へご相談ください。

レジ袋 プラスチック 資源・プラスチック スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店等で商品を入れ
るための袋。

練炭（灰を含む） 可燃ごみ 灰はレジ袋等に入れ小分けにして出してください。

ロープ 可燃ごみ 50㎝程度に裁断してお出しください。

ワープロ 不燃ごみ ごみ袋に入らないものは千代田クリーンセンターへ自己搬入。
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