
 

 

 

保存版 

《家庭用》 

2022 年 7 月改訂版 

ごみは必ず分別をして 

指定袋、収集券を使用 

して出してね。 
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ごみは各地域のごみス

テーションに決められ

た収集日の午前８時３

０分までに必ず時間を

守って出してね。 諫早市ごみ減量キャラクター  
「エコ太」 

◇◇◇諫早市公式 LINE でごみ分別を検索できます！◇◇◇ 

 「諫早市公式 LINE」を友達登録することで、ごみ収集情報など 

情報を受け取れますので、ぜひ登録してください！ 

 ・事前に住んでいる地区を設定すると、各種ごみの収集日を前日   

 にお知らせしてくれます。 

 ・ごみ分別を LINE 上で簡単・手軽に検索できます。 

登録はこちら↓  

    



 

 

 

 

 

ごみは以下の指定袋や収集券（シール）を使用し、種類ごとに分別して出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 諫早市指定ごみ袋取扱店（諫早市内のスーパーマーケットや小売店）などでご購入いただけます。 

 ※収集券（シール）が商品棚に陳列してない場合は取扱店にお尋ねください。 

 

 

１.【もやすごみ】週に２回収集（曜日指定です。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 処理施設（県央県南広域環境組合：県央県南クリーンセンター）で処理できるものが対象品目とな

ります。 

○ プラスチック製品、白色トレイ、発泡スチロールは、『もやすごみ』で出してください。 

○ 木の枝や木材は、５０cm以内にして『束ねるごみ用収集券』を貼って出してください。 

○ 袋に入らないふとんや毛布は、もやすごみの収集日に『束ねるごみ用収集券』を貼って出してくだ

さい。 

 

２．【空きびん】月に２回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ びんの中身は完全に抜き取って、プラスチックのふた（キャップ）は『もやすごみ』で、金属製の

ふたは『金属・有害ごみ』で出してください。 

○ 一升びん、ビールびんは、リターナブルびんとして再度使用できるものです。大事に取り扱い、購

入店へ返却するか子ども会等の資源回収に協力してください。 

○ 割れたガラスや化粧びんなどは入れないでください。（５．瓦・陶磁器を参照） 

 

３．【空きかん】月に２回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 缶の中身は完全に抜き取ってください。 

○ アルミ缶とスチール缶を分ける必要はありません。 

○ スプレー缶類は、完全に中身を出し切って、穴をあけずに出してください。 

 

４．【金属・有害ごみ】月に２回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 指定袋に入る大きさのもので、金属製のもの、金属とプラスチックなど接着し分別しにくいものを

入れて出してください。 

○ 乾電池は、別に小袋などに入れてから指定袋に入れて出してください。 

○ 鏡、体温計、電球も『金属・有害ごみ』で出してください。 

○ 包丁やハサミ等は新聞紙等に包んで『金属・有害ごみ』で出してください。 
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分 別 20㍑袋(10枚) 40㍑袋 分 別 

 もやすごみ用袋 150円 (10枚)260円  ペットボトル用袋 50㍑袋(5枚)130円 

 空きびん用袋 150円 (5枚)130円  束ねるごみ用収集券（シール） (5枚)130円 

 空きかん用袋 150円 (5枚)130円  粗大ごみ用収集券（シール） (1枚)310円 

 金属・有害用袋 150円 (5枚)130円 

 瓦・陶磁器用袋 150円 (5枚)130円 



 

 

５．【瓦・陶磁器】月に２回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 茶碗、皿、植木鉢などの陶磁器を入れて出してください。 

○ 家庭で不要となった瓦、ブロック片などは、少量（1袋程度）に限り収集しますので、１０kg以下

にして出してください。 

○ 割れたガラス、ガラス製品、化粧びんなどは、『瓦・陶磁器』の袋に入れて出してください。 

○ 割れたガラスや割れやすい皿などは、新聞紙等に包んでから『瓦・陶磁器』の袋に入れてください。 

 

６．【ペットボトル】月に１回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 飲料用、酒類用、醤油用などのペットボトル容器は、中を水洗いして出してください。 

○ プラスチックのふた（キャップ）、ラベルは、もやすごみで出してください。 

※油や洗剤等の容器は、中身を空にして『もやすごみ』で出してください。 

 

７．【束ねるごみ】月に１回収集（各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 指定袋に入らないのもので、粗大ごみ以外の棒状のものです。 

（傘、カーテンレール、物干竿など長さ２ｍ以下、重さ１０kg以下のもの。） 

○ 指定袋に入る可燃性のマット類は、『もやすごみ』として出してください。 

○ ふとん、毛布、木の枝（５０cm以下にして）などのもえるものは、もやすごみの収集日に『束ねる

ごみ用収集券（シール）』を貼って出してください。 

 

８．【粗大ごみ】 月に１回収集 （各地域ごとの指定日。ごみと資源物カレンダーでご確認ください。） 

○ 指定袋に入らないのもので、棒状のもの以外のものです。 

（可燃性粗大ごみについては、高さ０．６ｍ以下、幅１ｍ以下、長さ２ｍ以下のもの。） 

○ １品につき１枚の『粗大ごみ用収集券（シール）』を貼って出してください。 

 

 

 

 

家庭から出る紙類（新聞、雑誌・雑がみ、段ボール）を市内２０箇所に設置している資源物

ストックハウスにより回収しています。 

■資源物ストックハウスの設置場所と開放日・時間 

地　　域 設　置　場　所 開放日・時間

　　市役所（北側駐車場内）、小栗ふれあい会館、小野ふれあい会館

　　西諫早ふれあい会館、長田みのり会館、本野ふれあい会館

　　有喜ふれあい会館、真津山出張所、真津山出張所分室
多良見 　　多良見支所、多目的研修館
森 山 　　森山支所
飯 盛 　　飯盛支所、田結出張所

　　高来支所、高来西ゆめ会館
　　高来公民館宇良分館（※）、高来西公民館深海分館（※）
　　小長井支所
　　小長井長里グラウンド（※）

諫 早

高 来

小長井

　　毎日
（年末年始を除く）
　搬入時間
　　9：00～17：00

（※）の施設は毎月
第１、第３日曜日
　搬入時間
　　9：00～17：00

 

 資源物ストックハウスについての詳細は市のホームページに掲載しております。  
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下記のものは、専用の処理設備が必要であったり、処理の際に有害物質が発生したりするも

のや、リサイクル対象機器ですので、購入店や販売店へ相談するか専門の処理業者へ依頼して

ください（有料）。 

 

●処理困難物 

タイヤ、消火器、バイク、バッテリー、ピアノ、浴槽（ＦＲＰ製等）、農機具、 

ガスボンベ、農薬・消毒薬の容器、太陽熱温水器、廃油・中身の入っている缶・びん、 

自動車部品・家電リサイクル法対象機器[エアコン・テレビ（液晶、プラズマ含む）・ 

冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機]、パソコン（ノートブック型、デスクトップ型、

ディスプレイ）、その他処理困難なものまたは処理に危険を伴うものなど｡ 

 

●在宅医療廃棄物 

 注射針等の鋭利なものは感染のおそれがあるため、ごみとして出せません。 

 

●家電リサイクル法対象機器 

（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機） 

リサイクル料金（運搬料金は含まない） 

品  目 料  金（消費税込み） 

エアコン 千円～２千円 程度（※注） 

テレビ（液晶、プラズマを含む） 千円～４千円 程度（※注） 

冷蔵庫・冷凍庫 ３千円～６千円 程度（※注） 

洗濯機・衣類乾燥機 ２千円～４千円 程度（※注） 

   ※注：メーカー及び大きさによって料金が異なります。 

 

《家電リサイクルの手順》 

   ①ご自身で指定取引場所まで持ち込む場合 

・対象機器のメーカー及び大きさを確認し、郵便局（簡易郵便局を除く）で 

     リサイクル料金を支払い、リサイクル券を取得し、下記の指定取引所にご持 

参ください。 

指定取引所・・・株式会社長崎スクラップセンター 

           住所：諫早市津久葉町６－８３ 

                電話：４９－８３００ 

 

②小売業者又は収集運搬業者に引取りを依頼する場合 

    ・対象機器のメーカー及び大きさを確認し、リサイクル料金と手数料を小売業 

者又は収集運搬業者に支払い、処理を依頼してください。 

     ※小売業者とは、実際に対象機器を購入した販売店、または、新しく購入し、買い

替えを行う店を言い、引き取りを依頼することができます。 

※小売業者又は収集業者によって手数料が違いますので、あらかじめご確認 

 ください。 
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●家庭用パソコン 

家庭で不用となったパソコン（パソコンディスプレイを含む）は市では回収できません。 

   下記の方法で処分をお願いします。 

 

 ・宅配便による無料回収   

  市の連携・協力事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、宅配便による回収 

を行っています。回収品目にパソコン本体またはタブレットが含まれている場合、１箱分の 

回収料金が無料となります。プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できます。(無料とな 

る箱のサイズと重量の上限は、３辺合計１４０cm以内、重量２０kg以下です)  

個人情報のデータ消去サービスもあります。 

回収方法等の詳細については、下記記載の同社ホームページをご覧ください。 

   申込方法については、インターネット、電話、FAXのいずれかをご利用ください。 

   リネットジャパンリサイクル株式会社 

電話 ０５７０－０８５－８００ 

FAX   ０５６２－４５－２９１８ 

    営業時間 １０：００～１７：００ 

    インターネット http://www.renet.jp（２４時間受付） 

 

 ・パソコンメーカー回収  

  家庭で不用になったパソコン（パソコンディスプレイを含みます）は、「資源の有効な利 

用の促進に関する法律」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用されます。各メー 

カーの連絡先、回収方法、回収・再資源化料金等の詳細は、一般社団法人パソコン 3R推進 

協会の下記ホームページをご覧になるか、同協会へお問い合わせください。 

   一般社団法人パソコン 3R推進協会 

電話 ０４４－５４０－０５７６ 

受付時間 １０：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 

    インターネット https://www.pc3r.jp 

 

●二輪車リサイクル（自動二輪車、原動機付自転車） 

二輪車のリサイクルは、メーカーの自主取り組みが行われています。 

販売店などへご相談ください。 

詳細については、下記までお問い合わせください。 

二輪車リサイクルコールセンター  

受付時間   ９：３０～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 

電  話  ０５０－３０００－０７２７ 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条に基づき、事業所・事業活動により生じた一般

廃棄物は、「自らの責任において」適正に処理してください。 

事業所・事業活動から出たごみはごみステーションに出せません。 
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

2 ２槽式洗濯機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

A ＡＣアダプター 金属・有害ごみ

C ＣＤ もやすごみ

ＣＤデッキ 金属・有害ごみ

ＣＤプレイヤー 金属・有害ごみ

D ＤＶＤディスク もやすごみ

ＤＶＤデッキ 金属・有害ごみ

ＤＶＤプレイヤー 金属・有害ごみ

F ＦＡＸ 金属・有害ごみ

I ＩＣレコーダー 金属・有害ごみ

L ＬＤプレイヤー 金属・有害ごみ

M ＭＤディスク もやすごみ

ＭＤプレイヤー 金属・有害ごみ

T Ｔシャツ もやすごみ

U ＵＳＢメモリ 金属・有害ごみ 個人情報は消去して、指定袋に入れて出してください。

V Ｖベルト 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

あ アイロン 金属・有害ごみ

アイロン台 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみです。

空きかん 空きかん

アクリル板 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

あぜ波 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

厚紙 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

油 もやすごみ

新聞紙などに浸み込ませるか凝固剤で固めて、指定袋に入れて

出してください。エンジンオイル等の機械油は、産業廃棄物取扱業

者等の専門業者にお尋ねください。

※廃食油石けん用の資材として集めています。詳しくは環境政策

課にお尋ねください。

油びん 瓦・陶磁器ごみ

雨がっぱ もやすごみ

雨戸 粗大ごみ

網ガラス 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

アルカリ電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

アルバム もやすごみ  金属部分は、金属・有害ごみです。

アルミ箔 もやすごみ

アルミホイール 市で収集できないごみ 自動車部品の取り扱い店にお尋ねください。

安全ピン 金属・有害ごみ

安全靴 金属・有害ごみ

アンテナ 束ねるごみ

アンプ 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

い

石 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、10kg以下にして、指定袋に入れて出してく

ださい。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

衣装ケース 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、粗大ごみです。指定袋に入るものは、もやすご

みです。金属製、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼って出

してください。

いす 粗大ごみ

一輪車 粗大ごみ
作業用・スポーツ用のどちらも、指定収集券（シール）を貼って出

してください。

一升びん 空きびん

栓・ふた・キャップをはずして中身を空にし、軽く水洗いをしてくだ

さい。

※自治会・子ども会等の資源回収（廃品回収）に協力をお願いし

ます。

ごみ分別一覧表
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

い

一斗缶 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

※中身は必ず取り除いてください。

井戸ポンプ類 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

犬小屋 粗大ごみ

犬のくさり 材質によって異なるごみ
布製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみです。指定袋

に入れて出してください。

イヤホン 金属・有害ごみ

医療系ごみ 市で収集できないごみ 医療機関、薬局や専門処理業者にお尋ねください。

医療系廃棄物 市で収集できないごみ 医療機関、薬局や専門処理業者にお尋ねください。

医療ごみ 市で収集できないごみ 医療機関、薬局や専門処理業者にお尋ねください。

医療廃棄物 市で収集できないごみ 医療機関、薬局や専門処理業者にお尋ねください。

衣類 もやすごみ 自治会・子ども会等の資源回収に協力をお願いします。

衣類乾燥機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

衣類洗濯機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

岩 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、10kg以下にして、指定袋に入れて出してく

ださい。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

う ウインドファン 粗大ごみ エアコンは、家電リサイクル法対象機器です。

植木の剪定枝 束ねるごみ
10kg以下、50㎝以下にして束ね、指定収集券（シール）を貼って

出してください。もやすごみの日に出してください。

植木の剪定くず もやすごみ

植木鉢 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。陶器製・陶磁器製は、瓦・陶磁

器です。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないもの

は、粗大ごみです。

ウォーターサーバー 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

腕時計 金属・有害ごみ

運動靴 もやすごみ

え エアコン 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

エアコン室外機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

液晶テレビ 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

絵の具 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

※中身は必ず取り除いてください。

絵本 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

エレクトーン 粗大ごみ

エンジンオイル 市で収集できないごみ 販売店やガソリンスタンド等にお尋ねください。

延長コード 金属・有害ごみ

えんぴつ もやすごみ

えんぴつ削り 金属・有害ごみ

えんぴつ削り機 金属・有害ごみ

塩ビパイプ 束ねるごみ

10kg以下、2m以下にして紐で結び、指定収集券（シール）を

貼って出してください。

※事業用（農業用含む）は出すことができません。

お オイルヒーター 粗大ごみ

オイル缶 金属・有害ごみ 中身は必ず取り除いて、指定袋に入れて出してください。

王冠 金属・有害ごみ ビール瓶等のふたは、指定袋に入れて出してください。

応接セット 粗大ごみ 1品につき指定収集券を1枚貼付してください。

オーディオラック 粗大ごみ

オーブントースター 金属・有害ごみ

桶 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

おたま 金属・有害ごみ

おまる 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

おむつ もやすごみ 汚物は必ず取り除いてください。
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

お

おもちゃ 材質によって異なるごみ

木製、プラスチック製は、もやすごみです。電池は、金属・有害ごみ

です。金属製、金属とプラスチックが混合したものは、金属・有害

ごみです。指定袋に入れて出してください。

折りたたみ椅子 粗大ごみ

折り畳み自転車 粗大ごみ
防犯登録があるものは、警察署で手続きをしてから出してくださ

い。

折りたたみ机 粗大ごみ

オルガン 粗大ごみ

音楽プレーヤー 金属・有害ごみ

温水洗浄便座 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

温風ヒーター 粗大ごみ
燃料は必ず取り除いて、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

お盆 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

か カーステレオ 金属・有害ごみ

カーテン もやすごみ

カーテンレール 束ねるごみ
10kg以下、2m以下にして紐で結び、指定収集券（シール）を

貼って出してください。

カード もやすごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

カーペット 大きさによって異なるごみ

縦×横が2m以下のものは、束ねるごみです。丸めて紐で結び、指

定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日に出してください。

縦×横が2mを超えるものは、粗大ごみです。指定収集券（シー

ル）を貼って出してください。

カーボン紙 もやすごみ

貝殻 もやすごみ 10kg以下にして、指定袋に入れて出してください。

懐中電灯 金属・有害ごみ 乾電池は、金属・有害ごみです。

回転椅子 粗大ごみ

カイロ もやすごみ 使い捨てではないものは、金属・有害ごみです。

鏡 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

家具 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

額縁 材質によって異なるごみ

木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。ガラスは、瓦・陶磁器、指

定袋に入らないものは、粗大ごみです。

傘 束ねるごみ 折りたたみ式は、金属・有害ごみです。

火災報知器 金属・有害ごみ

加湿器 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

菓子缶 金属・有害ごみ

菓子箱 資源物
紙以外は取り除き、平らにして紙袋などに入れ、紐で結んで、資源

物ストックハウスに出してください。

ガスコンロ 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

ガスボンベ 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

ガスレンジ 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

ガス管 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

仮設トイレ 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

カセットガスボンベ 空きかん

卓上カセットコンロ用のみ、中身を完全に出し切って、穴をあけず

に出してください。中身が入っているものは、購入店カセットボンベ

お客様センター（電話0120-14-9996）にお尋ねください。

カセットテープ もやすごみ

カセットデッキ 金属・有害ごみ

カセットボンベ 空きかん

卓上カセットコンロ用のみ、中身を完全に出し切って、穴をあけず

に出してください。中身が入っているものは、購入店カセットボンベ

お客様センター（電話0120-14-9996）にお尋ねください。

ガソリン 市で収集できないごみ 販売店やガソリンスタンド等にお尋ねください。

カタログ 資源物
紙以外は取り除き、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してく

ださい。

活性炭 もやすごみ

10kg以内で1袋のみ、指定袋に入れて出してください。

上記の量を超えるものは、産業廃棄物取扱業者等の専門業者に

お尋ねください。

カッター 金属・有害ごみ 刃は不用紙に包んで「危険」と書いてください。
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か カッターの刃 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

かっぱ もやすごみ

カップ麺容器 もやすごみ

金たわし 金属・有害ごみ

かばん もやすごみ 金具は、金属・有害ごみです。

鎌 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

紙 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

紙おむつ もやすごみ 家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。

紙切れ 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

紙コップ 材質によって異なるごみ

コーティング加工があるものは、もやすごみです。指定袋に入れて

出してください。

コーティング加工が無いものは、資源物です。平らにし紙袋などに

入れ紐で結んで、資源物ストックハウスに出してください。

カミソリ 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

カミソリの刃 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

髪の毛 もやすごみ

紙パック 資源物

資源物紙パック専用ストックハウスに出してください。（市民セン

ター、小野ふれあい会館、本野ふれあい会館、長田出張所）　紙

以外のものは取り除き、中を洗って乾かし、切り開いて、紐で十字

に結んで出してください。

※アルミ加工されているものは、もやすごみです。

カメラ 金属・有害ごみ

カラーボックス 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

カラオケセット 粗大ごみ
モニターがチューナー内蔵のものは、家電リサイクル法対象機器

です。

ガラス 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

ガラス容器 瓦・陶磁器ごみ

カレンダー 資源物
紙以外は取り除き、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してく

ださい。木製・プラスチック製は、もやすごみです。

革靴 もやすごみ

皮製品 もやすごみ

瓦 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

換気扇 金属・有害ごみ

緩衝材 もやすごみ

乾燥剤 もやすごみ 水分が含まないよう小袋に入れて少量ずつ出してください。

乾電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

感熱紙 もやすごみ

缶詰 空きかん

き

キーボード 種類によって異なるごみ

パソコン用は、金属・有害ごみです。指定袋に入れて出してくださ

い。楽器は、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼って出してく

ださい。

機械油 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

機械オイル 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

木くず もやすごみ 板や角材などは、少量（1束程度）のみ、束ねるごみです。

ギター 粗大ごみ

着物 もやすごみ

脚立 粗大ごみ

キャップ 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れてだしてください。

キャリーケース 粗大ごみ

キャリーバッグ 粗大ごみ

救急箱 もやすごみ
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き
急須 材質によって異なるごみ

陶器製は、瓦・陶磁器です。金属製は、金属・有害ごみです。指定

袋に入れて出してください。

牛乳パック 資源物

資源物紙パック専用ストックハウスに出してください。（市民セン

ター、小野ふれあい会館、本野ふれあい会館、長田出張所）　紙

以外のものは取り除き、中を洗って乾かし、切り開いて、紐で十字

に結んで出してください。

※アルミ加工されているものは、もやすごみです。

教科書 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

鏡台 粗大ごみ

切り株 もやすごみ 根は切り落とし、直径25cm以内に切って入れてください。

金庫 金属・有害ごみ

指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないものや耐火金

庫は、市で収集できないゴミです。産業廃棄物取扱業者等の専

門業者にお尋ねください。

く

空気圧縮機 粗大ごみ

家庭用のみで1m以内の小型であれば、指定収集券（シール）を

貼って出してください。

上記より大きいものは、市で収集できないごみです。産業廃棄物

取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

空気清浄機 粗大ごみ

空気入れ 金属・有害ごみ プラスチック製は、もやすごみです。

クーラーボックス 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

釘 金属・有害ごみ

草 もやすごみ

草刈り機 種類によって異なるごみ

電気式は、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼って出してく

ださい。エンジン式は、市では収集できないごみです。産業廃棄物

取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

草刈り機の刃 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

薬のびん 空きびん

市販の医薬品のみ、指定袋に入れて出してください。

ラベル・栓・ふた・キャップをはずして中身を空にし、軽く水洗いを

して出してください。 

口紅 金属・有害ごみ 中身は、もやすごみです。

靴 もやすごみ

クッション もやすごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

クリアファイル もやすごみ

クリスマスツリー 粗大ごみ

車椅子 粗大ごみ 電動式は、購入店や専門処理業者にお尋ねください。

クレヨン もやすごみ

グローブ もやすごみ

くわ 金属・有害ごみ 長いものは、束ねるごみです。

軍手 もやすごみ

け 蛍光管 金属・有害ごみ

珪藻土マット 粗大ごみ アスベストが含まれているもの、メーカーや販売店が回収します。

携帯電話 金属・有害ごみ 個人情報は消去して、指定袋に入れて出してください。

計量器 金属・有害ごみ

ケース 材質によって異なるごみ

木製・プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないもの

は、粗大ごみです。

ゲーム機 金属・有害ごみ

ゲームソフト もやすごみ

化粧びん 瓦・陶磁器ごみ

下駄箱 粗大ごみ

玄関マット 粗大ごみ 塩ビ製は、もやすごみです。

健康器具 粗大ごみ

建設廃材 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

建築廃材 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

剣道防具 もやすごみ 面は、金属・有害ごみです。

鍵盤ハーモニカ 金属・有害ごみ

こ 耕運機 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

工具 金属・有害ごみ
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こ
工具箱 材質によって異なるごみ

木製・プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないもの

は、粗大ごみです。

香水のびん 瓦・陶磁器ごみ

コート もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

コールタール 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ござ 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

こたつ 粗大ごみ ユニット（電熱器）は、金属・有害ごみです。

こたつ天板 粗大ごみ

こたつ布団 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

コップ 材質によって異なるごみ

木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。陶器製、ガラス製は、瓦・陶磁器です。指定袋に入れて出

してください。

固定電話 金属・有害ごみ

コピー機 金属・有害ごみ
家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。指定袋に入らない

ものは、粗大ごみです。

ゴム靴 もやすごみ

ゴムボート 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

米びつ 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

ゴルフクラブ 束ねるごみ
10kg以下にして紐で結び、指定収集券（シール）を貼って出して

ください。

ゴルフバック 粗大ごみ ゴルフクラブは、束ねるごみです。

ゴルフボール もやすごみ

コンテナ 粗大ごみ

コンパクトディスク もやすごみ

コンパネ 粗大ごみ

コンプレッサー 粗大ごみ

家庭用のみで1m以内の小型であれば、指定収集券（シール）を

貼って出してください。

上記より大きいものは、市で収集できないごみです。産業廃棄物

取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

さ サーキュレーター 金属・有害ごみ

サーフボード 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

座椅子 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

サイディング 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

サイディングボード 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

サイドボード 粗大ごみ

酒粕 もやすごみ 10kg以下にして、指定袋に入れて出してください。

酒パック 資源物

資源物紙パック専用ストックハウスに出してください。（市民セン

ター、小野ふれあい会館、本野ふれあい会館、長田出張所）紙以

外のものは取り除き、中を洗って乾かし、切り開いて、紐で十字に

結んで出してください。

※アルミ加工されているものは、もやすごみです。

酒びん 空きびん
栓・ふた・キャップをはずして中身を空にし、軽く水洗いをしてくだ

さい 。

座卓 粗大ごみ

サッカーボール もやすごみ

雑紙 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

雑誌 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

サドル 金属・有害ごみ

座布団 束ねるごみ
10枚程度を紐で十字に結び、指定収集券（シール）を貼って出し

てください。もやすごみの日に出してください。
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さ 座布団カバー もやすごみ

皿 瓦・陶磁器ごみ 木・プラスチック製品は、もやすごみです。

ざる 材質によって異なるごみ

木製・プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないもの

は、粗大ごみです。

サングラス 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製（フレーム）は、金属・有

害ごみです。ガラス製は、瓦・陶磁器です。指定袋に入れて出して

ください。

サンダル もやすごみ

三輪車 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

し シーツ もやすごみ

下着 もやすごみ

七輪 瓦・陶磁器ごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

室外機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

湿気取り もやすごみ 水分を取り除き、指定袋に入れて出してください。

湿布剤 もやすごみ

事典 資源物
紙以外は取り除き、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してく

ださい。

辞典 資源物
紙以外は取り除き、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してく

ださい。

自転車 粗大ごみ
防犯登録があるものは、警察署で手続きをしてから出してくださ

い。

自動車部品 市で収集できないごみ 自動車部品の取り扱い店や専門処理業者にお尋ねください。

竹刀 束ねるごみ

シニアカー 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

芝刈り機 種類によって異なるごみ

電動式、手押し式は、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼っ

て出してください。エンジン式は、市では収集できないごみです。

産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

シャープペンシル もやすごみ

写真 もやすごみ

シャンプー容器 もやすごみ
中身を使い切り、水で洗って乾かして、指定袋に入れて出してくだ

さい。

ジューサー 金属・有害ごみ ガラス部分は、瓦・陶磁器です。

ジューサーミキサー 金属・有害ごみ ガラス部分は、瓦・陶磁器です。

シューズ もやすごみ

じゅうたん 大きさによって異なるごみ

縦×横が2m以下のものは、束ねるごみです。丸めて紐で結び、指

定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日に出してください。

縦×横が2mを超えるものは、粗大ごみです。指定収集券（シー

ル）を貼って出してください。

充電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

収納ケース 粗大ごみ
プラスチック製で指定袋に入るものは、もやすごみ、金属製で指定

袋に入るものは、金属・有害ごみです。

重油 市で収集できないごみ 販売店やガソリンスタンド等にお尋ねください。

朱肉 もやすごみ

瞬間湯沸器 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

定規 もやすごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

焼却炉 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

生ごみ もやすごみ 十分に水を切り、指定袋に入れて出してください。

障子紙 もやすごみ

障子戸 粗大ごみ

浄水器 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

消毒薬 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

消毒薬容器 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

照明器具 金属・有害ごみ 木・プラスチック部分は、もやすごみです。

じょうろ もやすごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

食洗器 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

食洗機 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

食品トレイ もやすごみ
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

し 除湿機 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

除湿剤 もやすごみ 水分を取り除き、指定袋に入れて出してください。

食器 瓦・陶磁器ごみ 紙製、木製又はプラスチック製は、もやすごみです。

ジョッキ 瓦・陶磁器ごみ

食器乾燥機 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

食器洗浄機 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

食器棚 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

書類 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

シンナー 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

新聞 資源物 紐で十字に結び、資源物ストックハウスに出してください。

新聞紙 資源物 紐で十字に結び、資源物ストックハウスに出してください。

す 水銀電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

水槽 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。陶器製、ガラス製は、瓦・陶磁

器です。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないもの

は、粗大ごみです。

水筒 金属・有害ごみ プラスチック部分は、もやすごみです。

水道管 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

水道メーター類 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

炊飯器 金属・有害ごみ

スーツ もやすごみ

姿見 粗大ごみ

スキー板 束ねるごみ

スキー靴 もやすごみ

スケート靴 金属・有害ごみ

スコップ 束ねるごみ

すし桶 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

すだれ 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。2mを超えるものは、粗大ごみです。

ステレオ 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ
燃料は必ず取り除いて、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

ストッキング もやすごみ

ストロー もやすごみ

砂 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ

スパイク もやすごみ

スピーカー 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

スプーン 金属・有害ごみ

スプレー 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

スプレー缶 空きかん 中身を完全に出し切って、穴をあけずに出してください。

すべり台 粗大ごみ
家庭用（室内用）のみ、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

ズボン もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

スポンジ もやすごみ

ズボンプレッサー 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

スリッパ もやすごみ

スレート 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

せ

精米機 金属・有害ごみ

家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。

指定袋に入らないものは、市で収集できないごみです。産業廃棄

物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

整理ダンス 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

生理用品 もやすごみ

セーター もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。
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せ 石油 市で収集できないごみ 販売店やガソリンスタンド等にお尋ねください。

石油温風ヒーター 粗大ごみ
燃料は必ず取り除いて、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

石油ストーブ 粗大ごみ
燃料は必ず取り除いて、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

石膏ボード 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

セメント 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

繊維くず もやすごみ

洗剤容器 もやすごみ
中身を使い切り、水で洗って乾かして、指定袋に入れて出してくだ

さい。

全自動洗濯機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

洗濯乾燥機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

洗濯機 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

洗濯バサミ 材質によって異なるごみ
主にプラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

洗濯物干しハンガー 粗大ごみ

剪定枝 束ねるごみ
10kg以下、50㎝以下にして束ね、指定収集券（シール）を貼っ

て、もやすごみの日に出してください。

剪定くず もやすごみ

栓抜き 金属・有害ごみ

扇風機 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

洗面器 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。陶器製は、瓦・陶磁器です。指定袋に入れて出してください。指

定袋に入らないものは、粗大ごみです。

洗面台 粗大ごみ

そ 造花 もやすごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

掃除機 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

草履 もやすごみ

ソファー 粗大ごみ

ソファーベット 粗大ごみ

た 体温計 金属・有害ごみ

耐火ボード 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

体重計 金属・有害ごみ

タイツ もやすごみ

耐熱ガラス 瓦・陶磁器ごみ

タイヤ 種類によって異なるごみ

自動車用、バイク用は、市では収集できないごみです。産業廃棄

物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

自転車用、リヤカー用は、金属・有害ごみです。指定袋に入れて出

してください。指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

タイヤチェーン 金属・有害ごみ ゴム製のものは、もやすごみです。

タイヤチューブ もやすごみ

太陽熱温水器 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

タイル 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

田植え箱 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

田植え機 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

タオル　バスタオル もやすごみ

タオルケット もやすごみ

卓上カセットガスボンベ 空きかん

中身を完全に出し切って、穴をあけずに出してください。

中身が入っているものは、購入店カセットボンベお客様センター

（電話0120-14-9996）にお尋ねください。

卓上カセットボンベ 空きかん

中身を完全に出し切って、穴をあけずに出してください。

中身が入っているものは、購入店カセットボンベお客様センター

（電話0120-14-9996）にお尋ねください。
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た
畳 粗大ごみ

少量（1枚程度）のみ、指定収集券（シール）を貼って出してくださ

い。

脱臭剤 もやすごみ

タッパ もやすごみ

たわし 金属・有害ごみ

単行本 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

タンス 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

断熱材 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ダンボール 資源物
平らに折りたたみ、紐で十字に結び、資源物ストックハウスに出し

てください。テープ・留め金具は取り外してください。

ち

チェーンソー 種類によって異なるごみ

電気式は、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼って出してく

ださい。エンジン式は、市では収集できないごみです。産業廃棄物

取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

地球儀 もやすごみ 金具は、金属・有害ごみです。

チャイルドシート 粗大ごみ

茶筒 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

茶わん 瓦・陶磁器ごみ

チューナー 金属・有害ごみ

提灯 もやすごみ
針金は縦に3等分に切断して、指定袋に入れて出してください。金

属部分（コードなど）は、金属・有害ごみです。

調味料ポリ容器 もやすごみ びん製品は、空きびんです。

調理台 粗大ごみ

チラシ 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

つ 使い捨てカイロ もやすごみ 使い捨てではないものは、金属・有害ごみです。

机 粗大ごみ

漬物石 市で収集できないごみ 販売店や砕石店等の専門業者にお尋ねください。

土 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

積み木 もやすごみ

釣り竿 束ねるごみ
10kg以下にして紐で結び、指定収集券（シール）を貼って出して

ください。リールは、金属・有害ごみです。

て 低周波治療器 金属・有害ごみ

ティッシュペーパーの箱 資源物
紙以外は取り除き、平らにして紙袋などに入れ、紐で結んで、資源

物ストックハウスに出してください。

テープカッター 金属・有害ごみ

テーブル 粗大ごみ

テーラー 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

デスクトップパソコン 市で収集できないごみ 小型家電リサイクル法対象機器です。

デスクマット 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

鉄アレイ 金属・有害ごみ
1袋10kg以下で、指定袋に入れて出してください。10kgを超え

るものは、粗大ごみです。

テレビ 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

テレビ台 粗大ごみ

電気アンカ 金属・有害ごみ

電気温水器 市で収集できないごみ 購入店にお尋ねください。

電気カーペット 大きさによって異なるごみ

縦×横が2m以下のものは、束ねるごみです。丸めて紐で結び、指

定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日に出してください。

コードやスイッチは、金属・有害ごみです。

縦×横が2mを超えるものは、粗大ごみです。指定収集券（シー

ル）を貼って出してください。

電気カミソリ 金属・有害ごみ

電気コード 金属・有害ごみ
少量（1袋程度）のみ、指定袋に入れて出してください。大量のも

のは、産業廃棄物取扱業者の専門業者にお尋ねください。

電気スタンド 金属・有害ごみ
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て 電気ストーブ 金属・有害ごみ

電気ドリル 金属・有害ごみ

電気ポット 金属・有害ごみ

電気毛布 束ねるごみ

丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみ、コードやス

イッチは、金属・有害ごみです。

電球 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

電子血圧計 金属・有害ごみ

電子辞書 金属・有害ごみ

電子体温計 金属・有害ごみ

電子タバコ 金属・有害ごみ

電子手帳 金属・有害ごみ 個人情報は消去して、指定袋に入れて出してください。

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

電卓 金属・有害ごみ

電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

テント 粗大ごみ

家庭用（キャンプ用）のみ、粗大ごみ収集券（シール）を貼って出

してください。指定袋に入るものは、もやすごみ、金具等は、金属・

有害ごみです。

電動アシスト自転車 粗大ごみ
防犯登録があるものは、警察署で手続きをしてから出してくださ

い。

電動アシスト付き自転車 粗大ごみ
防犯登録があるものは、警察署で手続きをしてから出してくださ

い。

電動車椅子 粗大ごみ

電動工具 金属・有害ごみ
家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。大型のものは、産業

廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

電動自転車 粗大ごみ
防犯登録があるものは、警察署で手続きをしてから出してくださ

い。

電動歯ブラシ 金属・有害ごみ

電動ベッド 粗大ごみ

テント用金具 金属・有害ごみ

電話機 金属・有害ごみ

と ドア（建具） 粗大ごみ

トイレットペーパーの芯 資源物
平らにして紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに

出してください。

トイレ便座 粗大ごみ

陶磁器 瓦・陶磁器ごみ

動物用くさり 材質によって異なるごみ
布製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみです。指定袋

に入れて出してください。

灯油 市で収集できないごみ 販売店やガソリンスタンド等にお尋ねください。

灯油かん もやすごみ 中身は必ず取り除いて、指定袋に入れて出してください。

灯油ポンプ もやすごみ 電動ポンプは、金属・有害ごみです。

動力式噴霧器 市で収集できないごみ 購入店にお尋ねください。

トースター 金属・有害ごみ

毒劇物 市で収集できないごみ 購入店や産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

時計 金属・有害ごみ 電池は小袋に入れたうえで、指定袋に入れてください。

トタン 粗大ごみ
少量（3枚程度）をひもなどで結び、指定収集券（シール）を貼っ

て出してください。大量のものは、建材店等にお尋ねください。

土鍋 瓦・陶磁器ごみ

ドライバー 金属・有害ごみ

ドライヤー 金属・有害ごみ

トラクターの爪 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

ドラム 粗大ごみ コードリール（延長コード）は、金属・有害ごみです。

ドラム缶 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

トランス 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

塗料 もやすごみ
新聞紙等の不用紙に浸みこませ、指定袋に入れて出してくださ

い。
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と
塗料缶 金属・有害ごみ

中身を使い切り、空にして、指定袋に入れて出してください。固まっ

た中身は、もやすごみです。

トレイ もやすごみ

ドレッサー 粗大ごみ

トロフィー 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

トング 材質によって異なるごみ
プラスチック製・木製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

な ナイフ 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

苗箱 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

長靴 もやすごみ

流し台 粗大ごみ

納豆の容器 もやすごみ

鍋 瓦・陶磁器ごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

鉛 金属・有害ごみ 釣り具用のみ、指定袋に入れて出してください。

波板 材質によって異なるごみ

塩ビ製、プラスチック製、金属製は、少量（3枚程度）のみ、粗大ご

みです。紐で結び、指定収集券（シール）を貼って出してください。

大量のものは、建材店等の専門業者にお尋ねください。

スレート製は、市で収集できないごみです。産業廃棄物取扱業者

等の専門業者にお尋ねください。

縄 もやすごみ 50㎝以内に切って、指定袋に入れて出してください。 

に ニカド電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

二段ベッド 粗大ごみ

ニッカド電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

人形 材質によって異なるごみ

布製、木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・

有害ごみです。陶器製、ガラス製は、瓦・陶磁器です。指定袋に入

れて出してください。

ぬ ぬいぐるみ もやすごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

布 もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

布くず もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

ね ネガフィルム もやすごみ

ネクタイ もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

ネックレス 材質によって異なるごみ
プラスチック製・皮製品は、もやすごみです。金属製は、金属・有害

ごみです。指定袋に入れて出してください。

寝袋 もやすごみ

粘着物のついた紙 もやすごみ

ねんど 材質によって異なるごみ

紙ねんどは、もやすごみです。土ねんど、陶磁器用ねんどは、瓦・

陶磁器です。少量（1袋程度）のみ、指定袋に入れて出してくださ

い。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

の 農機具 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

農業用機械 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

農業用資材 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

農業用ビニール 市で収集できないごみ
販売店にお尋ねください。

農協が定期回収していますので、お尋ねください。

農業用薬品 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

農業用薬品容器 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

農薬 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

農薬容器 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

ノート 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

ノートパソコン 市で収集できないごみ 小型家電リサイクル法対象機器です。

のこぎり 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

は 刃 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

バーベキューセット 粗大ごみ

灰 もやすごみ
水に湿らせて少量（１袋程度）ずつ、指定袋に入れて出してくださ

い。
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は
バイク 市で収集できないごみ

購入店や二輪車リサイクルコールセンター（電話050-3000-

0727）にお尋ねください。

灰皿 材質によって異なるごみ
金属製は、金属・有害ごみです。陶器製、ガラス製は、瓦・陶磁器

です。指定袋に入れて出してください。

廃食油 もやすごみ

新聞紙などに浸み込ませるか凝固剤で固めて、指定袋に入れて

出してください。

廃食油石けん用の資材として集めています。詳しくは環境政策課

にお尋ねください。

パイプ椅子 粗大ごみ

パイプハンガー 粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

バインダー 材質によって異なるごみ

紙製は、資源物です。紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストッ

クハウスに出してください。

金具は、金属・有害ごみ、プラスチックは、もやすごみです。指定袋

に入れて出してください。

はがき 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

はがま 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

はかり 金属・有害ごみ プラスチック製は、もやすごみです。

バケツ 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

箱ティッシュ 資源物
紙以外は取り除き、平らにして紙袋などに入れ、紐で結んで、資源

物ストックハウスに出してください。

はさみ 金属・有害ごみ

はしご 粗大ごみ

パジャマ もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

バスマット 材質によって異なるごみ

布製は、もやすごみです。指定袋に入れて出してください。

珪藻土は、粗大ごみです。指定収集券（シール）を貼って出してく

ださい。

※アスベストが含まれているもの、メーカーや販売店が回収しま

す。

パソコン 市で収集できないごみ 小型家電リサイクル法対象機器です。

パソコン周辺機器 金属・有害ごみ

パソコン用ディスプレイ 市で収集できないごみ 小型家電リサイクル法対象機器です。

パソコン置台 粗大ごみ

発煙筒 材質によって異なるごみ

プラスチック製の使用済のものは、もやすごみです。金属製の使用

済のものは、金属・有害ごみです。指定袋に入れて出してくださ

い。未使用品は、産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねく

ださい。

バッグ もやすごみ 金具は、金属・有害ごみです。

バッテリー 種類によって異なるごみ

自動車用、バイク用は、市では収集できないごみです。産業廃棄

物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。携帯電話用、小型

家電用は、金属・有害ごみです。指定袋に入れて出してください。

発電機 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

バット 束ねるごみ 金属製と木製は分別して出してください。

発泡スチロール もやすごみ

花火 もやすごみ 1～2日程度水に浸けて、指定袋に入れて出してください。

パネルヒーター 金属・有害ごみ

歯ブラシ もやすごみ

歯磨き粉 もやすごみ

パラボラアンテナ 粗大ごみ

針 金属・有害ごみ

針金 金属・有害ごみ

バリカン 金属・有害ごみ 家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。

パレット 市で収集できないごみ 販売店にお尋ねください。

ハンガー 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

ハンカチ もやすごみ

番線 金属・有害ごみ
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ひ ピアノ 市で収集できないごみ 購入店や専門処理業者にお尋ねください。

ビーチパラソル 束ねるごみ

ビール瓶 空きびん 酒店への返却が難しい場合は、指定袋に入れて出してください。

ピクニックテーブル 粗大ごみ

ビデオカメラ 金属・有害ごみ

ビデオテープ もやすごみ

ビデオデッキ 金属・有害ごみ

ビニールシート もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。

ビニールプール もやすごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ビニールホース もやすごみ 10kg以内、50㎝以下にして、指定袋に入れて出してください。

火鉢 粗大ごみ

ひも もやすごみ

百科事典 資源物
紙以外は取り除き、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してく

ださい。

びん 空きびん
栓・ふた・キャップをはずして中身を空にし、軽く水洗いをしてくだ

さい 。

ふ

ファイル 材質によって異なるごみ

紙製は、資源物です。紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストッ

クハウスに出してください。

金具は、金属・有害ごみ、プラスチックは、もやすごみです。指定袋

に入れて出してください。

ファスナー 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

ファックス 金属・有害ごみ

ファックス付電話機 金属・有害ごみ

ファンシーケース 粗大ごみ
解体すれば、ビニール部分はもやすごみ、パイプは束ねるごみで

す。

ファンヒーター 粗大ごみ
燃料は必ず取り除いて、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

フィギュア 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

フィルム もやすごみ

封筒 資源物
紙以外は取り除き、紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストック

ハウスに出してください。

ふすま 粗大ごみ

ふた 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れてだしてください。

仏具 粗大ごみ 魂抜きをしてからお出しください。

仏壇 粗大ごみ 魂抜きをしてからお出しください。

ふとん 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

ふとんカバー もやすごみ

ふとん乾燥機 金属・有害ごみ 付属品のビニール等は、もやすごみです。

フライパン 金属・有害ごみ

ブラインド 束ねるごみ 2m以上、10kg以上のものは、粗大ごみです。

ブラウン管テレビ 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

ぶらさがり健康器 粗大ごみ

プラスチック板 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

プラズマテレビ 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

フラワースタンド 粗大ごみ

ブランコ 粗大ごみ
家庭用（室内用）のみ、指定収集券（シール）を貼って出してくだ

さい。

プランター 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

フリース もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

プリンター 金属・有害ごみ
家庭用のみ、指定袋に入れて出してください。

指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ブルーシート もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。

古着 もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

フレコンバッグ もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。
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ふ プロジェクションテレビ 粗大ごみ

プロジェクター 粗大ごみ

風呂敷 もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

ブロック（コンクリート片） 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、砕石店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

フロッピーディスク もやすごみ

風呂ふた 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。

風呂マット 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。すのこマットは、粗大ごみです。

噴霧器 市で収集できないごみ 購入店にお尋ねください。

へ ヘアーアイロン 金属・有害ごみ

ヘアスプレー缶 金属・有害ごみ 必ず中身を使いきってください。

ベッド 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみです。

ペットボトル ペットボトル ふた・キャップとラベルは、もやすごみです。

ヘッドホン 金属・有害ごみ

ベッドマット 粗大ごみ

ペット用砂 もやすごみ 汚物は取り除いて、指定袋に入れて出してください。

ペット用チェーン 金属・有害ごみ

ベニヤ板 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

ベビー椅子 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ベビーラック 粗大ごみ

ヘルスメーター 金属・有害ごみ

ベルト もやすごみ 金具は、金属・有害ごみです。

ヘルメット もやすごみ

変圧器 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

便器 粗大ごみ

ペンキ もやすごみ
新聞紙等の不用紙に浸みこませ、指定袋に入れて出してくださ

い。

ペンキ缶 金属・有害ごみ 中身を使い切り、空にして出してください。

弁当箱 もやすごみ

弁当容器 もやすごみ

ほ ホイール 市で収集できないごみ 自動車部品の取り扱い店にお尋ねください。

ボイラー 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ボイラータンク 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

防火板 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ほうき 束ねるごみ もやすごみの日に出してください。

帽子 もやすごみ

包装紙 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

防虫ネット もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。

包丁 金属・有害ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。

防鳥ネット もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。

ホース もやすごみ 10kg以内、50㎝以下にして、指定袋に入れて出してください。

ホース巻 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。指定袋に入らないものは、粗

大ごみです。

ポータブルＤＶＤプレイヤー 金属・有害ごみ

ポータブルトイレ 粗大ごみ 洗浄して、指定収集券（シール）を貼って出してください。

ボート 市で収集できないごみ 購入店にお尋ねください。

ホームベーカリー 金属・有害ごみ

ボーリングの玉 市で収集できないごみ ボーリング場にお尋ねください。

ボウル 金属・有害ごみ プラスチック製は、もやすごみです。
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ほ ボール もやすごみ

ボールペン もやすごみ

保温ポット 金属・有害ごみ

歩行器 粗大ごみ

ポスター 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

ボタン電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

ポット 金属・有害ごみ

ホットカーペット 大きさによって異なるごみ

縦×横が2m以下のものは、束ねるごみです。丸めて紐で結び、指

定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日に出してください。

コードやスイッチは、金属・有害ごみです。

縦×横が2mを超えるものは、粗大ごみです。指定収集券（シー

ル）を貼って出してください。

ホットプレート 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ポラロイドカメラ もやすごみ 電池は、金属・有害ごみです。

ポリタンク もやすごみ 中身を必ず取り除いてください。

ポリバケツ もやすごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみで出してください。

ポリ袋 もやすごみ

ポリ容器 もやすごみ

保冷剤 もやすごみ 少量のみ、指定袋に入れて出してください。

ポロシャツ もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

本 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

盆 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

本棚 粗大ごみ

ま 麻雀牌 もやすごみ

マイク 金属・有害ごみ

巻尺 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

枕 もやすごみ

マッサージ機 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

マットレス 粗大ごみ

まな板 もやすごみ

魔法瓶 金属・有害ごみ

豆電球 金属・有害ごみ

豆電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

マンガン電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

み
みかんコンテナ 粗大ごみ

大量のものは、産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねくだ

さい。

ミキサー 金属・有害ごみ ガラス部分は、瓦・陶磁器です。

ミシン 粗大ごみ 指定袋に入るものは、金属・有害ごみです。

みずや 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

ミニカー 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

む 蒸し器 金属・有害ごみ

虫メガネ 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。ガラス製は、瓦・陶磁器です。

指定袋に入れて出してください。

むしろ 束ねるごみ
丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

名刺 資源物
紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

めがね 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製（フレーム）は、金属・有

害ごみです。ガラス製は、瓦・陶磁器です。指定袋に入れて出して

ください。

め
メジャー 材質によって異なるごみ

プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

め
メモ用紙 資源物

紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに出してくだ

さい。

も
毛布 束ねるごみ

丸めて紐で結び、指定収集券（シール）を貼って、もやすごみの日

に出してください。指定袋に入るものは、もやすごみです。

餅つき機 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

モップ 束ねるごみ
モップの柄は、指定収集券（シール）を貼って出してください。雑巾

は、もやすごみです。

物干し竿 束ねるごみ 台が付いたものや2ｍを超えるものは、粗大ごみです。

物干し台 粗大ごみ

や やかん 金属・有害ごみ

野球グローブ もやすごみ

野球ボール もやすごみ

薬品 市で収集できないごみ 購入店や産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

有機ELテレビ 粗大ごみ

有機溶剤 市で収集できないごみ 購入店や産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ゆ ゆかた もやすごみ

油性ペン もやすごみ 金属製は、金属・有害ごみです。

湯たんぽ 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

ゆりかご 粗大ごみ

湯沸かし器 金属・有害ごみ

よ 溶剤 市で収集できないごみ 購入店や産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

洋服 もやすごみ  できるだけリユースをお願いします。

洋服ダンス 粗大ごみ 金具は、金属・有害ごみ、ガラスは、瓦・陶磁器です。

浴槽 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

よしず 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

ら ライザー 粗大ごみ 指定袋に入るものは、もやすごみです。

ライター 材質によって異なるごみ
使い捨て、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有

害ごみです。中身を空にして、指定袋に入れて出してください。

ラケット 材質によって異なるごみ
木製、プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ご

みです。指定袋に入れて出してください。

ラジオ 金属・有害ごみ

ラジオカセット 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ラジカセ 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ラック 粗大ごみ

ラップの芯 資源物
平らにして紙袋などに入れ、紐で結んで、資源物ストックハウスに

出してください。

ラベル もやすごみ

ランチジャー 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

ランチボックス 材質によって異なるごみ
プラスチック製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみで

す。指定袋に入れて出してください。

ランドセル もやすごみ 金属部分は、金属・有害ごみです。

り
リード 材質によって異なるごみ

布製は、もやすごみです。金属製は、金属・有害ごみです。指定袋

に入れて出してください。

リール 金属・有害ごみ

リクライニング座椅子 粗大ごみ

リチウムイオン電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

リチウム電池 金属・有害ごみ 小袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。

リモコン 金属・有害ごみ 電池は小袋に入れたうえで、指定袋に入れてください。

リヤカー 粗大ごみ

旅行用大型バック 粗大ごみ

る ルーフィング 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

ルーフキャリア 粗大ごみ

ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷水機 市で収集できないごみ 産業廃棄物取扱業者等の専門業者にお尋ねください。

冷蔵庫 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。
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50音 ごみ品目 区分 ごみを出すときの注意点

れ 冷凍庫 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

冷凍冷蔵庫 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

冷風機 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

冷風扇 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

レインコート もやすごみ

レーザーディスク もやすごみ

レーザーディスクプレーヤー 金属・有害ごみ

レコード盤 もやすごみ

レコードプレーヤー 金属・有害ごみ

レジャーシート もやすごみ 50㎝四方に切って、指定袋に入れて出してください。

レジャーテーブル 粗大ごみ

レジ袋 もやすごみ

れんが 瓦・陶磁器ごみ

少量（1袋程度）のみ、指定袋で出してください。

上記の量を超えるものは、建材店等の専門業者にお尋ねくださ

い。

レンジフード 粗大ごみ

レンジ台 粗大ごみ

ろうそく もやすごみ 少量のみ、指定袋に入れて出してください。

ろ ロープ もやすごみ 10kg以内、50㎝以下にして、指定袋に入れて出してください。

ローラースケート靴 金属・有害ごみ

ロールスクリーン 粗大ごみ

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 金属・有害ごみ 指定袋に入らないものは、粗大ごみです。

ワイシャツ もやすごみ

ワイパーブレード 金属・有害ごみ

ワイヤーロープ 金属・有害ごみ
指定袋に入らないものは、産業廃棄物取扱業者等の専門業者に

お尋ねください。

ワインセラー 市で収集できないごみ 家電リサイクル法対象機器です。

綿入れ もやすごみ

割れたびん 瓦・陶磁器ごみ 不用紙に包んで「危険」と書いてください。
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【 もえるごみの搬入場所 】 【 もえないごみの搬入場所 】
 県央県南クリーンセンター（ 地図は● ）  県央不燃物再生センター（ 地図は■ ）

 住所：〒854-0001　諫早市福田町１２５０番地  住所：諫早市小豆崎町８９番地４

 電話番号：３５－８２１２  電話番号：２３－３８９２

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kouiki-kankyou.com  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.nagasaki-kenoukumiai.jp

※もえないごみの直接持ち込みは予約が
必要です。県央不燃物再生センター
(23-3892)に申込みください。
※持ち込みできないものがありますので、
予約の際にお電話でご確認ください。

本 庁 〈 環 境 政 策 課 〉 　諫早市東小路町７番１号　　　　　　　　☎２２－１５００

多良見支所 〈 地 域 総 務 課 〉 　諫早市多良見町化屋１８００番地　　　　☎４３－１１１１

森 山 支 所 〈 地 域 総 務 課 〉 　諫早市森山町本村１３００番地　　　　　☎３６－１１１１

飯 盛 支 所 〈 地 域 総 務 課 〉 　諫早市飯盛町開１９２９番地３　　　　　☎４８－１１１１

高 来 支 所 〈 地 域 総 務 課 〉 　諫早市高来町三部壱５２８番地　　　　　☎３２－２１１１

小長井支所 〈 地 域 総 務 課 〉 　諫早市小長井町小川原浦５００番地　　　☎３４－２１１１

　　※上記の各施設は「一部事務組合」が運営する施設です。直接持ち込まれる場合は、各施設で手数料を
　　　徴収されますので、諫早市の指定ごみ袋を使用する必要はございません。

ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝｶﾗｵｹﾊｳｽ

国道２０７号

本明川

県央不燃物
再生センター

長田バイパス

銀行

至長田駅至諫早駅

福田神社

東諫早

県央県南
クリーンセンター

のんのこ温水ｾﾝﾀｰ

可燃物処理手数料

５０ｋｇまで１９０円

※５０ｋｇを超える場合は、１０ｋｇまで

　ごとに３８円を加算

１００ｋｇまで５７１円

※１００ｋｇを超える場合は、５０ｋｇまで

　ごとに２８６円を加算

算定された額に消費税及び地方消費税を加えます。

ただし、合計した額に10円未満の端数があるときは切り捨てます。

家庭系

事業系

受付時間 （日曜日、祝日は休み）

【月曜日から金曜日】

　８：３０～１６：００

【土曜日】

　８：３０～１２：００

受付時間 （日曜日、祝日は休み）

【月曜日から金曜日】

　午前　８：３０～１２：００

　午後　１３：００～１６：３０

【土曜日】第１、第３土曜日は休み

　その他の土曜日　午前　８:３０～１１:３０

位置図

不燃物処理手数料

１００ｋｇまでごとに４２０円

（消費税等込み）

１００ｋｇまでごとに７９０円
（消費税等込み）

家庭系

事業系


