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時　間 　収集日の朝８時までに出してください。

　前日の夜や、時間を過ぎてからは出さないでください。

収集日 　町で配布している収集カレンダーで収集日をよく確認

して出してください。

　収集日以外の日に誤って出すと、収集されずに周りの

方に迷惑がかかります。

収集所 　出す場所が決まっています。

　他の場所に出さないでください。

　燃やすごみ、燃やさないごみ、資源物の収集所が別の

場合があります。

　　　※　収集所は、利用者が協力して管理するものです。

　　　　ルールを守り、一人ひとりの責任で清潔に保ちましょう。

　　　※　収集所が分からない場合は、ご近所か町内会（自治会等）

　　　　にお問い合わせください。

　　　※　町内会（自治会等）が分からない方は、各町役場の廃棄

　　　　物担当課へお問い合わせください。

基本ルール

収集所への出し方のルール

１



2

　　私たちの周りには、ひとつ間違えば大事故につながりかねない

　ものがあふれています。

　　特に「使い捨てライター」や「ガスボンベ」などは収集時に火

　災が起こった事例が全国で報告されています。

・処理できません。
・販売店の回収ボックス
等へ。

品　　目

注　意

品　　目

注　意

スプレー缶／カセットガス

・中身を使い切って穴を開けてくだ
さい。
・燃やさないごみの日に青色コンテ
ナの一番上に入れて出してくださ
い。
・穴を開けれないときは、紙袋又は
買い物袋に入れ『スプレー缶』や『カ
セットガス』と記入し、燃やさないご
みの日に青色コンテナの一番上に
入れて出してください。

使い捨てライター

・中身を使い切ってくだ
さい。
・紙袋又は買い物袋に
入れ『ライター』と記入
し、燃やさないごみの日
に青色コンテナの一番
上に入れて出してくださ
い。

ボタン電池

・処理できません。
・販売店の回収ボックス
等へ。

充　電　池

発火の恐れがあるものに注意してください

２

　　建築廃材、金属くず、廃油、廃プラスチック、ガラスくず等の

　産業廃棄物はもちろんのこと、事業所からでた茶殻、残飯、紙く

　ず等の一般廃棄物も種類や量の多少にかかわらず、ごみの収集所

　には出せません。（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ

　り、事業者自らの責任（事業者責任）において、自己処理（適正

　処理）をしなければならないことになっています。）

　　処理については、ごみの種類に応じて資源回収業者や産業廃棄

　物処理業者、一般廃棄物処理業者に依頼してください。

　　事業系一般廃棄物の収集運搬の許可業者は、各町役場の廃棄物

　担当課へ問い合わせてください。

事業系ごみについて
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　処理困難物・危険物・有害物・医療系廃棄物など

　・冷蔵庫　・冷凍庫　・洗濯機　・エアコン　・ブラウン管テレビ　

　・液晶テレビ　・プラズマ式テレビ　・衣類乾燥機　・自動車部品

　・自動二輪車部品　・ボタン電池　・充電池　・塗料　・油脂類　

　・農業用機械（部品含む）　・鋼鉄　・各種パイプ　・ワイヤーロープ

　・番線　・ガスボンベ　・消火器　・業務用ケース　・バッテリー　

　・農薬　・薬品　・中身の入っている容器類　・ドラム缶　・耐火金庫　

　・農業用ビニール、マルチ　・仏壇、仏具　・建設廃材　・浴槽　

　・風呂釜　・ボイラー　・耐火ボード　・断熱材　・便器類　・畳

　・コンクリート　・ブロック　・ボーリングの球　・産業廃棄物

　・釘等が刺さっている木材等　・ピアノ　・火薬　など　

　　

　　　

・上記に記載のものは、代表的な物です。　不明な物については、各町役場

の廃棄物担当課へ問合せください。

・収集しない物を収集所に出しても収集しませんので、出さないでください。

収集しない物

注意点

４

：

： 草、葉、花

（草等に付いている土は取り除いてください。）

： 直径１０㎝以下、長さ５０㎝以下に切って束ねて

出してください。（指定ごみ袋不要）

： かばん、靴、ベルト　など

： 座布団、まくら、スニーカー、スリッパ、ゴム

ホース、紙おむつ（ペット用含む）、花火

使い捨てカイロ、ぬいぐるみ、雑巾、ゴム手袋

使用済みのティッシュペーパー、カミソリなど

・ 指定ごみ袋に入れて出してください。

・ 生ごみは十分に水を切って出してください。

（水分も燃やすごみの量となってしまいます。）

・ 草・葉・枝は十分に自然乾燥させて出してください。

・ 紙おむつは、汚物を取り除いて出してください。

・ 花火、使い捨てカイロは水に浸してから出してください。

（収集車に投入した際、発火する恐れがあります。）

・ 金属類が付いている物は、可能な限りはずしてください。

・ ライターは可燃ごみには絶対に入れないでください。

その他

注意点

調理くず、残飯、貝殻　など

燃 や す ご み

生ごみ

草・葉

革製品

枝
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・アルミ缶・スチール缶・鍋・フライパン・はさみ・ミニカー（金属製）

・ホーロー鍋・せともの（茶碗、湯呑、急須、皿など）・電球

・陶器製類（壺、植木鉢、花びん、土鍋など）・スプレー缶

・ガラス製品（コップ、化粧びん、眼鏡、ガラス板など）・乾電池　

・中身を使い切った塗料の缶・包丁・刃物

・針金（農業、工業で使用したものは除く）など

・ 町指定の青色コンテナに入れて出してください。

・ スプレー缶は、中身を使い切って穴を開けて出してください。

穴を開けられない場合は、穴を開けれないときは、紙袋又は買い物袋に入

れ『スプレー缶』や『カセットガス』と記入し、燃やさないごみの日に青色コン

テナの一番上に入れて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ ライターは「ライター」と大きく見やすく書いた袋に入れて青色コンテナの一

番上に置いて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ 乾電池は、「乾電池」と大きく見やすく書いた袋に入れて、青色コンテナの

一番上に置いて出してください。（２ページ参照）

・ ボタン電池、充電池は収集できません。（２ページ参照）

注意点

燃 や さ な い ご み

６

　自転車・ベビーカー・スキー・ストーブ・椅子・タンス・遊具・テーブル

ベット・ふとん・ソファー　など

　

・ 町指定の粗大ごみ処理券を貼って出してください。

・ ２人でトラックに積める程度の大きさまで、ある程度解体してください。

・ 収集しない物に載っている品目は、出されていても収集しないので、出さ

ないでください。

・ ストーブやタンク類は、中の油は必ず抜いて出してください。

粗大 ご み

注意点

７7

・アルミ缶・スチール缶・鍋・フライパン・はさみ・ミニカー（金属製）

・ホーロー鍋・せともの（茶碗、湯呑、急須、皿など）・電球

・陶器製類（壺、植木鉢、花びん、土鍋など）・スプレー缶

・ガラス製品（コップ、化粧びん、眼鏡、ガラス板など）・乾電池　

・中身を使い切った塗料の缶・包丁・刃物

・針金（農業、工業で使用したものは除く）など

・ 町指定の青色コンテナに入れて出してください。

・ スプレー缶は、中身を使い切って穴を開けて出してください。

穴を開けられない場合は、穴を開けれないときは、紙袋又は買い物袋に入

れ『スプレー缶』や『カセットガス』と記入し、燃やさないごみの日に青色コン

テナの一番上に入れて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ ライターは「ライター」と大きく見やすく書いた袋に入れて青色コンテナの一

番上に置いて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ 乾電池は、「乾電池」と大きく見やすく書いた袋に入れて、青色コンテナの

一番上に置いて出してください。（２ページ参照）

・ ボタン電池、充電池は収集できません。（２ページ参照）

注意点

燃 や さ な い ご み

６

　自転車・ベビーカー・スキー・ストーブ・椅子・タンス・遊具・テーブル

ベット・ふとん・ソファー　など

　

・ 町指定の粗大ごみ処理券を貼って出してください。

・ ２人でトラックに積める程度の大きさまで、ある程度解体してください。

・ 収集しない物に載っている品目は、出されていても収集しないので、出さ

ないでください。

・ ストーブやタンク類は、中の油は必ず抜いて出してください。

粗大 ご み

注意点

７
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・アルミ缶・スチール缶・鍋・フライパン・はさみ・ミニカー（金属製）

・ホーロー鍋・せともの（茶碗、湯呑、急須、皿など）・電球

・陶器製類（壺、植木鉢、花びん、土鍋など）・スプレー缶

・ガラス製品（コップ、化粧びん、眼鏡、ガラス板など）・乾電池　

・中身を使い切った塗料の缶・包丁・刃物

・針金（農業、工業で使用したものは除く）など

・ 町指定の青色コンテナに入れて出してください。

・ スプレー缶は、中身を使い切って穴を開けて出してください。

穴を開けられない場合は、穴を開けれないときは、紙袋又は買い物袋に入

れ『スプレー缶』や『カセットガス』と記入し、燃やさないごみの日に青色コン

テナの一番上に入れて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ ライターは「ライター」と大きく見やすく書いた袋に入れて青色コンテナの一

番上に置いて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ 乾電池は、「乾電池」と大きく見やすく書いた袋に入れて、青色コンテナの

一番上に置いて出してください。（２ページ参照）

・ ボタン電池、充電池は収集できません。（２ページ参照）

注意点

燃 や さ な い ご み

６

　自転車・ベビーカー・スキー・ストーブ・椅子・タンス・遊具・テーブル

ベット・ふとん・ソファー　など

　

・ 町指定の粗大ごみ処理券を貼って出してください。

・ ２人でトラックに積める程度の大きさまで、ある程度解体してください。

・ 収集しない物に載っている品目は、出されていても収集しないので、出さ

ないでください。

・ ストーブやタンク類は、中の油は必ず抜いて出してください。

粗大 ご み

注意点

７7

・アルミ缶・スチール缶・鍋・フライパン・はさみ・ミニカー（金属製）

・ホーロー鍋・せともの（茶碗、湯呑、急須、皿など）・電球

・陶器製類（壺、植木鉢、花びん、土鍋など）・スプレー缶

・ガラス製品（コップ、化粧びん、眼鏡、ガラス板など）・乾電池　

・中身を使い切った塗料の缶・包丁・刃物

・針金（農業、工業で使用したものは除く）など

・ 町指定の青色コンテナに入れて出してください。

・ スプレー缶は、中身を使い切って穴を開けて出してください。

穴を開けられない場合は、穴を開けれないときは、紙袋又は買い物袋に入

れ『スプレー缶』や『カセットガス』と記入し、燃やさないごみの日に青色コン

テナの一番上に入れて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ ライターは「ライター」と大きく見やすく書いた袋に入れて青色コンテナの一

番上に置いて出してください。（２ページ参照）

（収集車が気付かないで投入した際、爆発や発火する恐れがあります。）

・ 乾電池は、「乾電池」と大きく見やすく書いた袋に入れて、青色コンテナの

一番上に置いて出してください。（２ページ参照）

・ ボタン電池、充電池は収集できません。（２ページ参照）

注意点

燃 や さ な い ご み

６

　自転車・ベビーカー・スキー・ストーブ・椅子・タンス・遊具・テーブル

ベット・ふとん・ソファー　など

　

・ 町指定の粗大ごみ処理券を貼って出してください。

・ ２人でトラックに積める程度の大きさまで、ある程度解体してください。

・ 収集しない物に載っている品目は、出されていても収集しないので、出さ

ないでください。

・ ストーブやタンク類は、中の油は必ず抜いて出してください。

粗大 ご み

注意点

７



8

資源物として出せるペットボトルは、飲料用、調味料などの　　　　

　同じような素材でもマークが違う場合は、燃やすごみとして出して

ください。

　☆分別方法

① ② ③

キャップを外します。 ラベルをはがします。 水で中をすすぎます。

④

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（ペットボトル）に

指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やすごみとして出して下さい。

　・タバコなど異物が入っているもの。

　・薬品入れなどに使用したもの。

　・他の物を入れ着色したもの。

　・工作などに使用したもの。

資　源　物　①

マークがついたものです。

すすがないで出されたペット

ボトルは、飲み残しなどから

カビが発生してリサイクル出

来ません‼

キチンとすすいで資源物収

集に出してください。

ペットボトル

注意点

資源物として出せるペットボトルは、飲料用、調味料などの　　　　

　同じような素材でもマークが違う場合は、燃やすごみとして出して

８

資源物として出せるびんは、飲料用、調味料などの空きびんです。　　　　

　☆分別方法 ②

①

キャップを外します。 水で中をすすぎます。

③

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（びん）に黄色コンテ

ナに入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やさないごみとして青色コンテナ

に入れて出してください。

　・耐熱ガラス（調理器具、食器、哺乳瓶）。

　・ガラス食器（コップ、ボウル、皿、花瓶など）

　・農薬、劇薬や化粧品が入っていたビン。

　・割れているビン

　　

資　源　物　②

び ん

注意点

ビンを燃やさないごみとして捨ててしま

うと、破砕処理されて、細かくくだかれ

て埋立処分されます。
最終処分場の延命化のためにも、分別
して出してください。

９
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資源物として出せるペットボトルは、飲料用、調味料などの　　　　

　同じような素材でもマークが違う場合は、燃やすごみとして出して

ください。

　☆分別方法

① ② ③

キャップを外します。 ラベルをはがします。 水で中をすすぎます。

④

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（ペットボトル）に

指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やすごみとして出して下さい。

　・タバコなど異物が入っているもの。

　・薬品入れなどに使用したもの。

　・他の物を入れ着色したもの。

　・工作などに使用したもの。

資　源　物　①

マークがついたものです。

すすがないで出されたペット

ボトルは、飲み残しなどから

カビが発生してリサイクル出

来ません‼

キチンとすすいで資源物収

集に出してください。

ペットボトル

注意点

資源物として出せるペットボトルは、飲料用、調味料などの　　　　

　同じような素材でもマークが違う場合は、燃やすごみとして出して

８

資源物として出せるびんは、飲料用、調味料などの空きびんです。　　　　

　☆分別方法 ②

①

キャップを外します。 水で中をすすぎます。

③

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（びん）に黄色コンテ

ナに入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やさないごみとして青色コンテナ

に入れて出してください。

　・耐熱ガラス（調理器具、食器、哺乳瓶）。

　・ガラス食器（コップ、ボウル、皿、花瓶など）

　・農薬、劇薬や化粧品が入っていたビン。

　・割れているビン

　　

資　源　物　②

び ん

注意点

ビンを燃やさないごみとして捨ててしま

うと、破砕処理されて、細かくくだかれ

て埋立処分されます。
最終処分場の延命化のためにも、分別
して出してください。

９9

資源物として出せるペットボトルは、飲料用、調味料などの　　　　

　同じような素材でもマークが違う場合は、燃やすごみとして出して

ください。

　☆分別方法

① ② ③

キャップを外します。 ラベルをはがします。 水で中をすすぎます。

④

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（ペットボトル）に

指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やすごみとして出して下さい。

　・タバコなど異物が入っているもの。

　・薬品入れなどに使用したもの。

　・他の物を入れ着色したもの。

　・工作などに使用したもの。

資　源　物　①

マークがついたものです。

すすがないで出されたペット

ボトルは、飲み残しなどから

カビが発生してリサイクル出

来ません‼

キチンとすすいで資源物収

集に出してください。

ペットボトル

注意点

８

資源物として出せるびんは、飲料用、調味料などの空きびんです。　　　　

　☆分別方法 ②

①

キャップを外します。 水で中をすすぎます。

③

乾かしてからキャップをしないで、資源物収集日（びん）に黄色コンテ

ナに入れて出してください。

次の場合は、資源物とならないので燃やさないごみとして青色コンテナ

に入れて出してください。

　・耐熱ガラス（調理器具、食器、哺乳瓶）。

　・ガラス食器（コップ、ボウル、皿、花瓶など）

　・農薬、劇薬や化粧品が入っていたビン。

　・割れているビン

　　

資　源　物　②

び ん

注意点

ビンを燃やさないごみとして捨ててしま

うと、破砕処理されて、細かくくだかれ

て埋立処分されます。
最終処分場の延命化のためにも、分別
して出してください。

９
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紙ひもで十字に縛って出してください。

・ガムテープや発送シールはそのままで良いです。

・箱は必ず開いてください。（商品取忘れ防止）

・段ボールの中に違う紙類を入れないでください。

紙ひもで十字に縛って出してください。

折込チラシ、コピー用紙、普通紙も一緒

でも良いです。

紙ひもで十字に縛って出してください。

週刊誌・単行本・文庫本・漫画雑誌

・電話帳などで表紙は紙の物に限り

ます。

資　源　物　③

紙 類

ダンボール

古新聞

雑誌

１０

紙ひもで十字に縛って出してください。

紙袋に入れて出しても良いです。

１．書籍類

　　ノート、辞書、百科事典、手帳、住宅地図など。 

　　表紙が紙でなくとも、中身が紙製であればそのままで良いです。

２．紙袋、封筒、官製はがき、名刺、紙製ファイル

　　紙袋は紙製の取っ手付きＯＫ

　　紙製ファイルは中身が紙ならファイルごとＯＫ（止め具は取り除く）　

　　窓付封筒は窓の部分のビニールを取り外して出します。

３．包装紙、紙箱

　　事務用品の外箱、ボックスティッシュの外箱、日用品の外箱など

　　ティッシュ外箱はビニールを取り外して出します。

４．その他

　　カレンダーの紙、トイレットペーパーの芯、メモ用紙など

　　

雨天時は、十字に縛った紙類を指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出して

ください。

雑がみ

雑がみとは

注意点

１１11

紙ひもで十字に縛って出してください。

・ガムテープや発送シールはそのままで良いです。

・箱は必ず開いてください。（商品取忘れ防止）

・段ボールの中に違う紙類を入れないでください。

紙ひもで十字に縛って出してください。

折込チラシ、コピー用紙、普通紙も一緒

でも良いです。

紙ひもで十字に縛って出してください。

週刊誌・単行本・文庫本・漫画雑誌

・電話帳などで表紙は紙の物に限り

ます。

資　源　物　③

紙 類

ダンボール

古新聞

雑誌

１０

紙ひもで十字に縛って出してください。

紙袋に入れて出しても良いです。

１．書籍類

　　ノート、辞書、百科事典、手帳、住宅地図など。 

　　表紙が紙でなくとも、中身が紙製であればそのままで良いです。

２．紙袋、封筒、官製はがき、名刺、紙製ファイル

　　紙袋は紙製の取っ手付きＯＫ

　　紙製ファイルは中身が紙ならファイルごとＯＫ（止め具は取り除く）　

　　窓付封筒は窓の部分のビニールを取り外して出します。

３．包装紙、紙箱

　　事務用品の外箱、ボックスティッシュの外箱、日用品の外箱など

　　ティッシュ外箱はビニールを取り外して出します。

４．その他

　　カレンダーの紙、トイレットペーパーの芯、メモ用紙など

　　

雨天時は、十字に縛った紙類を指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出して

ください。

雑がみ

雑がみとは

注意点

１１
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紙ひもで十字に縛って出してください。

・ガムテープや発送シールはそのままで良いです。

・箱は必ず開いてください。（商品取忘れ防止）

・段ボールの中に違う紙類を入れないでください。

紙ひもで十字に縛って出してください。

折込チラシ、コピー用紙、普通紙も一緒

でも良いです。

紙ひもで十字に縛って出してください。

週刊誌・単行本・文庫本・漫画雑誌

・電話帳などで表紙は紙の物に限り

ます。

資　源　物　③

紙 類

ダンボール

古新聞

雑誌

１０

紙ひもで十字に縛って出してください。

紙袋に入れて出しても良いです。

１．書籍類

　　ノート、辞書、百科事典、手帳、住宅地図など。 

　　表紙が紙でなくとも、中身が紙製であればそのままで良いです。

２．紙袋、封筒、官製はがき、名刺、紙製ファイル

　　紙袋は紙製の取っ手付きＯＫ

　　紙製ファイルは中身が紙ならファイルごとＯＫ（止め具は取り除く）　

　　窓付封筒は窓の部分のビニールを取り外して出します。

３．包装紙、紙箱

　　事務用品の外箱、ボックスティッシュの外箱、日用品の外箱など

　　ティッシュ外箱はビニールを取り外して出します。

４．その他

　　カレンダーの紙、トイレットペーパーの芯、メモ用紙など

　　

雨天時は、十字に縛った紙類を指定ごみ袋又は透明な袋に入れて出して

ください。

雑がみ

雑がみとは

注意点

１１
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　電池や電気で動く小型家電には、鉄やアルミのほか金や銅、

希少金属（レアメタル）などの有用金属等が多く含まれていま

す。　

三戸町設置場所 田子町設置場所

　役場、中央公民館 　役場、中央公民館、上郷公民館

　斗川支所、猿辺支所

南部町設置場所

　南部分庁舎、剣吉公民館、海洋センター、町民体育館

　福祉センターぼたんの里、健康センター

・回収対象品目（30㎝×15㎝の投入口に入る大きさの物に限ります）

電池や電気で動く小型家電全てが対象となります。

　例）・電子辞書　・デジタルカメラ　・電動歯ブラシ　

　　　・ラジオ　・電子ゲーム機　・ヘアードライヤー　など

・電池やバッテリー等は、可能な限り取り除いてください。

・回収ボックスに投入した小型家電は返却できません。

・個人情報が記録されているものについては、必ず記録内容を消

去してください。

・小型家電製品は、壊れているものでも回収します。

・家庭で使用されていたものに限ります。

使用済み小型家電

回収ボックス設置場

注意点

１２

　　持ち込む場所は、三戸地区クリーンセンターです。

受付時間 月曜日から土曜日の８時３０分～１６時１５分

１６時１５分で閉めるので、１６時までに受付するよ

うにしてください。

休み 日曜、祝日

年末年始（御用納めの翌日から御用始めの前日）
　

手数料 ５０㎏毎２００円（家庭系一般）

注意事項 ○住所が確認できる証明書（運転免許証等）をご持参の

上、本人が搬入してください。

（搬出先の住所を確認する場合があります。）

○高さ２．９ｍを超える高さの車両での搬入はできませ

ん。　

○搬入許可証を提示し、係員の指示に従ってください。

（虚偽があった場合や指示に従わない場合は、搬入を禁

止する場合があります。）

○必ず、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、資源

物を分別して降ろしやすい状態で搬入してください。

（資源物の持ち込みは無料です。）

○多量に搬入している場合、搬出先を確認させていただ

く場合があります。

その他 搬入する車両がない場合や、引っ越し等に伴って多量の

ごみが出て、業者へ依頼する場合は、各町の一般廃棄物

収集運搬業の許可を得ている業者へ依頼してください。

一般廃棄物収集運搬許可業者は、各町の廃棄物担当課へ

問い合わせてください。
その場合、手数料の他に運搬費用もかかります。

直接持ち込みについて

１３13

　電池や電気で動く小型家電には、鉄やアルミのほか金や銅、

希少金属（レアメタル）などの有用金属等が多く含まれていま

す。　

三戸町設置場所 田子町設置場所

　役場、中央公民館 　役場、中央公民館、上郷公民館

　斗川支所、猿辺支所

南部町設置場所

　南部分庁舎、剣吉公民館、海洋センター、町民体育館

　福祉センターぼたんの里、健康センター

・回収対象品目（30㎝×15㎝の投入口に入る大きさの物に限ります）

電池や電気で動く小型家電全てが対象となります。

　例）・電子辞書　・デジタルカメラ　・電動歯ブラシ　

　　　・ラジオ　・電子ゲーム機　・ヘアードライヤー　など

・電池やバッテリー等は、可能な限り取り除いてください。

・回収ボックスに投入した小型家電は返却できません。

・個人情報が記録されているものについては、必ず記録内容を消

去してください。

・小型家電製品は、壊れているものでも回収します。

・家庭で使用されていたものに限ります。

使用済み小型家電

回収ボックス設置場

注意点

１２

　　持ち込む場所は、三戸地区クリーンセンターです。

受付時間 月曜日から土曜日の８時３０分～１６時１５分

１６時１５分で閉めるので、１６時までに受付するよ

うにしてください。

休み 日曜、祝日

年末年始（御用納めの翌日から御用始めの前日）
　

手数料 ５０㎏毎２００円（家庭系一般）

注意事項 ○住所が確認できる証明書（運転免許証等）をご持参の

上、本人が搬入してください。

（搬出先の住所を確認する場合があります。）

○高さ２．９ｍを超える高さの車両での搬入はできませ

ん。　

○搬入許可証を提示し、係員の指示に従ってください。

（虚偽があった場合や指示に従わない場合は、搬入を禁

止する場合があります。）

○必ず、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、資源

物を分別して降ろしやすい状態で搬入してください。

（資源物の持ち込みは無料です。）

○多量に搬入している場合、搬出先を確認させていただ

く場合があります。

その他 搬入する車両がない場合や、引っ越し等に伴って多量の

ごみが出て、業者へ依頼する場合は、各町の一般廃棄物

収集運搬業の許可を得ている業者へ依頼してください。

一般廃棄物収集運搬許可業者は、各町の廃棄物担当課へ

問い合わせてください。
その場合、手数料の他に運搬費用もかかります。

直接持ち込みについて

１３
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　電池や電気で動く小型家電には、鉄やアルミのほか金や銅、

希少金属（レアメタル）などの有用金属等が多く含まれていま

す。　

三戸町設置場所 田子町設置場所

　役場、中央公民館 　役場、中央公民館、上郷公民館

　斗川支所、猿辺支所

南部町設置場所

　南部分庁舎、剣吉公民館、海洋センター、町民体育館

　福祉センターぼたんの里、健康センター

・回収対象品目（30㎝×15㎝の投入口に入る大きさの物に限ります）

電池や電気で動く小型家電全てが対象となります。

　例）・電子辞書　・デジタルカメラ　・電動歯ブラシ　

　　　・ラジオ　・電子ゲーム機　・ヘアードライヤー　など

・電池やバッテリー等は、可能な限り取り除いてください。

・回収ボックスに投入した小型家電は返却できません。

・個人情報が記録されているものについては、必ず記録内容を消

去してください。

・小型家電製品は、壊れているものでも回収します。

・家庭で使用されていたものに限ります。

使用済み小型家電

回収ボックス設置場

注意点

１２

　　持ち込む場所は、三戸地区クリーンセンターです。

受付時間 月曜日から土曜日の８時３０分～１６時１５分

１６時１５分で閉めるので、１６時までに受付するよ

うにしてください。

休み 日曜、祝日

年末年始（御用納めの翌日から御用始めの前日）
　

手数料 ５０㎏毎２００円（家庭系一般）

注意事項 ○住所が確認できる証明書（運転免許証等）をご持参の

上、本人が搬入してください。

（搬出先の住所を確認する場合があります。）

○高さ２．９ｍを超える高さの車両での搬入はできませ

ん。　

○搬入許可証を提示し、係員の指示に従ってください。

（虚偽があった場合や指示に従わない場合は、搬入を禁

止する場合があります。）

○必ず、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、資源

物を分別して降ろしやすい状態で搬入してください。

（資源物の持ち込みは無料です。）

○多量に搬入している場合、搬出先を確認させていただ

く場合があります。

その他 搬入する車両がない場合や、引っ越し等に伴って多量の

ごみが出て、業者へ依頼する場合は、各町の一般廃棄物

収集運搬業の許可を得ている業者へ依頼してください。

一般廃棄物収集運搬許可業者は、各町の廃棄物担当課へ

問い合わせてください。
その場合、手数料の他に運搬費用もかかります。

直接持ち込みについて

１３
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収集に出す場合

品名（あ）　 区分 備　　　　考

ＩＨクッキングヒータ（据置型） 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

ＩＨ調理器（卓上型） 小型家電

アイロン 小型家電

アイロン台 粗大ごみ

アコーデオンカーテン 粗大ごみ

足踏みミシン 粗大ごみ

アタッシュケース 燃やさないごみ

圧力鍋 燃やさないごみ

油（機械用） 搬出禁止 処理困難物

油（植物性食用油） 燃やすごみ 固めるか容器に入れて出す。

雨戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

アルバム 燃やすごみ

アルミサッシ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

アルミはく、アルミホイル 燃やすごみ

アルミホイール（自動車） 搬出禁止 処理困難物

安全靴 燃やすごみ

アンテナ（ＢＳ，ＣＳ） 粗大ごみ

アンテナ（屋外用） 粗大ごみ

アンテナ（室内用） 小型家電

アンプ（楽器用） 粗大ごみ

品名（い） 区分 備　　　　考

石 搬出禁止 処理困難物

衣装ケース（金属・木製） 粗大ごみ

衣装ケース（プラスチック） 粗大ごみ

椅子 粗大ごみ

一輪車 粗大ごみ

一升瓶 資源物

一斗缶 燃やさないごみ

犬小屋 粗大ごみ

位牌 搬出禁止 寺院又は仏具店

医薬品のびん 資源物 経口摂取の物に限る。

衣類 燃やすごみ

入れ歯 搬出禁止 歯科返却

印鑑（金属,石製、ガラス） 燃やさないごみ

印鑑（木製、プラスチック） 燃やすごみ

インクカートリッジ・リボン 搬出禁止 販売店店頭回収

インスタントコーヒー 燃やすごみ 容器がビンや缶の場合、容器と中身を分けて出す。

飲料パック 燃やすごみ

あ

い

１４

品名（う） 区分 備　　　　考

植木の枝葉 燃やすごみ

植木鉢（プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

植木鉢（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

ウェストポーチ 燃やすごみ

ウォーターベット 粗大ごみ

浮き輪 燃やすごみ

ウッドデッキ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

腕時計 小型家電

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 粗大ごみ

品名（え） 区分 備　　　　考

ＡＣアダプター 小型家電

ＭＤプレーヤ 小型家電

ＭD・ケース含む 燃やすごみ

SDカード 小型家電

エアーマット 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

エアロバイク 粗大ごみ

枝切はさみ 燃やさないごみ

絵本 資源物

園芸用支柱（金属） 燃やさないごみ

園芸用支柱（プラスチック） 燃やすごみ

延長コード 小型家電

品名（お） 区分 備　　　　考

オイルヒータ 粗大ごみ

応接セット 粗大ごみ

オーディオ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

オートバイ 搬出禁止 二輪車リサイクルシステム

オーブントースター 粗大ごみ

オーブンレンジ 粗大ごみ 据置型の場合、解体及び改築によるものは搬出禁止

置き時計 小型家電

置物 燃やさないごみ 木製の置物は、燃やすごみ

桶（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

桶（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

おたま 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

おまる 粗大ごみ

おむつ 燃やすごみ 汚物を取り除いて出す

おもちゃ 燃やすごみ 金属製の物は、燃やさないごみ

オルガン 粗大ごみ

おろし金 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

お椀 燃やすごみ 陶磁器製の物は、燃やさないごみ

温度計 燃やさないごみ デジタル温度計は小型家電

温風ヒータ 粗大ごみ

う

え

お

１５
15

品名（う） 区分 備　　　　考

植木の枝葉 燃やすごみ

植木鉢（プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

植木鉢（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

ウェストポーチ 燃やすごみ

ウォーターベット 粗大ごみ

浮き輪 燃やすごみ

ウッドデッキ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

腕時計 小型家電

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 粗大ごみ

品名（え） 区分 備　　　　考

ＡＣアダプター 小型家電

ＭＤプレーヤ 小型家電

ＭD・ケース含む 燃やすごみ

SDカード 小型家電

エアーマット 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

エアロバイク 粗大ごみ

枝切はさみ 燃やさないごみ

絵本 資源物

園芸用支柱（金属） 燃やさないごみ

園芸用支柱（プラスチック） 燃やすごみ

延長コード 小型家電

品名（お） 区分 備　　　　考

オイルヒータ 粗大ごみ

応接セット 粗大ごみ

オーディオ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

オートバイ 搬出禁止 二輪車リサイクルシステム

オーブントースター 粗大ごみ

オーブンレンジ 粗大ごみ 据置型の場合、解体及び改築によるものは搬出禁止

置き時計 小型家電

置物 燃やさないごみ 木製の置物は、燃やすごみ

桶（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

桶（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

おたま 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

おまる 粗大ごみ

おむつ 燃やすごみ 汚物を取り除いて出す

おもちゃ 燃やすごみ 金属製の物は、燃やさないごみ

オルガン 粗大ごみ

おろし金 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

お椀 燃やすごみ 陶磁器製の物は、燃やさないごみ

温度計 燃やさないごみ デジタル温度計は小型家電

温風ヒータ 粗大ごみ

う

え

お

１５
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品名（う） 区分 備　　　　考

植木の枝葉 燃やすごみ

植木鉢（プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

植木鉢（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

ウェストポーチ 燃やすごみ

ウォーターベット 粗大ごみ

浮き輪 燃やすごみ

ウッドデッキ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

腕時計 小型家電

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 粗大ごみ

品名（え） 区分 備　　　　考

ＡＣアダプター 小型家電

ＭＤプレーヤ 小型家電

ＭD・ケース含む 燃やすごみ

SDカード 小型家電

エアーマット 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

エアロバイク 粗大ごみ

枝切はさみ 燃やさないごみ

絵本 資源物

園芸用支柱（金属） 燃やさないごみ

園芸用支柱（プラスチック） 燃やすごみ

延長コード 小型家電

品名（お） 区分 備　　　　考

オイルヒータ 粗大ごみ

応接セット 粗大ごみ

オーディオ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

オートバイ 搬出禁止 二輪車リサイクルシステム

オーブントースター 粗大ごみ

オーブンレンジ 粗大ごみ 据置型の場合、解体及び改築によるものは搬出禁止

置き時計 小型家電

置物 燃やさないごみ 木製の置物は、燃やすごみ

桶（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 大型の物は粗大ごみ

桶（陶器金属製） 燃やさないごみ 大型の物は粗大ごみ

おたま 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

おまる 粗大ごみ

おむつ 燃やすごみ 汚物を取り除いて出す

おもちゃ 燃やすごみ 金属製の物は、燃やさないごみ

オルガン 粗大ごみ

おろし金 燃やさないごみ プラスチック製の物は、燃やすごみ

お椀 燃やすごみ 陶磁器製の物は、燃やさないごみ

温度計 燃やさないごみ デジタル温度計は小型家電

温風ヒータ 粗大ごみ

う

え

お

１５
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品名（か）　 区分 備　　　　考

カーステレオ・カーナビ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

カーテンレール 粗大ごみ

カード 燃やすごみ

カーペット 粗大ごみ

貝殻 燃やすごみ

懐中電灯 小型家電 電池は外す

カイロ 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみの注意点参照

額縁（金属製） 燃やさないごみ 表面カバーや裏板は素材により分別

額縁（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 表面カバーや裏板は素材により分別

傘 燃やさないごみ ビニールや布は外して、燃やすごみだす。

加湿器 粗大ごみ

ガスオーブンレンジ 粗大ごみ 据置型の場合、解体及び改築によるものは搬出禁止

ガスコンロ 粗大ごみ 据置型の場合、解体及び改築によるものは搬出禁止

ガスライター 燃やさないごみ ２ページ　ライターの出し方参照

カセットコンロ 燃やさないごみ カセットガスボンベは外す

カセットテープ 燃やすごみ

カセットボンベ 燃やさないごみ ２ベージ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

カタログ、パンフレット 資源物

鞄 燃やすごみ

紙おむつ 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみの注意点参照

カミソリ 燃やすごみ

紙粘土 燃やすごみ

カメラ（デジタルカメラ含む） 小型家電

換気扇 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

乾燥剤 燃やすごみ

乾電池 燃やさないごみ ２ページ　乾電池の出し方参照

缶類 燃やさないごみ

品名（き）　 区分 備　　　　考

キーケース 燃やすごみ 金属製の物は燃やさないごみ

キーボード 粗大ごみ

ギター 粗大ごみ

木の枝 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみ参照

木の根 搬出禁止 処理困難物

木の幹 搬出禁止 処理困難物

脚立 粗大ごみ

キャリア（車用） 粗大ごみ

キャリーバック 粗大ごみ

急須（陶器、ガラス） 燃やさないごみ

給湯機 搬出禁止 処理困難物

牛乳パック 燃やすごみ

教科書 資源物

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

か

き

１６

品名（き）　 区分 備　　　　考

金庫（耐火性） 搬出禁止 処理困難物

品名（く）　 区分 備　　　　考

空気入れ（自転車用） 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

クーラーボックス 粗大ごみ

草刈り機（家庭用） 粗大ごみ エンジン付きの物は搬出禁止

果物の皮 燃やすごみ

口紅の容器（金属） 燃やさないごみ

靴、サンダル、スリッパ 燃やすごみ

車椅子 粗大ごみ 電動車椅子は排出禁止

車の部品 搬出禁止 処理困難物

品名（け）　 区分 備　　　　考

携帯電話 小型家電

ゲーム機 小型家電

ゲームソフト 燃やさないごみ

化粧品のビン 燃やさないごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 小型家電 水銀血圧計は排出禁止

玄関マット 燃やさないごみ ゴム製やプラスチック製は燃やすごみ

建築廃材 搬出禁止 産業廃棄物

原動機付き自転車 搬出禁止 処理困難物

品名（こ）　 区分 備　　　　考

工具箱（金属） 燃やさないごみ

コーキングガン 燃やさないごみ

コーキング材、容器 燃やすごみ

コート掛け 粗大ごみ

こたつ、こたつ板 粗大ごみ

米びつ 粗大ごみ

ゴルフクラブ、バック 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

品名（さ）　 区分 備　　　　考

サーフボード 粗大ごみ

サイクリングマシーン 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

酒パック 燃やすごみ

座卓 粗大ごみ

サッシ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

座布団 燃やすごみ

皿（陶器金属製） 燃やさないごみ

皿（プラスチック製） 燃やすごみ

サラダ油の容器 燃やすごみ

き

さ

く

け

こ

１７
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品名（き）　 区分 備　　　　考

金庫（耐火性） 搬出禁止 処理困難物

品名（く）　 区分 備　　　　考

空気入れ（自転車用） 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

クーラーボックス 粗大ごみ

草刈り機（家庭用） 粗大ごみ エンジン付きの物は搬出禁止

果物の皮 燃やすごみ

口紅の容器（金属） 燃やさないごみ

靴、サンダル、スリッパ 燃やすごみ

車椅子 粗大ごみ 電動車椅子は排出禁止

車の部品 搬出禁止 処理困難物

品名（け）　 区分 備　　　　考

携帯電話 小型家電

ゲーム機 小型家電

ゲームソフト 燃やさないごみ

化粧品のビン 燃やさないごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 小型家電 水銀血圧計は排出禁止

玄関マット 燃やさないごみ ゴム製やプラスチック製は燃やすごみ

建築廃材 搬出禁止 産業廃棄物

原動機付き自転車 搬出禁止 処理困難物

品名（こ）　 区分 備　　　　考

工具箱（金属） 燃やさないごみ

コーキングガン 燃やさないごみ

コーキング材、容器 燃やすごみ

コート掛け 粗大ごみ

こたつ、こたつ板 粗大ごみ

米びつ 粗大ごみ

ゴルフクラブ、バック 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

品名（さ）　 区分 備　　　　考

サーフボード 粗大ごみ

サイクリングマシーン 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

酒パック 燃やすごみ

座卓 粗大ごみ

サッシ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

座布団 燃やすごみ

皿（陶器金属製） 燃やさないごみ

皿（プラスチック製） 燃やすごみ

サラダ油の容器 燃やすごみ

き

さ

く

け

こ
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品名（き）　 区分 備　　　　考

金庫（耐火性） 搬出禁止 処理困難物

品名（く）　 区分 備　　　　考

空気入れ（自転車用） 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

クーラーボックス 粗大ごみ

草刈り機（家庭用） 粗大ごみ エンジン付きの物は搬出禁止

果物の皮 燃やすごみ

口紅の容器（金属） 燃やさないごみ

靴、サンダル、スリッパ 燃やすごみ

車椅子 粗大ごみ 電動車椅子は排出禁止

車の部品 搬出禁止 処理困難物

品名（け）　 区分 備　　　　考

携帯電話 小型家電

ゲーム機 小型家電

ゲームソフト 燃やさないごみ

化粧品のビン 燃やさないごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 小型家電 水銀血圧計は排出禁止

玄関マット 燃やさないごみ ゴム製やプラスチック製は燃やすごみ

建築廃材 搬出禁止 産業廃棄物

原動機付き自転車 搬出禁止 処理困難物

品名（こ）　 区分 備　　　　考

工具箱（金属） 燃やさないごみ

コーキングガン 燃やさないごみ

コーキング材、容器 燃やすごみ

コート掛け 粗大ごみ

こたつ、こたつ板 粗大ごみ

米びつ 粗大ごみ

ゴルフクラブ、バック 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

品名（さ）　 区分 備　　　　考

サーフボード 粗大ごみ

サイクリングマシーン 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

酒パック 燃やすごみ

座卓 粗大ごみ

サッシ 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

座布団 燃やすごみ

皿（陶器金属製） 燃やさないごみ

皿（プラスチック製） 燃やすごみ

サラダ油の容器 燃やすごみ

き

さ

く

け

こ
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品名（さ）　 区分 備　　　　考

三脚 粗大ごみ

三輪車 粗大ごみ

品名（し）　 区分 備　　　　考

ＣＤ・ケース含む 燃やすごみ

ＣＤプレーヤー 小型家電

磁石 燃やさないごみ

辞書 資源物

七輪 燃やさないごみ

自転車 粗大ごみ

自動車部品 搬出禁止 処理困難物

シニアカー（セニアカー） 搬出禁止 処理困難物

シャープペン 燃やすごみ

写真 燃やすごみ

ジャッキ 搬出禁止 処理困難物

シャンプー容器 燃やすごみ

週刊誌 資源物

ジューサーミキサー 粗大ごみ

じゅうたん 粗大ごみ

充電器 小型家電

充電式電池（ニカド電池等） 搬出禁止 ２ページ　電池の出し方参照

ジュニアシート 粗大ごみ

シュレッター 粗大ごみ

消火器 搬出禁止 消火器リサイクル推進センターへ問合せ

障子戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

消臭スプレー 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

浄水器 小型家電

照明機具 粗大ごみ

食卓チェアー 粗大ごみ

食卓テーブル 粗大ごみ

食品トレー 燃やすごみ

除湿器 粗大ごみ

食器乾燥機 粗大ごみ

食器棚 粗大ごみ

食器トレイ 燃やすごみ

食器類 燃やさないごみ 木製、プラスチック製は燃やすごみ

シルバーカー（手押し車） 粗大ごみ

人工芝 燃やすごみ

新聞紙 資源物

芝刈り機（家庭用） 粗大ごみ エンジン付きの物は搬出禁止

品名（す）　 区分 備　　　　考

水槽 粗大ごみ

水筒 燃やさないごみ

す

し

さ

１８

品名（す）　 区分 備　　　　考

炊飯器 粗大ごみ

スーツケース 粗大ごみ

スキー板 粗大ごみ

スキー靴 燃やすごみ

スキーストック 粗大ごみ

スキャナー（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

スケート靴 燃やさないごみ

スケートボード 粗大ごみ

スコップ 粗大ごみ

硯（すずり） 燃やさないごみ

すだれ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

ステレオコンポ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ストーブ 粗大ごみ

砂、砂利 搬出禁止 処理困難物

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

スパイクシューズ 燃やすごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

ズボンプレッサー 粗大ごみ

品名（せ）　 区分 備　　　　考

整髪用スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は取り除く　　石油ストーブも含む

石油ポンプ 燃やすごみ 電池式の場合は、電池を取り除いて小型家電

石膏ボード 搬出禁止 処理困難物

せともの 燃やさないごみ

セメント 搬出禁止 処理困難物

洗濯機・衣料乾燥機 搬出禁止 家電リサイクル法により処理

洗濯ばさみ（プラスチック） 燃やすごみ

剪定枝 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみ参照

剪定はさみ 燃やさないごみ

扇風機 粗大ごみ

洗面器 燃やすごみ 金属製の場合は燃やさないごみ

洗面台 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

品名（そ）　 区分 備　　　　考

造花 燃やすごみ

双眼鏡 燃やさないごみ

掃除機 粗大ごみ

ソーラーシステム 搬出禁止 処理困難物

ソファー・ソファーベット 粗大ごみ

品名（た）　 区分 備　　　　考

体温計 小型家電 水銀使用の物は、排出禁止

す

た

せ

そ

１９
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品名（す）　 区分 備　　　　考

炊飯器 粗大ごみ

スーツケース 粗大ごみ

スキー板 粗大ごみ

スキー靴 燃やすごみ

スキーストック 粗大ごみ

スキャナー（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

スケート靴 燃やさないごみ

スケートボード 粗大ごみ

スコップ 粗大ごみ

硯（すずり） 燃やさないごみ

すだれ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

ステレオコンポ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ストーブ 粗大ごみ

砂、砂利 搬出禁止 処理困難物

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

スパイクシューズ 燃やすごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

ズボンプレッサー 粗大ごみ

品名（せ）　 区分 備　　　　考

整髪用スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は取り除く　　石油ストーブも含む

石油ポンプ 燃やすごみ 電池式の場合は、電池を取り除いて小型家電

石膏ボード 搬出禁止 処理困難物

せともの 燃やさないごみ

セメント 搬出禁止 処理困難物

洗濯機・衣料乾燥機 搬出禁止 家電リサイクル法により処理

洗濯ばさみ（プラスチック） 燃やすごみ

剪定枝 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみ参照

剪定はさみ 燃やさないごみ

扇風機 粗大ごみ

洗面器 燃やすごみ 金属製の場合は燃やさないごみ

洗面台 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

品名（そ）　 区分 備　　　　考

造花 燃やすごみ

双眼鏡 燃やさないごみ

掃除機 粗大ごみ

ソーラーシステム 搬出禁止 処理困難物

ソファー・ソファーベット 粗大ごみ

品名（た）　 区分 備　　　　考

体温計 小型家電 水銀使用の物は、排出禁止

す

た

せ

そ
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品名（す）　 区分 備　　　　考

炊飯器 粗大ごみ

スーツケース 粗大ごみ

スキー板 粗大ごみ

スキー靴 燃やすごみ

スキーストック 粗大ごみ

スキャナー（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

スケート靴 燃やさないごみ

スケートボード 粗大ごみ

スコップ 粗大ごみ

硯（すずり） 燃やさないごみ

すだれ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

ステレオコンポ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ストーブ 粗大ごみ

砂、砂利 搬出禁止 処理困難物

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 燃やすごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

スパイクシューズ 燃やすごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

ズボンプレッサー 粗大ごみ

品名（せ）　 区分 備　　　　考

整髪用スプレー缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は取り除く　　石油ストーブも含む

石油ポンプ 燃やすごみ 電池式の場合は、電池を取り除いて小型家電

石膏ボード 搬出禁止 処理困難物

せともの 燃やさないごみ

セメント 搬出禁止 処理困難物

洗濯機・衣料乾燥機 搬出禁止 家電リサイクル法により処理

洗濯ばさみ（プラスチック） 燃やすごみ

剪定枝 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみ参照

剪定はさみ 燃やさないごみ

扇風機 粗大ごみ

洗面器 燃やすごみ 金属製の場合は燃やさないごみ

洗面台 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

品名（そ）　 区分 備　　　　考

造花 燃やすごみ

双眼鏡 燃やさないごみ

掃除機 粗大ごみ

ソーラーシステム 搬出禁止 処理困難物

ソファー・ソファーベット 粗大ごみ

品名（た）　 区分 備　　　　考

体温計 小型家電 水銀使用の物は、排出禁止

す

た

せ

そ

１９
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品名（た）　 区分 備　　　　考

耐火ボード 搬出禁止 処理困難物

体重計 小型家電 電池を使用しない物は、燃やさないごみ

タイヤ,ホイール（車用） 搬出禁止 処理困難物

タイヤチェーン 搬出禁止 処理困難物

タイル 搬出禁止 処理困難物

ダウンジャケット 燃やすごみ

卓上コンロ 燃やさないごみ カセットボンベは取り除く

竹 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみ参照　枝と同じ

畳 搬出禁止 処理困難物

タッパー 燃やすごみ

卵のパック 燃やすごみ

たらい 燃やすごみ

樽（プラスチック） 燃やすごみ

単行本 資源物

タンス 粗大ごみ

断熱材 搬出禁止 処理困難物

ダンベル、鉄アレイ 搬出禁止 処理困難物

ダンボール 資源物

品名（ち）　 区分 備　　　　考

チェーン（金属製） 燃やさないごみ 直径５㎜以上の物は排出禁止

チェーン（プラスチック） 燃やすごみ

チェスト 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶だんす 粗大ごみ

注射器 搬出禁止 医療廃棄物

調味料容器 資源物

チラシ、広告 資源物

ちり取り（プラスチック） 燃やすごみ

ちり取り（金属製） 燃やさないごみ

品名（つ）　 区分 備　　　　考

使い捨てカイロ 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみの注意点参照

使い捨てライター 燃やさないごみ ２ページ　ライターの出し方参照

机 粗大ごみ

土、砂 搬出禁止 処理困難物

突っ張り棒 粗大ごみ

壺 燃やさないごみ

積木 燃やすごみ 大きい物は粗大ごみ

爪切り 燃やさないごみ

釣竿 燃やさないごみ ５０㎝以上の物は粗大ごみ

吊り針 燃やさないごみ

品名（て）　 区分 備　　　　考

ＤＶＤ・ケース含む 燃やすごみ
て

た

ち

つ

２０

品名（て）　 区分 備　　　　考

ＤＶＤプレーヤー 小型家電

テーブル 粗大ごみ

テッシュペーパー箱 資源物 ビニールを取り外す

鉄パイプ・鉄棒 搬出禁止 処理困難物

鉄板 搬出禁止 処理困難物

テレビ 搬出禁止 家電リサイクル法により処理

テレビゲーム 小型家電

テレビ台 粗大ごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気釜 粗大ごみ

電気カミソリ 小型家電

電気コード 小型家電

電気スタンド 粗大ごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

電気のこぎり 粗大ごみ

電気ポット 粗大ごみ

電気毛布 粗大ごみ

電球 燃やさないごみ

電子ピアノ、オルガン 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

電卓 小型家電

電池 燃やさないごみ ２ページ　電池の出し方参照

テント（レジャー用） 粗大ごみ

電動アシスト自転車 粗大ごみ バッテリーを外して

電動車いす 搬出禁止 処理困難物

電話機 小型家電

品名（と）　 区分 備　　　　考

戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

トイレットペーパー芯 資源物

トースター 粗大ごみ

時計 小型家電

トタン板 粗大ごみ

土鍋 燃やさないごみ

ドライヤー 小型家電

トランク 粗大ごみ

鳥かご（金属製） 粗大ごみ

鳥かご（木製、プラスチック製） 燃やすごみ

塗料 搬出禁止 処理困難物

塗料容器 燃やさないごみ 中身を使い切ってだす。

トレイ 燃やすごみ 金属製の物は燃やさないごみ

ドレッサー 粗大ごみ

トロフィー 燃やすごみ

て

と

２１
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品名（て）　 区分 備　　　　考

ＤＶＤプレーヤー 小型家電

テーブル 粗大ごみ

テッシュペーパー箱 資源物 ビニールを取り外す

鉄パイプ・鉄棒 搬出禁止 処理困難物

鉄板 搬出禁止 処理困難物

テレビ 搬出禁止 家電リサイクル法により処理

テレビゲーム 小型家電

テレビ台 粗大ごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気釜 粗大ごみ

電気カミソリ 小型家電

電気コード 小型家電

電気スタンド 粗大ごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

電気のこぎり 粗大ごみ

電気ポット 粗大ごみ

電気毛布 粗大ごみ

電球 燃やさないごみ

電子ピアノ、オルガン 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

電卓 小型家電

電池 燃やさないごみ ２ページ　電池の出し方参照

テント（レジャー用） 粗大ごみ

電動アシスト自転車 粗大ごみ バッテリーを外して

電動車いす 搬出禁止 処理困難物

電話機 小型家電

品名（と）　 区分 備　　　　考

戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

トイレットペーパー芯 資源物

トースター 粗大ごみ

時計 小型家電

トタン板 粗大ごみ

土鍋 燃やさないごみ

ドライヤー 小型家電

トランク 粗大ごみ

鳥かご（金属製） 粗大ごみ

鳥かご（木製、プラスチック製） 燃やすごみ

塗料 搬出禁止 処理困難物

塗料容器 燃やさないごみ 中身を使い切ってだす。

トレイ 燃やすごみ 金属製の物は燃やさないごみ

ドレッサー 粗大ごみ

トロフィー 燃やすごみ

て

と

２１
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品名（な）　 区分 備　　　　考

ナイフ 燃やさないごみ

長靴 燃やすごみ

長座布団 燃やすごみ

流し台 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

鍋 燃やさないごみ

波板 粗大ごみ

品名（に）　 区分 備　　　　考

荷造り用ＰＰテープ 燃やすごみ

人形 燃やすごみ

品名（ぬ）　 区分 備　　　　考

ぬいぐるみ 燃やすごみ

縫い針 燃やさないごみ

品名（ね）　 区分 備　　　　考

ネガフィルム 燃やすごみ

ネジ 燃やさないごみ

寝袋 燃やすごみ

粘土 燃やすごみ

品名（の）　 区分 備　　　　考

農器具 搬出禁止 処理困難物

農業機械 搬出禁止 処理困難物

農業用ビニール 搬出禁止 処理困難物　農業用マルチも含む

農薬 搬出禁止 処理困難物

のこぎり 燃やさないごみ

品名（は）　 区分 備　　　　考

バイク 搬出禁止 二輪車リサイクルシステム

パイプ（塩ビ製） 粗大ごみ

バインダー 燃やすごみ

バケツ（金属製） 燃やさないごみ

バケツ（プラスチック製） 燃やすごみ

はさみ 燃やさないごみ

はしご 粗大ごみ

パソコン 小型家電 データーは消去

パチンコ・パチスロ台 搬出禁止 処理困難物

バッテリー 搬出禁止 処理困難物

バッテリーカー 搬出禁止 処理困難物

発電機 搬出禁止 処理困難物

バット（スポーツ用具） 粗大ごみ

バット（料理用容器） 燃やさないごみ

発砲スチール 燃やすごみ

花火 燃やすごみ ５ページ　燃やすごみの注意点参照

刃物 燃やさないごみ

パラソル 粗大ごみ

な

は

に

ぬ

ね

の
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品名（は）　 区分 備　　　　考

針金 燃やさないごみ

バリカン 小型家電

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー 燃やさないごみ 木製の物は、燃やすごみ

ハンドバック 燃やすごみ

パンフレット 資源物

ハンマー 粗大ごみ

品名（ひ）　 区分 備　　　　考

ピアニカ（鍵盤ハーモニカ） 燃やさないごみ

ピアノ 搬出禁止

引き戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

ピッケル 粗大ごみ

ビデオカメラ 小型家電

ビデオテープ、ケース 燃やすごみ

ビデオデッキ 小型家電

ひな壇 粗大ごみ

ビニールシート（レジャー用） 燃やすごみ

百科事典 資源物

品名（ふ）　 区分 備　　　　考

ファクシミリ（家庭用） 小型家電

ファミコン 小型家電

ファンヒーター 粗大ごみ

ふすま 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

仏壇・仏具 搬出禁止

布団 粗大ごみ

布団乾燥機 粗大ごみ

布団干し 粗大ごみ

フライパン 燃やさないごみ

ブラインド 粗大ごみ

ぶら下がり健康器 粗大ごみ

プラスチック製カード 燃やすごみ

プランター（プラスチック） 粗大ごみ

プリンター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ブルーレイディスク 燃やすごみ

ブルーレイプレーヤー 小型家電

風呂釜 搬出禁止

プロジェクター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

フロッピーディスク 燃やすごみ

風呂ふた（プラスチック製） 粗大ごみ

風呂マット 燃やすごみ

噴霧器（加圧式） 粗大ごみ 農業用やエンジン付きの物は排出禁止

は

ふ

ひ
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品名（は）　 区分 備　　　　考

針金 燃やさないごみ

バリカン 小型家電

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー 燃やさないごみ 木製の物は、燃やすごみ

ハンドバック 燃やすごみ

パンフレット 資源物

ハンマー 粗大ごみ

品名（ひ）　 区分 備　　　　考

ピアニカ（鍵盤ハーモニカ） 燃やさないごみ

ピアノ 搬出禁止

引き戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

ピッケル 粗大ごみ

ビデオカメラ 小型家電

ビデオテープ、ケース 燃やすごみ

ビデオデッキ 小型家電

ひな壇 粗大ごみ

ビニールシート（レジャー用） 燃やすごみ

百科事典 資源物

品名（ふ）　 区分 備　　　　考

ファクシミリ（家庭用） 小型家電

ファミコン 小型家電

ファンヒーター 粗大ごみ

ふすま 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

仏壇・仏具 搬出禁止

布団 粗大ごみ

布団乾燥機 粗大ごみ

布団干し 粗大ごみ

フライパン 燃やさないごみ

ブラインド 粗大ごみ

ぶら下がり健康器 粗大ごみ

プラスチック製カード 燃やすごみ

プランター（プラスチック） 粗大ごみ

プリンター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ブルーレイディスク 燃やすごみ

ブルーレイプレーヤー 小型家電

風呂釜 搬出禁止

プロジェクター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

フロッピーディスク 燃やすごみ

風呂ふた（プラスチック製） 粗大ごみ

風呂マット 燃やすごみ

噴霧器（加圧式） 粗大ごみ 農業用やエンジン付きの物は排出禁止

は
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品名（は）　 区分 備　　　　考

針金 燃やさないごみ

バリカン 小型家電

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー 燃やさないごみ 木製の物は、燃やすごみ

ハンドバック 燃やすごみ

パンフレット 資源物

ハンマー 粗大ごみ

品名（ひ）　 区分 備　　　　考

ピアニカ（鍵盤ハーモニカ） 燃やさないごみ

ピアノ 搬出禁止

引き戸 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

ピッケル 粗大ごみ

ビデオカメラ 小型家電

ビデオテープ、ケース 燃やすごみ

ビデオデッキ 小型家電

ひな壇 粗大ごみ

ビニールシート（レジャー用） 燃やすごみ

百科事典 資源物

品名（ふ）　 区分 備　　　　考

ファクシミリ（家庭用） 小型家電

ファミコン 小型家電

ファンヒーター 粗大ごみ

ふすま 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

仏壇・仏具 搬出禁止

布団 粗大ごみ

布団乾燥機 粗大ごみ

布団干し 粗大ごみ

フライパン 燃やさないごみ

ブラインド 粗大ごみ

ぶら下がり健康器 粗大ごみ

プラスチック製カード 燃やすごみ

プランター（プラスチック） 粗大ごみ

プリンター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ブルーレイディスク 燃やすごみ

ブルーレイプレーヤー 小型家電

風呂釜 搬出禁止

プロジェクター（家庭用） 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

フロッピーディスク 燃やすごみ

風呂ふた（プラスチック製） 粗大ごみ

風呂マット 燃やすごみ

噴霧器（加圧式） 粗大ごみ 農業用やエンジン付きの物は排出禁止

は
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品名（へ）　 区分 備　　　　考

へアースプレイ缶 燃やさないごみ ２ページ　カセットボンベ・スプレー缶の出し方参照

ヘアードライヤー、アイロン 小型家電

ベット 粗大ごみ 介護用ベット、電動ベットは搬出禁止

へットホーンステレオ 小型家電

ペット用キャリーケース 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベビーベット 粗大ごみ

ベビーラック（チェアー） 粗大ごみ

ヘルスメーター 小型家電 電池を使用しないものは燃やさないごみ

ヘルメット 燃やさないごみ

便器 搬出禁止

ペンキ 搬出禁止

便座（プラスチック） 粗大ごみ

弁当容器 燃やすごみ

品名（ほ）　 区分 備　　　　考

ホイール（自動車） 搬出禁止

ボイラー 搬出禁止

望遠鏡 粗大ごみ

ほうき 燃やすごみ 指定ごみ袋からはみ出る物は、粗大ごみ

芳香剤 燃やすごみ

防虫剤 燃やすごみ

包丁 燃やさないごみ

ホース 燃やすごみ

ホースリール 粗大ごみ

ホーロー鍋 燃やさないごみ

歩行器 粗大ごみ

ボタン電池 搬出禁止 ２ページ　ボタン電池参照

ポット 粗大ごみ

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 粗大ごみ

ボディボード 粗大ごみ

哺乳瓶 燃やさないごみ

ポリタンク 燃やすごみ 中の油は抜いてだす

ポリ容器 燃やすごみ 中の油は抜いてだす

保冷剤 燃やすごみ

本 資源物

本棚 粗大ごみ

品名（ま）　 区分 備　　　　考

麻雀牌 燃やすごみ

マイク 小型家電

マグネット 燃やさないごみ

ま

へ

ほ
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品名（ま）　 区分 備　　　　考

マジックペン 燃やすごみ

まな板 燃やすごみ

マニキュアのビン 燃やさないごみ

魔法瓶 燃やさないごみ

品名（み）　 区分 備　　　　考

ミキサー 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ミシン 粗大ごみ

ミニカー（金属製） 燃やさないごみ

ミニコンポ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

品名（む）　 区分 備　　　　考

虫かご 燃やすごみ

蒸し器（金属製） 燃やさないごみ

蒸し器（竹製セイロ） 燃やすごみ

虫取りあみ 燃やすごみ 金属が混ざっている場合は、解体して分別

虫メガネ 燃やさないごみ

品名（め）　 区分 備　　　　考

めがね 燃やすごみ レンズ、フレーム共にプラスチック製

めがね 燃やさないごみ ガラスレンズ又は金属製フレーム

メモリーカード 小型家電

品名（も）　 区分 備　　　　考

毛布 燃やすごみ

モーター 搬出禁止

餅つき機 粗大ごみ

モップ（クロス部分） 燃やすごみ

モップ（本体） 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し支柱 粗大ごみ コンクリート製ベースは排出禁止

モルタル 搬出禁止

品名（や）　 区分 備　　　　考

やかん 燃やさないごみ

薬品 搬出禁止

薬品のビン 燃やさないごみ

野菜くず 燃やすごみ

やすり（金属） 燃やさないごみ

品名（ゆ）　 区分 備　　　　考

遊具 粗大ごみ

浴衣（着物、帯） 燃やすごみ

湯たんぽ（金属製） 燃やさないごみ

湯たんぽ（プラスチック製） 燃やすごみ

湯沸し器 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

め
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品名（ま）　 区分 備　　　　考

マジックペン 燃やすごみ

まな板 燃やすごみ

マニキュアのビン 燃やさないごみ

魔法瓶 燃やさないごみ

品名（み）　 区分 備　　　　考

ミキサー 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

ミシン 粗大ごみ

ミニカー（金属製） 燃やさないごみ

ミニコンポ 粗大ごみ 回収ボックスに入る物は小型家電

品名（む）　 区分 備　　　　考

虫かご 燃やすごみ

蒸し器（金属製） 燃やさないごみ

蒸し器（竹製セイロ） 燃やすごみ

虫取りあみ 燃やすごみ 金属が混ざっている場合は、解体して分別

虫メガネ 燃やさないごみ

品名（め）　 区分 備　　　　考

めがね 燃やすごみ レンズ、フレーム共にプラスチック製

めがね 燃やさないごみ ガラスレンズ又は金属製フレーム

メモリーカード 小型家電

品名（も）　 区分 備　　　　考

毛布 燃やすごみ

モーター 搬出禁止

餅つき機 粗大ごみ

モップ（クロス部分） 燃やすごみ

モップ（本体） 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し支柱 粗大ごみ コンクリート製ベースは排出禁止

モルタル 搬出禁止

品名（や）　 区分 備　　　　考

やかん 燃やさないごみ

薬品 搬出禁止

薬品のビン 燃やさないごみ

野菜くず 燃やすごみ

やすり（金属） 燃やさないごみ

品名（ゆ）　 区分 備　　　　考

遊具 粗大ごみ

浴衣（着物、帯） 燃やすごみ

湯たんぽ（金属製） 燃やさないごみ

湯たんぽ（プラスチック製） 燃やすごみ

湯沸し器 粗大ごみ 解体及び改築によるものは搬出禁止

め

も

や

ゆ
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品名（よ）　 区分 備　　　　考

洋服タンス 粗大ごみ

よしず 粗大ごみ

品名（ら）　 区分 備　　　　考

ライサー（米びつ） 粗大ごみ

ライター 燃やさないごみ ２ページ　ライターの出し方参照

ラケット 燃やすごみ

ラジオ 小型家電

ラジカセ 小型家電

ラップ、ホイルの芯 資源物

ラップの刃 燃やさないごみ

ラップ類 燃やすごみ

ランドセル 燃やすごみ

ランニングマシーン 粗大ごみ

品名（り）　 区分 備　　　　考

リール（釣り用） 燃やさないごみ

リコーダ 燃やすごみ

リチウム電池 搬出禁止

リモコン 小型家電

リヤカー 粗大ごみ

品名（る）　 区分 備　　　　考

ルアー 燃やさないごみ

ルームランナー 粗大ごみ

品名（れ）　 区分 備　　　　考

冷風機 粗大ごみ

冷風扇 粗大ごみ

レーザーデスク 燃やすごみ

レーザーデスクプレーヤー 粗大ごみ

レコード盤 燃やすごみ

レコードプレーヤー 粗大ごみ

レジャーシート 燃やすごみ

レンジ台 粗大ごみ

品名（ろ）　 区分 備　　　　考

ローソク 燃やすごみ

ロープ 燃やすごみ

ローラースケート 燃やさないごみ

品名（わ）　 区分 備　　　　考

ワープロ 小型家電

ワイヤー 搬出禁止

ワゴン 粗大ごみ

ワックスの缶（床、車） 燃やさないごみ 中身を使い切ってだす

ろ

わ

よ

ら

り

る

れ

２６



発行元・問合せ先

三戸町役場住民福祉課

電話 ０１７９－２０－１１５１

田子町役場住民課住民環境グループ

電話 ０１７９－２０－７１１３

南部町役場住民生活課

電話 ０１７９－３４－２１１１

三戸地区環境整備事務組合

三戸地区クリーンセンター

電話 ０１７９－２５－２１１３




