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燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ� ※粗大ごみの出し方はP10に詳しく記載しております。

分別一覧の見方　●「袋の色」の欄はごみを出す際に使用するごみ袋の色を表示しています。
50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

あ アイスノンなどの冷却枕 燃やせるごみ

アイロン 燃やせないごみ

アイロン台（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 木製・プラスチック製のものは 　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

空き缶（飲料・酒・缶詰・菓子缶など） 資源ごみ 軽くすすいで

空き箱（紙製） − 古紙（雑誌） 折りたたんで

空きびん（飲料・酒・ドリンク剤・食用油など） 資源ごみ 軽くすすいで

油（食用油） 燃やせるごみ 固めるか紙などにしみこませて

アルバム 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして 

アルミホイル（アルミはく） 燃やせないごみ

い 衣装ケース（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

イス（木製・プラスチック製で指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 金属製は  　　　　　　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

衣類 燃やせるごみ

衣類乾燥機 市では収集しません 家電リサイクル法適用（P11へ）

インスタント食品の袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

う 植木鉢（陶製） 燃やせないごみ 土を取り除いて。プラスチック製は

植木ポット（苗木などの入った使い捨てのもの） プラスチック製容器包装 土を取り除いて軽くすすいで

うきわ 燃やせるごみ

え エアコン（室外機含む） 市では収集しません 家電リサイクル法適用（P11へ）

ＬＥＤ電球・ＬＥＤ蛍光灯 燃やせないごみ 割れたものは紙などで包んで「危険」と表示

延長コード 燃やせないごみ

えんぴつ 燃やせるごみ

えんぴつ削り機 燃やせないごみ

ＡＣアダプター 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

お オイルヒーター 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

王冠（ビールびんなどの栓） 資源ごみ

オーブントースター 燃やせないごみ

オーブンレンジ − 粗大ごみ

オムツ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流して

おもちゃ（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 金属製は  　　　　　　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

折込みチラシ（新聞の折込み） − 古紙（新聞）

オルガン − 粗大ごみ

か カートリッジ（インク） 燃やせるごみ 一部販売店・郵便局でも回収しています。

カーペット・じゅうたん（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

カーボン紙 燃やせるごみ

貝がら・かにのから 燃やせるごみ

カイロ 燃やせるごみ 金属製は

鏡（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

傘 燃やせないごみ 1m以上のものは粗大ごみ（P10へ）

菓子箱（紙製） − 古紙（雑誌） 折りたたんで

菓子袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装
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50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

か 果実酒（梅酒等）を作るびん 燃やせないごみ

ガスレンジ・ガステーブル・ガスコンロ − 粗大ごみ

カセットコンロ − 粗大ごみ

カセット式ガスボンベ 燃やせないごみ 必ず使い切って穴を開けて

カセットデッキ（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

カセットテープ・カセットテープのケース 燃やせるごみ

楽器（金属製で指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 金属製以外は 　　　　　　　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

カッターナイフ 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

カッパ・雨ガッパ 燃やせるごみ
カップめんの容器・ふた・外装フィルム・
調味料袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを落として。紙製は古紙（雑誌）。

かばん（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして　　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

花びん（ガラス製・陶製） 燃やせないごみ

鎌 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

釜（炊飯器の内釜で金属製の物も含む） 資源ごみ 炊飯器の本体は 

かみそり 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

紙箱 − 古紙（雑誌） 折りたたんで

紙パック − 古紙（雑誌） 洗って切り開き乾かして

紙袋 − 古紙（雑誌） 紙製以外の取っ手ははずして

ガムテープ・クラフトテープ 燃やせるごみ

カメラ・デジタルカメラ 燃やせないごみ デジタルカメラは、支所等の拠点回収
ボックスもご利用できます。（Ｐ11へ）

ガラス、ガラス製品（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 割れたものは紙などで包んで「危険」と表示
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

革製品（くつ・バッグ・ジャンパーなど） 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして

缶切り 燃やせないごみ

緩衝材（プチプチや果物のネットなど） プラスチック製容器包装

乾燥剤 燃やせるごみ

缶詰の空き缶（ふたを含む） 資源ごみ 軽くすすいで

乾電池 − 乾電池 ごみステーションの乾電池入れへ

き 木くず 燃やせるごみ 釘などは抜いて

キャップ（金属製） 資源ごみ プラスチック製は

キャリーバッグ（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

牛乳パック − 古紙（雑誌） 洗って切り開き乾かして

給油ポンプ（プラスチック製） 燃やせるごみ 電動式は 

鏡台 − 粗大ごみ

金庫 − 粗大ごみ

く 空気清浄器（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

薬 燃やせるごみ 液体のものは布などにしみこませて

薬のびん（飲み薬） 資源ごみ 飲み薬以外は 

薬の袋・容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 紙製は

口紅ケース プラスチック製容器包装 汚れを落として

くつ 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして
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燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ� ※粗大ごみの出し方はP10に詳しく記載しております。

分別一覧の見方　●「袋の色」の欄はごみを出す際に使用するごみ袋の色を表示しています。
50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

く クッション 燃やせるごみ

クリアファイル 燃やせるごみ

クレジットカード 燃やせるごみ

クレヨン 燃やせるごみ

クロージャー（食パンの袋の留め具） プラスチック製容器包装

け 蛍光灯（電球型蛍光灯を含む） − 蛍光管 買ったときの紙包みに入れて、ごみステーションの蛍
光管入れか、乾電池入れのそばに。割れたものは

蛍光ペン 燃やせるごみ

携帯電話 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

計量カップ 燃やせるごみ 金属製・ガラス製は

化粧品のびん 資源ごみ 軽くすすいで

ケチャップのチューブ プラスチック製容器包装 汚れが取れなければ

結束バンド 燃やせるごみ

ゲーム機 燃やせないごみ 小型のものは、支所等の拠点回収
ボックスもご利用できます。（Ｐ11へ）

こ 工具 燃やせないごみ

香水のびん 資源ごみ 軽くすすいで

ござ（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

こたつ − 粗大ごみ

コップ（ガラス製・陶製） 燃やせないごみ プラスチック製・紙製は

米袋（紙製） − 古紙（雑誌） ビニール製は

ゴム製品（手袋・ホース・輪ゴムなど） 燃やせるごみ

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 燃やせるごみ

コンポ（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

さ 在宅医療に伴う医療系廃棄物（非鋭利なもの）
（チューブ・カテーテル・点滴バッグ等） 燃やせないごみ 感染性医療廃棄物（注射針など）は

処理困難物（P11へ）

雑誌 − 古紙（雑誌）

ざぶとん 燃やせるごみ

産業廃棄物 市では収集しません P11へ

三輪車（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

し CD・CDケース 燃やせるごみ

CDラジカセ 燃やせないごみ

磁石（マグネット） 燃やせないごみ

湿布 燃やせるごみ

自転車 − 粗大ごみ

写真 燃やせるごみ

シャープペンシル 燃やせるごみ 金属製は

シャンプーなどのボトル プラスチック製容器包装 ふたやノズルも 、軽くすすいで

充電機器（デジカメ・ゲーム機などの） 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

充電式電池 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

収納ケース（プラスチック製・木製で指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 金属製は  　　　　　　　　　　　　　
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）
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50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

し 消火器 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

除湿機（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

除湿剤の容器 プラスチック製容器包装 中の水は流して

食器（陶製） 燃やせないごみ 紙製・プラスチック製は

食器乾燥機（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

新聞 − 古紙（新聞）

す 水筒 燃やせないごみ プラスチック製は

炊飯器 燃やせないごみ 金属製の内釜部分は

スキー板 − 粗大ごみ

すだれ（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

ストーブ − 粗大ごみ

ストッキング 燃やせるごみ

ストロー 燃やせるごみ

ストローの袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装 紙製は

すのこ（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

スプーン（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製は

スプレー缶 燃やせないごみ 必ず使い切って穴を開けて

スポンジ 燃やせるごみ

せ 石油ストーブ・石油ファンヒーター − 粗大ごみ

石油ポンプ 燃やせるごみ 電動式は

ゼリーなどの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装

セロテープ 燃やせるごみ

洗剤容器 プラスチック製容器包装 紙製の洗濯洗剤の容器は古紙（雑誌）

洗剤の計量スプーン 燃やせるごみ

洗濯機・衣類乾燥機 市では収集しません 家電リサイクル法適用（P11へ）

洗濯ばさみ 燃やせるごみ

洗濯用ネット 燃やせるごみ

剪定くず 燃やせるごみ

扇風機（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

洗面器 燃やせるごみ 金属製は

そ 造花 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして

掃除機（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

ソースなどの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 ガラス製は 、軽くすすいで

ソファー − 粗大ごみ

た 耐熱ガラス（皿・コップなど） 燃やせないごみ

タイヤ 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

タオル・タオルケット 燃やせるごみ

卓上コンロ − 粗大ごみ

たたみ − − 出し方を市に相談

タッパーなどプラスチック製の保存容器 燃やせるごみ
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燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ� ※粗大ごみの出し方はP10に詳しく記載しております。

分別一覧の見方　●「袋の色」の欄はごみを出す際に使用するごみ袋の色を表示しています。
50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

た タバコの吸殻 燃やせるごみ

卵のパック（プラスチック製） プラスチック製容器包装

たわし 燃やせるごみ 金属製は

たんす − 粗大ごみ

段ボール − 古紙（段ボール）

ち チャイルドシート（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

茶がら 燃やせるごみ

茶筒（金属製） 資源ごみ

チューブ類（わさび、からし等） プラスチック製容器包装 汚れが取れなければ

調味料の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 ガラス製は 、軽くすすいで

つ 机 − 粗大ごみ

漬物桶（プラスチック製） 燃やせるごみ

釣り糸 燃やせるごみ

釣竿（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）
リールは

て DVD・DVDケース 燃やせるごみ

デジタルカメラ 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

手袋 燃やせるごみ

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） 市では収集しません 家電リサイクル法適用（P11へ）

テレホンカード 燃やせるごみ

電気カーペット（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

電気ストーブ（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

電気ポット 燃やせないごみ

電気毛布（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

電球 燃やせないごみ 割れたものは紙などで包んで「危険」と表示

電球型蛍光灯 − 蛍光管 買ったときの紙包みに入れて、ごみステーションの蛍
光管入れか、乾電池入れのそばに。割れたものは

電子機器付属品
（リモコン、ＡＣアダプター、充電機器、コード類） 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも

ご利用できます。（Ｐ11へ）

電子辞書 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

電子レンジ − 粗大ごみ

電卓 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

電話機 燃やせないごみ

と トイレマット 燃やせるごみ

陶磁器 燃やせないごみ 割れたものは紙などで包んで「危険」と表示

トースター 燃やせないごみ

豆腐のパック プラスチック製容器包装

灯油 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

灯油ポリタンク 燃やせるごみ 空にして

時計 燃やせないごみ

塗料缶 燃やせないごみ 中身が入っているものは販売店へ相談
（処理困難物）（P11へ）

トレー（食品用トレー） プラスチック製容器包装 汚れを落として

な ナイフ 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示
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50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

な 長靴 燃やせるごみ

鍋（金属製） 資源ごみ 金属製以外は

生ごみ 燃やせるごみ 水気をよく切って

ぬ ぬいぐるみ 燃やせるごみ

布類・布くず 燃やせるごみ

ね ネガ 燃やせるごみ

ネット（野菜や果物が入っていたもの） プラスチック製容器包装

寝袋 燃やせるごみ

の 農薬 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

のこぎり 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

ノズル（シャンプーなど） プラスチック製容器包装

海苔かん・海苔びん 資源ごみ プラスチック製は

は バイク 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

灰皿 燃やせないごみ

バケツ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製は

ハサミ 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

パソコン 市では収集しません パソコンリサイクル法適用（P10へ）

バッテリー 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

発泡スチロール（容器・緩衝材） プラスチック製容器包装 大きいものは砕き指定袋に入れて

花火 燃やせるごみ 水で十分湿らせて

歯ブラシ 燃やせるごみ

ハミガキ粉のチューブ・ふた プラスチック製容器包装 汚れが取れなければ

刃物 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

バラン（弁当などに入っているプラスチック製の仕切り） 燃やせるごみ

針 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

ハロゲンヒーター（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

ハンガー（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製・木製は

ひ ピアノ 市では収集しません 販売店へ相談

ビーチパラソル − 粗大ごみ

ビデオカメラ 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

ビデオテープ・テープのケース 燃やせるごみ

ビデオデッキ 燃やせないごみ

ビニールひも 燃やせるごみ

ビニール袋（レジ袋など） プラスチック製容器包装 中には何も入れないで、汚れを落として

ビニールホース 燃やせるごみ

ふ ファンヒーター − 粗大ごみ

フィルム 燃やせるごみ

フィルムケース プラスチック製容器包装

フォーク（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製は

不織布 燃やせるごみ
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燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ� ※粗大ごみの出し方はP10に詳しく記載しております。

分別一覧の見方　●「袋の色」の欄はごみを出す際に使用するごみ袋の色を表示しています。
50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

ふ ふた（金属製） 資源ごみ プラスチック製は

ふとん（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

フライパン（金属製） 資源ごみ 金属製以外は

プランター（プラスチック製） 燃やせるごみ 陶製は 。土を取り除いて。

プリンター（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

プリンなどの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装

フロッピーディスク・フロッピーディスクケース 燃やせるごみ

風呂のふた・床マット（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

へ ベッド − 粗大ごみ

ペットのトイレ砂 燃やせないごみ 表示が「燃やせるごみ」の時は

ペットボトル（飲料・みりん・しょうゆ・ドレッシングなど） 資源ごみ 油分を含むものは

ペットボトルのラベル・ふた プラスチック製容器包装

ベビーカー − 粗大ごみ

ベルト 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして

ヘルメット 燃やせるごみ 工事用は産業廃棄物

弁当がら（プラスチック製で使い捨てのもの） プラスチック製容器包装 汚れを落として

弁当箱（プラスチック製・木製） 燃やせるごみ 金属製は

ほ 包丁 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

包装紙 − 古紙（雑誌）

ボウル 燃やせるごみ 金属製は

ホース（リール（プラスチック製）付のものを含む） 燃やせるごみ 金属製のリールは

ポータブル音楽・ＤＶＤプレーヤー 燃やせないごみ 支所等の拠点回収ボックスも
ご利用できます。（Ｐ11へ）

ボール（革製・ゴム製） 燃やせるごみ

ボールペン 燃やせるごみ 金属製は

ホーロー鍋 資源ごみ

ボタン電池 市では収集しません 販売店へ相談（処理困難物）（P11へ）

ポット 燃やせないごみ

ホットプレート（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

哺乳びん（ガラス製） 燃やせないごみ プラスチック製及びキャップ、ゴムは

ポリタンク（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

保冷剤 燃やせるごみ

本 − 古紙（雑誌）

本棚 − 粗大ごみ

ま 枕 燃やせるごみ

マッチ 燃やせるごみ 水で十分湿らして

マットレス − 粗大ごみ

まな板 燃やせるごみ

マヨネーズのチューブ・ふた プラスチック製容器包装 汚れが取れなければ

み ミキサー 燃やせないごみ

ミシン − 粗大ごみ
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50
音 品　　名 袋の色 種　　類 備　　考

み みその容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを落として

ミルクかん（金属製） 資源ごみ

む 虫カゴ 燃やせるごみ

め めがね 燃やせないごみ プラスチック製は

も 毛布 燃やせるごみ

物干し竿 − 粗大ごみ

物干し台 − 粗大ごみ

や やかん 資源ごみ

薬品のびん（飲み薬以外） 燃やせないごみ 飲み薬のびんは

ゆ 湯たんぽ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製は

湯沸かし器（台所用） − 粗大ごみ

よ ヨーグルトの容器（紙製） 燃やせるごみ プラスチック製は

よしず（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

ら ライター 燃やせないごみ 中のオイルやガスを使い切って

ラジオ 燃やせないごみ 小型のものは、支所等の拠点回収
ボックスもご利用できます。（Ｐ11へ）

ラジカセ（指定袋に入るもの） 燃やせないごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

ラップ類 プラスチック製容器包装 汚れを落として

ランドセル 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして

り 旅行かばん（指定袋に入るもの） 燃やせるごみ 金属部分は取りはずして
指定袋に入らないものは粗大ごみ（P10へ）

リール（釣り具） 燃やせないごみ

る ルアー（釣り具） 燃やせないごみ 紙などで包んで「危険」と表示

れ 冷蔵庫・冷凍庫 市では収集しません 家電リサイクル法適用（P11へ）

レコード盤 燃やせるごみ

レシート 燃やせるごみ

レジ袋 プラスチック製容器包装 中には何も入れないで

レジャーシート 燃やせるごみ

レトルトパック プラスチック製容器包装 汚れを落として

ろ ろうそく 燃やせるごみ

ロープ 燃やせるごみ

わ ワープロ 燃やせないごみ

輪ゴム 燃やせるごみ

わさび等のチューブ・ふた プラスチック製容器包装 汚れが取れなければ

わりばし 燃やせるごみ
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ごみ収集車（パッカー車）で運搬できないものは粗大ごみになります。
■対象となるもの

★指定ごみ袋に入らない大きさのもの（概ね長さ70cm以上）で2m未満かつ60kg未満のもの
　／自転車、ベッド、タンスなど
★収集時に危険性があるもの（自動点火装置付きのもの）
　／石油ストーブ、ガスレンジ、卓上コンロなど
★硬度のため、ごみ収集車で巻き込みが困難なもの／ミシン、金庫など
★有害物質を含むもの／電子レンジなど

引越し等で多量のごみを排出したい時には、許可業者に依頼する方法と直接ごみ処理場
に持ち込む方法があります。
■許可業者に依頼する場合

電話帳等で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者を探し、直接依頼してください。

■直接ごみ処理場に持ち込む場合

粗大ごみ

ごみの直接持ち込み

パソコン

①搬入券の交付を受ける。（車1台につき1枚の搬入券が必要です）
■市役所別館4階環境部窓口、行政センター、支所（滑石事務所を除く）で搬入券の交付を受けてください。
　交付時間…月曜から金曜の午前8時45分から午後5時30分
　※排出者と搬入者の名前と住所、ごみの内容を記入する必要があります。
　※消費者センター等の市民サービスコーナーでは交付していません。

②種類ごとに処理場に持ち込み、手数料を支払う。（100kgごとに617円）
■燃やせるごみ・古紙
東 工 場（長崎市戸石町34-2）
大型のごみ…午前8時から午後5時まで　※土日曜休み
小型のごみ…午前8時から午後5時まで　※日曜休み
☎830-2040

■資源ごみ・燃やせないごみ
三京クリーンランド（長崎市三京町43-4）
午前9時から午後5時まで　※日曜休み
☎850-3326

※P12に地図を掲載しています。

①電話で申込みをする。（月曜から金曜の午前8時から午後4時15分まで）
■申し込み先…P12をご覧ください。

③指定された収集日に出す。
■購入したステッカーを粗大ごみに貼って収集日時までに家の前または指定された場所に出してください。
　（家の中に入って収集することはできません。立会いは不要です。）

②粗大ごみに応じたステッカーを購入する。
■申込先から指定されたステッカー（514円又は1,028円）を
　金融機関（銀行・郵便局など）で購入してください。手数料はP12をご覧ください。

パソコンはメーカーに回収を申し込んでください。購入時に同梱されていたキーボード
やマウスも同様です。※プリンター等の周辺機器は除きます。
■平成15年10月1日以降に購入したパソコン

購入時にリサイクル料金があらかじめ上乗せされていますので、料金はかかりません。
料金支払済の目印として、パソコンにリサイクルマークが貼られています。
※平成15年9月30日までに購入したパソコンは、申し込み時にリサイクル料金をお支払いいただくことになります。

※平成28年10月からは、神の島に建設中の西工場へも燃やせるごみの持ち込みが可能になります。

■メーカーが倒産などで無い場合や自作のパソコンの場合の申し込み先
一般社団法人パソコン3R推進協会　☎03-5282-7685�
����������������������������������������http://www.pc3r.jp/home/pc3rassociation.html

PCリサイクルマーク
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次の家電4品目は、家電リサイクル法で処分方法が決められています。
ごみステーションには出せません。販売店に引き取ってもらう方法と、直接引取場所に
持ち込む方法があります。
■対象となるもの

次の品目はリサイクルを行うため、市役所本館１階や支所・行政センター等に�
回収ボックスを設置し、回収を行っていますので、ご協力お願いいたします。
■対象となるもの

●携帯電話　●デジタルカメラ　●ポータブル音楽プレーヤー　●ビデオカメラ　●ポータブルＤＶＤプレーヤー
●携帯用ラジオ　●小型ゲーム機　●電子辞書　●ハードディスクドライブ　●電卓
●電子機器付属品（リモコン、ＡＣアダプター、充電機器、コード類など）

■出す時の注意点
※個人情報は必ず消去してください。
※ご家庭で使用されたものに限ります。事業所で使用したものは出さないでください。
※回収ボックスの投入口（25cm×10cm）に入るものを出してください。
※バッテリーや乾電池は回収しませんので、取り外してください。
※家電４品目（洗濯機・衣類乾燥機、液晶・プラズマ・ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）など、回収品目
　以外のものは出さないでください。
※一度回収ボックスに投入したものについて、返却には応じられませんので、ご注意ください。

■�産�業�廃�棄�物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で定める20品目は市では処理できません。
➡専門の処理業者に依頼してください。

■処�理�困�難�物 消火器（※1）・農薬・感染性医療廃棄物（注射針など）・油や塗料の入った缶・バッテリー・
バイク（※2）・タイヤ・ボンベ・ボタン型電池などは、
➡購入したお店、または、専門の処理業者に依頼してください。
※1 購入した業者が不明の場合は、財団法人長崎県消防設備保守協会（☎827-4756）に問い合わせてく

ださい。（消火器に限ります。）
※2 バイクの処分は公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する「二輪車リサイクルシステム」

を利用することができます。　詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター内二輪車リサイ
クルコールセンター（☎050-3000-0727）へお問い合わせください。

� ホームページ　http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

■携帯電話・PHS 販売店でメーカーやブランドを問わず無償で回収してもらえます。

■た�����た�����み 事前に廃棄物対策課（☎829-1159）にご相談ください。

■販売店に引き取ってもらう場合
購入したお店か買い換えるお店にご相談ください。

費用は、 リサイクル料金 ＋ 収集運搬費 ＋ 消費税 です。
➡購入したお店が不明などの場合は、電話帳等で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者を探し、直接依頼
　してください。

■直接引取場所に持ち込む場合
郵便局で家電リサイクル券を購入し、下記引取場所へ持ち込んでください。
引取場所：九州産交運輸（株）長崎センター（長崎市田中町574-2）　☎095-837-8552

家電4品目

小型家電製品（拠点回収）

その他

●ブラウン管テレビ
●液晶テレビ
●プラズマテレビ

●洗濯機
●衣類乾燥機 ●エアコン

　（室外機含む）

●冷蔵庫
●冷凍庫
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