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古 紙 の 種 類

紙 製 容 器 包 装 の 種 類 紙製容器包装の分け方・出し方

古紙の分け方・出し方 有 害 ご み

小型家電の分け方・出し方

埋 立 ご み 埋立ごみの分け方・出し方

村 で 収 集 し な い ご み 処 理 方 法

使 用 済 み 小 型 家 電

使用済みインクカートリッジ インクカートリッジの分け方・出し方

米　袋

粗大
ごみ

焼
　却

診療所東側の公用車駐車場隣の
コンテナに入れる。
回収しないもの
・家電リサイクル法対象品目
　テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機

・木やプラが多いもの
　こたつ（ヒーターのみなら回収できます）

・電池で着火のみの家電製品
　ストーブ・ガスコンロなど

メディアは、消去してください。

一度回収した製品は返却できません。

電池、灯油、蛍光管、電球、インクカートリッジ、DVD、
CD、掃除機のごみパックなどは、抜き取ってください。

診療所東側の公用車駐車場隣の
コンテナに入れる。
回収しないもの
・家電リサイクル法対象品目
　テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機

・木やプラが多いもの
　こたつ（ヒーターのみなら回収できます）

・電池で着火のみの家電製品
　ストーブ・ガスコンロなど

メディアは、消去してください。

一度回収した製品は返却できません。

電池、灯油、蛍光管、電球、インクカートリッジ、DVD、
CD、掃除機のごみパックなどは、抜き取ってください。

２～４つ折りにたたみひも

でしばる。チラシ・雑誌等

は混ぜない。

開いて平らにする。

１辺１m、厚さ３０cm以下

で、十文字にする。

雑誌・カタログ・コピー用紙

・封筒などの束ねられる古紙

（プライバシーの保護はでき

ません）

１．袋の上下のヒモの部分は切り取って「燃

やすごみ」へ。

２．袋は切り開いてからたたんでください。

米袋は

　　　　薬、化粧品の箱・ラップの箱・菓子箱

ティッシュペーパーの箱・レトルト食品の箱

洗剤の箱など・飼料の袋・犬猫の餌袋

3個組プリン、ヨーグルト、
6個組の飲料の紙製トレイなど

デパート、小売店の紙袋

お土産の包装紙など

トイレットペーパーの芯、キッチンペーパー
の芯はチラシ・雑誌です。

＜箱状のもの＞

＜包装紙＞

ダンボール・米袋

蛍光管・電球

体温計（水銀）・温度計

乾電池

農業経営に伴なって発生するごみ
農機具・マルチ・ビニールハウス資材
反射シート・農薬びん等

電話機・ファクシミリ・携帯電話・デジタルカメラ・
ビデオデッキ・CDプレイヤー・ステレオ・パソコン・
プリンター・電気ポット・炊飯器・ドライヤー・
電気カミソリ等家電製品

一般ごみ収集袋に名前を記入し、「紙容器」のチェック

欄に「レ」をして各自治会の収集場所に出す。
袋の口は十文字に縛る。

箱状や筒状のものはつぶしてかさばらないようにする。

ビニールやプラスチックが付いているものは取り外す。

汚れのついているものはふき取るか、

簡単にゆすぎ乾かしてから出す。

ジュース、酒などの飲み物の容器は、

洗って→開いて→乾かして出す。

雑誌・カタログ・単行本・コピー用紙

広告・チラシ・週刊誌・紙くず・封筒

茶わん、皿、植木鉢等のせともの

化粧品のびん、コップ等ガラス製品

・焼却灰

・金属、ゴム、

　プラスチックの複合品

・アルミ箔

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機

衣類乾燥機・エアコン

一般ごみ収集袋か肥料袋に入れ、

（一般ごみ収集袋は「埋立ごみ」の

チェック欄に「レ」を記入）名前を記入
して各自治会の収集場所に出す。

一般ごみ収集袋の場合は口を十文字に

縛り、肥料袋の場合は全体を紐で十

文字に縛る。

紙袋、ダンボールは使用しない。

新聞紙

チラシ・雑誌

ダンボール・牛乳パック等

ダンボール・米袋

牛乳パック

このマークのあるもの

＜トレイ状のもの＞

家庭用プリンターの

インクカートリッジであれば

メーカーは問いません。

住民税務課窓口及び診療所 東側公用車駐車場内設

置の回収ボックスに入れる。

新聞紙

・買い換えの際に小売店に引き取ってもらう
 （処理料、運搬料負担）

・商品を購入した小売店に引き取り依頼する
 （処理料、運搬料負担）

・郵便局で料金を支払い、自分で指定引き取り場所へ
　運搬する（処理料、運搬料負担）

農協の指導により適正処分してください。
（農協で回収しますが有料です。）

・１１月の粗大ごみ回収の際、指定場所へ持ち込む
（処理料、運搬料負担）

・ご自分で運搬できない場合、村が許可した収集運搬
　業者に引き取ってもらう（処理料、運搬料負担）

自分が出すごみには責任を持ちましょう。
必ず収集袋に「名前 」を記入してください。

びんの分け方・出し方等
・各自治会収集場所のコンテナに色別に
して入れる。（無色透明・茶・その他）
・中をすすぎ栓（中栓も）をとる。
・化粧びん、農薬びんは出さない。
・ラベルは付いたままでよい。
・つや消しビンは、口元を見て無色・茶色・
その他に判別してください。
★一升びん、ビールびんは商店で引き取っても
らうか、小中学校の資源回収にも出せます。
★中栓は緩めるとペンチ等で簡単に取れます。
★ドリンクびんのキャップを取り、残ったリング
も取って出す。

ペットボトルの分け方・出し方
・各自治会収集場所の回収ネットに入れる。
・キャップをはずす。（プラ容器へ）
・中をすすぐ。
・つぶして出す。

　　　　　マークのあるものだけ

★ラベルをはずしてください。
　（ラベルはプラ容器へ）
　ミシン線がついています。

★尚、アルミ缶とスチール缶は、村の他
大鹿中学校でも常時集めています。
　プール西側にアルミ缶・スチール缶
を入れる倉庫があり、いつでも入れる
ことができます。
★缶の中を洗い分別して出す。

プラ容器の分け方・出し方
・一般ごみ収集袋に名前を記入し、
「プラ容器」のチェック欄に「レ」を
して各自治会の収集場所に出す。
・袋の口は、十文字に縛る。
・トレイ類はきれいに洗う。
・ボトルやチューブ類は、中の物
を使いきり、きれいに洗う。

　汚れの落ちない物は燃やすごみ。
・ペットボトルは、入れない。

　　　　  この表示のあるもの　
　　　  はすべてＯＫ

★必ず汚れをおとして出す。
★必ずバラのまま、収集袋に入れて出す。
（レジ袋にプラ容器を入れ、それを収集袋
に入れないこと。）

燃やすごみの
分け方・出し方

・燃やすごみの収集
袋に入れ名前を記
入し各自治会の収
集場所へ出す。
・袋に入らない物は
粗大ごみで出す。

缶の分け方・出し方等
・一般ごみ収集袋に入れ、名前を記入
し、「アルミ缶」・「スチール缶」のチェッ
ク欄に「レ」をして各自治会の収集場
所に出す。
・袋の口は、十文字に縛る。
・中身を出し切りき
れいにして出す。
・スプレー缶は、使い
切って穴をあけて出
す。

・一般ごみ収集袋か自前の袋に、内容（一
般ごみ収集袋は「鉄類」のチェック欄に
「レ」を記入）及び名前を記入して各自治
会の収集場所に出す。
・プラスチック、木、ゴム
等は、はずして出す。
・大きなものは
  粗大ごみの日に出す。

缶　類

アルミ缶（ビール、ジュース）

鉄　類

粗大ゴミ

びん類

ペットボトル類

プラスチック製容器包装

燃やすごみ

スチール缶

ラベルはプラ容器へ

スリッパ、サンダル、長靴、地下たび、靴全般（革製・合皮製含
む）も燃やすごみで収集します。金属類は取り除きます。
☆金属の入ったスパイクや安全靴→埋立ごみ

ソース・醤油・酢のびん
調味料のびん
〈飲食用のびんに限る〉

☆商品が入っていたり、包んであったビニール及びプラスチック製の容器
　または、包装資材で中身を使ってしまうと不用になるもの。

〈その他〉ラップ、卵や豆腐のパック
プリン・ヨーグルト・ゼリー等の容器
錠剤やカプセル等薬のシート、
フイルムの容器、びんやペットボトルの
キャップ、ペットボトルのラベル等

〈飲み物容器〉

ジュース缶

ジュース缶ビール缶

菓子缶
食用の油缶

穴をあける
缶詰

のりの缶

お茶の缶

スプレー缶 一斗缶

カートリッジ用
ガスボンベ

びんの王冠
びんのキャップ
（ねじ込み）等

フライパン

なべ類

やかん
バケツ

生ごみ
水切りをしっかり。
新聞紙等の紙に包んで出す。
レジ袋等に入れない。

紙おむつ
汚物は必ず取り除き、収集日の
都度出す。

チラシ類で出せない
個人が特定できる 紙くず

外袋は資源ごみ
（プラ容器）で出す。

衣類
（ボロ）

ホッカイロ

のこぎり

かまの刃 包丁

針金

鉄類の製品等

酒びん

燃やすごみ袋に入らない
大きなその他プラも含む

ビールびん

洋酒びん

ジュース
びん

ドリンクびん

〈食品容器〉

炭酸飲料・果実飲料・日本茶・ウーロン茶
紅茶・麦茶・焼酎・スポーツ飲料水・日本酒などの容器 みりん・しょうゆなど

〈袋類〉

洗剤、食用油、みりん、リンス、
シャンプー、醤油、飲み薬の容器

マヨネーズ、ケチャップ、歯みがき粉、
ねりからし等、化粧品等、
ドレッシング、ラミネートチューブ

カップめんの容器
スチロール製の箱
トレイ、衝撃緩和材

定規

ペンケース プランター

プラモデル

浮き輪 レジャーシート

くし 歯ブラシ

ポリ
バケツ

ボウル
ビニール製の
ひも類

タッパー

ゴミ箱
CD・DVD（ケース含）

スリッパ

ボールペン

サンダル

靴全般

地下たびハンガー

長靴

〈ボトル類〉

〈チューブ類〉

菓子類、食品、レジ袋

〈発泡スチロール〉

鉄類の分け方・出し方等

令和4年度 ごみの分け方・出し方

電池

蛍光管

小型家電

温度計
体温計

診療所東側の公用車駐車場内のドラム缶に電池・
蛍光管等を、ポリ容器に体温計・温度計を入れる。
蛍光管は、箱やケース・袋から取り出して入れる。箱や
ケース・袋は必ず持ち帰ってください。

有害ごみの分け方・出し方

㈱丸伝運送　TEL：０２６５-３４-４０００
前田産業㈱　TEL：０２６５-２２-２４８８

運搬先

クラスター（引地） TEL：０２６５-３９-２４１７
㈲加藤産業 TEL：０２６５-３５-５３０４

許可業者

★電池は、乾電池（アルカリ・マンガン）
と乾電池以外（充電式電池・ボタン
電池）に分けて入れる。
★白熱球・グローランプと白熱球・グロー
ランプ以外（蛍光管・水銀灯）に分けて
入れる。


