
東海市清掃センター

ごみと資源の出し方
家庭用ガイドブック

令和３年（2021年）１０月～令和５年（2023年）１０月

雑がみのリサイクル ※雑がみとは、新聞・雑誌・段ボール・紙パック
　以外の資源となる紙です（手紙、はがき、お菓子の箱など）

普段ごみとして出している紙類の中には、
リサイクルできる「雑がみ」が含まれている
ことをご存知でしょうか？
限りある資源を有効活用するために雑がみを
資源として出しましょう！！
詳しくはP5参照

ごみと資源の出し方や収集日をスマートフォンでチェック！！

「東海なび」では、ごみ分別辞典、ご
み収集カレンダー、収集日をアラー
トでお知らせする機能がついた便利
なアプリです。
是非ダウンロードしてみてください！！ ▲iOS版 ▲Android版
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スプレー缶

ごみ集積場所に出せるもの
●可燃用袋に入れてごみ集積場所に出してください。
●可燃用袋に入らない大きなごみは、１個体に粗大ごみ用シールを
　１枚貼ってください。
●ごみ指定袋以外の袋等に粗大ごみ用シールを貼っても回収しません。

週２回収集（祝日も収集します）

または

剪定した枝木、竹、草花の出し方

可燃ごみ

月１回収集（祝日も収集します）アルミ缶･スチール缶　　　　 ／スプレー缶

穴は
あけない

紙くず、ゴム・木・プラスチック製品
※少量の金属・陶磁器・ガラス製品含んでいるものも含む（ ）

枯れ葉・草

アルミ缶･スチール缶

使い切ったスプレー缶等 他の飲料缶等とは別の資源用袋に
入れてスプレー缶と書かれた紙を貼る

軽くゆすぐ

見　　本

※赤テープを貼るなど
　目立たせる！

または

汚れた硬質プラスチック製品 木製家具（ガラス戸付きも可） 電気毛布 布団（羽毛ふとんはＰ９へ） カーペット

紙おむつ くつ ゴムボール かばん CD･DVD･BD生ごみ（水を切る）　

１回４束までは、粗大ごみ用シール・指定袋は不要で、ごみ集積場所に
出すことができます。
※長さ50㎝以内、１本の直径10㎝以内、束の直径30㎝以内
５束以上の場合は、清掃センターへ直接持ち込みで、全量が有料です。

草花のうち、菊、ひまわり、あじさい、ばら等の茎のしっかりしたものは枝木としてごみ
集積場所に出すことができます。
ただし、剪定した際に出る葉や農作物（家庭菜園のみ）のつる、チューリップ・草・葉ぼ
たん・すいせん等の草花は、可燃用袋に入れて出してください。

●資源用袋に入れてごみ集
積場所に出してください。

●「アルミ缶・スチール缶」と
「スプレー缶」は袋を分け
てください。

使いきっていない
スプレー缶の出し
方は、Ｐ３参照
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●不燃用袋に入れてごみ集積場所に出してください。
●不燃用袋に入らない大きなごみは、１個体に粗大ごみ用シールを
　１枚貼ってください。
●ごみ指定袋以外の袋等に粗大ごみ用シールを貼っても回収しません。

◇収集日は収集カレンダー（毎年広報とうかい5月1日・15日合併号に折込）でご確認ください。
◇収集日の午前5時から午前7時30分までに出してください。
◇カラス除けネットを隙間ができないよう、しっかりと被せてください。

月１回収集（祝日も収集します）

または

不燃ごみ 金属製品、ガラス・陶磁器類、
可燃・不燃混合製品で判断がつかないもの（ ）

●資源用袋に入れてごみ集積場所に出してください。

週１回収集（祝日も収集します）プラスチック製容器包装

●資源用袋に入れてごみ集積場所に出してください。
●取ったキャップとラベルはペットボトルとは別の資源用袋（プラスチック製容器包装）
　に入れてください。

月１回収集（祝日も収集します）ペットボトル

汚れたびん・農薬、劇薬、乳白色びん
※資源として出せるびんはＰ６参照

資源回収場所へ持って行けない
小型家電
※資源として出せる小型家電はＰ９参照

硬質プラスチック製品
とプラスチック製容器
包装は違います！！
硬質プラスチック製品
は入れないで下さい。

鍋・やかん フライパン

かさ ゴルフクラブ

軽くゆすぐ

キャップをとる ラベルをとる 軽くゆすぐ

食器
（ガラス・陶磁器）

スプリング入り
ソファー

自転車 スプリング入り
マットレス

2



使い切っていないスプレー缶をごみ収集車で回収すると、収集の際にかか
る圧力等によって火災や爆発の原因となる恐れがあります。大変危険です
ので、ごみ集積場所には出さないようにしてください。

ごみ集積場所に出せないもの
●発火性危険物→清掃センターへ持込み

●収集困難物→清掃センターへ持込み又は有料粗大ごみ収集

●処理困難物→専門業者又は廃棄物取扱い業者に依頼

●使い切っていないスプレー缶等→専用回収ボックスへ 

●水銀使用廃製品→資源分別収集常設場、しあわせ村、文化センターへ

専用回収ボックスは、常設場、拠点場(市内13箇所)、
清掃センター管理事務所に設置しています。
詳しくは、P10～12を参照、又は清掃センターへお問い合わせください。

＊１量制限あり　＊２重さ制限あり　＊３本人が取り外した場合のみ 詳細はP16以降を参照

＊１本人が取り外したもので、木製のみ清掃センター受取り可
＊２少量で紙・布に湿らせたもの、固化したものは可燃 詳細はP16以降を参照

家庭から排出される水銀血圧計、水銀温度計、水銀体温計、蛍光管を回収しています。
詳しい回収場所は、P10～12を参照、又は清掃センターへお問い合わせください。
※蛍光管の回収は、資源分別収集常設場のみで実施

使いきっていないライター

金属チェーン 消火器＊1

電動ベッド＊2

ホイール タイヤ　 バイク ピアノ 農薬･劇薬 風呂桶＊1 オイル＊2 セメント･石膏　

流し台＊3 ビルドインコンロ＊3 1m以上の物干し竿平板にした
スチール物置＊3

陶磁器製以外の
洗面台＊3

コンクリート＊1 植木鉢＊1 土＊1 金庫＊2 草刈り機　

未使用の花火 未使用のマッチ 着火剤 コピー用トナー

穴はあけない

注意
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●乾電池・ボタン電池（形式番号CR・BR）→回収箱へ

●小型充電式電池→回収箱または回収協力店へ

●家電リサイクル法対象品目→以下の方法で処分

テレビ 洗濯機・衣類乾燥機冷蔵庫･冷凍庫
（冷温庫･ワインセラー含む）

エアコン
（室外機等含む）

▲市ホームページ
（機種によっては読み取れない
場合があります。）

右記のリサイクルマークがついたもののみ、清掃センター管理事務所、
常設場または回収協力店で回収。
回収協力店については、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご覧くだ
さい。
※小型充電式電池は、破損・変形により発火する危険性があります。
　不要となった小型充電式電池は、ごみ集積場所に出さないようにしてください。

市内公共施設約110箇所（集会所、小中学校、公民館・市民館、児童館）に設置して
いる回収箱へ。
回収箱の設置場所については、市ホームページを参照または清掃センターへ
お問い合わせください。　※テープで絶縁できるものは絶縁すること。

●ボタン電池（形式番号SR・PR・LR）→回収協力店へ
回収協力店へ。
詳しくは、一般社団法人電池工業会のホームページをご覧ください。
※テープで絶縁できるものは絶縁すること。

ボタン電池本体に型式記号が記載してあります。
必ず確認してから分別していただくようお願いします。

使い切っていないスプレー缶をごみ収集車で回収すると、収集の際にかか
る圧力等によって火災や爆発の原因となる恐れがあります。大変危険です
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清掃センター管理事務所に設置しています。
詳しくは、P10～12を参照、又は清掃センターへお問い合わせください。

＊１量制限あり　＊２重さ制限あり　＊３本人が取り外した場合のみ 詳細はP16以降を参照

＊１本人が取り外したもので、木製のみ清掃センター受取り可
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家 電 販 売 店 へ 依 頼 収集運搬料金+リサイクル料金が必要です。
（収集運搬料金は各店舗が定める料金となります。）

許 可 業 者 へ 依 頼
収集運搬料金+リサイクル料金が必要です。
（収集運搬料金は各業者が定める料金となります。）
※許可業者については、清掃センターへお問い合わせください。

自 分 で 指 定 引 取
場 所 へ 運 び 込 む

郵便局で家電リサイクル券を購入してください。
［事前に家電リサイクル券センター（TEL 0120-31-9640）へ料金を確認する。］
家電リサイクル券を機器本体に貼り付けて指定引取場所へ持ち込んでください。
○最寄りの指定引取場所（全メーカー共通）
・岡山県貨物運送㈱　東海市新宝町507-39	 TEL	052-825-3031
・トーエイ㈱　常滑市大曽町4-64	 TEL	0569-36-3317

参 考

・テレビ（ブラウン管）　　〈15型以下〉1,320円　〈16型以上〉2,420円
　　　　（液晶・プラズマ）〈15型以下〉1,870円　〈16型以上〉2,970円
・冷蔵庫・冷凍庫〈170リットル以下〉3,740円　〈171リットル以上〉4,730円
・エアコン　990円　・洗濯機・衣類乾燥機　2,530円
令和3年（2021年）4月現在の料金（税込）※記載の金額は最低額でメーカーにより異なります。



資源の分け方・出し方①
【注意】　・一人で持てる量で束ねる　・分別品目の異なる紙を混ぜない 

紙

ひも十文字掛けで束ねる
シュレッダーで
裁断した紙

・新聞紙と折込広告 ←このマークが目印です

←このマークが目印です

新　聞

禁止

開いて、ひも十文字掛けで束ねる

・段ボール箱など

段ボール

軽くゆすぐ

お菓子の箱等

感熱紙、写真など
（FAX用紙、レシートなど）

捺染紙 匂いのついた紙

防水加工紙

ワックス加工紙

紙袋・包装紙

手紙・はがき 割り箸等の個袋 牛乳びんのふた

トイレットペーパー
やラップの芯

ダイレクトメール
パンフレット

ひも十文字掛け又は
紙袋に入れて、
ひも十文字掛け

・牛乳・ジュースのパックなど
※内側が銀色のものは可燃ごみ

紙（牛乳）パック

開いて束ねる

・本、カタログ、冊子

雑がみとは、新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外の資源となる紙です。

雑　誌

ひも十文字掛けで束ねる

雑がみ

次のようなものは資源として回収できません。資源にできない紙

金色・銀色に
コーティングされたもの

SOAP

カーボン紙
（複写式の用紙など）
カーボン紙

（複写式の用紙など）

（資源を出せる場所はＰ10～12参照）
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布

びん

缶

汚れていないものを、
ひも十文字掛けで束ねる ※「可燃ごみ」として出してください。

布、衣類 わた、わた入り製品
ぬいぐるみ
汚れたままのもの

禁止

禁止

軽くゆすぐ

アルミ缶

スチール缶

ふたをとる
軽くゆすぐ

一升びん ビールびん

無色びん 茶色びん その他色びん

※各品目ごとに分けてください。
※飲料・食品・化粧品のびんに限ります。
※迷ったら、その他色びんへ入れる。

※ 各品目ごとに分けてください。

割れたびん、農薬・劇薬の入っていたびん、乳白色の
びん、ガラスコップやガラス器、せともの（陶磁器) 
※中身を使い切って「不燃ごみ」で出してください。

このマークが目印です
アルミ缶・スチール缶

資源の分け方・出し方①
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資源の分け方・出し方②
食品用
トレイ等
発泡

スチロール

プラスチック
製容器
包装

使用済み
インク

カートリッジ

※白色と色付きに分けてください。
※プラスチック製容器包装でも出すことができます。

禁止
◇中身が残っているもの
◇汚れが付着しているもの
◇硬質プラスチック製品（タッパ―、バケツなど）

白色トレイ類 色つきトレイ類

軽くゆすぐ

＜回収対象品＞
・ブラザー工業㈱
・キヤノン㈱
・セイコーエプソン㈱
・㈱日本ＨＰ
 の使用済みインクカートリッジ

このマークが目印です

※プラスチック製容器包装とは、中身を使いきると不用になる容器や包装
のことです。製品として売られているプラスチック製品は対象外です。
　中身が残っていたり、汚れが付着しているものは、水でゆすいでから出
してください。

「インクカートリッジ
里帰りプロジェクト」
の参加企業４社と共
同して、回収を行っ
ています。

※袋ごと入れず、本体のみを入れてください。

禁止 トナー

（資源を出せる場所はＰ10～12参照）
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硬質プラ
スチック

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル

キャップをとる ラベルをとる 軽くゆすぐ

禁止

◇汚れている硬質プラスチック（土・油・塗料等が付着しているもの）
◇軟質プラスチック製品（折った時にパキッと割れないもの）
◇塩化ビニール製品（塩化ビニール管、波板トタン、レコード盤等）
◇ポリカーボネート製品（カーポートの屋根、ＣＤ・ＤＶＤ本体等）
◇プラスチック製容器包装（ 　　）
※上記について捨てる場合はＰ16以降参照

＜回収対象品＞
硬いプラスチック製のボウル、ざる、まな板、バ
ケツ、じょうろ、ハンガー、植木鉢・プランター
（土は落とす）、かご、衣装ケース、おもちゃ、洗
濯物干し用具、チリトリ、ＣＤ・ＤＶＤケース、お
風呂の手桶・いす、水きりカゴ、
その他プラスチックだけでできている製品
（少量の金属がついているものは可）

※袋ごと入れず、本体
　のみを入れてください。 専用の回収容器に入れる

プラスチック製
容器包装として出す

または

※取ったキャップの出し方は、上記参照、ラベルは、　　へ

PET

1

このマークが目印です

キャップとラベルは、ペットボトルと材質が異なる
ため分別してください。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

資源の分け方・出し方②
食品用
トレイ等
発泡

スチロール

プラスチック
製容器
包装

使用済み
インク

カートリッジ

※白色と色付きに分けてください。
※プラスチック製容器包装でも出すことができます。

禁止
◇中身が残っているもの
◇汚れが付着しているもの
◇硬質プラスチック製品（タッパ―、バケツなど）

白色トレイ類 色つきトレイ類

軽くゆすぐ

＜回収対象品＞
・ブラザー工業㈱
・キヤノン㈱
・セイコーエプソン㈱
・㈱日本ＨＰ
 の使用済みインクカートリッジ

このマークが目印です

※プラスチック製容器包装とは、中身を使いきると不用になる容器や包装
のことです。製品として売られているプラスチック製品は対象外です。
　中身が残っていたり、汚れが付着しているものは、水でゆすいでから出
してください。

「インクカートリッジ
里帰りプロジェクト」
の参加企業４社と共
同して、回収を行っ
ています。

※袋ごと入れず、本体のみを入れてください。

禁止 トナー

（資源を出せる場所はＰ10～12参照）
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資源の分け方・出し方③
小型
家電

羽毛
ふとん

天ぷら
廃油

禁止

扇風機 アイロン 低
品
位

高
品
位

ラジカセ 電子レンジ

携帯電話

ドライヤー、電話機、炊飯器、照明器具、リモコンなどの家庭用電化製品、電池式・電源式のおもちゃ等
※パソコン、デジカメ、携帯電話などの個人情報を含む品目は、個人情報を消去したうえで清掃センターへ直接持込み

携帯音楽
プレ－ヤ－

ビデオカメラ

テレビ 洗濯機・衣類乾燥機

電子辞書等 携帯ゲーム機 パソコン
（個人情報を消去）

ストーブ
（電池・灯油を抜く）

ガスコンロ
（電池を抜く）

掃除機
（紙パック取る）

プリンター
（インクを抜く）　

その他

電池・電球・インクカート
リッジ・灯油・ごみは、
必ず取り除いてください。

冷蔵庫・冷凍庫
（冷温庫・ワインセラー含む）

冷蔵庫・冷凍庫
（冷温庫・ワインセラー含む）

エアコン
(室外機等を含む）
エアコン

(室外機等を含む）

電気毛布・
電気カーペット
電気毛布・
電気カーペット

ぬいぐるみ
（電池内蔵）
ぬいぐるみ
（電池内蔵）

イス式
マッサージ機
イス式

マッサージ機
木製スピーカー等
の木製電化製品
木製スピーカー等
の木製電化製品

ダウン率５０％以上のものを
回収しています。
※濡れているものは、
　回収できません。

食用油（未使用も可）

※油の入っていた容器はお持ち
　帰りください。
※エンジンオイル等の鉱物油、
　化学合成油は回収できません。

（資源を出せる場所はＰ10～12参照）
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店舗の営業日・営業時間内

施設の開館日・開館時間内

資源を出せる場所❶
市役所 施設の開館日・開館時間内

清掃センター（常設場はP11参照） 施設の開館日・開館時間内

 しあわせ村、文化センター 施設の開館日・開館時間内

その他公共施設

お店（店頭回収）

使用済み
インク

カートリッジ

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル
キャップ

小型家電
高品位

P９に記載されている
高品位で
投入口（28cm×13cm）
に入るものに限る。

使い切って
いない
スプレー缶
カセットボンベ

乾電池
ボタン電池

小型充電
式電池

小型家電
高品位

水銀使用
廃製品

（蛍光管を除く）

ペット
ボトル

◆上野公民館 ◆中央図書館 ◆温水プール　
◆商工センター ◆市民活動センター ◆市民体育館
◆勤労センター ◆大田町公民館
◆公民館（上名和・下名和・渡内・平島・加家・富田・富木島・高横須賀・横須賀） 
◆市民館（緑陽・船島・大田・加木屋・三ツ池・加木屋南） 

◆バロー名和店（名和町寺徳）
◆MEGAドン・キホーテ東海名和店（名和町日向根）　
◆スギ薬局荒尾店（荒尾町平古）
◆フィールホームタウン（荒尾町大恵毛）※ペットボトルのみ
◆アピタ東海荒尾店（荒尾町山王前）
◆DCMカーマ東海店（荒尾町宮ノ川）　
◆バロー上野台店（富木島町東山田）
◆MEGAドン・キホーテUNY太田川店（大田町下浜田）
◆生鮮館ウシヒロよこすか店（養父町北反田）　
◆バロー加木屋店（加木屋町西平子）　
◆アオキスーパー加木屋店（加木屋町二丁目） ［R3.４.1現在］

使用済み
インク

カートリッジ

使用済み
インク

カートリッジ

資源の分け方・出し方③
小型
家電

羽毛
ふとん

天ぷら
廃油

禁止

扇風機 アイロン 低
品
位

高
品
位

ラジカセ 電子レンジ

携帯電話

ドライヤー、電話機、炊飯器、照明器具、リモコンなどの家庭用電化製品、電池式・電源式のおもちゃ等
※パソコン、デジカメ、携帯電話などの個人情報を含む品目は、個人情報を消去したうえで清掃センターへ直接持込み

携帯音楽
プレ－ヤ－

ビデオカメラ

テレビ 洗濯機・衣類乾燥機

電子辞書等 携帯ゲーム機 パソコン
（個人情報を消去）

ストーブ
（電池・灯油を抜く）

ガスコンロ
（電池を抜く）

掃除機
（紙パック取る）

プリンター
（インクを抜く）　

その他

電池・電球・インクカート
リッジ・灯油・ごみは、
必ず取り除いてください。

冷蔵庫・冷凍庫
（冷温庫・ワインセラー含む）

冷蔵庫・冷凍庫
（冷温庫・ワインセラー含む）

エアコン
(室外機等を含む）
エアコン

(室外機等を含む）

電気毛布・
電気カーペット
電気毛布・
電気カーペット

ぬいぐるみ
（電池内蔵）
ぬいぐるみ
（電池内蔵）

イス式
マッサージ機
イス式

マッサージ機
木製スピーカー等
の木製電化製品
木製スピーカー等
の木製電化製品

ダウン率５０％以上のものを
回収しています。
※濡れているものは、
　回収できません。

食用油（未使用も可）

※油の入っていた容器はお持ち
　帰りください。
※エンジンオイル等の鉱物油、
　化学合成油は回収できません。

（資源を出せる場所はＰ10～12参照）
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資源を出せる場所❷
常設場（清掃センター敷地内）

集団回収

■案内図

■回収品目

■敷地内図

年末年始を除く毎日
午前９時～１１時３０分　午後１時～３時３０分

場所・時間については、地域の町内会・自治会・子ども会等にご確認ください。
公開している団体については、市ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

紙 布 びん 缶
食品用
トレイ等
発泡

スチロール

プラスチック
製容器
包装

紙 布 びん 缶

天ぷら
廃油

硬質プラ
スチック

水銀使用
廃製品

羽毛
ふとん

小型充電
式電池

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル

使用済み
インク

カートリッジ
小型
家電

使い切って
いない
スプレー缶

カセットボンベ

乾電池
ボタン電池

後田

平洲橋西

奥前後二反表
至名古屋

 名和小

山東
一本木

R302

あいち知多農協

荒尾町

平洲小

大池
公園  至半田

 至大府

西方寺
北見田

 寄亀 寿鎌  循環バス停

平地公園

大脇

日向根

清掃センター

消
防
署

北
出
張
所

上
野

浄
水
場

東犬久利
最終処分場

常設場

リサイクルセンター

公道

正門

計量機
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拠点場 ４月～１０月：午前６時３０分～正午
１１月～３月：午前７時～正午

■案内図

■回収品目

第
１
木
曜
日

第
２
木
曜
日

第
３
木
曜
日

第
４
木
曜
日

紙 布 びん 缶

＜お知らせ＞
※1　文化センターの拠点場は、令和４年（２０２２年）１2月頃から当面の間、文化センターのリ

ニューアル工事に伴い回収場所を変更します。詳しくは、広報とうかい、生活情報アプリ「東
海なび」及び市ホームページでお知らせします。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

※2　加木屋市民館の拠点場は、鉄道工事に伴い、当面の間北側の加木屋町内会多目的広場で
行っています。

食品用
トレイ等
発泡

スチロール

プラスチック
製容器
包装

天ぷら
廃油

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル

使い切って
いない
スプレー缶

カセットボンベ

替地公園
名和駅東

名
和
駅

メルヘンの森

P

大窪公園

大池公園西

大
池
公
園

社宮司公園

高横須賀郵便局

高
横
須
賀
駅

三ツ池小プール

三
ツ
池
小
学
校

平地公園

葵名和
幼稚園

P前後池

農業センター

商工
センター

P

加木屋南公園

加木屋
大池

P

加
木
屋
石
塚

しあわせ村北駐車場

P
東海北郵便局しあわせ村

名和
保育園

し
あ
わ
せ
村

北
駐
車
場

富木島公民館

上野台
郵便局

知
多
半
島
道
路

文化センター

横須賀町

横須賀
交番東

尾
張
横
須
賀
駅

脇ノ田公園

脇之田
橋西

明倫小学校

平洲橋西

渡
内
川

大田町公民館

太
田
川
駅

加木屋市民館

順見
P

加
木
屋
調
理
場

給
食
セ
ン
タ
ー

※1

※2

資源を出せる場所❷
常設場（清掃センター敷地内）

集団回収

■案内図

■回収品目

■敷地内図

年末年始を除く毎日
午前９時～１１時３０分　午後１時～３時３０分

場所・時間については、地域の町内会・自治会・子ども会等にご確認ください。
公開している団体については、市ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

紙 布 びん 缶
食品用
トレイ等
発泡

スチロール

プラスチック
製容器
包装

紙 布 びん 缶

天ぷら
廃油

硬質プラ
スチック

水銀使用
廃製品

羽毛
ふとん

小型充電
式電池

ペット
ボトル
キャップ

ペット
ボトル

使用済み
インク

カートリッジ
小型
家電

使い切って
いない
スプレー缶
カセットボンベ

乾電池
ボタン電池

後田

平洲橋西

奥前後二反表
至名古屋

 名和小

山東
一本木

R302

あいち知多農協

荒尾町

平洲小

大池
公園  至半田

 至大府

西方寺
北見田

 寄亀 寿鎌  循環バス停

平地公園

大脇

日向根

清掃センター

消
防
署

北
出
張
所

上
野

浄
水
場

東犬久利
最終処分場

常設場

リサイクルセンター

公道

正門

計量機
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ごみ指定袋について
ごみ指定袋は年1回一定枚数を無料で配布します。
3R（リデュース（ごみを発生させない）・リユース（再使用）・リサイクル（資源化））の推進のため、
配布された一定枚数の範囲で、工夫しながら計画的に使用してください。

◆9月30日現在で住民票のある世帯主に、10月中旬頃に引換券を送付します。
◆引換券に記載されている日時・場所で、1年間分のごみ指定袋をお受け取りください。
◆引換券を失くした場合は、清掃センターに相談してください。

◆資源にできるものは、資源として出す。
◆年間のごみ出し回数に応じて、可燃用袋の同容量交換をする。
◆交換は1年間分の配布枚数以内で、未開封10枚1袋単位で交換できます。

自分の家庭がどれくらいの頻度でごみを出しているか考えてみましょう！
小さい袋に交換するほど枚数は増え、大きい袋に交換するほど枚数は減ります。
1人世帯にお渡しする袋の種類は30ℓと20ℓです。
2～4人世帯と5人以上世帯にお渡しする種類は40ℓと20ℓです。
以上を踏まえて、以下の交換例を見てみましょう。

無料分ごみ指定袋の一斉配布（毎年10月下旬）

計画的にごみ指定袋を使うために（交換制度）

ごみ指定袋の種類と無料配布の枚数（1世帯につき1年間分の枚数）

世帯人数 可燃用袋 不燃用袋 資源用袋 粗大ごみ用シール
袋容量
30ℓ
20ℓ

30ℓ40ℓ
20ℓ
40ℓ
20ℓ

40枚
30枚

10枚 40ℓ 40枚 3枚60枚
40枚
85枚
40枚

配布枚数 袋容量 配布枚数 袋容量 配布枚数 配布枚数
1人

2～4人

5人以上

袋の種類 可燃 → 可燃
（サイズ変更）

○ × × ×

可燃 → 不燃 不燃 → 可燃 資源 → 可燃・不燃

交換可否

交換例

40ℓ

20ℓ

30ℓ

30ℓ 30ℓ

20ℓ

20ℓ

3袋（1,200ℓ）

6袋
（1,200ℓ）

4袋
（1,200ℓ）

2袋
（600ℓ）

3袋
（600ℓ）

30ℓから
20ℓの
交換も
できます

取扱
窓口

●市役所市民窓口課（土、日、祝日、年末年始を除く）
●清掃センター（土、日、年末年始除く）
●一斉配布会場［市内25箇所］（一斉配布当日2日間のみ）
●追加配布会場［市役所、文化センター、上野公民館］
　　　　　　　（追加配布期間中のみ）
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ごみ指定袋が足りなくなった場合

資源用袋が足りなくなった場合

不要なごみ指定袋等を返却したい場合

転入した場合

◆市内のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどで購入してください。（取扱店は市ホームページ参照）
◆無料配布枚数を超えるごみの排出に対しては、ごみ処理費用の一部を負担していただいております。

◆返却した方の分から無料でお渡しします。販売はしていません。
◆ごみ集積場所以外の資源回収場所では資源用袋を使用せずに出すことができます。

※令和3年（2021年）10月1日時点（消費税率10％）の販売単価です。今後消費税率の改定などがあった場合、販売単価を変更することがあります。

可燃用袋（40ℓ）
販売単価

1枚120円（税込） 10枚1袋 市役所と清掃センターは
1枚単位から購入できます。

1枚1枚550円（税込）

販売単位

不燃用袋（30ℓ）
粗大ごみ用シール

取扱
窓口

取扱
窓口

●市役所市民窓口課（土、日、祝日、年末年始を除く）
●清掃センター（土、日、年末年始を除く）
●一斉配布会場［市内25箇所］（一斉配布当日2日間のみ）
●追加配布会場［市役所、文化センター、上野公民館］（追加配布期間中のみ）

●市役所市民窓口課（土、日、祝日、年末年始を除く）
●清掃センター（土、日、年末年始を除く）
●しあわせ村、文化センター（開館日）
●常設場（年末年始除く）　●拠点場（毎月第1～4木曜日の実施日）
●一斉配布会場［市内25箇所］（一斉配布当日2日間のみ）
●追加配布会場［市役所、文化センター、上野公民館］（追加配布期間中のみ）

◆転入手続き時に、市役所1階市民窓口課でお渡しします。
◆転入時期や世帯人数によって、枚数は異なります。

EM処理剤を使用して、生ごみを堆肥化してみましょう！
※使用するためには、生ごみ処理容器が必要です。
　ホームセンター等でお買い求めください。

住民登録がないが、市内に住んでいる場合
◆清掃センターで申請をすることにより、転入時期や世帯人数に応じて無料配布します。

EM処理剤について

配布日時 配布場所 補充曜日
補充予定時間

施設の
開館日時による

●緑陽市民館　　●しあわせ村　　●上野公民館
●清掃センター　●市役所
●富木島公民館　●船島市民館　　●文化センター
●加木屋市民館　●三ツ池市民館　●加木屋南市民館

毎週火曜日
午後から
毎週木曜日
午後から

可燃ごみを
減らす
ひと工夫！

ごみ指定袋について
ごみ指定袋は年1回一定枚数を無料で配布します。
3R（リデュース（ごみを発生させない）・リユース（再使用）・リサイクル（資源化））の推進のため、
配布された一定枚数の範囲で、工夫しながら計画的に使用してください。

◆9月30日現在で住民票のある世帯主に、10月中旬頃に引換券を送付します。
◆引換券に記載されている日時・場所で、1年間分のごみ指定袋をお受け取りください。
◆引換券を失くした場合は、清掃センターに相談してください。

◆資源にできるものは、資源として出す。
◆年間のごみ出し回数に応じて、可燃用袋の同容量交換をする。
◆交換は1年間分の配布枚数以内で、未開封10枚1袋単位で交換できます。

自分の家庭がどれくらいの頻度でごみを出しているか考えてみましょう！
小さい袋に交換するほど枚数は増え、大きい袋に交換するほど枚数は減ります。
1人世帯にお渡しする袋の種類は30ℓと20ℓです。
2～4人世帯と5人以上世帯にお渡しする種類は40ℓと20ℓです。
以上を踏まえて、以下の交換例を見てみましょう。

無料分ごみ指定袋の一斉配布（毎年10月下旬）

計画的にごみ指定袋を使うために（交換制度）

ごみ指定袋の種類と無料配布の枚数（1世帯につき1年間分の枚数）

世帯人数 可燃用袋 不燃用袋 資源用袋 粗大ごみ用シール
袋容量
30ℓ
20ℓ

30ℓ40ℓ
20ℓ
40ℓ
20ℓ

40枚
30枚

10枚 40ℓ 40枚 3枚60枚
40枚
85枚
40枚

配布枚数 袋容量 配布枚数 袋容量 配布枚数 配布枚数
1人

2～4人

5人以上

袋の種類 可燃 → 可燃
（サイズ変更）

○ × × ×

可燃 → 不燃 不燃 → 可燃 資源 → 可燃・不燃

交換可否

交換例

40ℓ

20ℓ

30ℓ

30ℓ 30ℓ

20ℓ

20ℓ

3袋（1,200ℓ）

6袋
（1,200ℓ）

4袋
（1,200ℓ）

2袋
（600ℓ）

3袋
（600ℓ）

30ℓから
20ℓの
交換も
できます

取扱
窓口

●市役所市民窓口課（土、日、祝日、年末年始を除く）
●清掃センター（土、日、年末年始除く）
●一斉配布会場［市内25箇所］（一斉配布当日2日間のみ）
●追加配布会場［市役所、文化センター、上野公民館］
　　　　　　　（追加配布期間中のみ）
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この一覧表は家庭から出るごみの取り扱いを記載しています。
これらを参考に、ごみ捨てのルールを守っていただきますようご協力お願いします。

ごみ集積場所で出す場合の注意事項
◇収集日の午前５時〜７時30分までに出してください。
◇種類ごとの指定袋又は粗大ごみ用シールのどちらかを必ず使ってください。(枝木などを除く）
◇粗大ごみ用シールは指定袋に入らないような大きな個体１つに１枚貼ってください。
◇タンス、ソファーなど大きな粗大ごみを出すときは、前日までに清掃センターへご連絡ください。
　（いつ、どこの集積場所に、何を出すかなど）
◇粗大ごみを出すことで、交通の妨げになるような場合は清掃センターへお持ち込みください。
◇違反ごみシールが貼られたごみは、ごみを出した方が責任をもって直ちに撤去してください。
◇カラス除けネットがある場合は、ごみを必ずネットの下に入れてください。

ごみ集積場所で収集できないもの
◇分別がきちんとされていないもの
◇ごみと指定袋の種類が違うもの
◇収集後に出されたごみ（ごみ出し時間を遵守できていないごみ）
◇出し方のルールが守られていないごみ（束ねていない、長い、太いなど）
◇運搬に支障をきたす恐れのあるごみ（詳細はP16以降の一覧表を参照）
◇東海市内の家庭以外から出たごみ（事業系ごみ、市外のごみ）
◇幅1.4ｍ、長さ2ｍ以上の粗大ごみ（マットレスを除く）

清掃センターへ直接持ち込む場合の注意事項
◇持込み時間を遵守してください。（午前9時〜11時30分、午後1時〜3時30分）
◇可燃・不燃の分別はしっかりとしてください。
◇中身が確認できる透明・半透明の袋に入れてください。
◇段ボールで持ってきた場合、段ボールは捨てず、中身だけ捨ててください。
　残った段ボールは資源として出すため、畳んで係員に手渡ししてください。
◇指定袋・粗大ごみ用シールを使用している場合は無料となりますが、一部のごみに適用されない
場合があります。（詳細はP16以降の一覧表を参照）

清掃センターへ直接持ち込めないもの
◇分別がきちんとされていないもの
◇中身が確認できないごみ（黒い袋入り、段ボール詰めなど）
◇重量物（電動ベッド、エレクトーン、金庫等）で60kg以上のもの
◇幅1.4ｍ、長さ2ｍ以上の粗大ごみ（マットレスを除く）
◇産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物及び処理困難物

ごみ捨ての
基本的ルール



集積場所で捨てられないごみも条件によっては、清掃センターへ
直接持ち込むことで捨てることができます。

捨てたいものの品名を探す。
別名称で記載されていることも
あります。
例）「ホッカイロ」→「カイロ」

インク　  ＝  使用済みインクカートリッジ
硬質プラ  ＝  硬質プラスチック製品
プラ容器  ＝  プラスチック製容器包装
ペット　  ＝  ペットボトル

紙類 …………………………………… P5
布類 …………………………………… P6
びん類 ………………………………… P6
インク ………………………………… P7
硬質プラ ……………………………… P8
油 ……………………………………… P9
小型家電 ……………………………… P9

捨てるための条件や注意事項が記載
されています。
条件によって捨て方が変わる場合が
ありますので、必ずお読みください。

○：可
×：不可
▲：条件付きで可

表中略語

表の見方

分別区分ごとの出し方
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行 番号 物　　　品　　　名 分別区分 条	件	・	注	意	事	項	等 清掃センター
への持込み

あ 1 アイロン 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
2 アイロン台 不燃 〇
3 アコーディオンカーテン 不燃 家庭のもので本人が外した場合に限る ▲
4 アダプター（電源用） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
5 編み機 不燃 〇

6 網戸（アルミ製） 不燃

家庭のもので本人が外した場合に限り､ 2 枚まで集
積場所で可
シールは網戸 2枚までを束ねて 1枚で可
それ以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合シール等不可）

▲

7 網戸（木製） 可燃

家庭のもので本人が外した場合に限り､ 2 枚まで集
積場所で可
シールは網戸 2枚までを束ねて 1枚で可
それ以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合シール等不可）

▲

8 アルミサッシ 不燃
家庭のもので本人が外した場合に限り､ 2 枚まで集
積場所で可
それ以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合シール等不可）

▲

9 アルミ箔（アルミホイル） 可燃 肉厚のアルミ箔（煮込みうどんの器等）は不燃 〇

あいうえお順
ごみ分別区分一覧表
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行 番号 物　　　品　　　名 分別区分 条	件	・	注	意	事	項	等 清掃センター
への持込み

10 アルミガード（台所用） 不燃 〇
11 安全靴 不燃 金属のない場合は可燃 〇

12 アンテナ
（パラボラアンテナを除く） 出せません 家庭のもので本人が外した場合に限り、清掃センター

へ直接持込みで全量が有料（この場合シール等不可） ▲

い 13 衣装ケース（プラスチック製） 硬質プラ 資源で出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
14 衣装ケース（金属製） 不燃 〇
15 石 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
16 い　す（木製） 可燃 〇
17 い　す（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合は可燃 〇
18 い　す（金属製） 不燃 〇
19 一輪車（運搬用 ･遊具） 不燃 〇
20 衣類乾燥機 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×
21 衣　類 布類 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
22 イルミネーション 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
23 入れ歯 可燃 金属のみの場合は不燃 〇
24 インクカートリッジ インク 分別収集常設場か市内公共施設で回収へ 〇
25 インターホン 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

う 26 ウインドサーフィンボード 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

27 ウィンドファン 小型家電
資源として出せない場合は不燃
家庭のもので本人が外したものに限る
エアコンは持込み不可No.38参照

〇

28 ウィッグ 可燃 〇

29 植木鉢（陶磁器製） 出せません
50㎝角の箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込
みで全量が有料（この場合シール等不可）それ以上は
廃棄物取扱い業者へ

▲

30 植木鉢（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

31
ウォータークーラー、
ウォーターサーバー
（コンプレッサー付き）

出せません 販売店または廃棄物取扱い業者へ ×

32 ウォーターベッド 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
33 う　す（木製、石製） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
34 腕時計（電池式・クォーツ式） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
35 腕時計（自動巻き式・手動巻き式） 不燃 〇

36 羽毛ふとん 羽毛ふとん ダウン率50％以上のものは資源、
ダウン率50％未満のもの及び濡れたものは可燃 〇

え 37 エアガン（銃弾が鉛のもの） 出せません 警察かつ販売店へ ×
38 エアコン 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×
39 エアソフトガン（銃弾がBB弾のもの） 可燃 金属製を含むものは不燃 〇
40 映像・音響機器 小型家電 資源として出せない場合や木製の場合は不燃 〇
41 液　体 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

42 枝　木 可燃

太さ10㎝までで長さ50㎝以内のものを直径30㎝ま
でに束ねた4束までは､集積場所･持込みともシール･
指定袋は不要
5束以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合シール等不可）
50㎝より長いものはNo.108参照

〇

43 ＭＤ 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇

44 ＭＤプレーヤー 小型家電 資源で出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

45 ＬＥＤ電球、ＬＥＤランプ 不燃 〇
46 鉛　管 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
47 塩化ビニール管 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

48 塩化ビニールシート（クッショ
ンフロア、ビニールタイル含む） 出せません

家庭のもので本人が施工した場合に限り､50㎝角の
箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込みで全量
が有料（この場合シール等不可）それ以上は廃棄物取
扱い業者へ

▲

49 延長コード 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

50 えんぴつ削り機（電動） 小型家電 資源として出せない場合や手動式の場合は不燃
削りかすは可燃 〇
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行 番号 物　　　品　　　名 分別区分 条	件	・	注	意	事	項	等 清掃センター
への持込み

お
51 オイルヒーター 出せません

清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）オイルを抜いた場合は資源（小型家
電）として出せる

▲

52 オーディオセット 小型家電 資源で出せない場合や木枠付きの場合は不燃 〇
53 オートバイ及びその部品類 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
54 オーブントースター、レンジ 小型家電 資源で出せない場合は不燃 〇
55 汚　泥 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

56 斧（おの） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

57 おまる 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
58 おむつ 可燃 汚物を取り除いて出すこと 〇

59 おもちゃ（電池等で動くもの） 小型家電 資源として出せない場合、ぬいぐるみ等の布類が付い
たものは不燃　電池の出し方はNo.281参照 〇

60 おもちゃ（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
61 おもちゃ（金属製） 不燃 〇
62 おもちゃ（木・ゴム製） 可燃 〇

63 オルガン 不燃 いすは別にシール必要
60kg以上は廃棄物取扱い業者へ 〇

64 オルゴール 不燃 〇

65 温水器
（電気温水器､ 太陽熱温水器） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

66 温度計（ガラス製） 不燃 水銀の入ったものは集積場所に出せないため、資源分
別収集常設場、文化センター、しあわせ村へ 〇

67 温度計（プラスチック製） 可燃 水銀の入ったものは集積場所に出せないため、資源分
別収集常設場、文化センター、しあわせ村へ 〇

68 温風ヒーター 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
69 音楽プレーヤー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

か 70 カーテン 可燃 〇

71 カーテンレール 不燃 長さ1mを超える場合は清掃センターへ直接持込みで
全量が有料（この場合シール等不可） 〇

72 貝　殻 可燃 〇

73 懐中電灯 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

74 カイロ（電子カイロ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

75 カイロ（使い捨て） 可燃 使い切ってから捨てること 〇
76 鏡（手鏡、姿見、鏡台等） 不燃 割れている場合は厚紙等で包むこと 〇
77 傘 不燃 不燃用袋で可 〇

78 火災報知器（家庭用） 小型家電
本人が取り外したものに限り、電池を外し、小型家電。
持ち込みができない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照

〇

79 ガスボンベ
（プロパンガスボンベ） 出せません 販売店へ ×

80 ガスコンロ（ガスレンジ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

81 カセットテープ 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇

82 カセットデッキ 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

83 カセットボンベ
（中身が入っていないもの） スプレー缶

不燃用袋は不可
穴を開けずに、他の飲料缶等とは別の資源用袋に【ス
プレー缶】と白い紙に書いて貼る又は【スプレー缶】と
記載された指定紙を貼って、資源（缶）の日に出すこと

〇

84 カセットボンベ
（中身が入っているもの） 出せません 資源分別収集常設場・拠点場・清掃センターの専用回

収ボックスに入れること ▲

85 カセットコンロ 不燃
カセットボンベは必ず抜き、指定の出し方で捨てること
カセットボンベはNo.83,84参照
電池の出し方はNo.281参照

〇

86 カッパ 可燃 〇
87 カツラ 可燃 〇
88 金　串 不燃 危険なため､先端部が出ないよう厚紙等で包むこと 〇
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89 かばん（革製、布製） 可燃 〇
90 壁　紙（布製 ･紙製） 可燃 家庭のもので本人が施工した場合に限る ▲

91 壁　紙（ビニール製） 出せません
家庭のもので本人が施工した場合に限り､50㎝角の
箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込みで全量
が有料（この場合はシール等不可）
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

92 カミソリ（プラスチック製） 可燃 カミソリの刃（替刃）は不燃 〇
93 カミソリ（金属製） 不燃 〇
94 紙パック（牛乳用等） 紙類 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

95 か　め（陶磁器製） 出せません
2個までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

96 か　め（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

97 カメラ 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

98 カメラ（使い捨て） 不燃 〇

99 カラオケセット 小型家電 資源として出せない場合や木製の場合は不燃
カラオケのテープは可燃 〇

100 ガラス類 不燃
びんの割れたもの､割れたガラス等危険物は厚紙等で
包むこと
飲食料用及び化粧品びん（乳白色のびんは除く）の割
れていないびんは資源へ

〇

101 瓦 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
102 岩綿吸音板 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

103 乾燥剤（シリカゲル） 可燃 生石灰は発熱の危険があるため、袋などに入れて水に
濡れないように出すこと 〇

104 乾電池 乾電池 公共施設等に設置してある乾電池回収箱に出すこと ▲

105 缶　類（アルミ､ スチール） 缶類 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は不燃 〇

き 106 キーボード（パソコン用） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

107 キーボード（PC・楽器） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

108 木くず（木材）※太さ10㎝までで長さ1mまで 可燃
可燃用袋で出せる範囲は集積場所で可
軽トラック半分程度までは清掃センターへ直接持込
みで全量が有料（この場合はシール等不可）
それ以上の場合は、廃棄物取扱い業者へ

▲

109 木くず（生木､ 木の根）※太さ10㎝までで長さ50㎝まで 可燃 可燃用袋で可
枝木はNo.42参照 〇

110 木くず（生木､ 木の根）※太さ10㎝までで長さ1mまで 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

111 ギター（クラシック） 可燃 〇
112 ギター（エレキ） 不燃 〇
113 脚　立 不燃 〇
114 鏡　台（ドレッサー） 可燃 鏡のみは不燃　いすは別にシールが必要 〇

115 金　庫 出せません
家庭のもので60kg未満に限り､清掃センターへ直接
持込みで全量が有料（この場合はシール等不可）60kg
以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

く 116 クーラーボックス 可燃 〇
117 空気清浄機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

118 草刈機（家庭用） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

119 草　花 可燃
菊、ひまわり、あじさい、ばら等の茎のしっかりしたも
のはNo.42参照
その他は可燃用袋に入れて出すこと

〇

120 靴 可燃 安全靴（金属入り）は不燃 〇
121 車いす（電動式） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
122 車いす（手動式） 不燃 家庭のもので１台までは可 〇

け 123 蛍光灯 不燃 水銀の入ったものは集積場所には出せないため、資源
分別収集常設場へ 〇
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124 珪藻土バスマット 不燃
石綿（アスベスト）が含まれているものは販売店また
はメーカーへ
詳しくは市ホームページを参照

▲

125 携帯電話（スマートフォン） 小型家電
資源として出せない場合は不燃（個人情報は消去す
ること）
電池の出し方はNo.281参照

〇

126 ケーブルドラム（ケーブルを巻いていた大型の木枠） 出せません
分解したものは清掃センターへ直接持込みで全量が
有料（この場合はシール等不可） ▲

127 ゲーム機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
128 ゲームソフト（ディスク） 可燃 〇
129 ゲームソフト（カセット式） 可燃 〇

130 血圧計（デジタルタイプ） 小型家電 布類は取り外すこと
資源として出せない場合は不燃 〇

131 血圧計（水銀タイプ） 水銀使用廃
製品 資源分別収集常設場、文化センター又はしあわせ村へ ×

132 健康器具（ステッパー） 不燃 ハンドル式のステッパーはNo.133参照 〇

133
健康器具
（ルームランナー、ハンドル式、
自転車式、イス式、スライド式）

出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

134 建設資材・建設廃材 出せません

業者が施工した場合は全て廃棄物取扱い業者へ
家庭のもので本人が施工した場合に限り､60㎏未満
まで清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この
場合はシール等不可）
個別の物品欄参照

▲

こ 135 高圧洗浄機 小型家電 小型のもので家庭で使用していたものに限る
資源として出せない場合は不燃 〇

136 広告類（チラシ） 紙類 資源として出せない場合は可燃 〇

137
小型充電式電池（ニカド電池、
ニッケル水素電池、
リチウムイオン電池）

小型充電式
電池

清掃センター事務所、資源分別収集常設場のペール
缶、または回収協力店のリサイクルボックスへ
（詳しくは一般社団法人JBRCのホームページ又は
清掃センターへ）P4参照

〇

138 小型船舶 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×

139 こたつ（加熱器部分が付いたもの）こたつの加熱器 不燃 〇

140 こたつ（加熱器部分を取り外したもの）､ こたつ板 可燃 シールは本体、こたつ板それぞれに貼ること 〇

141 こたつ掛け布団 可燃 〇
142 コップ（ガラス製） 不燃 危険がないよう厚紙等に包むこと 〇
143 コップ（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

144 コピー用トナー 出せません
カートリッジ2個までは清掃センターへ直接持込みで
全量が有料（この場合はシール等不可）係員に手渡し
すること
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

145 ゴムボート 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

146 ゴルフクラブ入りゴルフバック 不燃 ゴルフバックのみは可燃 〇
147 ゴルフボール 可燃 〇

148 ゴルフクラブ 不燃 不燃用袋に入れるか、クラブ一式をひもで縛りシール
を貼る 〇

149 コンクリートブロックコンクリート製ガレキ 出せません
50㎝角の箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込
みで全量が有料（この場合はシール等不可）それ以上
は廃棄物取扱い業者へ

▲

150 コンセント（差込みプラグ） 不燃 〇
151 コンセント（マルチタップ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

さ 152 サーフボード 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

153 座いす（金属の入ったもの） 不燃 金属の入ってない場合は可燃 〇

154 雑　誌 紙類 ひもで縛ること
資源として出せない場合は可燃 〇

155 座布団 可燃 可燃用袋に入れるか､5枚1組をひもで縛りシールを
貼る 〇

156 皿（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
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157 皿（ガラス・陶磁器製） 不燃 〇
158 皿（メラミン製） 可燃 〇

159 産業廃棄物 出せません 事業活動に伴って発生した産業廃棄物は､廃棄物取扱
い業者へ ×

160 三輪車 不燃 〇
し 161 C　Ｄ 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇
162 磁　石 不燃 〇
163 辞　書（紙） 紙類 資源として出せない場合は可燃 〇
164 辞　書（電子辞書） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

165 七　輪（しちりん） 出せません
2個までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）灰は必ず取り除くこと
それ以上は廃棄物取扱い業者へ、灰はNo.321参照

▲

166 自転車 不燃
電動アシスト自転車はバッテリーを取り外すこと
バッテリーが外せないものは清掃センターへ直接持
込みで全量が有料（この場合はシール等不可）

〇

167 自転車空気入れ 不燃 〇
168 自転車タイヤ・チューブ 可燃 〇
169 自動車・自動二輪車部品類 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×
170 自動二輪車 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
171 シニアカー（電動） 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×
172 じゅうたん（カーペット） 可燃 丸めてひもで縛り､シールを貼ること 〇
173 ジュニアシート 可燃 〇
174 ジューサー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

175 消火器 出せません
2本までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）係員に手渡しすること
それ以上は販売店へ

▲

176 浄水器（蛇口取り付けタイプ） 可燃 〇
177 浄水器カートリッジ 可燃 〇
178 照明器具 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
179 焼却炉　家庭用（小） 不燃 容積100ℓ（直径40㎝､高さ80㎝）程度まで 〇

180 焼却炉　家庭用（大） 出せません
容積100ℓ程度を超え､200ℓ以下のものは清掃セン
ターへ直接持込みで全量が有料（この場合はシール
等不可）レンガ製は廃棄物取扱い業者へ

▲

181 焼却灰 出せません 家庭等の焼却は禁止されているので､持込みも不可
廃棄物取扱い業者へ ×

182 食　卓（金属製） 不燃 〇
183 食　卓（木製） 可燃 〇

184 食用油 天ぷら廃油 資源として出せない場合は少量（500㎖まで）を紙･布
に湿らせたものや固化したものに限り可燃 ▲

185 食器乾燥機、食器洗い機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

186 食器棚（木製） 可燃 木製のものはガラス戸付でも可燃
金属製のものは不燃 〇

187 食器類（陶磁器製・ガラス製） 不燃 割れている場合は厚紙等で包むこと 〇
188 シルバーカー（手押し歩行型） 不燃 〇

189 シェーバー（電動） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

190 新聞紙 紙類 ひもで縛ること
資源として出せない場合は可燃 〇

す 191 水上バイク 出せません 販売店へ ×
192 炊飯器 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
193 水　槽（ガラス製） 不燃 〇
194 水　槽（アクリル製）	 可燃 〇
195 スーツケース 可燃 金属製及び金属の補強板が入っているものは不燃 〇
196 姿　見 不燃 〇
197 スキー板､ ストック 不燃 〇
198 スキーキャリア 不燃 〇
199 スキー靴 可燃 〇
200 スキャナー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
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201 スキー・スノーボードウェア 布類 資源として出せない場合や綿・羽毛入りのもの・汚れ
が落ちない場合は可燃 〇

202 スケート靴 不燃 〇
203 スケートボード 不燃 〇

204 スチール棚 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合は
シール等不可）不燃用袋で出せる範囲は集積場所で可 〇

205 スチール物置・倉庫 出せません
家庭のもので､本人が平板に解体した場合に限り､清
掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合は
シール等不可）

▲

206 ストーブ 小型家電 資源として出せない場合は不燃（灯油は必ず抜くこと）
電池の出し方はNo.281参照 〇

207 砂（ペット用） 可燃 ベントナイト系については少量（1袋10㎏程度の半分
までの量）のみ可 ▲

208 砂（園芸用） 出せません
50cm角の箱一杯程度までの量は清掃センターへ直
接持込みで全量が有料（この場合はシール等不可）そ
れ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

209 スノーボード 不燃 〇
210 スピーカー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
211 スピーカー（木製） 不燃 〇

212 スプレー缶（中身が入っていないもの） スプレー缶
不燃用袋は不可
穴を開けずに、他の飲料缶等とは別の資源用袋に【ス
プレー缶】と白い紙に書いて貼る又は【スプレー缶】と
記載された指定紙を貼って、資源（缶）の日に出すこと

〇

213 スプレー缶（中身が入っているもの） 出せません
不燃用袋･資源用袋では不可
資源分別収集常設場・拠点場・清掃センターの専用回
収ボックスに入れること

〇

214 スポットクーラー（冷風機） 出せません 販売店または廃棄物取扱業者へ ×
215 ズボンプレッサー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
216 スレート（瓦､外壁用建材、煙突） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

217 スロットマシン 出せません
家庭のもので１台に限り､清掃センターへ直接持込み
で全量が有料（この場合はシール等不可）
２台以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

せ 218 石膏（せっこう）ボード 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
219 セメント板 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
220 扇風機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
221 洗濯機（洗濯乾燥機） 出せません 家電リサイクル法対象品	P4参照 ×

222 洗面化粧台（陶磁器製を除く） 出せません 家庭のもので本人が外した場合に限り､清掃センター
へ直接持込みで全量が有料（この場合はシール等不可） ▲

223 洗面化粧台（陶磁器製） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
224 洗面器（陶磁器製） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
225 洗面器（金属製） 不燃 〇
226 洗面器（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

そ 227 掃除機 小型家電 資源で出せない場合は不燃（ごみパックは抜くこと）
電池の出し方はNo.281参照 〇

228 ソーラーパネル 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

229 ソファー 不燃 金属の入ってないものは可燃
シールはいす各１個体に１枚貼ること 〇

た 230 体温計 不燃 水銀の入ったものは集積場所に出せないため、資源分
別収集常設場、文化センター、しあわせ村へ 〇

231 耐火金庫 出せません
家庭のもので60kg未満に限り､清掃センターへ直接
持込みで全量が有料（この場合はシール等不可）60kg
以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

232 台　車 不燃 家庭のものに限る 〇
233 体重計（アナログタイプ） 不燃 〇
234 体重計（デジタルタイプ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
235 タイル 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
236 タイヤ（自転車・一輪車用） 可燃 リム付きのものは不燃 〇
237 タイヤ（自動車・バイク用） 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×

238 タイヤチェーン（金属製） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇
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239 タイヤチェーン（ゴム製） 可燃 〇
240 大理石製品 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×

241 竹（太さ10㎝までで長さ50㎝まで） 可燃
直径30㎝までに束ねた4束までは､集積場所･持込み
ともシール･指定袋は不要
5束以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

〇

242 竹（太さ10㎝までで長さ50㎝～ 1ｍ） 出せません
清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

243 竹　串 可燃 危険なため､先端部が出ないよう厚紙等で包むこと 〇

244 畳 可燃

家庭のもので本人が外した場合に限り、2畳まで集積
場所で可
（畳1枚につき、シール1枚必要）
3畳以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

〇

245 建　具（板戸､ ドア） 可燃

家庭のもので本人が外した場合に限り、2枚まで集積
場所で可
（シールは2枚までを束ねて1枚で可）
3枚以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

▲

246 建　具（障子､ ふすま） 可燃

家庭のもので本人が外した場合に限り、2枚まで集積
場所で可
（シールは2枚までを束ねて1枚で可）
3枚以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

▲

247 建　具（ガラス戸） 不燃

家庭のもので本人が外した場合に限り、2枚まで集積
場所で可
（シールは2枚までを束ねて1枚で可）
3枚以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

▲

248 タブレットの端末 小型家電 資源として出せない場合は不燃
個人情報は消去すること 〇

249 卵のパック	 プラ容器 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

250 タンス 可燃 集積場所へ出す場合は1棹（さお）とわかるように置
くこと 〇

251 段ボール 紙類 ひもで縛ること
資源として出せない場合は可燃 〇

252 ダンベル 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

ち 253 チャイルドシート 不燃 〇

254 着火剤（液体状） 出せません 廃棄物取扱い業者へ
少量（500㎖まで）であれば、布・紙に染み込ませたものを可燃 ▲

255 着火剤（固体状） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

256 注射筒 可燃 内袋に入れて可燃、鋭利な針があるものは医療機関へ 〇

257 注射針（ペン型自己注射針・医療用注射針） 出せません 医療機関へ ×

つ 258 机（木製） 可燃 いすは別にシールが必要 〇
259 机（金属製） 不燃 いすは別にシールが必要 〇

260 机（上下スライド式） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）いすは別にシールが必要 〇

261 漬物石 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）自然石は廃棄物取扱い業者へ ▲

262 土（家庭園芸用） 出せません
50㎝角の箱一杯程度までの量は清掃センターへ直接
持込みで全量が有料（この場合はシール等不可）それ
以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

263 釣り竿（カーボン製のものも含む） 可燃 1m以上の場合は清掃センターへ直接持込みで全量が
有料（この場合はシール等不可） 〇

264 釣り用の重り（鉛） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） ▲

て 265 手洗い器（陶磁器製） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
266 DVD 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇
267 DVDプレーヤー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
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268 デジタルカメラ（デジカメ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

269 テレビ（ブラウン管式･液晶式･プラズマ式） 出せません 家電リサイクル法対象品	P4参照 ×

270 テレビゲーム機（家庭用） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
271 テレビ台（木製） 可燃 ガラス戸付きでも可燃 〇
272 テレビ台（金属製） 不燃 〇
273 点滴バッグ、チューブ類 可燃 鋭利な針は取り外して医療機関へ 〇
274 電気カーペット（電気毛布） 可燃 〇
275 電気ポット 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

276 電　球 不燃
危険なため厚紙等で包むこと
水銀の入ったものは集積場所に出せないため、資源分
別収集常設場、文化センター、しあわせ村へ

〇

277 電子オルガン・電子ピアノ 小型家電 資源で出せない場合や木製の場合は不燃
60㎏以上は、廃棄物取扱い業者へ 〇

278 電子たばこ・加熱式たばこ 出せません 清掃センター事務所または資源分別収集常設場へ直
接持込み 〇

279 電子レンジ 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

280 電線類 出せません
家庭のもので本人が施工した場合に限り､50㎝角の
箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込みで全量
が有料（この場合はシール等不可）それ以上は廃棄物
取扱い業者へ

▲

281 電　池 電池

乾電池は、No.104参照
ニカド電池は、No.308参照
ニッケル水素電池は、No.309参照
ボタン電池は、No.389,390参照
リチウムイオン電池・モバイルバッテリーは、No.429参照

▲

282 電動三輪車､ 電動車いす 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

283 電動アシスト自転車 不燃
バッテリーは必ず取り外すこと
バッテリーは清掃センターへ直接持込みで全量が有
料（この場合はシール等不可）

〇

284 電動ベッド 出せません
家庭のもので60㎏未満に限り、清掃センターへ直接
持込みで全量が有料（この場合はシール等不可）
60㎏以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

285 電話機（ファクシミリ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

286 テント（家庭用） 可燃 金属部分は不燃 〇
287 電　卓 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

と
288 と　い（雨樋） 出せません

家庭のもので本人が施工した場合に限り､長さ1m以
内で10本程度までは清掃センターへ直接持込みで全
量が有料（この場合はシール等不可）
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

289 陶磁器（50cm以上の傘立て、置物等） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

290 陶磁器（便器 ･手洗い洗面器） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
291 灯　油 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×
292 土　管 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
293 毒物・劇物 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×

294 時　計（電池式） 小型家電 資源で出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

295 トタン（金属製） 不燃
家庭のもので本人が外した場合に限り､5枚まで可
それ以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）※シールはトタン5枚まで
を束ねて1枚

▲

296 トタン（プラスチック製） 可燃
家庭のもので本人が外した場合に限り､5枚まで可
それ以上は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）※シールはトタン5枚まで
を束ねて1枚

▲

297 トナー（家庭用コピー機用） 出せません
カートリッジ2個までは清掃センターへ直接持込みで
全量が有料（この場合はシール等不可）それ以上は廃
棄物取扱い業者へ

▲

298 戸　棚（木製） 可燃 ガラス戸付きの場合でも可燃 〇
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299 戸　棚（金属製） 不燃 〇

300 ドラム缶 出せません
1個まで清掃センターへ直接持込みで全量が有料（こ
の場合はシール等不可）
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

301 ドライヤー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

302 トレイ（食品用）（発泡スチロール製品） プラ容器 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

303 塗　料 出せません 少量（500㎖まで）であれば、布・紙に染み込ませたものを可燃
未使用・使用途中の塗料は廃棄物取扱い業者へ ▲

304 塗料缶 不燃 必ず塗料は抜くこと 〇
305 泥（側溝等から出たもの） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

な 306 流し台 出せません 家庭のもので本人が外した場合に限り､清掃センター
へ直接持込みで全量が有料（この場合はシール等不可） ▲

307 鍋（土鍋 ･金属鍋） 不燃 〇
に
308 ニカド電池	 小型充電式

電池

清掃センター事務所、資源分別収集常設場のペール缶
または、回収協力店のリサイクルボックスへ（詳しく
は一般社団法人JBRCのホームページ又は清掃セン
ターへ）

〇

309 ニッケル水素電池	 小型充電式
電池

清掃センター事務所、資源分別収集常設場のペール缶
または、回収協力店のリサイクルボックスへ（詳しく
は一般社団法人JBRCのホームページ又は清掃セン
ターへ）

〇

310 人形（ガラス製・金属製・陶磁器製） 不燃 〇
311 人形（ゴム・木・プラスチック製） 可燃 〇

ぬ 312 ぬいぐるみ 可燃 電池が入っているものは取り外すこと
電池の出し方はNo.281参照 〇

313 布　類（古布 ･古着） 布類 資源として出せない場合や汚れている場合は可燃 〇
ね 314 粘　土（紙粘土 ･油粘土） 可燃 陶芸に使用する粘土は廃棄物取扱い業者へ 〇
の 315 農機具類 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
316 農業用廃ビニール 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
317 農　薬 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
318 のこぎり 不燃 危険なため、刃部が出ないよう厚紙等で包むこと 〇

は 319 バーベル 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） ▲

320 ハードディスク（外付け） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
個人情報は消去すること 〇

321 灰 出せません
バーべキュー等で出た少量（40ℓ1袋まで）のものに
限り、清掃センターへ直接持ち込みで全量が有料（こ
の場合はシール等不可）

▲

322 バイク（オートバイ） 出せません 販売店・廃棄物取扱い業者へ ×

323 廃　油（エンジンオイル等） 出せません 廃棄物取扱い業者へ	
少量（500㎖まで）であれば、布に染み込ませたものを可燃 ▲

324 バインダー 不燃 金属類､紙類等にできるだけ分類すること 〇

325 バケツ 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃
金属製のものは不燃 〇

326 はしご（金属製） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

327 パソコン 小型家電 清掃センターへ直接持込みで係員に手渡し
個人情報は消去すること ▲

328 パチンコ台 出せません
家庭のもので１台に限り､清掃センターへ直接持込み
で全量が有料（この場合はシール等不可）
２台以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

329 発電機 小型家電 小型のもので家庭で使用していたものに限り、小型家電
資源として出せない場合は不燃 〇

330 発泡スチロール	 プラ容器 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

331 バッテリー（自動車用） 出せません 販売店へ※モバイルバッテリーはNo.429参照 ×

332 花　火（未使用のもの） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）係員へ手渡しすること ▲
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333 刃物類（包丁 ･かみそり ･カッター等） 不燃 危険なため､刃や先端部が出ないよう厚紙等で包むこと 〇

334 パラボラアンテナ 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
335 ハンガー類（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合は可燃 〇
336 ハンガー類（金属製） 不燃 〇
337 ハンガー類（木製） 可燃 〇

ひ 338 ピアノ 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×
339 ビーチパラソル 不燃 〇

340 P タイル（ゴムマット含む） 出せません
家庭のもので本人が施工した場合に限り､50㎝角の
箱一杯程度までは清掃センターへ直接持込みで全量
が有料（この場合はシール等不可）
それ以上は廃棄物取扱い業者へ

▲

341 ひげそり（金属製） 不燃 〇
342 ひげそり（プラスチック製） 可燃 〇

343 ひげそり機（電気製） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

344 ビデオテープ 可燃 〇

345 ビデオデッキ 小型家電 資源として出せない場合は不燃
ビデオテープは取り外すこと 〇

346 ビデオカメラ 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
347 ビニール製品 可燃 〇

348 火　鉢 出せません
2個までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）灰は必ず取り除くこと
それ以上は廃棄物取扱い業者へ
灰はNo.321参照

▲

349 ビルトインコンロ 出せません 家庭のもので本人が外した場合に限り、清掃センター
へ直接持込みで全量が有料（この場合はシール等不可） ▲

350 びん類（飲食料用及び化粧品びん（乳白色のびんは除く）） びん類 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は不燃 〇

351
びん類（汚れたもの､ 割れたも
のや､ 乳白色びん、毒物・劇物
のびん）

不燃 割れたびんは厚紙等で包むこと 〇

ふ 352 ファンヒーター 小型家電 資源として出せない場合は不燃（灯油は必ず抜くこと）
電池の出し方はNo.281参照 〇

353 ファックス（本体） 小型家電 資源として出せない場合は不燃
必ずインクリボン、トナーは取り外すこと 〇

354 布　団 可燃 上下１組にシール1枚 〇
355 布団乾燥機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

356 ブラインド 可燃 長さ1mを超える場合は清掃センターへ直接持込みで
全量が有料（この場合シール等不可） 〇

357 プラスチック製容器包装（プラマークの付いたもの） プラ容器 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

358 プランター（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合は可燃 〇

359 プランター（陶磁器製） 出せません
2個までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）それ以上は廃棄物取扱い
業者へ

▲

360 プリンター 小型家電 資源として出せない場合は不燃
インクカートリッジは抜くこと 〇

361 古　着 資源 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
362 B	D（ブルーレイ・ディスク） 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇

363 B	D（ブルーレイ・ディスク）プレーヤー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

364 風呂釜 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

365
風呂桶、浴槽
（ステンレス製 ･ホーロー製、
FRP 製）

出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

366 風呂桶、浴槽（木製） 出せません 家庭のもので本人が外した場合に限り、清掃センター
へ直接持込みで全量が有料（この場合はシール等不可） ▲

367 風呂のふた 硬質プラ 資源として出せない場合は可燃 〇
368 フロッピーディスク 可燃 ケースは資源（硬質プラスチック） 〇
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へ 369 ベッド（木製） 可燃 マットレスは別にシール必要 〇
370 ベッド（スチール製） 不燃 マットレスは別にシール必要 〇

371 ベッド（電動式） 出せません
清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）60㎏以上のものは販売店又は廃棄
物取扱い業者へ

▲

372 ペットボトル	 ペットボトル 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

373 ペットボトルキャップ	 プラ容器 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

374 ベビーカー（乳母車） 不燃 〇
375 ヘルメット 可燃 家庭のものに限る 〇
376 ベルト（ズボン用） 可燃 〇
377 ペンキ（塗料） 出せません No.303参照 ▲
378 便　器（陶磁器製） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×
379 便　座（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
380 便　座（シャワートイレ） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇

ほ 381 ホイール 出せません 販売店または廃棄物取扱い業者へ ×
382 防火カーテン 可燃 カーテンレール､金具ははずすこと 〇
383 包　丁 不燃 危険なため、刃や先端部がでないよう厚紙等で包むこと 〇

384 ボウリング球 出せません
2個までは清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）それ以上は廃棄物取扱い
業者へ

▲

385 ホース 可燃
1m程度に切断すること
切断できない場合は紐で縛り、清掃センターへ直接持
込みで全量が有料（この場合はシール等不可）

〇

386 ホースリール（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃
ホースは取外し、1m程度に切断して可燃 〇

387 ホースリール（金属製） 不燃 ホースは取外し、1m程度に切断して可燃 〇
388 ポータブルトイレ 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

389 ボタン電池（CR・BR） ボタン電池
テープで絶縁し、公共施設等に設置してある回収箱
又は回収協力店の電池回収缶へ（詳しくは、市ホーム
ページへ）
※型式記号はボタン電池本体に記載	P4参照

〇

390 ボタン電池（SR・PR・LR） ボタン電池
テープで絶縁し、回収協力店の電池回収缶へ（詳しく
は、一般社団法人電池工業会のホームページへ）
※型式記号はボタン電池本体に記載	P4参照

×

391 ホットカーペット 可燃 丸めてひもで縛り､シールを貼ること 〇
392 ホットプレート 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
393 ボディボード 可燃 〇

394 ポリタンク（灯油用：プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃
灯油は必ず抜くこと 〇

395 ポリバケツ 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇

396 保冷庫・冷温庫（ポータブル、車載用含む） 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×

397 保冷剤 可燃 〇
ま 398 マウス（パソコン用） 小型家電 資源として出せない場合は不燃

電池の出し方はNo.281参照 〇

399 まくら 可燃 〇
400 マッサージ機 小型家電 資源として出せない場合、布類が付いているものは不燃 〇

401 マッサージチェア 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合は
シール等不可）60kg以上の場合は廃棄物取扱い業者へ 〇

402 マッチ（使用済みのもの） 可燃 〇

403 マッチ（未使用のもの） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）係員に手渡しすること ▲

404 マットレス（スプリング入り） 不燃 家庭のものに限る
スプリングの入っていない場合は可燃 〇

405 まな板（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
406 まな板（木製） 可燃 〇

み 407 ミキサー 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
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行 番号 物　　　品　　　名 分別区分 条	件	・	注	意	事	項	等 清掃センター
への持込み

408 ミシン（家庭用） 小型家電
資源として出せない場合は不燃
足踏み式は清掃センターへ直接持込みで全量が有料
（この場合はシール等不可）

〇

め 409 めがね（ガラス製） 不燃 〇
410 めがね（プラスチック製） 可燃 〇

も 411 毛　布 布類 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
412 木　炭 可燃 〇
413 もちつき機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
414 モニター（液晶） 小型家電 清掃センターへ直接持込みで係員に手渡しすること ▲

415 物干し竿（金属製） 不燃 1m以上の場合は清掃センターへ直接持込みで全量が
有料（この場合はシール等不可） 〇

416 物干し台（下部コンクリート製） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

や 417 薬　品（主に液体状のもの） 出せません 販売店又は廃棄物取扱い業者へ ×
ゆ 418 USB メモリー 小型家電 資源として出せない場合は不燃

個人情報は消去すること 〇

419 ゆたんぽ（プラスチック製） 硬質プラ 資源として出せない場合や汚れが落ちない場合は可燃 〇
420 ゆたんぽ（金属製） 不燃 〇
421 湯沸器（5号まで） 小型家電 資源として出せない場合は不燃 ▲
422 湯沸器（5号を超えるもの） 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

ら
423 ライター（金属製） 不燃

必ずガスを抜くこと
ガスの残っているものは清掃センターへ直接持込み
で全量が有料（この場合はシール等不可）係員に手渡
しすること

▲

424 ライター（使い捨て） 可燃
必ずガスを抜くこと
ガスの残っているものは清掃センターへ直接持込み
で全量が有料（この場合はシール等不可）係員に手渡
しすること

▲

425 ラケット（金属製） 不燃 〇
426 ラケット（木製・カーボン製） 可燃 〇

427 ラジオ 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

428 ラジカセ 小型家電 資源として出せない場合は不燃（テープは必ず抜くこと）
電池の出し方はNo.281参照 〇

り
429 リチウムイオン電池（モバイルバッテリー）	

小型充電式
電池

清掃センター事務所、資源分別収集常設場のペール缶
または回収協力店のリサイクルボックスへ（詳しくは
一般社団法人JBRCのホームページ又は清掃センター
のホームページへ）

〇

430 リモコン 小型家電 資源として出せない場合は不燃
電池の出し方はNo.281参照 〇

る 431 ルームランナー 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

432 ルーフキャリア（金属製・プラスチック製） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

れ 433 冷蔵庫 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×
434 冷凍庫 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×
435 冷風扇 小型家電 資源として出せない場合は不燃 〇
436 レコード盤 可燃 〇
437 レンガ 出せません 廃棄物取扱い業者へ ×

ろ 438 ロープ（布製､ プラスチック製） 可燃 1m程度に切断すること ▲
439 ローソク 可燃 〇

440 ロッカー（金属製） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可） 〇

わ 441 ワープロ専用機 小型家電 資源として出せない場合は不燃 ▲

442 ワープロ専用機（ブラウン管式画面・デスクトップ式） 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
シール等不可） 〇

443 ワイヤー 出せません 清掃センターへ直接持込みで全量が有料（この場合
はシール等不可）束ねること ▲

444 ワインセラー 出せません 家電リサイクル法対象品P4参照 ×



捨てる前に誰かに譲ってみませんか？購入する前に誰かにもらってみませんか？
　リサイクル情報は、家庭でいらなくなったもの・欲しいものを「ゆずります情報」「ください情報」に
登録して、第2の使い手を見つける制度です。

リサイクル情報について

①申込み ④問い合わせ ④問い合わせ

③掲示をみる ③掲示をみる

「タンス」を
譲りたいな…

情報一覧表
に掲載されて
いる「タンス」
がほしい！

⑥
話
し
合
い

⑤
譲
渡
者
の
連
絡
先
を
お
知
ら
せ

⑤
希
望
者
の
連
絡
先
を
お
知
ら
せ

譲渡者 希望者

②各公共施設に掲示

市

　市ホームページ又は電話で申込みをしてください。

ゆずります情報 ください情報

　市と協定を結んでいる株式会社リネットジャパンがパソコンを中心とした小型家電の回収をして
います。この宅配便回収は市の回収とは違います！！

注）3辺合計が140cm以内の箱に入るもので、重さ20kg以内に限ります。
　  パソコンが含まれておらず、小型家電のみだと有料となります。

詳しくは
または
ナビダイヤル0570-085-800まで
※市では、問い合わせの対応をしておりません。

で検索！

　下記の公共施設、市ホームページ及びとうかい3R（外部リンク）で1ヶ月間掲示します。

登録方法

掲載方法

リサイクル
情報

設置施設

●市役所（1階市民ホール）●しあわせ村●上野公民館●清掃センター
●中央図書館●商工センター●農業センター
●市民活動センター●文化センター●勤労センター
●下名和、渡内、平島、加家、富田、富木島、高横須賀、横須賀の公民館
●緑陽、船島、加木屋、三ツ池、加木屋南の市民館　　　　　　　　　　（計23箇所）

宅配便による小型家電回収について

リネットジャパン

②各公共施設に掲示

①申込み

希望者譲渡者
「自転車」が
欲しい人がい
るようだから
譲ろう！

「自転車」が
欲しいな…

⑥
話
し
合
い

市

宅配便がご自宅まで ! どんなパソコンも回収! 安心のデータ消去!
最短で翌日に回収します!
ネットで申し込み、詰めて渡すだけ!
パソコン回収は無料!

自作PC、故障、HDDがなくても!
古くても大丈夫です!

小型家電400品目も一緒に回収!

データ消去ソフト無料
面倒な方や壊れたパソコンの方は、
おまかせ安全消去サービスも!
消去証明書も発行!
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環境とあなたと共に

本   社 〒476‐0002 愛知県東海市名和町上大廻間23番地
  TEL 052‐604‐5353㈹ FAX 052‐604‐8546
富木島 〒476‐0011 愛知県東海市富木島町池脇 3 - 6 3
営業所                TEL 052‐604‐3600　 ＦＡＸ 052‐825‐6155

町別収集日について 収集日の午前5時から7時30分までに
出してください。

ネットの下に
隙間なく
きちんと入れる

夜出し禁止!!

南柴田町・名和町・浅山・大田町・高横須賀町・中ノ池・加木屋町

荒尾町・東海町・富貴ノ台・富木島町・中央町・横須賀町・元浜町・養父町

可燃ごみ（白色袋）
不燃ごみ（青色袋）
プラスチック製容器包装（黄色袋）
スチール・アルミ・スプレー缶（黄色袋）
ペットボトル（黄色袋）

可燃ごみ（白色袋）
不燃ごみ（青色袋）
プラスチック製容器包装（黄色袋）
スチール・アルミ・スプレー缶（黄色袋）
ペットボトル（黄色袋）

毎週月・木曜日
第１水曜日
毎週金曜日
第２水曜日
第３水曜日

毎週火・金曜日
第３水曜日
毎週木曜日
第４水曜日
第２水曜日

有料広告

　　　　　　東海リサイクルセンター
　東海市名和町三番割下31-3　TEL(052)689-5556

 　　　古紙の持込大歓迎、土日祝も営業中！

紙のリサイクル

㈱ オ ノ セ イ

一般廃棄物収集運搬・浄化槽清掃

有限会社　横須賀衛生

東海市養父町北堀畑５１
ＴＥＬ(0562)32-0024
ＦＡＸ(0562)32-9382

◎お気軽にお問合わせください！

横須賀衛生

発行年月日　　令和3年（2021年）10月
編集・発行　　　東海市清掃センター
　　　　　　　〒476-0003
　　　　　　　東海市荒尾町奥山10-48
　　　　　　　TEL（052）601-2053
　　　　　　　FAX（052）689-1166

※この冊子の内容に変更がある場合は、
　その都度、広報、アプリでお知らせします。

〒477ｰ0032東海市加木屋町東大堀27番地の3
ＴＥＬ（0562）35ｰ0987
ＦＡＸ（0562）34ｰ9732

ＵＲＬ　http://www.toushinseisou.co.jp

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬

有限会社 東 新 清 掃
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ゆずります情報 ください情報

　市と協定を結んでいる株式会社リネットジャパンがパソコンを中心とした小型家電の回収をして
います。この宅配便回収は市の回収とは違います！！

注）3辺合計が140cm以内の箱に入るもので、重さ20kg以内に限ります。
　  パソコンが含まれておらず、小型家電のみだと有料となります。

詳しくは
または
ナビダイヤル0570-085-800まで
※市では、問い合わせの対応をしておりません。

で検索！

　下記の公共施設、市ホームページ及びとうかい3R（外部リンク）で1ヶ月間掲示します。

登録方法

掲載方法

リサイクル
情報

設置施設

●市役所（1階市民ホール）●しあわせ村●上野公民館●清掃センター
●中央図書館●商工センター●農業センター
●市民活動センター●文化センター●勤労センター
●下名和、渡内、平島、加家、富田、富木島、高横須賀、横須賀の公民館
●緑陽、船島、加木屋、三ツ池、加木屋南の市民館　　　　　　　　　　（計23箇所）

宅配便による小型家電回収について

リネットジャパン

②各公共施設に掲示

①申込み

希望者譲渡者
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欲しい人がい
るようだから
譲ろう！

「自転車」が
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宅配便がご自宅まで ! どんなパソコンも回収! 安心のデータ消去!
最短で翌日に回収します!
ネットで申し込み、詰めて渡すだけ!
パソコン回収は無料!

自作PC、故障、HDDがなくても!
古くても大丈夫です!

小型家電400品目も一緒に回収!

データ消去ソフト無料
面倒な方や壊れたパソコンの方は、
おまかせ安全消去サービスも!
消去証明書も発行!
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おしらせ

《ごみ指定袋制度の趣旨》
　ごみ指定袋制度は、ごみ減量とリサイクルの推進を図ることで、循環型社会の
形成を目指すために平成7年度（1995年度）に導入したもので、各家庭に可燃用
袋･不燃用袋･粗大ごみシール･資源用袋を年間一定枚数無料配布しております。
　各家庭でごみ減量に努め､無料配布枚数の範囲内に納めていただきますよう､
ご協力をお願いします。
　本冊子では、家庭で不要となったもののうち、資源化可能なものについて詳し
く記載しております。
　限りある資源を有効に活用し、将来を担う子どもたちに良好な環境を残すた
め、資源化可能なものにつきましては資源として出していただきますようお願い
します。

清掃センターへのごみ搬入について

有料粗大ごみ収集について（2tトラックで戸別収集）

月～金曜日（年末年始を除く）午前9時～11時30分、午後1時～3時30分
年末の受付日は、広報とうかい12月15日号で案内

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）※当日、立ち会ってください
1便：午前9時頃　2便：午前10時30分頃　3便：午後1時30分頃　4便：午後2時30分頃
１車 5,500円（税込）（お釣りのないよう現金でご用意ください。）
予約制（電話または清掃センター窓口でお申し込みください。）
・家屋の中まで立ち入りません。2t車（荷台1.6ｍ×3.0ｍ）が進入できる場所までごみを出して
  おいてください。積込は清掃センターの係員が行います。
・可燃・不燃はしっかりと分別し、それぞれにまとめてください。
  中身が確認できないような段ボールや黒い袋の使用はご遠慮ください。
・処理困難物（清掃センターで処理できないもの）やルールが守られていないものは収集しま
  せん。
  ルールは本書「ごみと資源の出し方」に準じます。

家庭系　10kgあたり110円（税込）（計量が10kg単位のため四捨五入あり）
　　　　ごみ指定袋・粗大ごみ用シールを使用した場合は無料（一部シール使用不可あり）
事業系　10kgあたり165円（税込）※合計金額に10円未満の端数がある場合は切り捨てるもの。
・可燃と不燃は分別して持ち込んでください。
・中身の確認できない段ボールや黒い袋で持ち込まないでください。
・処理困難物（清掃センターで処理できないもの）は持ち込まないでください。
・受付時間は守ってください。
・ごみは排出者自身が持ち込んでください。特に代理で業者が持ってくることを禁止します。
・場内は一方通行です。進路標識に従い、徐行して通行してください。
・係員の指示に従ってください。

受 付 日 時

収 集 日 時

注 意 事 項

持 込 み
の

ル ー ル

料 　 　 金

料 　 　 金


