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☑今日は収集日ですか？  
☑朝８時前ですか？ 
 
☑指定袋にフルネームで 

記名してありますか？ 
 

☑資源物として出せる古紙やプ

ラが混入していませんか？ 
 

☑生ごみは水切りしましたか？ 

「もえるごみ」を出す前に 
もう一度チェックしましょう 

 

 

 

この冊子は毎年発行している物ではあり

ません。改訂版が発行されるまでご家庭

で大切にご活用ください。 

令和 2 年 3 月 発行 

保存版 
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市では、市民の皆さんが各区（集落）のごみステーション、ガラスびん・ペ

ットボトル・古紙回収ステーションに出したごみや資源物を、定期的に収集し

ています。主なごみ・資源物の品目や収集場所は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラスびん 
【月２回収集】 

 

 

ごみ・資源物はどうやって出せばいいの？ 
 

もえるごみ【週２回収集】 

紙くず、生ごみ、紙おむつ、 

木製品・プラスチック製品等 

空き缶、ガラス製品、陶器、

小型の電化製品等 

プラスチック素材

で作られた商品の

容器包装 

食べ物・飲み物、化粧品

が入っていた空きビン 

古 紙 
【月１回収集】

※1 

 

 
段ボール、雑誌、新聞紙、

牛乳パックなどの古紙 

ペットボトル 
【月２回収集】 

 

飲み物や調味料が入っ

ていたペットボトル 

もえないごみ【月２回収集】 

プラスチック製容器包装 
【週１回収集】 

「ガラスびん・ペットボトル回収ステーション」へ 
出すもの 

 

「古紙回収ステーション」へ 
出すもの 

 

「ごみステーション」へ出すもの 
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有害ごみ 
【月２回収集】 

蛍光灯、灰、電池等 

古 着 
【年２回収集】

※1 

 

 

古着やタオル類 

品
目
ご
と
に

指
定
さ
れ
た

方
法
で
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透
明
な
袋
に
入
れ
て
出
す

（
記
名
不
要
） 
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ごみを出す時のルール 

①排出日・時間を守って出しましょう 

 各ステーションへごみ・資源物を出す時は、必ず当日の朝８時ま

でに出してください。 

②決められた方法で出しましょう 

 指定袋に記名するなど、それぞれのごみ・資源物の出し方を確認

して、正しい方法で出してください。 

③お住まいの地域のステーションに出しましょう 

 ごみ・資源物ステーションは、各区の皆さんが協力して管理しています。「通勤途中の便利

な場所にあるから」「職場に近いから」等、個人の都合で住んでいない地域のごみステーシ

ョンに出すことは大変迷惑がかかりますので、絶対にやめましょう。 

④一度にたくさん出さないようにしましょう 

 大掃除や引っ越しなど、一時的に多くのごみが出ることがありますが、一度に多くのごみを

出してしまうと、他の方に迷惑がかかります。何回かに分けて出すか、直接ごみをエコパー

ク寒川へ持ち込むなどして、計画的に処理してください。 

 

ご注意ください 

・収集回数は、季節や祝日の関係で変わることがあります。詳しくは毎年、区を通じて配布す

る「ごみ・資源物収集カレンダー」でご確認ください。 

・収集当日の品目、排出量、交通事情、天候などによっては、収集時間が前後する場合があり

ます。 

・出す日が違っていたり、出す方法が間違っていたりすると回収されません。出し方が間違っ

ていて回収しない場合は、回収しない理由を書いた赤いシールが貼ってありますので、内容

を確認して次の収集日に正しい方法で出し直してください。もし出し方がわからない場合は、

この「ごみ・資源物分別ガイドブック」で確認するか、市役所市民環境課（下記参照）へお

問い合わせください。 

・各区のガラスびん・ペットボトル・古紙回収ステーションの場所は、「ごみ・資源物収集カ

レンダー」に書いてあります。 

・上記以外のごみや、詳しい出し方は次ページから掲載していますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：市役所市民環境課生活環境係 電話 62-3111 内線 191、192 

 

事業活動に伴い発生したごみの適正処理を！ 

 事業活動で出たごみ（お店や会社等の事業所で出たごみ）は、 

事業者が自らの責任で処理するよう法律で定められています。こ 

のため、各ステーションで収集しているようなごみ・資源物であっ 

ても、原則としてごみステーションへ出すことはできません。 

（小規模排出事業所で事前に市へ手続きした場合を除く。） 

 事業所の皆さんは、適正にごみを処理していただくようお願いします。 

 事業活動で出たごみの処理方法について詳しくは、13ページをご覧ください。 
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１ 「もえるごみ」の対象となるもの（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 出し方 

 

 

 

・調理くず、残飯は水切りを十分にしてから新聞紙などの紙（最小限の枚数で）に包

み、「もえるごみ指定袋」に入れて出してください。 

・プラスチック製の容器・包装やトレイは、「プラスチック製容器包装」として分   

別収集しますので、「もえるごみ」には入れないでください。 

・「焼き鳥の串」、「はし」など先のとがったものは、袋を突き破らないよう折るか、   

 新聞紙等に包んでください。 

・空き缶、金属、ペットボトルなど他の品目のごみ・資源物は絶対入れないでください。 

・庭木・草花などは家庭で堆肥化するなど自家処理をお願いします。 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・もえるごみ指定袋に入らない大きなもえるごみは、「もえないごみ」の日に出してください。                       

大きなプラスチック製の製品（バケツ、雪かきスコップ、ポリタンクなど）は 

直接名前を書いて「もえないごみ」の日に出してください。（ただし「粗大ご 

み」（11ページ参照）はごみステーションに出せませんのでご注意ください。） 

・「資源物」は分別してリサイクルを！                     

 「もえるごみ」として出されているものに、多くの資源物が混入して 

います。なるべく分別して食品トレイや包装ビニール等は「プラスチッ 

ク製容器包装」、お菓子の紙箱やティッシュの箱、包装紙は「古紙（そ 

の他の紙）」、古着は古着回収で出しましょう。 

●紙くず ●おもちゃ、ぬいぐるみ類 ●生ごみ 

●紙おむつ ●皮革類・ゴム類・靴等 ●その他 

※その他の紙類は古紙回収へ 

名前 

※一部でも金属が使われて 

いる物は「もえないごみ」 

 
名前  

名前 

「もえるごみ指定袋」（半透明ポリ袋にオレンジ色で印字してあるもの）に入れ、必ずフルネ

ームで名前を書いて出してください。指定袋以外のビニール袋は使用しないでください。 

もえるごみ 
・収集回数：週 2回（原則） 

・出す場所：ごみステーション 
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１ 「プラスチック製容器包装」の対象となるもの 
プラスチック製容器包装として分別収集するものは、商品を入れたり包んだりすることに使わ

れている「プラスチック製の容器や包装」です。 

具体的には下表のとおりです。 

形状 例 

箱 

（ケース） 

コンビニ弁当の箱、卵のパック、 

豆腐のパック等 

ボトル 

食用油・ソース・ドレッシングのボトル、 

洗剤容器、シャンプー・リンスの容器等 

（しっかり油分を落とす） 

カップ 
カップ麺の容器、 

プリン・ヨーグルトの容器等 

トレイ 
食品トレイ（鮮魚用、精肉用トレイ）、 

せんべいや珍味の固定用仕切トレイ等 

チューブ マヨネーズ、ケチャップ等のチューブ等（しっかり油分を落とす） 

袋 お菓子・パン等の袋、レジ袋等 

その他 
ペットボトルのキャップ・中栓・ラベル、電化製品の緩衝材、 

お菓子・タバコ・カップ麺などの外包装フィルム、魚箱等 

 

 

２ 出し方 
①容器に残っている異物を取り除く 

・紙ラベル等、はがせないものは貼ったままでも出すことができます。 
 

②汚れている物は軽く水洗いするか、ふき取りで汚れを落とし、水分を切る 

・軽く洗う程度で結構ですが、油汚れはしっかり落としてください。 
 

③もえるごみ指定袋に「プラ（又は「プ」）」と表示してごみステーションに出す 

・もえるごみ指定袋の名前の横に「プラ（又は「プ」）と書いて出してください。 

※家電製品等の緩衝材や魚が入っていた箱等、袋に入らない大きな発泡スチロールは、もえる

ごみ指定袋と同じ大きさになるように割り、ひもでしばって名前を書いて出してください。 

 

３ 「プラスチック製容器包装」として出せないもの 
・軽く洗うだけでは汚れが落ちない物や洗うのが困難なもの 

・商品の容器や包装でない物（プラスチック製品等） 

 （例）プラスチック製のおもちゃ・ポリバケツ等の「プラスチック製品」、クリ

ーニングの袋やＣＤケースなど「容器包装でない」プラスチック 等

収集の対象となるプラスチック製容器包装には、このマークが付いています。マークが
ないものもありますが、商品が入っていた容器または包装であれば収集対象です。 

プラスチック製容器包装 
・収集回数：週１回（原則） 

・出す場所：ごみステーション 
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１ 「もえないごみ」の対象となるもの（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※テレビ・冷蔵庫・洗濯機（衣類乾燥機を含む）・エアコン等の家電４品目は、家電リサイクル

法により市では処理することができません。処理方法は 14ページをご覧ください。 

２ 出し方 

 

 

・「もえないごみ」の中には、木くず、履き物、ポリ容器、プラスチック類 

などの「もえるもの」を入れないでください。 

・缶等は中身を空にしてから出してください。 

・スプレー缶は中身を全て使い切り、必ず穴をあけて出してください。 

・窓ガラス、大きめの危険物、鎌、包丁など鋭利なものや、ライター等は、 

段ボール箱等に入れ「危険物」と明記し、名前を書いて出してください。 

（発火防止のため、ライターは必ず使い切るかガス抜きをしてから出してください。） 

・鉄線、電線、針金製ハンガー類については袋に入れず、 

ひもでしばり名前を付けてそのまま出してください。 

・板切れ、木切れなどは長さ 60㎝位に切って、30㎝位の 

束にして少しずつ出してください。 

・袋に入らない「大きさが 50㎝以下」の金属類等は、直接 

記名をし、そのまま出してください。（その際電池は必ず抜 

き取ってください。） 

・カセットテープ・ビデオテープは、もえないごみの袋とは別の袋（大量にある場合は段ボール

箱等）に入れ、「カセットテープ」又は「ビデオテープ」と明記するとともに、記名をして出

してください。 

・陶磁器類やガラス製品が大量にある場合は、段ボール箱等に入れ「陶磁器」等と明記するとと

もに、記名をして出してください。 

●金属類 ●空缶類 

 

●ラジオやドライヤーなど 

小型電化製品 
●陶磁器類 ●ビデオ・カセット

テープ、CD・DVD 

●針金・傘類 

●ガラス類・鏡など 

※飲食物・化粧品が入っていたびんは 

分別して「ガラスびん」として出す 

市指定の「もえないごみ専用袋（透明ポリ袋に青色で印字してあるもの）」 

に入れ、油性のマジック等で必ず記名をして出してください。 

もえないごみ 
・収集回数：月 2回（原則） 

・出す場所：ごみステーション 

ス
プ
レ
ー
缶
に
は 

必
ず
穴
を
あ
け
て
！ 

危険物は箱

に入れて！ 
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１ 「有害ごみ」の対象となるもの・出し方 

以下のようなものは、水銀や有害物質などが中に含まれ埋立ができないため、「有害ごみ」

として、他のごみと分別して出してください。 

 ●灰 

 練炭、豆炭などの灰は、ふるいなどで灰だけにし、丈夫な袋に入れて「灰」

と明記するとともに、記名して「もえないごみ」の収集日に出してください。 

●廃乾電池等 

使用済みの電池は、もえないごみの袋とは別の袋に入れ、「電池」と明記するとと

もに記名をして、もえないごみの収集日に出してください。乾電池のほか、ニッ

カド、リチウム、コイン、ボタン電池、モバイルバッテリーも回収します。 

●蛍光灯・水銀体温計 

蛍光灯の管は、砕かずにそのままの形で、購入したときの梱包容器に入れ記名し、

もえないごみの収集日に出してください。（箱が無い場合は、新聞紙等で包む。） 

割れた蛍光管は、蛍光管だけを丈夫な箱に入れ、蛍光管と明記して出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

豆炭などが入って

いた袋 

名
前 

飯山市では平成 25年から、家庭で不要になった「小型家電」の回収を行っています。

小型家電の回収は、小型家電リサイクル法により、製品に含まれるレアメタル等を効率

的に回収し、有効に活用するため国が回収を推進していることから飯山市でも実施して

いるもので、回収した家電は国から認可を受けた専門業者に引き渡しリサイクルされま

す。ごみ減量と資源化推進のため、ぜひご利用ください。 

 

●実 施 日  資源物日曜回収にあわせて実施（年 2～3回程度） 

●回収品目  家電用品全般（ただし以下の「回収しない物」を除く。） 

●回収しない物 

 ・法律でリサイクルが義務付けられた家電 4品目 

（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン） 

 ・事業で使用していた物 

 ・機械に付属する木質部分、布部分等 

 ・機械に使用していた電池・燃料等 

  

「小型家電」の回収を行っています 

有害ごみ 
・収集回数：月 2回（「もえないごみ」の日） 

・出す場所：ごみステーション 
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１ 「ガラスびん」の対象となるもの 

ガラスびん収集の対象となるのは、「飲食用（飲み物や食べ物が入っていたガ

ラス製容器）」と「化粧品」のびんになります。 

ガラスびんは収集したものをリサイクルしていますので、対象となるものは必

ずガラスびんとして出してください。 
 

２ 出し方 

①キャップ、王冠等ガラス以外のものは取り除き、中身を出して水洗いする。 

 

 

 

 

②「無色（白色）」、「茶色」、「その他の色」の 3種類に分けて、資源物ステーションに設置さ

れた色別の回収箱（コンテナ）に入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※色の判別がつかないものは「その他の色」の回収箱（コンテナ）に入れてください。 

 

３ 「ガラスびん」として出せないもの 

以下のものは、ガラスびんとしては収集できません。 

出せないものの種類 捨て方等 

リターナブルびん 

ビールびん、酒・しょうゆ・みりん用の茶色い

一升びん（他の一升びんは色別にガラスびんで

回収します） 

販売店に返却 

汚れたびん 油などが入っていて汚れが落ちないびん等 「もえないごみ」として出す 

ガラス製品 板ガラス、ガラスコップ、ガラス食器、電球等 「もえないごみ」として出す 

無色 茶色 その他の色 

白色の回収箱へ 茶色の回収箱へ 青色の回収箱へ 

※紙ラベルは、はがさなくても構いません。（プラスチック製

等、簡単に取れるラベルはなるべく取り除いてください） 

※割れていても回収します。 

ガラスびん 
・収集回数：月２回（1 月～3月は月 1回） 

・出す場所：ガラスびん・ペットボトル回収ステーション 
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１ 「ペットボトル」の対象となるもの 

回収対象のペットボトルは、基本的にラベルや底の部分に（PET-1） の材質表示マー

クのある以下の種類のものです。 

飲料用 
炭酸飲料、果汁飲料、ウーロン茶、紅茶、コーヒー、スポーツドリンク、ミネ

ラルウォーター、日本茶、麦茶等の容器 

酒類用 日本酒、焼酎、ウイスキー、みりん等の容器 

しょうゆ用 しょうゆの容器 

調味料 しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料 

「PET-1」表示の無いものはペットボトル回収の対象外ですので「プラスチック製容器包装」とし

て出してください。 

２ 出し方 

①キャップとラベルを取り除く 

・取り除くのが難しい飲み口のリング、しょうゆボトルの中栓、 

焼酎ボトルの取っ手は無理に取る必要はありません。 
 

②中身を空にして水洗いする 

・ペットボトルはなるべくつぶして出してください。 

つぶすことで体積を減らすことができます。なお、つぶす場 

合は、するめ状につぶしてください。 

  ・工作などで切断したり、色を塗ったりしたペットボトルは 

「もえるごみ」として出してください。 
 

③資源物回収ステーションの回収ネットへ入れる 

・ペットボトル本体のみを入れてください。持ってくるときに 

入れてきた袋等は持ち帰ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使えなくなった消火器はごみステーションに出したり、エコパーク寒川で受け入れるこ

とができません。以下の方法で処理してください。 

●買い替え時に引き取ってもらう 

 販売店や消防団のあっせん等で購入した際に、古い消火器を 

引き取ってもらうことができます。 

●消火器リサイクルシステムを利用する 

 消火器メーカーなどで運用しているリサイクル制度があり、これを利用するためには、

回収窓口（市内にはありません。）に持ち込むか、指定の場所へ送付するようになりま

す。詳しくは「消火器リサイクル推進センター」のホームページをご覧ください。 

キャップとラベル

は「プラスチック

製容器包装」とし

て出してください 

つぶすときは 

「するめ状」に 

回収ネットに 

本体のみ入れる 

「消火器」の処理方法は？ 

ペットボトル ・収集回数：月２回（1 月～3月は月 1回） 

・出す場所：ガラスびん・ペットボトル回収ステーション 
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１ 「古紙」の対象となるもの・出し方 

新聞紙等のリサイクルできる古紙は、分別収集しています。古紙は容量が多く重いため、し

っかり分別して「もえるごみ」には出さないようにお願いします。 

古紙を出す際は、①～⑤のとおり種類別にまとめ、古紙回収ステーションに出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 古紙として出せないもの 

紙類であっても、以下のものはリサイクルに

向かないため、古紙としては収集できません。

「もえるごみ」として出してください。 

小さい紙 名刺サイズより小さい紙、シュレッダーにかけた紙 

防水等加工紙 
ワックス加工紙、防水加工紙（紙コップ、紙皿、紙製のカップめん容器、紙製の

ヨーグルト容器、ロウ紙等） 

汚れやにおい

のついた紙 

油のついた紙、土等で汚れた紙、水に濡れた紙、石けんの個包装紙、洗濯洗剤の

紙容器、線香の紙箱等 

その他 

カーボン紙、点字用紙、感熱紙（感熱 FAX用紙、レシート等）、写真、感光紙（青

焼コピー紙）、圧着ハガキ、プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼りあわせ

た複合素材の紙、金属が箔押しされた紙 

紙製の空箱（薬・化粧品の箱、ティッシュの箱、 

ラップの箱、菓子箱、靴の空箱）、３個組プリン・ 

ヨーグルトのトレイ、紙製の袋（デパート等の紙 

袋、薬局・病院の薬袋、割りばしの袋）、包装紙、 

広告・チラシ、封筒、コピー用紙・印刷用紙、説明書、のし紙、

メモ用紙など 

お酒のパックなどで内側に

アルミ箔が付いているもの

は「もえるごみ」として出

してください。 

段ボールはつぶす 

①新聞紙 ②雑誌 ③段ボール ④紙パック ⑤その他の紙類 

（下表参照） 

紙パックは良く洗って切り開く 

「その他の紙類」として出すことができる紙類の一例 

以下のものはまとめて出すことができます。同じぐらいの大きさにし

てまとめてしばるか、紙袋等に入れてまとめ中身が出ないようにひ

もでしばって出してください。 

新聞紙とチラシは分けて！ 

古 紙 
・収集回数：月１回（原則） 

・出す場所：古紙回収ステーション 

「新聞紙」・「雑誌」・「段ボール」・「飲料用紙パック」はそれぞれ種類

別に分類し、ひもで十字にしばって出してください。なお、重くなら

ないように高さは 20㎝位にしてください。「その他の紙類」は、紙袋

に入れ、中身が出ないようにひもで縛るなどして出してください。 
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１ 「古着」の対象となるもの 
回収された古着は、古繊維業者に引き渡し、選別されたうえで海外等での古着としての再利用

や、工業用ぞうきん（ウエス）などに加工されリサイクルされます。 

古着として回収する物 回収できない物 

・冬物・夏物衣類全般(木綿･化繊不問) 

・紳士・婦人服、革製品 

・和服類（着物、帯、長じゅばん等） 

・タオル、布類 

・下着、靴下・ストッキング 

・ナイロン素材のもの、中綿入り・羽

毛入りのもの（スキーウェア、ダウ

ンジャケット、カッパ等） 

・ネクタイ、マフラー、帽子等 

・じゅうたん、カーペット、枕、布団類 

 

２ 出し方 
（１）古紙回収ステーションに出す（５月及び１０月） 

 ・５月と１０月の各１回、各区の古紙回収ステーションに古着を出すことができます。（収集

日は「ごみ・資源物収集カレンダー」に書いてあります。） 

・古着は洗濯又はクリーニングしたものを透明なビニール袋に入れ、収集日の朝８時までに古

紙回収ステーションに出してください。 
 

（２）市役所で行う回収に出す（月１回） 

 ・毎月 1回、市役所そばで行う廃食用油の回収にあわせ、古着回収を行います。 

 ・古着は洗濯又はクリーニングしたものを透明なビニール袋に入れ、毎月第４金曜日（原則、

祝日除く。）の午前９時～１１時に回収場所へお持ちください。 
 

３ ご注意ください 
◎古着は洗濯をしてよく乾かしたものを出してください。 

◎ボタン等は取らないでください。 

◎雨や泥で服が汚れたりするとリサイクル・リユースの支障となりますので、袋の中に雨や 

ほこり等が入らないよう、しっかりしばって出すようにしてください。 

 
 

１ 「廃食用油」の対象となるもの 
 ご家庭等で使い古した食用油を回収します。なお、ラードや水が混ざった油、

エンジンオイル等の食用油以外の油は回収できません。 

２ 出し方 
 ・月１回午前９時～11 時に市役所そばの飯山市克雪センター前車庫で回収

します。（原則、毎月第４金曜日。祝日は除く。） 

 ・油の空き容器などに入れて回収日に回収場所へお持ちください。 

（中身のみ回収し、容器は持ち帰っていただきます。） 油は排水溝等に

捨てないで！ 

古 着 （5月及び 10月に各 1回古紙回収ステーションで収集） 

廃食用油 （毎月第 4金曜日（原則）に市役所で回収） 

※回収できない古着は「もえるごみ」として出してください。 
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１ 「粗大ごみ」の対象となるもの 
各ステーションで定期的に行っている収集に出せないような大型のごみは、「粗大ごみ」とし

て有料で引き取りを行います。 

２ 出し方 
収集は行っていませんので、ご自身で直接エコパーク寒川に

持ち込んでいただくか、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者

（右表）に依頼してください。（業者に依頼すると料金がかか

ります。料金は各業者に確認してください。） 

※ご自身やご家族、又は許可業者以外の人が有料でごみを運搬  

することは法律で禁止されています。 

３ 「粗大ごみ」処理料金 
 粗大ごみはエコパーク寒川に引き渡す際に料金がかかります。料金は以下のとおりです。 

ごみの種類 処理料金 

下記以外の大型のごみ 10㎏につき 520円 

布団、じゅうたん、カーペット、カーテン、ござなどの可燃物や木材のみ

で製作されている家具（事業で出たごみは上記料金がかかります） 
無料 

 

 
 
●エコパーク寒川に「持ち込み可能」なごみ 

 上記「粗大ごみ」のほかにも、以下のごみはエコパーク寒川に持ち込むことができます。 

① もえるごみ・もえないごみ【 料金 無料 （ただし事業で出たごみは有料〈13ページ参照〉）】 

・一時的にたくさん出てしまった場合など、もえるごみ・もえないごみは直接持ち込むことが

できます。分別方法はステーションに出す場合と同様です。（指定袋は不要ですが、中身が

見える袋や容器に入れ、持ち込んでください。） 

・板・木ぎれは、60㎝位に切って持ち込んでください。 

・剪定枝はリサイクルに努めてください。（42ページをご覧ください） 

② 犬・猫等の死がい【 料金 １体 ５２０円】 

  飼い犬・猫等の死がいを受け入れます。持ち込む際は段ボールに入れてお持ちください。 

 ※おおむね 30kgを超える場合は受け入れできません。 

●エコパーク寒川へ「持ち込みできない」ごみ 

以下のごみ・資源物はエコパーク寒川に持ち込みできません。 

・各ステーションで回収している「資源物」 

（ガラスびん・ペットボトル・古紙・プラスチック製容器包装） 

 ・大量の木くず、刈草等 

 ・大型の動物の死がい 

 ・本冊子の 50音別分別さくいん表（16～39ページ）で「引取不可」となっているもの 

※不明な点は市民環境課又はエコパーク寒川（電話 69-1085）へお問い合わせください。 

市内一般廃棄物収集運搬許可業者 

業者名 電話番号 

(有)松原商事 62－1544 

(有)水野商店 62－2231 

 

エコパーク寒川に持ち込むことができるごみ（粗大ごみ以外） 

 

粗大ごみ 
・出す場所：エコパーク寒川へ直接持ち込み 

      （市では収集していません） 
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収集 品目 処分方法 

収集するもの 

（感染性を有してい

ないもの） 

・注射筒（針以外の部分） 

・チューブ・カテーテル類 

・ビニールバッグ類 

・ガーゼ、脱脂綿 

（血液等の付着のないもの） 

「もえるごみ」として出してく

ださい。 

※針が付いたものや、感染性の危

険があるものは、主治医に相談の

うえ、医療機関にお持ちください。 

収集しないもの 

（感染性・危険性を有

しているもの） 

注射針、注射器（注射針と筒が一

体となったもの） 

・ガーゼ、脱脂綿 

（血液等が付着したもの） 

 

※すり傷の応急処置等で出た少量の

ばんそうこうやガーゼ等はもえる

ごみで出してください。 

●医療機関による処理 

※主治医に相談のうえ、医療機

関にお持ちください。 

●薬局による処理 

※薬局に相談のうえ、購入した

薬局にお持ちください。 

◎所在地  飯山市大字照岡 2600-1 

◎電 話   69-1085 

◎ごみの搬入時間 

月曜日～金曜日 午前 9時～12時、午後 1 時～4 時 30 分 

◎エコパーク寒川の休業日 

土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む） 

お盆、年末年始（詳しい休業日は 

「ごみ資源物収集カレンダー」をご覧ください。） 

 

エコパーク寒川の利用について 

在宅医療などにより家庭から排出される医療廃棄物のうち、注射針などの感染性や

危険性を有する物は、医療機関や一部の薬局で引取を行っています。以下をご確認

のうえ、適正に処理していただくようお願いします。 

「医療系廃棄物」の処理方法 

 

空き家や実家の片付けのため、一時

的に大量に持ち込むときは、あらか

じめ連絡をお願いします。 

旧 
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飲食店、食料品店、各種商店、工場、事務所、会社などの事業所等から、事業活動に伴って出るご

みのうち「産業廃棄物」として定められている物は産業廃棄物処理業者に依頼するなどして処理しな

ければなりません。しかし、生ごみ、缶類などの一般家庭から出るごみと同様のごみ（一般廃棄物）

は、次の方法により有料で処理できます。 

 

１ 市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する 

処理料金及び手続きは、収集運搬業者と相談してください。 

 

２ エコパーク寒川へ直接搬入する 

（再生可能な紙類、ガラスびん、プラスチック製容器包装は受入できません） 

処理料金は以下のとおりです。（継続的に排出する場合は、所定の手続きが必要となります） 

●「もえるごみ」「もえないごみ」・・・・・・・ 10㎏あたり 26円 

●「粗大ごみ」・・・・・・・・・・・・・・・・10㎏あたり 523円 

  

３ その他の方法 

事業活動に伴い発生するごみは、上記 1又は２のとおり処理することが原則です。しかし、事業

所のごみであっても排出量が少量のものに限り、ごみステーションを管理する区の同意を得て、市

で手続きをすることで、ごみステーションに出すことができます。（市への手数料納入が必要です。） 

手 続 き 市民環境課生活環境係へ「事業系一般廃棄物処理依頼届」を提出してください。 

・この届出には地元区長さんの署名、確認印が必要となります。また区への協力金

等が別途必要になる場合もあります。 

・市への処理手数料は届出に基づいて算定され、年 2回（9月・3月）納入していた

だきます。（算定基礎の排出量には、資源物の量は含みません。） 

排出方法 排出できるのは「もえるごみ」「もえないごみ」「有害ごみ」と、少量の資源物（紙

類、ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装）のみです。 

 

４ 次のものは、資源物回収ステーションへ排出できません！ 

（１）大量の紙類 

事業に伴い大量に排出される段ボールは排出しないでください。 

（２）廃ポリスチレン（廃発泡スチロール） 

食料品店、電気店、家具店等から出る食品トレイや梱包材等の廃ポリスチレン類は、廃棄物

処理業者へ処理を依頼してください。（少量であれば市へ処理を依頼することもできます。） 

 

●市内一般廃棄物収集運搬許可業者（事業所のごみの定期収集等を依頼できる業者） 

業者名 所在地 電話番号 

(有)松原商事 飯山市大字静間 2374（秋津・大久保） ６２-１５４４ 

(有)水野商店 飯山市大字飯山 2887-5（飯山・北町） ６２-２２３１ 

 

事業所から出るごみの処理 
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手軽に購入できても、いざ不要になると処分に困ってしまうという商品もあります。例えば次の物

はごみ・資源物ステーションに出したり、エコパークでの引き取りができないため、購入時に処分方

法まで考え、必要な量だけ購入することをお勧めします。 

品目 処分方法 

建築廃材 

ご自身で解体したものであれば、少量の木材はエコパーク寒川へ持ち

込み。石膏ボード、コンクリートくず等の適正処理困難物や、大量の

廃材は一般廃棄物収集運搬許可業者又は産業廃棄物処理業者へ処理

を依頼する。 

消火器 
購入時に販売店で古い消火器を引き取ってもらう。 

（8ページをご覧ください。） 

農業用プラスチック類（イボ

竹、マルチ、育苗ポット、き

のこ栽培ビン等） 

農協の有料回収に出す。 

タイヤ 販売店又は一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼する。 

農薬 
できるだけ使いきれる分を購入する。やむを得ず残ってしまった場合

は、農協の有料回収に出すか、販売店等に相談する。 

花火（未使用） 
なるべく使い切る。やむを得ず処分する場合は、エコパーク寒川で職

員に直接手渡す。 

ペット砂・猫砂 

なるべく木や紙等を原料にした「もえるごみ」として出せる表示があ

る商品を使用する。やむを得ず鉱物系等のしっかり固まるものを処分

する場合は、灰と同じように丈夫な袋に入れ「ペット砂」と表記し「名

前」を書いて「もえないごみ」の日に出す。（土や砂でできたものは

回収できません。） 

薬品類（シンナー等） 
必要な種類を必要な量だけ購入し、なるべく使い切る。残った場合は

産業廃棄物処理業者に処理を依頼する。 

※この他にも市で処分できない物があります。詳しくは 16～39ページの 50音別さくいん表をご覧く

ださい。

テレビ（液晶テレビ、プラズマテレビを含む）・冷蔵庫・洗濯機（衣類乾燥機を含む）・エア

コン等の家電４品目は、家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務付けられている

ため、他の家電製品とは違い、「粗大ごみ」として処分することができません。 

家庭で不要になったこれら家電４品目の処分方法は次のとおりです。 

①購入した店や買い替えの際に販売店に引き取ってもらう 

②市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に引き取ってもらう 

③みゆき野電機商業協会の会員業者に引き取ってもらう 

（会員名簿は市のホームページをご覧ください） 

④自らリサイクル料金を支払い、指定取引所へ持ち込む（最寄りは長野市） 

不明な点は家電リサイクル券センターのホームページをご覧いただくか、市民環境課へお問い

合わせください。 

  

家電 4 品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機(衣類乾燥機を含む)・エアコン）の出し方 

「処分方法」を確認してから購入しましょう 
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ごみ・資源物はどう処理されているの？ 
 

もえるごみ、もえないごみ 

①各家庭からごみステーション

へ「ごみ」を排出 
出されたごみは、市委託業者が収集し

エコパーク寒川へ運搬。 

【「もえないごみ」のみ】 

②破砕し、鉄・アルミを選別 
もえないごみを機械で選別し、選別さ

れた鉄・アルミは業者へ売却。残った

ごみは焼却炉へ。 

 
③焼却炉でごみを焼却 
もえるごみや、選別後に残ったもえな

いごみは、エコパーク寒川の焼却炉で

焼却処理。（焼却しても、ごみ量の約 1

割が「焼却灰」として残ると言われて

います） 

④焼却で発生した「焼却灰」を最

終処分場へ埋め立て 
ごみの焼却により発生した「焼却灰」

は、野沢温泉村にある最終処分場へ運

搬し埋め立て処分。 

焼却灰を埋める最終処分場 

プラスチック製容器包装 

①各家庭からごみステーション

へ「プラ」を排出 
出されたごみは、市委託業者が収集し

民間の中間処理工場へ運搬。 

②リサイクルに適さない物を選

別し取り除き、圧縮梱包する。 
中間処理工場では、「プラ」の対象とな

らない「ごみ」などを取り除き、定め

られた大きさに圧縮梱包する。 

③「中間処理後のプラ」からプ

ラスチック製品の原料に加工 
②で圧縮梱包されたプラは、再商品化

工場へ運搬され、そこでプラの種類ご

とに選別、破砕、洗浄、乾燥、成形等

の処理をして、プラスチックの原料（ペ

レットミル）が完成。様々なプラスチ

ック製品に生まれ変わる。 

その他の資源物は… 
●ガラスびん 

 色別に分別し集められたガラスびん

は、岳北 3 市村分（飯山市、木島平村、

野沢温泉村）まとめて業者に引き渡しリ

サイクル処理されています。 

●ペットボトル 

 岳北 3 市村分をまとめて業者に売却

し、リサイクル処理されています。 

●古紙 

 収集業者からリサイクル業者に引き渡

され、リサイクル処理されています。 

「ごみ減量」が最終処分場を長く使うことにつながります 
ごみの焼却により発生する「焼却灰」は、焼却前のごみ量の約 1 割と言われています。焼

却灰は野沢温泉村内にある最終処分場へ運搬され、埋め立てて処分されています。平成 21

年度から使用されているこの最終処分場の使用想定年数は約 15 年程度ですが、少しでも

長い期間使えるように私たち一人一人がごみ減量を心がけるようにしましょう。 

 



品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

アーチパイプ 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

アイロン もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

アイロン台 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

空き缶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

空き箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

空き袋（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

空き袋（商品が入っていたプラスチック製のもの） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

アクリル板（細かいもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

アコーディオン（楽器） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

畔シート 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

油（廃食用油） 市の回収へ
月１回（原則、第４金曜日）市役所で回収。
または、市販の商品で固めてもえるごみへ。
※下水道には流さないでください

油紙（パラフィン紙） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

油の入っていたびん もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

雨具（カッパ） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

雨どい 粗大ごみ エコパーク寒川持込

編み機 粗大ごみ エコパーク寒川持込

網戸（枠の部分） 引取不可 一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

網戸の網（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

網戸の網（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

アルバム（布製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

アルバム（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション（フィルムは取る）

アルミ缶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

アルミコーティング袋（菓子・レトルト食品用） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

アルミサッシ 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

アルミ鍋（ガス調理惣菜容器） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

アルミホイール（自動車用） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

アルミホイル（アルミ箔・台所用） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

アルミホイルの芯（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

安全カミソリ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

安全靴 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

安全ピン もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

アンテナ（テレビ用）（ＢＳ用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

アンテナ（テレビ用）（支柱付き） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

あんま機（いす型） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

育苗トレイ、育苗箱（プラスチック製）、
育苗箱（プラスチック製）

引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

衣装ケース（金属製・プラスチック製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

いす 粗大ごみ エコパーク寒川持込

板ガラス（１辺が50㎝未満のもの） もえないごみ
割れないよう新聞紙等で覆い「ガラス」と表示し、名前を
書いてごみステーション

板ガラス（１辺が50㎝以上のもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

板切れ もえないごみ 長さ60㎝位、直径30㎝位の束に記名してごみステーション

板戸 粗大ごみ エコパーク寒川持込

一輪車（スポーツ用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

一輪車（作業用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

５０音別分別方法さくいん表
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

一升びん(茶色の酒・しょうゆ・みりん用) 引取不可 購入した店で引き取ってもらう

一升びん（茶色以外） 資源・ガラスびん ふたを取り、洗って色別に資源回収ステーション

一升びんのふた もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

一斗缶 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

稲干し台（稲掛用三脚） 引取不可 一般廃棄物処理業者へ処理を依頼する

イボ竹 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

鋳物鍋 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

衣類（古着） もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

衣類乾燥機（家電４品目） 引取不可 【エアコン】参照

入れ歯 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

印鑑（はんこ） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

インクリボン（ワープロ用） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

インターホン もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

飲料用紙パック（内側が白いもの） 資源・古紙 【紙パック】古紙回収ステーション

飲料用紙パック（内側が銀色のもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

植木剪定枝 資源化
ウッドチッパーにより破砕・資源化
（事前に市へお申し込みください）

植木剪定枝（少量の場合） もえないごみ 「長さ60㎝位」で「直径30㎝位の束」にしてごみステーション

植木鉢（陶磁器類） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

植木鉢プランター（プラスチック製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

浮き輪 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

乳母車（ベビーカー） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

エアコン（家電４品目） 引取不可
購入した店か買い替えの際に販売店に引き取ってもらう、
又は市内一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼する。

枝（木）（庭木等一般家庭のもの） 資源化
ウッドチッパーにより破砕・資源化
（事前に市へお申し込みください）

枝（木）（少量の場合） もえないごみ 長さ60㎝位で30㎝位の束にしてごみステーション

絵の具チューブ（鉛） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

絵本 資源・古紙 【雑誌】古紙回収ステーション

エンジンオイル 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

延長コード もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

煙突（ストーブ用）（トタン・ブリキ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

塩ビ製パイプ 引取不可 一般廃棄物処理業者へ処理を依頼する

鉛筆 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

鉛筆削り器（手動） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

鉛筆削り器（電動） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

オイル 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

オイルエレメント もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

王冠（キャップ、プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

王冠(キャップ、金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

応接いす（応接用ソファー） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

大型機械類（要問い合わせ） 引取不可 一般廃棄物処理業者へ処理を依頼する
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

オーブン（ガス・電気） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

桶（大）（概ね高さ60㎝×直径30㎝以上） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

桶（小）（概ね高さ60㎝×直径30㎝未満） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

おしゃぶり もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

おたま（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

おたま（ひしゃく）（木製・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

汚泥 引取不可 ごみとしては処理できません。

おむつ（布、紙） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション　※汚物はなるべく取り除く

おむつカバー もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

おもちゃ（金属製・金属、プラスチック混合） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

おもちゃ（プラスチック製・木製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

オルガン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

オルゴール もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

おろしがね もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カーステレオ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ガーゼ（医療廃棄物・血液等の付着がないもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カーテン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

カーテンレール もえないごみ 細かくして、もえないごみ指定袋でごみステーション

カーナビゲーション もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カーペット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

カーボン紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

貝殻 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

懐中電灯 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カイロ（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カイロ（使い切り型） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カイロ（使い切り型）のプラ製外袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

鏡（鏡台用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

鏡（小） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

家具 粗大ごみ エコパーク寒川持込

額縁（金属製・長辺が60cm未満のもの） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

額縁（金属製・長辺が60cm以上のもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

額縁（木製・長辺が60cm未満のもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

額縁（木製・長辺が60cm以上のもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

傘 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

傘立て もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

菓子・そうめん等の空き箱（木製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

加湿器（50㎝以下） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

果実酒作り用のびん 資源・ガラスびん ふたを取り、洗って色別に資源回収ステーション

菓子の空き箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

菓子の袋（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

菓子の袋（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

菓子箱・缶の中仕切り（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

菓子箱の中仕切り（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ガスオーブン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ガスコンロ（小） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ガスコンロ台 粗大ごみ エコパーク寒川持込

  -か-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

ガスボンベ（LPG） 引取不可 販売店等で引き取ってもらう

ガスコンロ用マット（アルミ） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ガス湯沸器（小）（３辺の合計が概ね１ｍ未満） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ガス湯沸器（大）（３辺の合計が概ね１ｍ以上） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

カセットコンロ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カセット式ガスボンベ もえないごみ 穴を開けもえないごみ指定袋でごみステーション

カセット式ガスボンベのキャップ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

カセットテープ
もえないごみ
（※右記のとおり出し
てください）

少量の場合は丈夫な袋に、大量の場合はカセットテープ又はビ
デオテープのみを箱に入れ、「カセットテープ」又は「ビデオ
テープ」と表示し、名前を書いて出す。

カセットテープのケース（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カセットデッキ（ラジカセより大型のも
の）

粗大ごみ エコパーク寒川持込

肩もみ機（手持ち式、手動・電動） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カタログ 資源・古紙 【雑誌】古紙回収ステーション

カッターナイフ もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

カップ麺の外包装フィルム、具（かやく）の袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

カップ麺のスープの袋 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カップ麺の容器（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カップ麺の容器（プラスチック製・ふた以外） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

カップ麺容器のふた（裏が銀紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カップ麺容器のふた（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カップ麺容器のふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

かつら もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カテーテル（医療廃棄物） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

金づち もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

カード（ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ､ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ等） もえるごみ ハサミで切ってもえるごみ指定袋でごみステーション

かばん（革・布・ナイロン製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

画びょう もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

花瓶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

かま（鎌） もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

かまど 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

かまぼこの板 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

紙コップ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

紙皿 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

カミソリ（刃） もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」等と表示し名前を書いてごみステーション

髪の毛 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

紙パック（内側が銀色のもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

紙パック（内側が白いもの） 資源・古紙 【紙パック】古紙回収ステーション

紙袋 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

カメラ（フィルム式、デジタル式） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

蚊帳（かや） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

画用紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

カラーボックス 粗大ごみ エコパーク寒川持込

カラオケ機器・カラオケセット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ガラスくず もえないごみ（危険物）
箱に入れ「ガラス」「危険物」等と表示し名前を書いてご
みステーション

ガラス戸（木製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ガラス戸（金属製） 引取不可 一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

ガラスびん（飲食料用、化粧品用） 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

ガラスびん（農薬・劇薬等） 引取不可 農協の農薬空容器回収又は販売店等に相談する

ガレージジャッキ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

カレンダー（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

革靴 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

革ジャンパー もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

缶（飲・食料用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

簡易トイレ（ポータブルトイレ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

缶ウォーマー 引取不可 一般廃棄物処理業者へ処理を依頼する

換気扇（家庭用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

換気扇用カバー（アルミ製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

缶切り器 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

乾燥剤 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

乾電池（ニッカド、リチウム等充電式電池
含む）

有害ごみ 【電池】参照

感熱紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

管理機（小型耕耘機） 引取不可 一般廃棄物処理業者へ処理を依頼する

キーボード（楽器） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

キーボード（パソコン用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

キーホルダー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

木くず（板きれ） もえないごみ 長さ60㎝位、直径30㎝位の束に記名してごみステーション

ギター（エレキ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ギター（木製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ギターケース 粗大ごみ エコパーク寒川持込

キックボード 粗大ごみ エコパーク寒川持込

木づち（小） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

木づち（大）・かけや 粗大ごみ エコパーク寒川持込

きのこびん、きのこビンコンテナ 引取不可 農協の農業用廃プラスチック回収に出す

着物 もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

脚立 粗大ごみ エコパーク寒川持込

急須 もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

吸入器（在宅医療用） 引取不可 一般廃棄物処理業者へ

牛乳パック 資源・古紙 【紙パック】洗って切り開き、束ねて古紙回収ステーション

牛乳びん 資源・ガラスびん
洗って色別に資源回収ステーション。リターナブルびんは
販売店で引き取ってもらう。

教科書 資源・古紙 【雑誌】古紙回収ステーション

空気入れポンプ（自転車用） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

空気清浄機 粗大ごみ エコパーク寒川持込

クーラーボックス（長辺が60cm以内のもの） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

クーラーボックス（長辺が60cmを超えるもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

くぎ もえないごみ 缶などに入れて、もえないごみ指定袋でごみステーション

くぎ抜き もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

草刈り鎌（家庭用） もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

草刈機（刈り払い機） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

草刈機（刈り払い機）の刃 もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

  -き-

  -く-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

串（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

串（竹製） もえるごみ 袋を破らないよう折り、もえるごみ指定袋でごみステーション

くし（櫛） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

薬（錠剤、カプセル等） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

薬（錠剤、カプセル等）の包装シート 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

薬のびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

薬のプラスチック容器 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

薬の容器のふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

薬袋（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

靴（シューズ） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

靴下 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

靴下の帯巻き（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

靴下の外袋（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

クッション もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

クリーニングの紙袋、台紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

クリーニングのポリ袋 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

車いす 粗大ごみ エコパーク寒川持込

クレヨン もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

クレヨンケース（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

クレヨンケース（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

グローブ（スポーツ用） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

グローランプ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

軍手 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

蛍光管（LED含む） 有害ごみ

砕かずに購入時の箱に入れてもえないごみ収集日にごみス
テーション。(箱が無ければ新聞紙等で包み、蛍光管と明
記する)破損したものは蛍光管だけにして危険物（蛍光管
と明記）として出す。

蛍光管（飛散防止フィルム等に覆われたもの） ごみステーション不可
一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼するか、事前連
絡のうえエコパーク寒川持込

蛍光管の外箱 資源・古紙
【その他の紙類】古紙回収ステーション
　（又は古い蛍光管をごみに出す時に使う）

携行缶（燃料用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

蛍光ペン もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

携帯情報端末（タブレットPC） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

携帯電話 引取不可 販売店に引き取ってもらう

携帯ヘッドフォンステレオ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

毛糸 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

計量はかり もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ゲーム機本体（家庭用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ゲームソフト もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

化粧品携帯ポーチ（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

化粧品の紙箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

化粧品のびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

化粧品のびんのふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

げた（下駄） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

下駄箱 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ケチャップの外袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ケチャップのチューブ 資源・プラ製容器包装
中身をよく洗った上で、もえるごみ指定袋に「プラ」と表
示してごみステーション

  -け-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項
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ケチャップのチューブのふた 資源・プラ製容器包装
中身をよく洗った上で、もえるごみ指定袋に「プラ」と表
示してごみステーション

血圧計（水銀式）
粗大ごみ
※右記のとおり出して
ください

エコパーク寒川に持ち込んで、有害ごみとして直接係員に
手渡す

血圧計（電動式） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

玄関マット（金属製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

玄関マット（布・ナイロン等） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

剣山 もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し、名前を書いてごみステーション

建築廃材 引取不可 一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

高圧洗浄機（家庭用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

広告（ちらし） 資源・古紙
【その他の紙類】古紙回収ステーション
　※必ず新聞とは別にしてください。

公衆電話（桃色） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

公衆電話（緑色） 引取不可 NTT（日本電信電話㈱）へ回収を依頼する

工事用パイロン（コーン） 引取不可 産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

紅茶（ティーバッグ型）の個包装 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

紅茶の外箱の外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

紅茶のティーバッグ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ゴーグル もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

コード（電気用・ドラム型） もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

コーヒーのびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

コーヒーのびんのふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

コーヒーメーカー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

コーンコブ用樹脂袋 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

ござ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

こたつ、こたつ板 粗大ごみ エコパーク寒川持込

こたつ掛け毛布・布団 粗大ごみ エコパーク寒川持込

こたつ用温風ダクト もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

コップ（ガラス製・金属製） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション（ガラス製で大量
にある場合は、丈夫な箱に入れ「ガラス類」と表示し記名
して出す）

コップ（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

コピー機 引取不可 一般廃棄物処理業者又は販売店へ処理を依頼する

コピー用紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ごみ箱(プラスチック製)(概ね高さ60㎝×直径30㎝以上) 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ごみ箱(プラスチック製)(概ね高さ60㎝×直径30㎝未満) もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ゴム手袋・ゴム長靴 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ゴムホース もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

ゴムマット もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

米糠空き紙袋 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

米びつ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

米袋（塩ビ・ポリエチレン） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

米袋（紙袋） 資源・古紙
【その他の紙類】古紙回収ステーション（米ぬかの油が付
いた物はもえるごみ）

ゴルフクラブ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ゴルフクラブセット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ゴルフバック 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ゴルフボール もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

コンセント もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

  -こ-
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コンパクト鏡 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

コンパネ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

コンプレッサー 引取不可 一般廃棄物処理業者へ

コンプレッサー(小)(3辺の合計が概ね1m未満) 粗大ごみ エコパーク寒川持込

コンポスト容器（堆肥化容器） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

サーフボード 粗大ごみ エコパーク寒川持込

座いす 粗大ごみ エコパーク寒川持込

サイドボード 粗大ごみ エコパーク寒川持込

サインペン もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

酒のペットボトル 資源・ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って資源回収ステーション

酒パック（紙製で内側が白いもの） 資源・古紙 【紙パック】古紙回収ステーション

酒パック（紙製で内側が銀色のもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

酒パックのキャップ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

座卓 粗大ごみ エコパーク寒川持込

雑誌 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション

雑排水汚泥 引取不可 雑排水汚泥収集業者へ申し込む。

座布団 粗大ごみ エコパーク寒川持込

皿（せともの・ガラス類） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション（大量にある場合
は、丈夫な箱に入れ「陶器・ガラス類」等と表示し記名し
て出す）

ざる（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ざる（プラスチック製・竹製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

三角コーナー（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

三角コーナー（ステンレス製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

サングラス（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

サングラス（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

参考書 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション

サンダル もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

残土 引取不可 産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

残飯 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

三輪車（幼児用・50㎝以下） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

シーツ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

シート（自動車部品） 引取不可 販売店、修理工場へ相談

CD（コンパクトディスク） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

CDのケース（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ジーパン もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

シーリングライト(家庭用･小)
(幅（直径）と高さの合計が概ね1m未満)

もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

シーリングライト(家庭用･大)
(幅（直径）と高さの合計が概ね1m以上)

粗大ごみ エコパーク寒川持込

シールの台紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

シェラフ（寝袋） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

磁石 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

辞書、辞典 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション

下着 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

しちりん（七輪） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

  -し-

  -さ-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

湿布材 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

湿布材の外箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

湿布材の外袋（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

湿布材の表面に貼られたフィルム もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

自転車 粗大ごみ エコパーク寒川持込

自転車用空気ポンプ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

自転車用タイヤ 引取不可 販売店等で引き取ってもらう

自動販売機 引取不可 専門の処理業者に引き取ってもらう。

芝刈り機 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

シャープペンシル（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

シャープペンシル（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

写真 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

写真のネガフィルム もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ジャッキ（ガレージ用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ジャムのびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

ジャムのびんのふた（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

しゃもじ（木製・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

砂利 引取不可 産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

シャンプーボトル 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

週刊誌 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション

ジューサー（ミキサー） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

シューズ（靴） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ジュースのペットボトル 資源・ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って資源回収ステーション

じゅうたん 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ジュニアシート（背もたれがあるもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ジュニアシート
(ブースタータイプ：座面のみのもの)

もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

朱肉 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

消火器 引取不可 購入時に引き取ってもらう又は消火器リサイクルを利用する

定規（木製・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

障子戸 粗大ごみ エコパーク寒川持込

浄水器 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

消毒タンク 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

照明器具(家庭用･小)(3辺の合計が概ね1m未満) もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

照明器具(家庭用･大)(3辺の合計が概ね1m以上) 粗大ごみ エコパーク寒川持込

しょうゆのペットボトル 資源・ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って資源回収ステーション

ジョウロ（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ジョウロ（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

食用油 市の回収へ 月１回（原則、第４金曜日）市役所で回収

食用油の缶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

食用油のびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

食用油のプラスチックボトル 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

食用油の容器のふた（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

食用油の容器のふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

除湿器 粗大ごみ エコパーク寒川持込

除湿剤 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

食器（せともの・金属製） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション（せともので大量
にある場合は、丈夫な箱に入れ、「陶磁器類」と表示し記
名して出す）
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５０音別分別方法さくいん表

食器（木製・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

食器棚 粗大ごみ エコパーク寒川持込

飼料袋（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

シルバーカー（お年寄りの手押しカート） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

新聞 資源・古紙 【新聞】新聞紙だけで束ね古紙回収ステーション

水槽（ガラス製で割れた物） もえないごみ 箱に入れ「ガラス」と表示し名前を書いてごみステーション

水槽（ガラス製で割れていない物） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

水槽（プラスチック製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

水筒（金属製・プラスチック製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

炊飯器（電気釜・ジャー）（50㎝以下） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

スーツ（背広） もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

スーツケース 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スカート もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

姿見（鏡台） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スキー板 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スキーウエア もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

スキーキャリア 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スキー靴 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

スキー靴（レンタル等事業用） ごみステーション不可 エコパーク寒川持込（有料）

スキーのストック もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

スキャナー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スケート靴 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

スケートボード もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

スコップ（おもちゃ、プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

スコップ（金属製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

すずり もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

すだれ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スタンプ台（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

スチール缶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

スチールロッカー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スティック（ゲートボール用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ステレオ（ミニコンポ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ストーブ（小） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ストーブ（石油ストーブ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込（燃料は抜く）

ストッキング もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ストロー もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ストローの袋（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ストローの袋（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

スノーダンプ（金属製、プラスチック製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スノーボード 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スノーボードの靴 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

すのこ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スパイクシューズ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション。金属部分はもえないごみ

スパナ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

スピーカー（木枠でないもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スピーカー（木枠のもの） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

  -す-
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スプーン（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

スプーン（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

スプレー缶（コンロ、髪用、殺虫剤、塗料用等） もえないごみ 穴を開け、もえないごみ指定袋でごみステーション

スプレー缶のキャップ（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

すべり台（幼児用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スポンジ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ズボンプレッサー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スマートフォン 引取不可 販売店に引き取ってもらう

炭（バーベキューで使い終わったもの） もえないごみ
袋に入れて「炭」と明記し名前を書いてごみステーション
※消火を必ず確認

スライド（映写機） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

スリッパ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

整理棚（木製・金属製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

生理用品 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

セーター もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

石油コンロ 粗大ごみ エコパーク寒川持込（燃料は抜く）

石油ファンヒーター 粗大ごみ エコパーク寒川持込（燃料は抜く）

石油ポンプ（電動型） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

石油ポンプ（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

石鹸の個別包装紙（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

石鹸の外箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

石鹸の外箱（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

石膏ボード 引取不可 産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

接着剤の紙箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

接着剤のチューブ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

背続き表紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

説明書（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

瀬戸物（陶器） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

背広（スーツ） もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

セロハン紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

セロハンテープの芯 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

セロハンテープの台 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

洗剤の紙箱 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

洗剤の計量カップ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

洗濯のりの容器（キャップを含む） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

洗剤容器（液体用ボトル） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

洗濯機（家電４品目） 引取不可 【エアコン】参照

洗濯ばさみ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

洗濯ばさみ（折りたたみハンガー） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

剪定枝（庭木等一般家庭のもの） 資源化
ウッドチッパーにより破砕・資源化
（事前に市へお申し込みください）

栓抜き もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

扇風機（50㎝以下） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

洗面器（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

洗面器（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

  -せ-
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ぞうきん もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

双眼鏡 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

掃除機（業務用含む） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ぞうり（草履） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ソースの容器（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ソファー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

そり（プラスチック製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

そろばん もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

体温計（水銀） 有害ごみ 蛍光管を出す時に一緒の箱に入れて名前を書いて出す。

体温計（デジタル） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

台車 粗大ごみ エコパーク寒川持込

体重計（ヘルスメーター） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

体重計（ヘルスメーター・電子式） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

タイルカーペット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

タイヤ（一輪車用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

タイヤ（自家用車用） 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

タイヤチェーン 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

ダイレクトメール（チラシ類） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

タオル もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

タオルケット もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

高枝切りばさみ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

畳（たたみ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込（家屋の増改築・解体等に伴うものを除く）

脱脂綿（医療廃棄物・血液等の付着がない
もの）

もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

タバコの空き箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

タバコの外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

タバコの吸殻 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

タバコの箱の中の銀紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ダブルソファー（応接用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

タブレット型端末 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

卵の殻 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

卵パック・トレイ(紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

卵パック（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

タマネギを入れた網・ネット 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

樽（大）（概ね高さ60㎝×直径30㎝以上） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

樽（小）（概ね高さ60㎝×直径30㎝未満） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

だるま もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

たわし もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

単管パイプ 粗大ごみ 長さ60㎝位に切って、エコパーク寒川持込

単行本 資源・古紙 【雑誌】束ねて古紙回収ステーション

たんす（和・洋ダンス） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ダンベル 粗大ごみ エコパーク寒川持込

段ボール 資源・古紙 【段ボール】平たくのばして束ね古紙回収ステーション

  -そ-

  -た-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

チェーン（自動車用） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

チェーンソー 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

茶がら もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

チャイルドシート 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

茶器 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

着火用ライター（柄の長い使い切りタイプ） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

茶わん もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

厨芥物（生ごみ） もえるごみ
しっかり水を切って、もえるごみ指定袋でごみステーショ
ン、または堆肥化等自家処理

注射針 引取不可 掛かり付けの病院に引き取ってもらうか、薬局の店頭回収に出す

注射針の筒（医療廃棄物） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

チューナー（地デジ・BS・CS) 粗大ごみ エコパーク寒川持込

チューブ（医療廃棄物） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ちょうちん（小型） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ちょうちん（大型・盆ちょうちん等） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

調味料が入っていた容器（ガラス製) 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

調味料が入っていた容器（プラスチック製) 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

調味料ストッカー（ガラス製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

調味料ストッカー（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

直管 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

チラシ（広告） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

チラシ（広告・新聞紙タイプ） 資源・古紙 【新聞】 古紙回収ステーション

つえ（木製・金属製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

机 粗大ごみ エコパーク寒川持込

使い捨てカイロ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

漬物用おもし 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

釣り針 もえないごみ 缶等に入れもえないごみ指定袋でごみステーション

壷（つぼ） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

積木 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

爪切り もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

釣り糸 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

釣り竿（カーボン製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

釣り竿（竹製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

Tシャツ もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

ティーパック もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ティッシュペーパー もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ティッシュボックス（紙箱） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ティッシュボックス（複数個入り）の外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ティッシュボックス取出口のフィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

デイパック（リュックサック） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

テーブル 粗大ごみ エコパーク寒川持込

テーブルクロス もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

デスクマット もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

  -つ-

  -て-

  -ち-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

手帳（ノート） 資源・古紙 【雑誌】古紙回収ステーション

テニスボール もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

手ぬぐい もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

手袋 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

テレビ（ブラウン管及び液晶・プラズマテ
レビ）（家電４品目）

引取不可 【エアコン】参照

テレビ台 粗大ごみ エコパーク寒川持込

テレホンカード もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

電化製品の空き箱（ダンボール） 資源・古紙 【段ボール】古紙回収ステーション

天眼鏡（めがね） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電気あんか もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電気カーペット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電気カミソリ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電気コード・ケーブル もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

電気こたつ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電気スタンド もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

電気ストーブ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電気ドリル もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電気のこぎり 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電気ポット もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

電気毛布 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電球 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電子オルガン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電子体温計（デジタル） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電子レンジ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

天体望遠鏡 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電卓 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電池（ニッカド、リチウム等充電式電池含
む） 有害ごみ

丈夫な袋に入れ「電池」と表示し、名前を書いてもえない
ごみ収集日にごみステーション

テント（家庭用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

電動式乗り物玩具 粗大ごみ エコパーク寒川持込

てんぷら油 市の回収へ 月１回（原則、第４金曜日）市役所で回収

電話機（ダイヤル式） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

電話機（電気式） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

トイレコーナー（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

トイレコーナー（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

トイレットペーパー（複数個入り）の芯 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

トイレットペーパーの芯 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

籐家具 粗大ごみ エコパーク寒川持込

陶磁器（焼き物） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

動物の死がい 粗大ごみ 11ページ参照

豆腐のパック 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

灯油 引取不可 スタンド・販売店に相談

トースター（パンを焼く程度のもので、袋
に入るもの）

もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

時計 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

  -と-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

戸棚 粗大ごみ エコパーク寒川持込

トタン（ブリキ）（少量） もえないごみ １m位にたたんで名前を付けそのままごみステーション

トタン箱 粗大ごみ エコパーク寒川持込

土鍋 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ドライバー（家庭工具） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ドライヤー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ドラム缶 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

トランス 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

鳥かご（金属製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ドリンク剤のびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

ドリンク剤のびんのふた（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

トレイ（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

トレイ（発泡スチロール類・プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

トロフィー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ナイフ もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

長靴 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

鍋 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

生ごみ もえるごみ
しっかり水を切って、もえるごみ指定袋でごみステーショ
ン、または堆肥化等自家処理

生ごみ処理機（家庭用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

波トタン もえないごみ １m位にたたんで名前を付けそのままごみステーション

荷札 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

乳酸菌飲料の容器 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

人形（布・木・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

人形（陶器・ガラス製） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション（大量にある場合
は、丈夫な箱に入れ「陶器・ガラス類」等と表示し記名し
て出す）

ぬいぐるみ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

布きれ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ネクタイ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

猫砂・ペット砂（木・パルプなどでできた
「もえるごみで捨てられる」旨の表記があ
るもの）

もえるごみ 少量ずつもえるごみ指定袋でごみステーション

猫砂・ペット砂（土・砂でできたもの） 引取不可 自宅敷地に散布

ネジ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

寝袋（シェラフ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

練りからし・練りわさびのチューブ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ネズミ取り（粘着式） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ネズミ取り（バネ式・カゴ式） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

粘土 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

  -ね-

  -な-
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  -ぬ-

- 30 -



品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

農機具 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

農業用コンテナ（プラスチック製） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

農業用黒パイプ 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

農ビ（青色の字で農ビと印刷） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

農薬 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

ノート 資源・古紙 【雑誌】古紙回収ステーション

のこぎり もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

のし袋 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

のりの佃煮の空きびん 資源・ガラスびん キャップを取り、洗って色別に資源回収ステーション

のりの佃煮の空きびんのふた もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ノンカーボン紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ハードディスク（外付け） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

バーベキューで使用した炭 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション※消火を必ず確認

灰（こたつ灰・豆炭）
もえないごみ
（有害ごみ）

袋に入れて「灰」と明記し名前を書いてごみステーション
※消火を必ず確認

バイク 引取不可 二輪車リサイクルコールセンター又は販売店に相談する

廃材（建築廃材） 引取不可 一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

パイプイス 粗大ごみ エコパーク寒川持込

パイプベッド 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ハウス用被覆材 引取不可 農協の回収に出す

蝿帳 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

はがき 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

はかり（小型） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

爆竹（未使用） ごみステーション不可 エコパーク寒川へ直接持ち込んで職員へ手渡し

バケツ（金属製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

バケツ（プラスチック製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

はさみ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

はし（箸） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

はしご（長さ１ｍ未満） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

はしご（長さ１ｍ以上） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

柱時計 粗大ごみ エコパーク寒川持込

バスタオル もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

パソコン（家庭用） 引取不可
販売店に引き取ってもらう又は一般廃棄物処理業者へ処理
を依頼する

バッグ（かばん） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

バッテリー（自動車） 引取不可 市では処理できません。販売店・処理業者に引き取ってもらう

バット（スポーツ用） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

発泡スチロール製のトレイ、箱、梱包材、緩衝材 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

発泡スチロール製の箱(汚れが取れないもの) もえるごみ（注）
砕いて、もえるごみ指定袋でごみステーション
（注）袋に入らない場合は、名前を書いて「もえないごみ
の日」に出す

花火（使用済み） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

花火（未使用） ごみステーション不可 エコパーク寒川へ直接持ち込んで職員へ手渡し

歯ブラシ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

歯みがきチューブ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

バラン(にぎり寿司､コンビニ弁当などの中仕切り) もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

針 もえないごみ 缶等に入れもえないごみ指定袋でごみステーション

  -の-

  -は-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

針金 もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

ハロゲンヒーター 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ハンガー（金属のもの） もえないごみ まとめてしばり名前を付けてごみステーション

ハンガー（プラスチック） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ハンカチ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

はんこ（印鑑） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

バンド（ベルト） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション。金属部分はもえないごみ

バンパー（自動車部品） 引取不可 販売店、修理工場へ相談

パンフレット 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ハンマー（金づち） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ピアノ（電子含む） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

PPバンド（段ボール等の結束バンド） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

BSチューナー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ビー玉 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ビーチパラソル 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ビールびん 引取不可 購入した店で引き取ってもらう

ビールびんのふた もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ひげそり（カミソリ） もえないごみ 缶等に入れもえないごみ指定袋でごみステーション

ひげそり（電気） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ビデオカメラ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ビデオテープ
もえないごみ
（※右記のとおり出し
てください）

【カセットテープ】参照

ビデオテープのケース もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ビデオデッキ もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ビニールカーテン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ビニールコート紙 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ビニールシート（農業用） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

ビニールシート（風呂敷等） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ビニールバッグ類（医療廃棄物） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ビニールプール もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

火鉢 粗大ごみ エコパーク寒川持込

被覆材（農ポリ、酢酸ビニール、ネット類） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

肥料袋（ビニール製） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

便箋 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

びん類(飲食・化粧品用） 資源・ガラスびん 「ガラスびん」の項を参照

ファイル（書類ばさみ） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ファイル（書類ばさみ）(金具が取れないもの) もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

FAX機 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ファンシーケース（パイプ式） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ファンヒーター 粗大ごみ エコパーク寒川持込

フィルム（ネガ） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

フィルムの外箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

フィルムの筒型ケース 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

封筒（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション
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封筒（窓つき） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション（窓のセロファンは取り除く）

フェルトペン もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

フォーク（食器） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ふすま 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ふた（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ふた（商品の容器包装でプラスチック製のもの） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ブックカバー（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ブックカバー（ビニール製・布製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

仏壇 引取不可 仏壇店、仏壇組合等に相談

布団 粗大ごみ エコパーク寒川持込

布団乾燥機 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

フライパン もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ブラインド 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ブラウス もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

ぶら下がり健康器 粗大ごみ エコパーク寒川持込

プラスチック製波板 もえないごみ １m位に切ってまるめ名前を付けてそのままごみステーション

プラスチック製波板（細かいもの） もえるごみ
もえるごみ指定袋でごみステーション（裁断が必要な場合
はもえないごみ）

プラモデル もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

プラモデルの箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

フラワーポット もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ブランコ（幼児用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

プランター もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

プリンター（大）（３辺の合計が概ね１ｍ以上） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

プリンター（小）（３辺の合計が概ね１ｍ未満） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

プリン（複数個組）の外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

プリン（複数個組）の台紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

プリンのカップ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

プリンのふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

プリンのふた（アルミ製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

古着 もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

ブルーシート（一般家庭用のみ） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

風呂桶 もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

風呂釜 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

ブロック（コンクリート製） 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

フロッピーディスク もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

フロッピーディスクのケース（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

風呂ぶた もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

風呂マット もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

文庫本 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

文鎮 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

噴霧器（小）肩掛け もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

噴霧器（大）背負い 粗大ごみ エコパーク寒川持込

噴霧器（大型） 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

ヘアーブラシ もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ヘアスプレー缶 もえないごみ 穴を開け、もえないごみ指定袋でごみステーション
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ヘアスプレー缶の外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ヘアスプレー缶のキャップ（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ベッド 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ペットの床材 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ペットボトル（飲料、酒、みりん、しょうゆ用） 資源・ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って資源回収ステーション

ペットボトル（ソース、食用油用） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ペットボトルのふた（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ペットボトルのふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ペットボトルのラベル 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ベッドマット（スプリング入り） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

ヘッドライト（自動車部品） 引取不可 販売店、修理工場へ相談

ベニヤ板 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ベビーカー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ベビーバス 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ベビーラック 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ヘルスメーター（体重計） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ヘルスメーター（体重計・電子式） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ベルト（バンド） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ヘルメット（消防団用を除く） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

便器 引取不可 一般廃棄物業者または産業廃棄物処理業者へ処理を依頼する

ペンキ もえるごみ
乾燥させて新聞紙等でくるみ、もえるごみ指定袋でごみス
テーション

ペンキ缶（スプレー式）のプラスチック製キャップ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ペンキの空き缶 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ペンキのスプレー式空き缶 もえないごみ 穴を開け、もえないごみ指定袋でごみステーション

便座（ウォシュレット付き含む） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

弁当箱（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

弁当箱（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

弁当容器（コンビニ等） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

弁当容器（コンビニ等）の外包装フィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ホイール（タイヤ用） 引取不可 販売店・処理業者に引き取ってもらう

ホイールキャップ（タイヤ用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ボイラー（家庭用） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

ほうき もえるごみ 小さくして、もえるごみ指定袋でごみステーション

防災行政無線機 引取不可 市へ返却（破損していてもごみで出さないでください）

帽子 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

包装紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

包丁 もえないごみ（危険物） 箱に入れ「危険物」と表示し名前を書いてごみステーション

ボウリングの玉 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ボウル（台所用）（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ボウル（台所用）（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ホース もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

ホース（高圧洗浄機用） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ポータブルトイレ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ホームベーカリー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ボール（スポーツ用） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション
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ボールペン（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ボールペン（複数本組）の包装パック 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ボールペン（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ホーロー鍋 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ホーローバス 引取不可 一般廃棄物業者または産業廃棄物処理業者へ

木刀（竹刀） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ポケットティッシュの袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

歩行器（乳児用） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ポスター 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ボタン電池 有害ごみ
丈夫な袋に入れ「乾電池」と表示し、名前を書いてもえな
いごみ収集日にごみステーション

ホチキス（ステープラー） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ホチキスの針 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ホチキスの針の空き箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ポット（魔法びん） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ホットカーペット 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ホットプレート もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

哺乳びん（ガラス製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

哺乳びん（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ポリタンク もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

保冷剤 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ポロシャツ もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

本 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション

本棚 粗大ごみ エコパーク寒川持込

盆ちょうちん 粗大ごみ エコパーク寒川持込

マーガリンの外箱（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

マーガリンの容器 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

麻雀パイ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

マイク もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

マグネット（磁石） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

まくら もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

マッサージ機（いす型） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

マッチ（未使用） ごみステーション不可 エコパーク寒川へ直接持ち込んで職員へ手渡し

マッチ箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

マットレス（スプリングあり） 引取不可 販売店で 引き取ってもらう

マットレス（スプリングなし） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

まな板（木製・プラスチック製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

マニキュアのびん 資源・ガラスびん ふたを取り、洗って色別に資源回収ステーション

マフラー（自動車部品） 引取不可 販売店、修理工場へ相談

豆炭あんか もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

豆電球 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

マヨネーズの外袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

マヨネーズのチューブ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

マヨネーズのチューブのふた 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

マルチ（農業用） 引取不可 農協の「農業用廃プラスチック回収」に出す（春・秋）

漫画本 資源・古紙 【雑誌】同じ寸法の物で束ね古紙回収ステーション
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万年筆 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ミカンが入った網・ネット 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ミカンが入ったポリ袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ミキサー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ミシン 粗大ごみ エコパーク寒川持込

密閉型食品保存容器 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ミニカー（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ミニカー（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

耳かき（木製・プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

みりんの容器（ペットボトル） 資源・ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って資源回収ステーション

虫かご（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

虫かご（プラスチック製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

蒸し器（金属製・セイロ） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

虫めがね（天眼鏡） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

むしろ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

名刺 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

メガネ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

目薬の携帯ケース（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

目薬の容器（ボトル） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

メジャー（金属製・プラスチック製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

綿棒 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

綿棒の容器（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

毛布 粗大ごみ エコパーク寒川持込

模造紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

もちつき機 粗大ごみ エコパーク寒川持込

モップ（柄付モップ）　　 粗大ごみ エコパーク寒川持込

物干し竿 もえないごみ 長さ60㎝位、直径30㎝位の束にし、記名してごみステーション

物干し台（コンクリート） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

モバイルバッテリー 有害ごみ
丈夫な袋に入れ「電池」と表示し、名前を書いてもえない
ごみ収集日にごみステーション。又は、販売店・家電量販
店の回収ボックスへ。

やかん もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

焼き物（陶磁器） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

野菜くず もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション、堆肥化等自家処理

野菜の結束テープ 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

野菜の外袋（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

  -み-
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

USBケーブル もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

USBメモリー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ゆかた もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

雪かきスコップ（プラスチック製） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

湯たんぽ（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

湯たんぽ（プラスチック製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

湯呑み（陶器） もえないごみ
もえないごみ指定袋でごみステーション
（陶磁器類が大量にある場合は、丈夫な箱に入れ「陶磁器
類」と表示し記名して出す）

湯沸器 粗大ごみ エコパーク寒川持込

幼児用チャイルドシート 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

洋服ダンス（タンス） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ヨーグルト（複数個組）の台紙 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ヨーグルト（複数個組）のフィルム 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ヨーグルトのカップ（紙製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ヨーグルトのカップ（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ヨーグルトのふた（アルミ製） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ヨーグルトのふた（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

浴槽（バスタブ） 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

浴槽（ベビーバス） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ライター（金属製） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ライター（使い捨て） もえないごみ（危険物）
使い切って箱に入れ「危険物」等と表示し名前を書いてご
みステーション

ラケット（スポーツ用） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ラジオ もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ラジカセ（CD含む） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ラップ（家庭で使用したもの） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ラップ（店で包装されたもの） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ラップの芯 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ラップの外箱（紙刃を含む） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

LANケーブル もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ランチジャー もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ランドセル（学生かばん） もえないごみ 名前を書いてそのままごみステーション

ランプ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

リコーダー（笛） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

リモコン（家電用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

リヤカー 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

リュックサック（デイパック） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

料理くず もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション、堆肥化等自家処理

リンゴを包んだ発泡スチロール製ネット 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

ルーター（パソコン用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ルームエアコン（家電４品目） 引取不可 【エアコン】参照

ルームランナー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ルーペ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

冷却まくら もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

冷蔵庫・冷凍庫（家庭用）
（家電４品目）

引取不可 【エアコン】参照

冷蔵庫・冷凍庫（事業用） 引取不可 産業廃棄物処理業者へ処分を依頼する

レコード もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

レコードプレイヤー 粗大ごみ エコパーク寒川持込

レシート もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

レジ袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

レジャーシート（アルミコーティング） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

レトルトパック（カレー等）の外箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

レトルトパック（カレー等）の袋 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

レンジ（電子） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

レンズ もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

練炭（未使用のもの） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

老眼鏡 もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ローソク もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ロープ（トラロープ） もえないごみ しばって名前を付けそのままごみステーション

ローラースケート もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ワープロ 粗大ごみ エコパーク寒川持込

ワイシャツ もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ

ワイシャツの外袋（購入品） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

ワイシャツの中の台紙（購入品） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ワイパー（車用） もえないごみ もえないごみ指定袋でごみステーション

ワイパーゴム（車用） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ワイヤーロープ 引取不可 一般廃棄物収集運搬許可業者へ処理を依頼する

輪ゴム もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

輪ゴムの外箱 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

ワゴン（台所用）（金属製・木製） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

和紙（使い終わった障子紙） もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

和紙（その他） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

綿 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

和ダンス（タンス） 粗大ごみ エコパーク寒川持込

割りばし もえるごみ ２つに折り、もえるごみ指定袋でごみステーション

割りばしの個袋（紙製） 資源・古紙 【その他の紙類】古紙回収ステーション

割りばしの外袋（プラスチック製） 資源・プラ製容器包装 もえるごみ指定袋に「プラ」と表示してごみステーション

腕章 もえるごみ もえるごみ指定袋でごみステーション

ワンピース もえるごみ・古着 もえるごみ指定袋でごみステーション又は古着回収へ
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品目（用途・材質等） 分別区分 出し方・留意事項

５０音別分別方法さくいん表

※市では年2～３回程度、「資源物日曜回収」で資源物や小型家電の回収を行っています。小型家電は、家庭用の電
化製品を回収し資源化をするもので、上記の表にある「出し方」にかかわらず、対象となる電化製品であれば回収を
行います。詳しくは６ページをご覧いただくか、市民環境課へお問い合わせください。
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0.2%

資源物
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 飯山市では、ごみ処理経費削減、ごみ運搬時や焼却時の温室効果ガス抑制、また施設を少しで

も長く使うために、市民の皆さん、事業所の皆さんに「ごみ減量」を呼びかけています。一人一

人の毎日の小さなごみ減量の積み重ねが、十年後、二十年後に大きな成果につながりますので、

ぜひ１日１グラムでもごみを減らすことを心がけていただくようお願いします。 

 

●飯山市のもえるごみ・もえないごみ排出量の推移は？ 

飯山市のもえるごみ・もえないごみ排出量の推移は、以下のとおりです。もえるごみの排出量は、

平成 27年度からは減少傾向にあります。もえないごみの排出量は、平成 28年度から増加傾向に

あります。 
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●もえるごみの半分は「生ごみ」！  

飯山市では毎年、家庭から出るもえるごみの袋の中身にどんな種類のごみが入っているか、組

成割合を調査しています。結果は以下のとおりですが、約 50％を生ごみ、約 16％を資源物が占

めています。このことから、生ごみの減量と資源の分別が「もえるごみ減量」のポイントになる

と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ごみ減量」はあなたの一歩から 
 

（単位：トン） 

（平成 31年 3月調査結果） 
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①分別する  
・もえるごみを出す前に、もう一度「資源物」（特に古紙・プラ）が混入していな

いか確認する 
②資源化する 

・生ごみを畑や段ボールコンポスト容器で堆肥化する 

・生ごみをコンポスト容器や電動処理機でたい肥化する（補助金あり） 

③水切りする 

・生ごみはしっかり水切りする 

・三角コーナーに生ごみを貯めておくと必要以上に水分を吸ってしまう場合があるので注意！ 

④使いきる、食べきる 

・食材を買い過ぎない 

・ニンジン・じゃがいもなど、可能なものは野菜の皮をむかずに調理したり、

皮を別の料理で使ったりする 

 

 

 

市ではごみの減量化及び再資源化などを進めるため、次のような補助金交付制度を設けてい

ますのでご活用ください。 

（１） 資源物（古紙）回収助成金交付制度 

紙ごみの減量と、森林資源の保全を図るため、古紙(新聞、雑誌、段ボール等)

を区、PTA、育成会などで回収し、市の指定した業者に引き渡した場合、1 ㎏に

つき 2円の助成金を交付しています。 

（２） 生ごみ処理器購入費補助金交付制度 

家庭での生ごみの自家処理を促進するため、以下のとおり生ごみ処理器購入に

対する補助を行っています。 

●生ごみ堆肥化容器（コンポスト容器等） 

【対象】1基当たり 5千円以上の堆肥化容器 【補助額】上限 5千円（補助率２分の 1） 

●生ごみ処理機（電動処理機等） 

【対象】1基当たり 1万円以上の生ごみ処理機 【補助額】上限 2万円（補助率２分の 1） 

   ※添付書類、手続き方法等は市民環境課へお問い合わせください。 

（３） ごみ等集積施設整備事業補助金交付制度 

ごみステーション及びその周辺の環境衛生の向上を図るため、区がごみ又は資源物の集積

施設（ごみステーション・資源物ステーション）を整備するための要する経費補助（対象経

費の 2分の 1以内とし、上限 5万円）を行っています。（地域によって増額制度あり） 

補助対象要件がありますので、必ず事前に市へ確認してください。 

 

ごみ減量方法をご紹介します 
 

ごみ減量のための補助金制度 
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１ 資源物日曜回収 

  市では年３回程度、市役所で「資源物日曜回収」を実施しています。 

  この回収では古紙、ガラスびん、ペットボトル、古着、廃食用油、小

型家電を資源物として回収し、回収した資源物はそれぞれリサイクルさ

れます。実施日は別途お知らせします。皆さん、ぜひご利用ください。 

 

２ 剪定枝のリサイクル 

 一般家庭の庭木等の剪定枝を回収し、細かくチップ化したものを希望する市民の皆さんに配

布しています。枝の持込みやチップの引き取りを希望する方は、市民環境課まで事前にご連絡

ください。（枝の搬入、チップの引取とも無料） 

●持ち込むことができる剪定枝の大きさ等 

  一般家庭の庭木の剪定枝で、直径 10センチ以内、長さ 180センチ以内、 

枝の最大幅 50センチ以内 

 ※竹類、ツル類、バラ類（とげのあるもの）、ツタ類、ウルシ類は持ち込むとこができません。 

 

３ インクカートリッジ里帰りプロジェクト 
  プリンタメーカー4 社が共同で、使用済みのインクカートリッジを回収し、

再資源化を行うリサイクルの取り組み「インクカートリッジ里帰りプロジェク

ト」に飯山市も参加しています。ごみ減量と再資源化推進のため、ぜひご利用

ください。 

●回収箱設置場所 

  飯山市役所、飯山市公民館、富倉地区活性化センター、岡山地区活性化センター 

 

●回収するインクカートリッジ 

 参画企業 4社が製造する純正インクジェットカートリッジ 

 （参画企業：プラザー工業株式会社（brother）、キヤノン株式会社（Cannon）、セイコーエ

プソン株式会社（EPSON）、日本ヒューレット・パッカード株式会社（hp） 

  

 

４ ごみ減量講習会の実施 
  市では飯山市のごみの現状や、ごみ減量のポイントなどを知っていただくための出前講座を

随時受け付けています。 

  出前講座は集落単位に関わらず、子育てサークル、仲良しグループ等、少人数のグループで

のお申込みでも構いません。またお子さんから高齢の方まで、各年代にあわせた内容で実施さ

せていただきますので、市民環境課までお気軽にお申し込みください。 

その他「ごみ減量」のための取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ・資源物に関するお問い合わせ先    

●飯山市役所 市民環境課 生活環境係   

電話：６２－３１１１ 内線 191、192 

メール：shiminkankyo@city.iiyama.nagano.jp 

 

●エコパーク寒川（ごみ処理施設） 

電話 69－1085 


