


家庭ごみと資源物の
分け方・出し方

① 分別して

② 決められた「排出方法」で

③ 決められた「ごみ集積場」へ

④ 決められた日の

① 分別して

② 決められた「排出方法」で

③ 決められた「ごみ集積場」へ

④ 決められた日の
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ー

ルを
守っ
て、適切に排出しましょう

。ル
ー

ルを
守っ
て、適切に排出しましょう

。

（分別方法を誤っている場合は、回収できません。）

（排出方法を誤っている場合は、回収できません。）

朝８時までに朝８時までに
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燃やせるごみ

■ 生ごみ類：残飯、卵がらなど
■  布類：シーツ、布団、カーペット、

電気毛布、衣料、タオルなど
　 ※ 指定袋に入る大きさに切断してく

ださい。
■ 革製品類：バック、カバン、ベルト
■ 木類：まな板、木くず、園芸ごみ、
　 枝など
　 ※ ５㎝角以下で指定袋に入る大きさ

に切断してください。
■  靴類：皮・布・ゴム靴、サンダル、

ぞうり、下駄、長靴など
■  プ ラ ス チ ッ ク 類： ビ デ オ テ ー プ、

CD、MD、FD、 玩 具、 台 所 用 品、
洗面器、バケツ、ホース、空の灯油
タンク、小物入れ、使い捨てライター

（中身を使い切ったものに限る）、使
い捨てカミソリ、プランター、資源
物以外のプラ容器、汚れたプラスチッ
ク製容器包装

■  資源物以外の紙類：紙おむつ（汚物
を取り除いてください）、感熱紙、
カーボン紙、封筒、紙コップ、汚
れた紙製容器包装

■  その他：ペット排泄物用の砂（可燃
表示のあるもの）、焼却灰、食用油は
固形化するか紙や布にしみこませて
ください。

■ 生ごみ類は、必ず水切りをしてくだ
　 さい。
 　　 生ごみは、約85% の水分を含んでいます。ごみ減量化と処理経費の節約にもつながり
　　 ますので、「生ごみの水切り」を心掛けましょう。
■ 指定のごみ袋に入らないものは、袋に入る大きさに切断してください。
■ 串など先端が鋭利なものは、紙に包んでください。
■ 灯油タンクは、必ず中の灯油を完全に取り除いてください。
■ 花火などは、水で湿らせてから出してください。

■ 「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」で出してください。

・生ごみ
生ごみは水切りをして

・ポリバケツ・灯油タンク・プランター・歯ブラシ
・おもちゃ・CD・ケース・ビデオテープ 
・チューブ類（歯磨粉、練りワサビ）
・マヨネーズ・ケチャップの容器 など

・ゴム製品・皮革製品
・紙おむつ・保冷剤

・木類 ・トイレットペーパーやラップの芯

・衣類

・食用油
布や紙にしみこ
ませるか、凝固
剤で固めて

収納ケース

・他の燃やせるごみと分ける必要はありません。
・金属などが外せないものは　　　　　　　 へ

乾燥させ、
土を落とし、
袋に入れて

燃やせないごみ

・発泡スチロール（魚箱等）

・カレンダー

・粉石けん
・線香の箱

可燃 不燃

〕〔

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意
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燃やせないごみ可燃 不燃

■  ガラス類：板ガラス、割れた
びん、割れた蛍光管、化粧品
のびん、食器、薬品のびん（飲
み薬のびんは資源物へ）

■  金属類：食器、鍋、レンジパ　 
 ネル、刃物、油缶、スプレー缶、
鍋焼きうどんのアルミ鍋など

■ 陶器類：食器、鉢、壺
■  小型家電製品類：電話、FAX

機器、スピーカー、ラジカセ、
掃除機、電子レンジ、炊飯器、
ポット、ファンヒーター、ス
トーブ、ガステーブル、電球（蛍
光管は有害ごみへ）

　 ※ 除湿器は、直接処分場に持
ち込んでください。

■  その他：使い捨てカイロ、電
気コード、針金製のハンガー、
傘の骨部など。

■  ガラス、陶器類で割れたもの、
針や串など先端が鋭利なもの
は、紙に包み危険である旨表
示してください。

■  スプレー缶は、穴をあけてガス
抜きしてから出してください。

■  石油ストーブ・ファンヒーター
　 は、必ず本体内部とタンクから
　 灯油を抜いて出してください。
■  家電リサイクル法に該当するテレビ（液晶・プラズマ含む）、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機は、大きさに関わらず当地域の処理場には搬入できません。販売店
や専門業者に回収を依頼してください。

■ 「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」で出してください。

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意

・電子レンジ

・スプリング入り
  ソファー

ボタン式や
充電式電池は
電気店へ

・プリンター

・ガスコンロ

われもの

危険

・卓上コンロ

・掃除機　・電子レンジ　・プリンター　など

・石油ストーブ
・ファンヒーター

灯油・電池は
完全に抜いて

灯油は布等にしみこませて
　　　　　　　 へ

電池を抜く

カセットボンベを
外して

・刃物
壊れたものや刃物は
紙に包んで「危険」
と書いて

危険な物の出し方 車両火災や収集員のケガの原因となります。
ご協力をお願いします。

・カセットボンベ
・スプレー缶

・ライター

火気のない場所で
穴をあけてから指定袋
に入れて下さい

・陶磁器類（皿、茶碗など）
・ガラス類
薬用びん、化粧びん、
鏡、コップ、板ガラス（ ）

燃やせるごみ

｢大人用」は、
前輪か後輪を
外して!

刃物

ガスを必ず抜いて
ください
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資　源　物

■  中を洗い、水を切り乾かしてから出してく
ださい。

　  ふたとラベルは、「プラスチック製容器包装」へ。
■  化粧品など飲料以外のもの・油分が強く汚

れを落としにくいもの・切断したり着色し
たものは「燃やせるごみ」へ。

■  集積場に設置している「ペットボトル専用
ネット（黄緑色）」に入れる。

　ペットボトルマークの付いているボトルだ
け、収集します。

ペットボトル

ラベル

ふた

ペットボトル プラスチック
製容器包装

排 出 方 法

出すときの注意

■  缶はつぶさず、中を洗い、水を切って出し
てください。

■  アルミ缶とスチール缶に分別してください。
■  切り離した缶のふたは、リサイクル工程で

支障を来すため「燃やせないごみ」へ。
■  ペンキの入った缶や食用油の缶は、汚れを

落とすことが困難ですので、「燃やせない
ごみ」へ。

■  潰れたものや汚れの落としにくい缶は、「燃
やせないごみ」へ。

□   アルミ缶は、集積場に設置している「アル
ミ缶専用ネット（青色）」に入れる。

□   スチール缶は、透明・半透明の袋（レジ袋
は不可）に入れて出してください。

　飲料・飲食用など、中身を口にできる缶類が対象となります。

缶類（アルミ缶・スチール缶）

茶
BEER
生
ビール

日本茶

軽く洗う

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意
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資　源　物

□ 中を洗い、水を切って出してください。
□  破損したびん・化粧びん・油びんは、「燃

やせないごみ」へ。
□ 地ビールのびんも、色別に分別してください。

□  ４種類に分別し、透明・半透明の袋（レジ
袋は不可）に入れて出してください（１本
ずつでも袋に入れて出してください。）

　無色・茶色・その他の色・リターナブル（再
利用）びんの 4 種類に分別してください。
　リターナブル（再利用）びんは、ビールび
んと茶色・緑色の一升びんです。

び　ん　類

無色(白色) 茶　色

リターナブル

その他の色

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意

■  種類ごとに、大きさをそろえてください。
■  ホチキスや糊でとめてあるチラシは、雑誌と

一緒にしてください。
■  段ボールの金具や粘着テープは、取り除いてください。
■  紙パックは、中を洗い ･ 水を切り ･ 開いて、紙

ひもで十文字にしばって出してください。
■  表紙が布製の本は、「燃やせるごみ」へ。
■  ビニールコート紙・感熱紙・カーボン紙は、

「燃やせるごみ」へ。

■   種類ごとに紙ひもで十文字にしばって出して
ください。

○ 新 聞 紙：新聞紙、チラシ、広報紙
○  雑　　誌：週刊誌、月刊誌、書籍、教科書、
 　　　　　　ノート、コピー用紙
○  段ボール： 切り口が、波状のもの（マークあり）
○ 紙パック：内側が白いもの（マークあり）

紙類（新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック）

・新聞紙 ・雑誌

・段ボール

・紙パック

出すときの注意

排 出 方 法
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資　源　物

■  中に異物が付いているものは、汚れを取り除いてから出してください。カップ麺・ヨー
グルト・ジュースパックなどは洗い流し、水を切り、乾燥させてから出してください。

■  汚れを落としにくいものは、「燃やせるごみ」へ。
■  トイレットペーパーやラップの芯、封筒や紙コップなどは「燃やせるごみ」へ。
■  線香の紙箱、粉石鹸の紙箱は、臭いを取り除くことが困難ですので、「燃やせるごみ」へ。

■  「紙製容器包装指定袋」で出してください。

　上記の識別マークのついている、次のよう
なものが対象となります。

○  商品（食品・衣類・日用品・電化製品・嗜
好品）の入った紙容器・紙箱、紙容器や紙
箱のふた

○ 菓子箱等の中の台紙、中仕切り
○  容器に入れられたＹシャツの襟部分を固定

する台紙や内側の紙
○  容器に入れられた靴の型くずれを防ぐため

の詰め物
○ 割り箸の袋
○  商品販売時に、その商品を入れるために提

供される紙袋
○  デパート等の小売段階で商品を包む包装

紙、商品を束ねている紙
○ キャラメルなどの個包装紙

紙製容器包装

デパート、
書店の紙袋など

お菓子、食品類、くつの紙箱など

デパート、土産等の
包装紙など

・紙箱

紙だけでできた容器と包装

・紙袋 ・包装紙

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意 !

　集められたものは、手選
別によって異物が除去さ
れ、ベール（１㎥に圧縮さ
れた塊）になって、リサイ
クル事業者に引き渡されま
す。ベールは製紙原料とな
り、「グリーンマーク」が
表示された紙製品などに生
まれ変わります。

紙製容器包装のゆくえ
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資　源　物
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排出方法（ごみ袋）

資　源　物

■  中に異物が付いているものは、汚れを取り除いてから出してください。
■  チューブ類や小袋など、汚れを落としにくいものは「燃やせるごみ」へ。
■  おもちゃ・ビデオテープ・梱包用ビニールテープなどは「燃やせるごみ」へ。
■  発泡スチロールは、リサイクルに支障を来たすため「燃やせるごみ」へ。

■  「プラスチック製容器包装指定袋」で出してください。

　上記の識別マークのついている、次のよ
うなものが対象となります。

○  商品（食品・衣類・日用品・電化製品・
嗜好品）の入ったプラスチック製容器
や袋、プラ製のふた・留め具

○  容器に入っているプラスチック製の中
仕切り

○  容器に入れられた靴の型くずれを防ぐ
ためのプラスチック製の詰め物

○  果物や野菜等に使われるネット状の袋
○  飲料パックに付いているストローや、

弁当に付いている割り箸・スプーンの
入っているプラスチック製の袋

○  商品販売時に、その商品を入れるため
に提供されるレジ袋

○  商品を束ねているプラスチック製の集
積包装

○ 菓子類のプラスチック製の個包装紙
○  ペットボトルのシュリンクラベル（商

品名を表示している胴巻き）
○  製品と段ボール等の隙間を埋める時な

どに使用する、ポリエチレンシートに空
気を充鎮した粒を張り合わせた緩衝材

プラスチック製容器包装

・袋類
商品の袋やレジ袋など

・トレイ類
果物のトレイなど

・ふた類
ペットボトルのふたなど

・パック類
たまごパックなど

・ネット類
みかんのネットなど

・ボトル類
シャンプーの容器など

・気泡緩衝剤

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意

　集められたものは、手選
別によって異物が除去さ
れ、ベール（１㎥に圧縮さ
れた塊）になって、リサイ
クル事業者に引き渡されま
す。ベールはプラスチック
製品の原料となり、パレッ
ト・車止め・擬木などに生
まれ変わります。

プラスチック製容器包装のゆくえ
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資　源　物

■  汚れを落とし、壊さないように出してくだ
さい。

■  穴をあけたもの・傷がついたもの・壊れた
ものは、「プラスチック製容器包装」へ。

■  色柄の付きのトレイは、「プラスチック製
容器包装」へ。

■  汚れを落とせないものは、「燃やせるごみ」
へ。

■  店舗回収実施店から購入したトレイは、店
舗回収にご協力ください。

■  透明・半透明の袋（レジ袋は不可）に入れて出してください。

　上記の識別マークが並列された、両面白色
の食品トレイです。

白色トレイ

・白色トレイ

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意

　電池は、筒型乾電池（単１～単５（充電式含））・角型乾電池（９V）・ボタン電池です。
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■  蛍光管は、壊れやすいものです。購入時
の箱を利用するなどして、壊れないよう
に出してください。

■  錆びついた乾電池・壊れた蛍光管は、「燃
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■  回収対象外の電池は、販売店での店舗回
収へ。

■   透明・半透明の袋（レジ袋は不可）に入
れて出してください。

■   品目ごとに、それぞれ別にして出してください。

・乾電池 ・蛍光管

・水銀血圧計
・水銀体温計

6

排出方法（ごみ袋）

資　源　物

■  中に異物が付いているものは、汚れを取り除いてから出してください。
■  チューブ類や小袋など、汚れを落としにくいものは「燃やせるごみ」へ。
■  おもちゃ・ビデオテープ・梱包用ビニールテープなどは「燃やせるごみ」へ。
■  発泡スチロールは、リサイクルに支障を来たすため「燃やせるごみ」へ。

■  「プラスチック製容器包装指定袋」で出してください。

　上記の識別マークのついている、次のよ
うなものが対象となります。

○  商品（食品・衣類・日用品・電化製品・
嗜好品）の入ったプラスチック製容器
や袋、プラ製のふた・留め具

○  容器に入っているプラスチック製の中
仕切り

○  容器に入れられた靴の型くずれを防ぐ
ためのプラスチック製の詰め物

○  果物や野菜等に使われるネット状の袋
○  飲料パックに付いているストローや、

弁当に付いている割り箸・スプーンの
入っているプラスチック製の袋

○  商品販売時に、その商品を入れるため
に提供されるレジ袋

○  商品を束ねているプラスチック製の集
積包装

○ 菓子類のプラスチック製の個包装紙
○  ペットボトルのシュリンクラベル（商

品名を表示している胴巻き）
○  製品と段ボール等の隙間を埋める時な

どに使用する、ポリエチレンシートに空
気を充鎮した粒を張り合わせた緩衝材

プラスチック製容器包装

・袋類
商品の袋やレジ袋など

・トレイ類
果物のトレイなど

・ふた類
ペットボトルのふたなど

・パック類
たまごパックなど

・ネット類
みかんのネットなど

・ボトル類
シャンプーの容器など

・気泡緩衝剤

排出方法（ごみ袋）

出すときの注意

　集められたものは、手選
別によって異物が除去さ
れ、ベール（１㎥に圧縮さ
れた塊）になって、リサイ
クル事業者に引き渡されま
す。ベールはプラスチック
製品の原料となり、パレッ
ト・車止め・擬木などに生
まれ変わります。

プラスチック製容器包装のゆくえ
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粗大ごみ

収集しないごみ

次のようなものが、対象となります。
■  家具類
　  タンス、机、イス、鏡台、応接セット、本棚、テー

ブル、ソファー
■  ふとん類
　  ふとん、マットレス
■  その他
　  じゅうたん、スキー板、サーフボード、大人用

自転車（前輪か後輪を外せば、「燃やせないごみ」
でも収集できます）

■  ガラス等は、収集の際に破損しないようにして
ください。

■  宮古地域は予約制で戸別収集となりますので、
集積場には出さないでください。田老・新里・
川井地域は集積場に出してください。

■  市の回収のほか自ら処理施設に搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者（P19）に依頼
することもできます。

引っ越し、大掃除などで一時的に多量のごみが出た場合

  

商店、事務所、飲食店等から出るごみ（厨芥類・紙類・
木くず等） 

・  家電リサイクル法の対象機器（テレビ、エアコン、
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）

・消火器、ガスボンベ、灯油、ガソリン
・ 農薬、化学薬品
・  バイク、耕運機、刈払機、船外機、タイヤ、バッ

テリー、ピアノ、建設廃材、砂利、砕石、感染性
のあるごみ、FRP 製浴槽、耐火金庫

出すときの注意

一時大量ごみ

  事業系のごみ

処理施設に搬入できないごみ

　自ら処理施設へ持ち
込むか、一般廃棄物収
集運搬許可業者（P19）
へ依頼してください。

　適正な処理ができま
せんので、購入店か専
門の業者へ処理を依頼
してください。

処分の
仕　方

処分の
仕　方

一般のごみ集積場には、
排出できません。
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在宅医療廃棄物の処理

　在宅医療に伴う家庭から排出される廃棄物（在宅医療廃棄物）ついては、国の指示によ
り一般廃棄物として取り扱うことになりました。収集作業の安全性を確保するために次の

事項に従って排出してください。

（１）家庭から排出される具体例
　  包帯、ガーゼ、脱脂綿類、紙おむつ、点滴パック、注射パック、注射筒、ＣＡＰＤパッ

ク及び付属のチューブ類

（２）使用済み注射針等の回収について
　  ご使用になった注射針、鋭利なものを排出する場合は、医療機関もしくは購入した薬

局にご相談の上、処理してください。

分類 種類 具体例 感染等への
留意※ 1

ビニール
バック類

輸液、蓄尿、CAPD、栄養剤バッグ 等

　　　　栄養剤バッグ　　　　　　　　CAPD バッグ

鋭利では
ないもの

チューブ・
カテーテル

類

吸引チューブ、輸液ライン 等

　　　　 チューブ類　　　　　　　　カテーテル類

×

注射筒
（針以外の

部分） 使い捨てペン型インスリン注入器 栄養剤注入器
※針は付属しない

脱脂綿・
ガーゼ

鋭利では
あるが安
全なしく
みをもつ

もの

ペン型
自己注射針

（針ケース装着時）

○※ 2

鋭利な
もの

医療用注射
針、点滴針

自己注射以外の医療用注射針
○

廃棄物の種類別の留意事項

※ 1　「感染等への留意」は、○：取扱いによっては感染等への留意が必要なもの、×：通常、感染等への

　　留意が不要なもの

※ 2　鋭利なもののうちペン型自己注射針は、針ケースを装着した場合、「感染等への留意」は「×」となる

在
宅
医
療
廃
棄
物
の
処
理

収集には
出せません

収集には
出せません
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　市では、住民や各種団体等と連携しながら「３Ｒ」の推進に向けた取り組みを行って
います。資源循環型社会を形成するためには、市民一人ひとりがごみの減量化や資源の
分別などに理解を深め、できることから少しずつ実践していくことが大切です。「３Ｒ」
の推進にご理解とご協力をお願いします。

3R

Recycle（リサイクル）

（リデュース）
ごみの発生を抑制する、ごみを減らす

再生利用する
［代表的な行動］
●市のルールを守ってきちんと分別する。
●地域の集団回収、スーパーや小売店の拠点回収
　に協力する。

［代表的な行動］
●詰め替え商品を購入し、容器は繰り返し
　使用する。
●フリーマーケットやリサイクルショップ
　を利用する。

［代表的な行動］
●買い物の際は、マイバッグを持参し、レジ袋
　や過剰な包装は辞退する。
●必要なものを必要な分だけ購入する。

繰り返し使う

（リユース）Reuse

Reduse

ごみの減量と資源化の促進：3Rの促進ごみの減量と資源化の促進：3Rの促進

eco
eco

3Rとは?
 「３Ｒ」とは、リデュース（Reduse）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の
総称です。
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　市では、住民や各種団体等と連携しながら「３Ｒ」の推進に向けた取り組みを行って
います。資源循環型社会を形成するためには、市民一人ひとりがごみの減量化や資源の
分別などに理解を深め、できることから少しずつ実践していくことが大切です。「３Ｒ」
の推進にご理解とご協力をお願いします。

3R

Recycle（リサイクル）

（リデュース）
ごみの発生を抑制する、ごみを減らす

再生利用する
［代表的な行動］
●市のルールを守ってきちんと分別する。
●地域の集団回収、スーパーや小売店の拠点回収
　に協力する。

［代表的な行動］
●詰め替え商品を購入し、容器は繰り返し
　使用する。
●フリーマーケットやリサイクルショップ
　を利用する。

［代表的な行動］
●買い物の際は、マイバッグを持参し、レジ袋
　や過剰な包装は辞退する。
●必要なものを必要な分だけ購入する。

繰り返し使う

（リユース）Reuse

Reduse

ごみの減量と資源化の促進：3Rの促進ごみの減量と資源化の促進：3Rの促進

eco
eco

3Rとは?
 「３Ｒ」とは、リデュース（Reduse）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の
総称です。

Reduse【リデュース】 ★ごみを減らそう!

Recycle【リサイクル】 ★分別しよう!

Reuse【リユース】 ★繰り返し使おう!

～日常生活編～

商品を買う時には、
必要なものを必要なだけ買う

食べ残しのないように、
食べ切れる分量で調理

今あるものを大事に長く使う
短期間しか使わないものは
レンタルする

子ども会等の地域の資源回収や、
スーパーの店頭回収に協力する

ごみを出す際は、分別ルールを
守ってきちんと分別する

リサイクルショップや
フリーマーケットを積極的に利用する

修理やリフォームをして
使えるものは再活用する

自分で必要がなくなったものでも
必要とする人に譲る

不要なレジ袋は
もらわない

マイバッグ、マイボトル、
マイ箸を携帯する

使い捨ての割りばし、
ストロー、スプーンなど、
すぐ捨てるものは
もらわない

生ごみは水切りを徹底し、
水分を減らす

料理くずを出さないように
調理方法を工夫する

～料理編～

中身を詰替えできる
商品を利用する

～買い物編～

3Rを実践しよう!
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対象廃棄物（家電4品目）一覧

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象 対象外 備　考

①ワイヤレスリモコン（ただし電池は除く）
②室内機用の取付金具
③一体型の純正据付部材
④商品同梱の工事部材

①リモコン用電池
②別売りのドレンパイプ、配管パイプ及
び配管カバー（スリムダクト等）などの
工事部材
③室外機の置き台及び屋根
④取扱説明書等の印刷物
⑤冷風機、冷風扇、ウィンドファン、除湿機等
⑥ヒートポンプ給湯機のヒートポンプユ
ニット

壁掛け形のセパレート形
壁掛け形のガスヒーターエアコン
壁掛け形のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

天井埋め込み形のエアコン
天井埋め込み形のマルチエアコン
壁埋め込み形のエアコン

天吊り形セパレート形

床置き形のセパレート形
床置き形のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等） 業務用エアコン ※

①ワイヤレスリモコン（ただし電池は除く）
②着脱式付属専用スピーカー
③外付のコインボックスを取り外したテ
レビ本体

①リモコン用電池
②テレビ台
③取扱説明書等の印刷物
④病院・旅館等で使用のコインボックス
内蔵型テレビ

・衣類乾燥機能付き
換気扇

・衣類乾燥機能付き
除湿器

・衣類乾燥機能付き
ハンガー

業務用テレビ ※

①商品同梱の付属品
（製氷皿、棚、野菜カゴ等）
②吸収式冷蔵庫
（冷媒にアンモニアを使用）
③ペルチェ素子方式冷蔵庫
（一部メーカーでは「電子冷蔵庫」）

①取扱説明書等の印刷物
②ホテル用システム冷蔵庫（課金式）
③冷水機
④製氷機

業務用冷蔵庫・冷凍庫 ※

業務用洗濯機・衣類乾燥機 ※

①商品同梱の付属品（洗濯カゴ等）
②外付のコインボックスを取り外した

洗濯機・衣類乾燥機

①取扱説明書等の印刷物
②コインランドリー等で使用のコイン

ボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機
③脱水機
④衣類乾燥機置き台

（注1）パソコンモニターは資源有効利用促進
　　  法（3R法）の対象となります。
パソコンリサイクルのお問い合わせ先
　03-5282-7685

ン
コ
ア
エ

レ
テ

ビ
）
式
管
ン
ウ
ラ
ブ
（

マルチエアコン

ウィンド形

室外機

室外機

室外機

パッケージエアコン

ブラウン管式テレビ

ブラウン管式
VTR内蔵テレビ

・電気衣類乾燥機（ドラム式）
・ガス衣類乾燥機

ディスプレイモニター
（チューナー無し）

プロジェクション
テレビ

液晶・プラズマ式テレビ

パソコン用ディスプレイモニター ）1注（ 
（チューナー付きを含む）

冷蔵庫

冷凍庫

衣類乾燥機

洗濯乾燥機

冷凍冷蔵庫

チェスト形

全自動洗濯機 2槽式洗濯機

アップライト形 引き出し形

ショーケース
（店舗用）

冷凍ストッカー
（店舗用）

ワイン庫
（ワインセラー）

衣類乾燥機能
付き布団乾燥機

衣類乾燥機能
付きハンガー掛け

※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外と
なります。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。

機
燥
乾
類
衣
・
機
濯
洗

庫
凍
冷
・
庫
蔵
冷

レ
テ

ビ
）
式
マ
ズ
ラ
プ・
晶
液
（

液晶・プラズマ式HDD・DVD等
内蔵テレビ

冷風機 冷風扇 除湿機ウィンドファン

ラジカセ一体型も含む

電源として一次電池又は蓄電池を使用する液晶
テレビ、及び車載用液晶テレビは、対象外です。

建築物に組み込むことが
できるように設計された
液晶式テレビ

携帯用液晶テレビ

車載用液晶テレビ

電池式

AC電源
アダプター等
による充電式

シガー
ライター
アダプター式

保冷庫・冷温庫（注2）
業務用保冷庫 保冷米びつ

冷却や制御に電
気を使用するもの
に限ります。（ガス
等の併用も含む）
（注2）冷温庫は温める

機能が有ります
が、対象品に含
まれます。

家電リサイクル
　家電製品［エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶・プラズマ）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機］から、有用な部分
や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するため、家電リサイクルを実施しています。

　対象家電を購入または買い替えした電気店に処理を依頼するか、下記の「家電リサイクル券センター」に相談してください。
　ご自分で処理する場合、郵便局でリサイクル券を購入のうえ、日本通運株式会社釜石営業支店（釜石市片岸町第 3地割 30-10
　☎0193-29-1335）に持ち込んでください。

処理方法

家電リサイクル券センター
　 0120-319640

FAX 03-3903-7551　受付時間：午前９時～午後５時（日・祝休）
ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp
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お問い合せ先：
宮古市 環境生活課きれいなまち推進室　 

TEL 0193-64-6488
 宮古地区広域行政組合　事務局施設課　 

TEL 0193-64-7111

回収ボックスは次の施設
に設置してあります。

宮古市役所

崎山出張所

津軽石出張所

重茂出張所

花輪出張所

きれいなまち推進室

田老総合事務所

新里総合事務所

川井総合事務所

小国出張所

門馬出張所

川内出張所

みやこ広域リサイクルセンター

宮古市

市町村名 施　設　名

宮古地区広域
行政組合

下記施設の利用可能時間はいつでも回収ボックスに投入することができます。

使用済小型家電の
回収にご協力を
お願いします

小型家電（パソコン・携帯電話を除く）は、従来通り不燃ごみとして排出することもできます。パソコン・携帯電話は
回収ボックスまたは販売店等で回収します。不燃ごみや粗大ごみには出さないでください。
デスクトップパソコンは直接、宮古地区広域行政組合計量棟へ持ち込んで下さい。

小型家電
回収BOX

40cm40cm
20cm20cm

回収ボックスに投入できる大きさはタテ20cm×ヨコ40cm未満です

宮古市
宮古地区広域行政組合

・家庭から排出されるものに限ります。
・市町村等では厳重に管理しますが、個人情報は各自でできるだけ消去してから投入してください。
・一度投入したものを返却することはできません。

。いさだくてし出排てしと」みご害有「、は）池電ンタボ・型角・型筒（池電乾・
・小型家電以外のものは投入しないでください。
・家電リサイクル法対象物（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は回収できません。

携帯電話
PHS端末
スマートフォン

外付けハードディスクドライブ
USBメモリー
メモリーカード

据置型ゲーム機
携帯型ゲーム機
ミニ電子ゲーム

カーナビ本体
カーオーディオ本体
カーアンプ
※カースピーカーは除く

パソコン
・ノート型・デスクトップ型・タブレット型
　※デスクトップパソコンは宮古地区広域
　　行政組合計量棟へ直接持込

パソコンパーツ
・マザーボード・メモリ・CPU
・内蔵ハードディスク・内蔵光学ドライブ

デジタルカメラ本体
ビデオカメラ本体

デジタルオーディオプレイヤー
ステレオ本体
アンプ
ボイスレコーダー

携帯電話類

パソコン類 デシタルカメラ類

映像用機器

音響機器カー用品

電子書籍端末

ゲーム機

電子辞書
電　　卓

補助記憶装置

注意事項

回収対象の小型家電例

DVD・ブルーレイディスクプレーヤー等
ポータブルDVDプレイヤー
ビデオデッキ

◎平成25年4月より、
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」が施行されました！
使用済みとなった小型家電には、金、銀、銅やレアメタル（希少金属）などの有用金属が
含まれています。今まで、ごみとして捨てられていた小型家電でも、適切に処理すれば
資源としてリサイクルすることができます。
●回収ボックスに集まった使用済み小型家電は・・・

限りある資源を有効に利用するため、ご家庭で不要になった小型家電は
回収ボックスでの回収にご協力お願い致します
限りある資源を有効に利用するため

専門のリサイクル
事業者に引渡し

限りある資源を有効に利用するため ご家庭で不要になった小型家電は

リサイクル事業者
が処理

ご家庭で不要になった小型家電は

メーカーなどで
原料として再利用

※デスクトップパソコンは計量棟

小型家電に含まれる有用金属をリサイクルするため、
回収ボックスによる回収を実施しています。

岩手県3R推進キャラクター
「エコロル」
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対象廃棄物（家電4品目）一覧

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象

対　象　外

対　象 対象外 備　考

①ワイヤレスリモコン（ただし電池は除く）
②室内機用の取付金具
③一体型の純正据付部材
④商品同梱の工事部材

①リモコン用電池
②別売りのドレンパイプ、配管パイプ及
び配管カバー（スリムダクト等）などの
工事部材
③室外機の置き台及び屋根
④取扱説明書等の印刷物
⑤冷風機、冷風扇、ウィンドファン、除湿機等
⑥ヒートポンプ給湯機のヒートポンプユ
ニット

壁掛け形のセパレート形
壁掛け形のガスヒーターエアコン
壁掛け形のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

天井埋め込み形のエアコン
天井埋め込み形のマルチエアコン
壁埋め込み形のエアコン

天吊り形セパレート形

床置き形のセパレート形
床置き形のハイブリッドエアコン
（石油、ガス、電気併用エアコン等） 業務用エアコン ※

①ワイヤレスリモコン（ただし電池は除く）
②着脱式付属専用スピーカー
③外付のコインボックスを取り外したテ
レビ本体

①リモコン用電池
②テレビ台
③取扱説明書等の印刷物
④病院・旅館等で使用のコインボックス
内蔵型テレビ

・衣類乾燥機能付き
換気扇

・衣類乾燥機能付き
除湿器

・衣類乾燥機能付き
ハンガー

業務用テレビ ※

①商品同梱の付属品
（製氷皿、棚、野菜カゴ等）
②吸収式冷蔵庫
（冷媒にアンモニアを使用）
③ペルチェ素子方式冷蔵庫
（一部メーカーでは「電子冷蔵庫」）

①取扱説明書等の印刷物
②ホテル用システム冷蔵庫（課金式）
③冷水機
④製氷機

業務用冷蔵庫・冷凍庫 ※

業務用洗濯機・衣類乾燥機 ※

①商品同梱の付属品（洗濯カゴ等）
②外付のコインボックスを取り外した

洗濯機・衣類乾燥機

①取扱説明書等の印刷物
②コインランドリー等で使用のコイン

ボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機
③脱水機
④衣類乾燥機置き台

（注1）パソコンモニターは資源有効利用促進
　　  法（3R法）の対象となります。
パソコンリサイクルのお問い合わせ先
　03-5282-7685

ン
コ
ア
エ

レ
テ

ビ
）
式
管
ン
ウ
ラ
ブ
（

マルチエアコン

ウィンド形

室外機

室外機

室外機

パッケージエアコン

ブラウン管式テレビ

ブラウン管式
VTR内蔵テレビ

・電気衣類乾燥機（ドラム式）
・ガス衣類乾燥機

ディスプレイモニター
（チューナー無し）

プロジェクション
テレビ

液晶・プラズマ式テレビ

パソコン用ディスプレイモニター ）1注（ 
（チューナー付きを含む）

冷蔵庫

冷凍庫

衣類乾燥機

洗濯乾燥機

冷凍冷蔵庫

チェスト形

全自動洗濯機 2槽式洗濯機

アップライト形 引き出し形

ショーケース
（店舗用）

冷凍ストッカー
（店舗用）

ワイン庫
（ワインセラー）

衣類乾燥機能
付き布団乾燥機

衣類乾燥機能
付きハンガー掛け

※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外と
なります。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。

機
燥
乾
類
衣
・
機
濯
洗

庫
凍
冷
・
庫
蔵
冷

レ
テ

ビ
）
式
マ
ズ
ラ
プ・
晶
液
（

液晶・プラズマ式HDD・DVD等
内蔵テレビ

冷風機 冷風扇 除湿機ウィンドファン

ラジカセ一体型も含む

電源として一次電池又は蓄電池を使用する液晶
テレビ、及び車載用液晶テレビは、対象外です。

建築物に組み込むことが
できるように設計された
液晶式テレビ

携帯用液晶テレビ

車載用液晶テレビ

電池式

AC電源
アダプター等
による充電式

シガー
ライター
アダプター式

保冷庫・冷温庫（注2）
業務用保冷庫 保冷米びつ

冷却や制御に電
気を使用するもの
に限ります。（ガス
等の併用も含む）
（注2）冷温庫は温める

機能が有ります
が、対象品に含
まれます。

家電リサイクル
　家電製品［エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶・プラズマ）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機］から、有用な部分
や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するため、家電リサイクルを実施しています。

　対象家電を購入または買い替えした電気店に処理を依頼するか、下記の「家電リサイクル券センター」に相談してください。
　ご自分で処理する場合、郵便局でリサイクル券を購入のうえ、日本通運株式会社釜石営業支店（釜石市片岸町第 3地割 30-10
　☎0193-29-1335）に持ち込んでください。

処理方法

家電リサイクル券センター
　 0120-319640

FAX 03-3903-7551　受付時間：午前９時～午後５時（日・祝休）
ホームページ：http://www.rkc.aeha.or.jp
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パソコンリサイクル

※使用済み小型家電でも回収しています。
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二輪車リサイクルシステム

14

パソコンリサイクル

※使用済み小型家電でも回収しています。
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資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収
　宮古市では、資源の有効利用とごみの減量化を推進するため、資源物（紙類・缶類・
びん類・衣類）を集団で回収する登録団体と、資源物の引き取りを行う登録業者に対し、
回収量に応じて奨励金を交付します。
　令和２年１月現在、子ども会や町内会等、90以上の団体が登録しています。

宮古市大通四丁目４－16
宮古市神林1－1
宮古市赤前４－７－１
宮古市長沢12－38－８

62－1821
62－0573
67－3507
69－2456

名　　称

※衣類の回収については、きれいなまち推進室にお問い合わせ下さい。

住　　所 電話番号

区　分
紙　類
金属類
びん類
衣　類

新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器
アルミ缶・スチール缶
一升びん・ビールびん・ジュースびん
古着

１㎏につき３円
１㎏につき５円
１本につき３円
１㎏につき５円

品　　目 市奨励金

● 紙　類 → 新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器

● びん類 → 一升びん（茶色・緑色）・ビールびん
 　　　　　  ジュースびん

● 金属類 → アルミ缶・スチール缶

● 衣　類 → 古着

● 収集場所の管理

● 分別作業

● 業者が引き取るまで
 　の間の一時保管

【奨励金の額】

資源回収業者が引き取る物 登録団体が行うこと

市環境生活課きれいなまち推進室
  電話：62-2111（内線 6121・6122）　直通：64-6488（FAX 共通）

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

【資源回収登録業者】

㈲ 生 内 商 店
小 成 古 物 商
丸 晃 商 事
箱 石 商 店

生ごみ処理容器機購入補助生ごみ処理容器機購入補助
　宮古市ではごみ減量化を推進するため、市内に住所を有する方を対象に、家庭用の電動

生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器（コンポスト等）の購入費の一部を補助しています。

品　　目

生ごみ処理機
・電動式
・手動かくはん式

１基

２基

30,000円

30,000円

購入金額の
２分の１以内

購入金額の
２分の１以内

上記以外のもの
・コンポスト
・ＥＭサポート等

補助金額 補助金の上限額 1世帯あたりの
補助基数

市環境生活課環境保全係
　　電話：62-2111（内線 1812）　直通：68-9078　FAX：63-9116

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

① 宮古市に住所を有する方。
② 電動生ごみ処理機については、前に補助金の交付を受けた日から５年以上経過して
　 いること。

① 生ごみ処理容器機購入前に、宮古市環境生活課に申請する。
② 生ごみ処理容器機を購入する。
③ 宮古市環境生活課に補助金請求書を提出する。
 　その際、販売店が発行した販売証明書、領収書の写しを添付していただきます。

申請方法

補助対象

㈲ 生 内 商 店

㈲ 菅 原 商 店

小 成 古 物 商

菅 力 古 物 商

丸 晃 商 事

箱 石 商 店

宮古市大通四丁目４－16

宮古市向町４－26

宮古市藤の川 13－22

宮古市千徳町１－38

宮古市赤前４－７－１

宮古市長沢 12－38－８

62－1821

62－3543

62－0573

64－0464

67－3507

69－2456

名　　称 住　　所 電話番号

■ 資源回収業者
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資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収
　宮古市では、資源の有効利用とごみの減量化を推進するため、資源物（紙類・缶類・
びん類・衣類）を集団で回収する登録団体と、資源物の引き取りを行う登録業者に対し、
回収量に応じて奨励金を交付します。
　令和２年１月現在、子ども会や町内会等、90以上の団体が登録しています。

宮古市大通四丁目４－16
宮古市神林1－1
宮古市赤前４－７－１
宮古市長沢12－38－８

62－1821
62－0573
67－3507
69－2456

名　　称

※衣類の回収については、きれいなまち推進室にお問い合わせ下さい。

住　　所 電話番号

区　分
紙　類
金属類
びん類
衣　類

新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器
アルミ缶・スチール缶
一升びん・ビールびん・ジュースびん
古着

１㎏につき３円
１㎏につき５円
１本につき３円
１㎏につき５円

品　　目 市奨励金

● 紙　類 → 新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器

● びん類 → 一升びん（茶色・緑色）・ビールびん
 　　　　　  ジュースびん

● 金属類 → アルミ缶・スチール缶

● 衣　類 → 古着

● 収集場所の管理

● 分別作業

● 業者が引き取るまで
 　の間の一時保管

【奨励金の額】

資源回収業者が引き取る物 登録団体が行うこと

市環境生活課きれいなまち推進室
  電話：62-2111（内線 6121・6122）　直通：64-6488（FAX 共通）

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

【資源回収登録業者】

㈲ 生 内 商 店
小 成 古 物 商
丸 晃 商 事
箱 石 商 店

生ごみ処理容器機購入補助生ごみ処理容器機購入補助
　宮古市ではごみ減量化を推進するため、市内に住所を有する方を対象に、家庭用の電動

生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器（コンポスト等）の購入費の一部を補助しています。

品　　目

生ごみ処理機
・電動式
・手動かくはん式

１基

２基

30,000円

30,000円

購入金額の
２分の１以内

購入金額の
２分の１以内

上記以外のもの
・コンポスト
・ＥＭサポート等

補助金額 補助金の上限額 1世帯あたりの
補助基数

市環境生活課環境保全係
　　電話：62-2111（内線 1812）　直通：68-9078　FAX：63-9116

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

① 宮古市に住所を有する方。
② 電動生ごみ処理機については、前に補助金の交付を受けた日から５年以上経過して
　 いること。

① 生ごみ処理容器機購入前に、宮古市環境生活課に申請する。
② 生ごみ処理容器機を購入する。
③ 宮古市環境生活課に補助金請求書を提出する。
 　その際、販売店が発行した販売証明書、領収書の写しを添付していただきます。

申請方法

補助対象

㈲ 生 内 商 店

㈲ 菅 原 商 店

小 成 古 物 商

菅 力 古 物 商

丸 晃 商 事

箱 石 商 店

宮古市大通四丁目４－16

宮古市向町４－26

宮古市藤の川 13－22

宮古市千徳町１－38

宮古市赤前４－７－１

宮古市長沢 12－38－８

62－1821

62－3543

62－0573

64－0464

67－3507

69－2456

名　　称 住　　所 電話番号

■ 資源回収業者
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資 源 集 団 回 収資 源 集 団 回 収
　宮古市では、資源の有効利用とごみの減量化を推進するため、資源物（紙類・缶類・
びん類・衣類）を集団で回収する登録団体と、資源物の引き取りを行う登録業者に対し、
回収量に応じて奨励金を交付します。
　令和２年１月現在、子ども会や町内会等、90以上の団体が登録しています。

宮古市大通四丁目４－16
宮古市神林1－1
宮古市赤前４－７－１
宮古市長沢12－38－８

62－1821
62－0573
67－3507
69－2456

名　　称

※衣類の回収については、きれいなまち推進室にお問い合わせ下さい。

住　　所 電話番号

区　分
紙　類
金属類
びん類
衣　類

新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器
アルミ缶・スチール缶
一升びん・ビールびん・ジュースびん
古着

１㎏につき３円
１㎏につき５円
１本につき３円
１㎏につき５円

品　　目 市奨励金

● 紙　類 → 新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック容器

● びん類 → 一升びん（茶色・緑色）・ビールびん
 　　　　　  ジュースびん

● 金属類 → アルミ缶・スチール缶

● 衣　類 → 古着

● 収集場所の管理

● 分別作業

● 業者が引き取るまで
 　の間の一時保管

【奨励金の額】

資源回収業者が引き取る物 登録団体が行うこと

市環境生活課きれいなまち推進室
  電話：62-2111（内線 6121・6122）　直通：64-6488（FAX 共通）

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

【資源回収登録業者】

㈲ 生 内 商 店
小 成 古 物 商
丸 晃 商 事
箱 石 商 店

生ごみ処理容器機購入補助生ごみ処理容器機購入補助
　宮古市ではごみ減量化を推進するため、市内に住所を有する方を対象に、家庭用の電動

生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器（コンポスト等）の購入費の一部を補助しています。

品　　目

生ごみ処理機
・電動式
・手動かくはん式

１基

２基

30,000円

30,000円

購入金額の
２分の１以内

購入金額の
２分の１以内

上記以外のもの
・コンポスト
・ＥＭサポート等

補助金額 補助金の上限額 1世帯あたりの
補助基数

市環境生活課環境保全係
　　電話：62-2111（内線 1812）　直通：68-9078　FAX：63-9116

その他、詳しい内容についての問い合わせは、

① 宮古市に住所を有する方。
② 電動生ごみ処理機については、前に補助金の交付を受けた日から５年以上経過して
　 いること。

① 生ごみ処理容器機購入前に、宮古市環境生活課に申請する。
② 生ごみ処理容器機を購入する。
③ 宮古市環境生活課に補助金請求書を提出する。
 　その際、販売店が発行した販売証明書、領収書の写しを添付していただきます。

申請方法

補助対象

㈲ 生 内 商 店

㈲ 菅 原 商 店

小 成 古 物 商

菅 力 古 物 商

丸 晃 商 事

箱 石 商 店

宮古市大通四丁目４－16

宮古市向町４－26

宮古市藤の川 13－22

宮古市千徳町１－38

宮古市赤前４－７－１

宮古市長沢 12－38－８

62－1821

62－3543

62－0573

64－0464

67－3507

69－2456

名　　称 住　　所 電話番号

■ 資源回収業者
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「エコショップ」とは…「「「「「「「「「エエエエエエエエエエエエエエコココココココココココココシシシシシシシシシシシシシシシ ッッッッッッッッッッッッッッププププププププププププププ」」」」」」」」」」」」とととととととととととととととはははははははははは……「エコショップ」とは…
エコショップとは、ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組むお店のことです。このエ
コショップいわて認定制度は市町村、県、指定NPOの協働で実施しており、エコショップ
認定店の情報を広くPRし、利用を推奨しています。また認定店には認定証と認定プレート
を贈り、環境に配慮しているお店としての姿勢をアピールしていただくことが出来ます。 

エコショップいわて
　　認定制度
エコショップいわて
　　認定制度

岩手県環境生活部資源循環推進課　資源循環担当
　〒020-8570　盛岡市内丸10-1　TEL：019-629-5380　FAX：019-629-5369
　E-MAIL：AC0003@pref.iwate.jp

制度に関するご質問・お問合せは…

令和２年１月現在

※50音順

いわて生活協同組合コープチェリオ店 
いわて生活協同組合コープ西ヶ丘店
いわて生活協同組合ベルフ西町店
いわて生活協同組合マリンコープＤＯＲＡ
ジョイス宮古千徳店
ファル磯鶏店
薬王堂 宮古小山田店
薬王堂 宮古千徳店
薬王堂 宮古磯鶏店
薬王堂 宮古西町店
薬王堂 宮古宮町店

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

宮古市崎鍬ヶ崎1－11－26 
宮古市西ヶ丘一丁目6－1 
宮古市田の神二丁目2-30 
宮古市小山田二丁目2－1 
宮古市板屋二丁目7－5 
宮古市磯鶏沖9－30 
宮古市小山田二丁目87－１ 
宮古市上鼻二丁目5－63 
宮古市神林45－10
宮古市田の神一丁目3－11 
宮古市宮町一丁目4－11  

宮古市内のエコショップ認定店
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一般廃棄物収集運搬（ごみ）許可業者
※ 区域毎、50音順

※ 区域毎、50音順

宮　古

田　老

新　里

川　井

㈲ ニ コ ニ コ 総 合 企 業

㈱ 宮 古 衛 生 社

宮 古 環 境 管 理 ㈱

リ ア ス 環 境 管 理 ㈱

㈱ 田 川 商 店

㈲ 田 老 衛 生 社

新 里 衛 生 社

㈱ 川 井 衛 生

宮古市藤の川14-15

宮古市小山田四丁目5-24

宮古市藤の川13-23

宮古市長町一丁目9-17

宮古市田老字摂待43-2

宮古市田老字新田70-1

宮古市刈屋16-61-1

宮古市古田2-49-18

63-4690

62-1997

63-7363

62-0015

87-5356

87-2063

72-2378

76-2514

区　域 業者名 事業所所在地 電話番号

一般廃棄物収集運搬（し尿・浄化槽汚泥）許可業者

宮　古

田　老

新　里

川　井

㈲ ニ コ ニ コ 総 合 企 業

㈲ 文 化 衛 生 社

㈱ 宮 古 衛 生 社

㈲ 田 老 衛 生 社

新 里 衛 生 社

㈱ 川 井 衛 生

宮古市藤の川14-15

宮古市小山田四丁目3-45

宮古市小山田四丁目5-24

宮古市田老字新田70-1

宮古市刈屋16-61-1

宮古市古田2-49-18

63-4690

63-5080

62-1997

87-2063

72-2378

76-2514

区　域 業者名 事業所所在地 電話番号

家電リサイクル品指定引取場所

市内全域 日本通運㈱釜石営業支店 釜石市片岸町3-30-10 0193-29-1335

区　域 業者名 事業所所在地 電話番号

産業廃棄物処理業者
　宮古市内には、産業廃棄物の収集運搬における許可業者が 47社 、産業廃棄物の処分における許可業者が 4社 あります。
　取り扱うことができる産業廃棄物の種類は、許可業者によって異なります。
　詳しい内容は、岩手県（環境生活部資源循環推進課）のホームページでご確認ください。

令和2年1月時点

令和2年1月時点

18

「エコショップ」とは…「「「「「「「「「エエエエエエエエエエエエエエコココココココココココココシシシシシシシシシシシシシシシ ッッッッッッッッッッッッッッププププププププププププププ」」」」」」」」」」」」とととととととととととととととはははははははははは……「エコショップ」とは…
エコショップとは、ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組むお店のことです。このエ
コショップいわて認定制度は市町村、県、指定NPOの協働で実施しており、エコショップ
認定店の情報を広くPRし、利用を推奨しています。また認定店には認定証と認定プレート
を贈り、環境に配慮しているお店としての姿勢をアピールしていただくことが出来ます。 

エコショップいわて
　　認定制度
エコショップいわて
　　認定制度

岩手県環境生活部資源循環推進課　資源循環担当
　〒020-8570　盛岡市内丸10-1　TEL：019-629-5380　FAX：019-629-5369
　E-MAIL：AC0003@pref.iwate.jp

制度に関するご質問・お問合せは…

令和２年１月現在

※50音順

いわて生活協同組合コープチェリオ店 
いわて生活協同組合コープ西ヶ丘店
いわて生活協同組合ベルフ西町店
いわて生活協同組合マリンコープＤＯＲＡ
ジョイス宮古千徳店
ファル磯鶏店
薬王堂 宮古小山田店
薬王堂 宮古千徳店
薬王堂 宮古磯鶏店
薬王堂 宮古西町店
薬王堂 宮古宮町店

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

宮古市崎鍬ヶ崎1－11－26 
宮古市西ヶ丘一丁目6－1 
宮古市田の神二丁目2-30 
宮古市小山田二丁目2－1 
宮古市板屋二丁目7－5 
宮古市磯鶏沖9－30 
宮古市小山田二丁目87－１ 
宮古市上鼻二丁目5－63 
宮古市神林45－10
宮古市田の神一丁目3－11 
宮古市宮町一丁目4－11  

宮古市内のエコショップ認定店
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 「家庭ごみと資源物の分け方・出し方」と一緒にご覧
いただき、適正な分別・適正な排出にご協力ください。

宮古地域の方は、収集月に電話でお申し込みください。田老・新里・川井地域の方は、
各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出してください。

宮古地域の方は、収集月に電話でお申し込みください。田老・新里・川井地域の方は、
各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出してください。

収集、搬入できないものです。

処理場へ直接搬入してください。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

ごみ分別辞典
あいうえお順

分別区分について

燃やせるごみ

燃やせないごみ

可燃性粗大

不燃性粗大

×

−

資 源 物

「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」に入れて、各地域で決められた
日の朝８時までに、集積場に排出してください。

●  分別区分は、法律改正などにより変更されることがあります。広報等で
お知らせいたしますので、変更した場合には訂正をお願いします。

ペットボトル ふたとラベルは取り外し、各集積場に備えつけられた「ペットボトル専
用ネット（黄緑色）」に入れてください。

アルミ缶 各集積場に備えつけられた「アルミ缶専用ネット（青色）」に入れてくだ
さい。

スチール缶 透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

びん類 無色・茶色・その他の色・リターナブル（ビールびん、一升びん）に分別し、
それぞれ透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

プラスチック製容器包装 「プラスチック製容器包装指定袋」に入れて、排出してください。

白色トレイ 透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

紙製容器包装 「紙製容器包装指定袋」に入れて、排出してください。

紙類 紙パック・段ボール・新聞紙・雑誌に分別し、それぞれ紙ひもで十文字
にしばって、排出してください。

有害ごみ 乾電池、蛍光管・水銀体温計・水銀血圧計に分類し、透明・半透明の袋
に入れて、排出してください。

「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」に入れて、各地域で決められた
日の朝８時までに、集積場に排出してください。

それぞれの排出方法に従い、各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出して
ください。

使用済小型家電の回収にご協力をお願いします。（P13 参照）小型家電
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あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

種類・品目 分別区分 参考事項

あ IHクッキングヒーター 燃やせないごみ

アイスクリームのカップ（容器）・袋 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。 
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

アイス枕 燃やせるごみ

アイロン、アイロン台 燃やせないごみ

空きびん（飲料・飲食用） 資源物 洗浄し、色別に分別してください。 
※ 破損したもの、化粧品や油のびんは、「燃やせないごみ」へ。

アクリル板 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
大きなものは「可燃性粗大」になります。

アコーディオンカーテン 燃やせないごみ 分解して指定袋に入れてください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

足ふきマット（化学繊維） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

アタッシュケース（ソフト） 燃やせるごみ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ。

アダプター 燃やせないごみ

圧力鍋 燃やせないごみ

油缶 燃やせないごみ 油分を除去してください。

油こし紙 燃やせるごみ

油こし容器（金属製） 燃やせないごみ 油分を除去してください。 
プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

油ボトル（プラスチック製） 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、油分を除去するのが困難な
ので、「燃やせるごみ」へ。

雨合羽 燃やせるごみ

雨戸（金属製） 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。
金属製以外のものは、「可燃性粗大」へ。

雨どい（金属製） 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。
金属製以外のものは、「可燃性粗大」へ。

編み機（家庭用） 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。
直接搬入する場合には、そのままで可。

網戸（金属製） 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。
金属製以外のものは、「可燃性粗大」へ。

アルミ缶（飲料・飲食用） 資源物 洗浄し、潰さずに排出してください。
※ 錆びたものや中身が取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

アルミサッシ 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。
金属製以外のものは、「可燃性粗大」へ。

アルミ箔（ホイル） 燃やせるごみ 厚くまとめたものは、「燃やせないごみ」へ。

アルミホイール × 車両販売店に依頼してください。

泡立て器（電動のものを含む） 燃やせないごみ

安全靴 燃やせないごみ

安全ピン 燃やせないごみ

アンテナ 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさに分解してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

アンテナケーブル 燃やせないごみ

アンプ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

い 石（岩） × 廃棄物ではありません。

衣装ケース（プラ製） 可燃性粗大

いす（鉄製） 不燃性粗大 指定袋に入る大きさでであれば「燃やせないごみ」でも収集します。
木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」へ。

板 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

一輪車（荷物運搬用） 不燃性粗大 分解して指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

一升びん 資源物 洗浄し、茶色・緑色（リターナブル）、その他（雑びん）に
分別してください。

一斗缶 燃やせないごみ 中身を取り除き、乾燥させてください。

犬（ペット）小屋（スチール製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは「可燃性粗大」へ。

犬等の死体 ー 小動物専用焼却炉で火葬できます（有料、体格制限あり）。
事前に電話連絡（64-7111）のうえ、直接搬入してください。

医薬品（粉・錠剤・湿布等） 燃やせるごみ

医薬品の容器・包装紙 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

イヤホン 燃やせるごみ

衣類 燃やせるごみ ボタンやファスナー等は分離させるのが困難なので、そのまま「燃やせるご
み」へ。

衣類乾燥機 × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。
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 「家庭ごみと資源物の分け方・出し方」と一緒にご覧
いただき、適正な分別・適正な排出にご協力ください。

宮古地域の方は、収集月に電話でお申し込みください。田老・新里・川井地域の方は、
各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出してください。

宮古地域の方は、収集月に電話でお申し込みください。田老・新里・川井地域の方は、
各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出してください。

収集、搬入できないものです。

処理場へ直接搬入してください。
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ごみ分別辞典
あいうえお順

分別区分について

燃やせるごみ

燃やせないごみ

可燃性粗大

不燃性粗大

×

−

資 源 物

「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」に入れて、各地域で決められた
日の朝８時までに、集積場に排出してください。

●  分別区分は、法律改正などにより変更されることがあります。広報等で
お知らせいたしますので、変更した場合には訂正をお願いします。

ペットボトル ふたとラベルは取り外し、各集積場に備えつけられた「ペットボトル専
用ネット（黄緑色）」に入れてください。

アルミ缶 各集積場に備えつけられた「アルミ缶専用ネット（青色）」に入れてくだ
さい。

スチール缶 透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

びん類 無色・茶色・その他の色・リターナブル（ビールびん、一升びん）に分別し、
それぞれ透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

プラスチック製容器包装 「プラスチック製容器包装指定袋」に入れて、排出してください。

白色トレイ 透明・半透明の袋に入れて、排出してください。

紙製容器包装 「紙製容器包装指定袋」に入れて、排出してください。

紙類 紙パック・段ボール・新聞紙・雑誌に分別し、それぞれ紙ひもで十文字
にしばって、排出してください。

有害ごみ 乾電池、蛍光管・水銀体温計・水銀血圧計に分類し、透明・半透明の袋
に入れて、排出してください。

「燃やせるごみ・燃やせないごみ専用（共通袋）指定袋」に入れて、各地域で決められた
日の朝８時までに、集積場に排出してください。

それぞれの排出方法に従い、各地域で決められた日の朝８時までに、集積場に排出して
ください。

使用済小型家電の回収にご協力をお願いします。（P13 参照）小型家電
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種類・品目 分別区分 参考事項

い 入歯 燃やせるごみ

色鉛筆 燃やせるごみ

色鉛筆のケース（紙・プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

色鉛筆のケース（スチール製） 燃やせないごみ プラスチック製ケース・中仕切は「資源物」へ。

印鑑・ハンコ（象牙・水牛・木等） 燃やせるごみ 石等で出来たものは、「燃やせないごみ」へ。

インクカートリッジ × インクジェットプリンタメーカーで回収活動を行っています。購入店に相
談するか郵便局に設置されている回収箱へ。

インスタント食品のカップ等 資源物 汚れを落とし、分別マークに従い分別してください。
※ 汚れを落としにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

飲料用缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや汚れが落ちにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

飲料用の缶やびんのフタ（金属製） 燃やせないごみ リサイクル工程で支障をきたすため、「燃やせないごみ」へ。
プラスチック製のものは、「プラスチック製容器包装」へ。

飲料用ペットボトル 資源物 キャップ・ラベルは分別し、「プラスチック製容器包装」へ。

う 植木鉢（陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

植木用支柱（プラスチック製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

浮き輪 燃やせるごみ

うちわ 燃やせるごみ

腕時計 燃やせないごみ ボタン電池は、取り外して「有害ごみ（電池）」へ。

乳母車（ベビーカー） 不燃性粗大

え エアコン × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

エアゾール缶 燃やせないごみ 缶に穴をあけてください。
プラスチック製のフタは、「プラスチック製容器包装」へ。

液晶テレビ × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

液体洗剤容器（プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

枝木（庭木の剪定枝含む） 燃やせるごみ 指定袋に入る長さに切断してください。直接搬入する場合には、
そのままで可。多量に排出する場合は、直接搬入してください。

枝切りバサミ 燃やせないごみ 刃を紙に包み、危険であることを表示してください。

ＭＯディスク（マグネットオピカル） 燃やせるごみ

ＭＤ（ミニディスク ) 燃やせるごみ

ＭＤプレーヤー（ハンディタイプ） 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

LEDライト 燃やせないごみ

ＬＤ（レーザーディスク ) 燃やせるごみ

ＬＤプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

エレクトーン 不燃性粗大

園芸の土 燃やせないごみ 園芸店等から購入したもの。

エンジン × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

延長コード 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

塩ビ管 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

鉛筆 燃やせるごみ

鉛筆削り器 燃やせないごみ

お オイルヒーター 燃やせないごみ オイルは完全に取り除いてください。

オーディオラック（スチール製） 不燃性粗大

オートバイ × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
二輪リサイクル P15 参照。

オーブントースター 燃やせないごみ

おがくず 燃やせるごみ

置物（ガラス製・陶磁器製） 燃やせないごみ

桶（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

おたま（金属） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

落ち葉 燃やせるごみ 多量に排出する場合は、直接搬入してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

お お茶缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや汚れが落ちにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

帯 燃やせるごみ

おまる（プラ製） 燃やせるごみ

おむつ・おむつカバー 燃やせるごみ

おもちゃ（金属製） 燃やせないごみ 金属製以外のものは、「燃やせるごみ」へ。

オルガン 可燃性粗大

温度計（電気式） 燃やせないごみ

温風ヒーター 燃やせないごみ 灯油は抜き取り、電池は取り外してください。

か カーオーディオ・カーナビ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

カーテン（化学繊維・防炎） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

カーテンレール（金属製） 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

カード類 燃やせるごみ 個人情報が記載されているものは切断してください。

カーペット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

貝殻 燃やせるごみ 一般家庭からのものに限ります。

懐中電灯 燃やせないごみ 乾電池は取り外して、「有害ごみ（電池）」へ。

カイロ（金属製・使い捨て） 燃やせないごみ

鏡 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

学習机（木製） 可燃性粗大 スチール製は、「不燃生粗大」となります。（蛍光灯は取り外す）

額縁のガラス部 燃やせないごみ 枠部と保護面部がガラス製の場合は分割してください。

カゴ（金属製） 燃やせないごみ 金属製以外のものは、「燃やせるごみ」へ。

傘 燃やせないごみ 分解して傘部は「燃やせるごみ」へ。

傘立て（金属製） 燃やせないごみ 金属製以外のものは、「燃やせるごみ」へ。

菓子缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

加湿器 燃やせないごみ

菓子箱（紙製・プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

菓子袋 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ガスオーブンレンジ 不燃性粗大

ガスコンロ 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガス炊飯器 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガスストーブ 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガスマット（レンジ用アルミホイル） 燃やせないごみ

ガス湯沸かし器 燃やせないごみ 乾電池は取り外して、「有害ごみ（電池）」へ。

カセットコンロ 燃やせないごみ

カセット式ガスボンベ 燃やせないごみ 穴をあけて、ガスを完全に抜き取ってください。

カセットテープ（ケース含） 燃やせるごみ

ガソリン缶 燃やせないごみ 洗浄し、乾燥させてください。

カッターナイフ 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

カップ麺の容器（紙製・プラスチック製） 資源物 汚れを落とし、分別マークに従い分別してください。
※汚れを落としにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

蚊取り線香（箱含） 燃やせるごみ 箱に「紙」マークがあっても、「燃やせるごみ」へ。
缶は「燃やせないごみ」へ。

金網 燃やせないごみ

かなづち 燃やせないごみ

金物 燃やせないごみ

カバン（革製・プラスチック製） 燃やせるごみ 金具を取り外した場合、金具は「燃やせないごみ」へ。
アルミ製のものも、「燃やせないごみ」へ。

画びょう 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

い 入歯 燃やせるごみ

色鉛筆 燃やせるごみ

色鉛筆のケース（紙・プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

色鉛筆のケース（スチール製） 燃やせないごみ プラスチック製ケース・中仕切は「資源物」へ。

印鑑・ハンコ（象牙・水牛・木等） 燃やせるごみ 石等で出来たものは、「燃やせないごみ」へ。

インクカートリッジ × インクジェットプリンタメーカーで回収活動を行っています。購入店に相
談するか郵便局に設置されている回収箱へ。

インスタント食品のカップ等 資源物 汚れを落とし、分別マークに従い分別してください。
※ 汚れを落としにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

飲料用缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや汚れが落ちにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

飲料用の缶やびんのフタ（金属製） 燃やせないごみ リサイクル工程で支障をきたすため、「燃やせないごみ」へ。
プラスチック製のものは、「プラスチック製容器包装」へ。

飲料用ペットボトル 資源物 キャップ・ラベルは分別し、「プラスチック製容器包装」へ。

う 植木鉢（陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

植木用支柱（プラスチック製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

浮き輪 燃やせるごみ

うちわ 燃やせるごみ

腕時計 燃やせないごみ ボタン電池は、取り外して「有害ごみ（電池）」へ。

乳母車（ベビーカー） 不燃性粗大

え エアコン × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

エアゾール缶 燃やせないごみ 缶に穴をあけてください。
プラスチック製のフタは、「プラスチック製容器包装」へ。

液晶テレビ × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

液体洗剤容器（プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

枝木（庭木の剪定枝含む） 燃やせるごみ 指定袋に入る長さに切断してください。直接搬入する場合には、
そのままで可。多量に排出する場合は、直接搬入してください。

枝切りバサミ 燃やせないごみ 刃を紙に包み、危険であることを表示してください。

ＭＯディスク（マグネットオピカル） 燃やせるごみ

ＭＤ（ミニディスク ) 燃やせるごみ

ＭＤプレーヤー（ハンディタイプ） 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

LEDライト 燃やせないごみ

ＬＤ（レーザーディスク ) 燃やせるごみ

ＬＤプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

エレクトーン 不燃性粗大

園芸の土 燃やせないごみ 園芸店等から購入したもの。

エンジン × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

延長コード 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

塩ビ管 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

鉛筆 燃やせるごみ

鉛筆削り器 燃やせないごみ

お オイルヒーター 燃やせないごみ オイルは完全に取り除いてください。

オーディオラック（スチール製） 不燃性粗大

オートバイ × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
二輪リサイクル P15 参照。

オーブントースター 燃やせないごみ

おがくず 燃やせるごみ

置物（ガラス製・陶磁器製） 燃やせないごみ

桶（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

おたま（金属） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

落ち葉 燃やせるごみ 多量に排出する場合は、直接搬入してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

か 花びん 燃やせないごみ

鎌 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

釜 燃やせないごみ

紙コップ・紙皿 燃やせるごみ

カミソリ（替刃含） 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

紙粘土 燃やせるごみ

紙やすり 燃やせるごみ

ガムテープ 燃やせるごみ

カメラ 燃やせないごみ デジタルカメラは「小型家電」へ。

蚊帳 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

カラーボックス 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

カラオケセット 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガラス食器 燃やせないごみ

ガラス戸 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。
大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガラスびん 資源物 洗浄し、一升びん（茶色・緑色）・ビールびん・茶色・緑色・その他（雑びん）
に分別してください。

ガラスびんのふた（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のふたは、洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。

軽石 燃やせないごみ

カレンダー（紙・プラスチック製） 燃やせるごみ

換気扇 燃やせないごみ

換気扇のカバー 燃やせるごみ

緩衝材（紙製） 資源物 「紙製容器包装」へ。

気泡緩衝材（プラスチック製） 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。発泡スチロールは、「燃やせるごみ」へ。

缶切り 燃やせないごみ

乾燥機 × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

乾燥剤 燃やせるごみ

缶詰の缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除けないものは、「燃やせないごみ」へ。

缶詰のふた（取り外したもの） 燃やせないごみ

乾電池（筒型単１～５、角型９Ｖ） 資源物 「有害ごみ（電池）」へ。

カンナ（木部） 燃やせるごみ

カンナ（刃） 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

感熱紙 燃やせるごみ

き 木 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

キーボード（楽器） 燃やせないごみ

キーボード（パソコン用） 燃やせないごみ

キーホルダー 燃やせないごみ

木くず類 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ギター 燃やせるごみ

キッチンペーパー 燃やせるごみ

着物 燃やせるごみ

脚立（アルミ製） 不燃性粗大 指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

キャップ・王冠（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。

キャリーバック 可燃性粗大 指定袋に入る場合は「燃やせるごみ」でも収集します。
金属製のものは「燃やせないごみ」になります。

きゅうす（金属製・陶磁器製） 燃やせないごみ

牛乳パック 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

き 牛乳びん 資源物 洗浄して「資源ごみ」へ。

吸盤 燃やせるごみ

給油ポンプ（電動） 燃やせないごみ 電池は取り外して、「有害ごみ（電池）」へ。
プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

教科書 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

鏡台（鏡が取り外せる場合） 可燃性粗大 外した鏡は「不燃性粗大」になります。

きり 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

霧吹き 燃やせるごみ

禁煙用パイプ 燃やせるごみ

金魚鉢 燃やせないごみ

金庫（手提げ用） 燃やせないごみ

金属製たわし 燃やせないごみ

く 空気入れ（自転車用） 燃やせないごみ

空気清浄機 燃やせないごみ

クーラーボックス 燃やせるごみ 金属製は、「燃やせないごみ」へ。

くぎ・くぎ抜き 燃やせないごみ

草刈機（モーター付） 燃やせないごみ エンジン付は、処理困難物となっています。販売店もしくは古物商に依頼
してください。

草・花 燃やせるごみ 多量に排出する場合は、直接搬入してください。

くさり 燃やせないごみ

くし（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

薬（粉末・錠剤・カプセル） 燃やせるごみ

薬のびん（飲み薬のみ） 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※ 破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

薬の包装 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

薬袋 資源物 分別マークに従い、分別してください。

果物のパック 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

口紅 燃やせるごみ

クッション（スプリング入でない物） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
大きなものは、「可燃性粗大」になります。

靴中敷き 燃やせるごみ

靴べら（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

靴用クリームの容器（金属製） 燃やせないごみ 内容物を取り除いてください。

靴用クリームの容器（プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

靴類 燃やせるごみ

首輪（ペット用：革製） 燃やせるごみ 金属製のものは、「燃やせないごみ」へ。

熊手（金属製） 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさであれば、収集可能です。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

クリアファイル 燃やせるごみ

クリーニングの袋 燃やせるごみ

クリスマスツリー（プラスチック製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
大きなものは、「可燃性粗大」になります。

クレヨン・クレパス 燃やせるごみ クレヨン・クレパスは可燃、容器は分別マークに従い分別してください。

グローブ 燃やせるごみ

グローランプ（点灯管） 燃やせないごみ

くわの柄 燃やせるごみ

くわの刃 燃やせないごみ

軍手（天然・化学繊維） 燃やせるごみ

け 蛍光灯 資源物 「有害ごみ（蛍光管）」へ。 
※ 壊れたものは、「燃やせないごみ」へ。

携帯音楽プレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。電池は取り外してください。（回収
ボックス設置場所は P13参照。）
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種類・品目 分別区分 参考事項

か 花びん 燃やせないごみ

鎌 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

釜 燃やせないごみ

紙コップ・紙皿 燃やせるごみ

カミソリ（替刃含） 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

紙粘土 燃やせるごみ

紙やすり 燃やせるごみ

ガムテープ 燃やせるごみ

カメラ 燃やせないごみ デジタルカメラは「小型家電」へ。

蚊帳 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

カラーボックス 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

カラオケセット 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガラス食器 燃やせないごみ

ガラス戸 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。
大きなものは、「不燃生粗大」になります。

ガラスびん 資源物 洗浄し、一升びん（茶色・緑色）・ビールびん・茶色・緑色・その他（雑びん）
に分別してください。

ガラスびんのふた（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のふたは、洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。

軽石 燃やせないごみ

カレンダー（紙・プラスチック製） 燃やせるごみ

換気扇 燃やせないごみ

換気扇のカバー 燃やせるごみ

緩衝材（紙製） 資源物 「紙製容器包装」へ。

気泡緩衝材（プラスチック製） 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。発泡スチロールは、「燃やせるごみ」へ。

缶切り 燃やせないごみ

乾燥機 × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

乾燥剤 燃やせるごみ

缶詰の缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除けないものは、「燃やせないごみ」へ。

缶詰のふた（取り外したもの） 燃やせないごみ

乾電池（筒型単１～５、角型９Ｖ） 資源物 「有害ごみ（電池）」へ。

カンナ（木部） 燃やせるごみ

カンナ（刃） 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

感熱紙 燃やせるごみ

き 木 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

キーボード（楽器） 燃やせないごみ

キーボード（パソコン用） 燃やせないごみ

キーホルダー 燃やせないごみ

木くず類 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ギター 燃やせるごみ

キッチンペーパー 燃やせるごみ

着物 燃やせるごみ

脚立（アルミ製） 不燃性粗大 指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

キャップ・王冠（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。

キャリーバック 可燃性粗大 指定袋に入る場合は「燃やせるごみ」でも収集します。
金属製のものは「燃やせないごみ」になります。

きゅうす（金属製・陶磁器製） 燃やせないごみ

牛乳パック 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ



26

種類・品目 分別区分 参考事項

け 携帯ゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

携帯電話 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所は P13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

毛糸 燃やせるごみ

計量はかり 燃やせないごみ

ケーブル 燃やせないごみ

ゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ゲームソフト 燃やせるごみ

消しゴム 燃やせるごみ

化粧品のびん 燃やせないごみ 資源物として排出しないでください。

化粧品のボトル（プラスチック製容器） 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は「燃
やせるごみ」へ。

ケチャップの空き容器（プラ製） 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は「燃
やせるごみ」へ。

血圧計 燃やせないごみ 水銀血圧計は、「有害ごみ」へ。

ケトル 燃やせないごみ

けん引ロープ（ワイヤー） 燃やせないごみ

玄関泥落しマット（金属製） 燃やせないごみ

玄関泥落しマット（ナイロン製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

玄関マット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

健康器具 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせないごみ」でも収集します。

剣山 燃やせないごみ

建設廃材 × 産業廃棄物処理業者に相談してください。

原動機付き自転車 × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
二輪リサイクル P15 参照

研磨機 燃やせないごみ

こ 広告紙 資源物 新聞紙と一緒で可。紙ひもで十文字に結んで排出してください。

香水のびん 燃やせないごみ

ゴーグル（プラスチック製） 燃やせるごみ

コード（電気コード） 燃やせないごみ

コードリール 燃やせないごみ

コーヒー（インスタント）の空びん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※ 破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

コーヒーメーカー 燃やせないごみ

氷枕（ゴム製） 燃やせるごみ

ござ 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

こたつ板 可燃性粗大

こたつ敷き 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

こたつのヒーター部 燃やせないごみ

こたつ布団 可燃性粗大 切断して指定袋に入れば「燃やせるごみ」でも収集します。

こたつやぐら 可燃性粗大

コップ（ガラス、金属、陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

粉ミルクの缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除きくいものは、「燃やせないごみ」へ。

コネクタ 燃やせないごみ

コピー機 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

コピー用紙 資源物 雑誌と一緒で可。紙ひもで十文字に結んで出してください。

コミック本 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

ゴミ取りネット 燃やせるごみ

ゴム 燃やせるごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

こ ゴム手袋 燃やせるごみ

ゴムボート 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ゴムマット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

米袋（紙・プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

コルク 燃やせるごみ

コルク抜き 燃やせないごみ

コルクボード 燃やせるごみ

ゴルフクラブ 燃やせないごみ

ゴルフバッグ 可燃性粗大 指定袋に入る大きさに切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集し
ます。

コンタクトレンズ 燃やせるごみ

コンテナ（プラスチック製） 燃やせるごみ 分解し、指定袋に入れてください。
大きなものは、「可燃性粗大」になります。

コンパス 燃やせるごみ 鉄製は「燃やせないごみ」へ。

コンポスト容器（プラスチック製） 可燃性粗大

コンロ 燃やせないごみ

さ サーフボード 可燃性粗大 金属部は分解して「燃やせないごみ」へ。

座椅子 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさであれば収集可能です。布部分は、「燃やせるごみ」へ。
大きなものは「不燃性粗大」になります。

財布 燃やせるごみ

サインペン 燃やせるごみ

魚の残渣 燃やせるごみ 水分をよく切りましょう。

酒カップ 資源物 びんは、洗浄し茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。プラスチッ
ク製は、「プラスチック製容器包装」へ。

酒パック 資源物 パックの内側が白いものは「紙パック」へ。パックの内側が銀色のものは「紙
製容器包装」へ。

座卓 可燃性粗大

雑誌（週刊誌・月刊誌） 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

殺虫剤のびん 燃やせないごみ 資源物としては、取り扱いません。プラスチック製は「燃やせるごみ」へ。

座布団 燃やせるごみ

皿（ガラス・陶磁器・金属製） 燃やせないごみ 紙・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

三脚 燃やせないごみ

サングラス 燃やせるごみ

サンバイザー 燃やせるごみ

三輪車（幼児用） 燃やせないごみ 三輪の自転車は、「不燃性粗大」になります。

し シーツ 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

CD（ケース含） 燃やせるごみ

ＣＤプレーヤー・ＣＤラジカセ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所はP13参照。）

シート（プラスチック製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

シートカバー 燃やせるごみ

塩袋（紙・プラスチック製） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

磁石 燃やせないごみ

辞書・辞典 資源物 カバーは、「燃やせるごみ」へ。

しちりん（七輪） 燃やせないごみ

湿度計 燃やせないごみ

湿布薬 燃やせるごみ 湿布薬に接着している透明なシートは、「プラスチック製容器包装」に該
当します。

自転車 不燃性粗大 前か後の車輪を外せば不燃ごみへ。

自転車（幼児用） 燃やせないごみ

自転車のタイヤ 燃やせるごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

け 携帯ゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

携帯電話 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所は P13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

毛糸 燃やせるごみ

計量はかり 燃やせないごみ

ケーブル 燃やせないごみ

ゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ゲームソフト 燃やせるごみ

消しゴム 燃やせるごみ

化粧品のびん 燃やせないごみ 資源物として排出しないでください。

化粧品のボトル（プラスチック製容器） 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は「燃
やせるごみ」へ。

ケチャップの空き容器（プラ製） 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は「燃
やせるごみ」へ。

血圧計 燃やせないごみ 水銀血圧計は、「有害ごみ」へ。

ケトル 燃やせないごみ

けん引ロープ（ワイヤー） 燃やせないごみ

玄関泥落しマット（金属製） 燃やせないごみ

玄関泥落しマット（ナイロン製） 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

玄関マット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

健康器具 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせないごみ」でも収集します。

剣山 燃やせないごみ

建設廃材 × 産業廃棄物処理業者に相談してください。

原動機付き自転車 × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
二輪リサイクル P15 参照

研磨機 燃やせないごみ

こ 広告紙 資源物 新聞紙と一緒で可。紙ひもで十文字に結んで排出してください。

香水のびん 燃やせないごみ

ゴーグル（プラスチック製） 燃やせるごみ

コード（電気コード） 燃やせないごみ

コードリール 燃やせないごみ

コーヒー（インスタント）の空びん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※ 破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

コーヒーメーカー 燃やせないごみ

氷枕（ゴム製） 燃やせるごみ

ござ 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

こたつ板 可燃性粗大

こたつ敷き 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

こたつのヒーター部 燃やせないごみ

こたつ布団 可燃性粗大 切断して指定袋に入れば「燃やせるごみ」でも収集します。

こたつやぐら 可燃性粗大

コップ（ガラス、金属、陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

粉ミルクの缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除きくいものは、「燃やせないごみ」へ。

コネクタ 燃やせないごみ

コピー機 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃生粗大」になります。

コピー用紙 資源物 雑誌と一緒で可。紙ひもで十文字に結んで出してください。

コミック本 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

ゴミ取りネット 燃やせるごみ

ゴム 燃やせるごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

し 芝刈機（電動） 燃やせないごみ エンジン付は販売店または専門処理業者へ依頼してください。

芝刈機等の替刃 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

シャープペンシル（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

写真 燃やせるごみ

写真のネガフィルム 燃やせるごみ

しゃもじ（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

シャンプー・リンス詰替用の袋 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を取り除けない場合は「燃
やせるごみ」へ。

シャンプー・リンスのボトル容器 資源物 洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ジュースパック 資源物 パックの内側が白いものは「紙パック」へ。パックの内側が銀色のものは
分別マークに従って分別してください。

じゅうたん 可燃性粗大

充電器 燃やせないごみ

収納ケース（木・プラスチック製） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

朱肉 燃やせるごみ

消火器 × 国の認定を受けた消防用設備取扱業者に相談してください。

定規（金属） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

焼却炉 不燃性粗大 搬入できるのは、市町村が斡旋した焼却炉に限ります。その他の焼却炉は、
販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

障子　　 可燃性粗大 指定袋に入る大きさに切断すれば「燃やせるごみ」でも収集します。

浄水器 燃やせないごみ

照明器具（蛍光管除く） 燃やせないごみ

ジョウロ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

食卓テーブル（金属製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」。

食品トレイ 資源物 両面が白色で、   マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや破
損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

食品の缶類（缶詰・お茶・海苔等） 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

食用油 燃やせるごみ 紙や布にしみこませてください。

除湿機 ー フロンガスを使用しているものがあるため、直接搬入してください。

除湿剤 燃やせるごみ 水分は取り除いてください。

食器棚 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせないごみ」でも収集します。

人工芝 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

新聞紙 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

す 水温計 燃やせないごみ

水槽（家庭用） 燃やせないごみ

水筒（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

炊飯器（炊飯ジャー） 燃やせないごみ

スーツケース 可燃性粗大 指定袋に入る場合は「燃やせるごみ」でも収集します。金属製のものは「不
燃性粗大」になります。

図鑑 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

スキー板 不燃性粗大

スキーキャリア 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

スキー用具（靴、ゴーグル、手袋、キャップ） 燃やせるごみ ストックは「燃やせないごみ」へ。

スケート靴 燃やせないごみ

スケートボード 燃やせないごみ

スコップ 燃やせないごみ

スコップの柄（木製） 燃やせるごみ

すずり（硯） 燃やせないごみ

すだれ（切断できないもの） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。
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種類・品目 分別区分 参考事項

す スタンプ台（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

スチール缶（飲料用、食品用） 資源物

スチール整理棚・机 不燃性粗大 指定袋に入る大きさであれば「燃やせないごみ」でも収集します。

スティックのり 燃やせるごみ のりを完全に取り除くのが困難ですので、「燃やせるごみ」へ。

ステレオセット 小型家電 ステレオ本体は「小型家電」、スピーカーは「燃やせないごみ」へ。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ステンレス製品 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ストロー 燃やせるごみ ストローの袋は分別マークに従って分別して下さい。

砂 × 自然砂は廃棄物処理していません。

スノーボード 不燃性粗大 指定袋に入る大きさであれば「燃やせないごみ」でも収集します。

すのこ 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

スパイクシューズ（金具の付いた物） 燃やせないごみ 金具のないものは、「燃やせるごみ」へ。

スプーン（金属製） 燃やせないごみ 紙・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

スプレー缶 燃やせないごみ 穴をあけてガスを完全に抜き取ってください。

スポンジ 燃やせるごみ

ズボンプレッサー 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

スマートフォン 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所は P13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

炭 燃やせるごみ 炭は可燃、袋類は資源。

スライサー 燃やせないごみ

せ 清掃用具（プラスチック製） 燃やせるごみ

生理用品 燃やせるごみ

石油温水器 燃やせないごみ 灯油は抜き取り、電池は取り外してください。

石油ストーブ 燃やせないごみ 灯油は抜き取り、電池は取り外してください。

石鹸 燃やせるごみ

せと物 燃やせないごみ

線香の箱・内紙・結束紙 燃やせるごみ 箱（容器）に「紙」マークがありますが、臭いが染み付いてリサイクルに
適さないため、「燃やせるごみ」へ。

洗剤（粉状）の箱 燃やせるごみ 箱（容器）に「紙」マークがありますが、粒子を除去するのが困難であり、
リサイクルに適さないため、「燃やせるごみ」へ。

洗剤の容器（プラスチック製） 資源物 洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身が取り除けない場合は、「燃やせるごみ」へ。

せんす（扇子） 燃やせるごみ

洗濯ばさみ 燃やせるごみ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ。

剪定枝 燃やせるごみ 指定袋に入る長さに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

剪定バサミ 燃やせないごみ 刃を紙に包み、危険であることを表示してください。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

栓抜き 燃やせないごみ

扇風機 燃やせないごみ

洗面器（プラ製 ) 燃やせるごみ

そ 造花 燃やせるごみ

双眼鏡 燃やせないごみ

総菜入れ（トレイ） 資源物 両面が白色で、   マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや破
損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

掃除機 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

掃除機用ゴミパック 燃やせるごみ

ソースの容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は「燃
やせるごみ」へ。

ソファ 可燃性粗大

た 体温計（水銀） 資源物 「有害ごみ（水銀体温計）」へ。
※ 壊れたものやデジタル製は、「燃やせないごみ」へ。

耐火金庫 × 専門業者に相談してください。

体重計 燃やせないごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

し 芝刈機（電動） 燃やせないごみ エンジン付は販売店または専門処理業者へ依頼してください。

芝刈機等の替刃 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

シャープペンシル（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

写真 燃やせるごみ

写真のネガフィルム 燃やせるごみ

しゃもじ（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

シャンプー・リンス詰替用の袋 資源物 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を取り除けない場合は「燃
やせるごみ」へ。

シャンプー・リンスのボトル容器 資源物 洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ジュースパック 資源物 パックの内側が白いものは「紙パック」へ。パックの内側が銀色のものは
分別マークに従って分別してください。

じゅうたん 可燃性粗大

充電器 燃やせないごみ

収納ケース（木・プラスチック製） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

朱肉 燃やせるごみ

消火器 × 国の認定を受けた消防用設備取扱業者に相談してください。

定規（金属） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

焼却炉 不燃性粗大 搬入できるのは、市町村が斡旋した焼却炉に限ります。その他の焼却炉は、
販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

障子　　 可燃性粗大 指定袋に入る大きさに切断すれば「燃やせるごみ」でも収集します。

浄水器 燃やせないごみ

照明器具（蛍光管除く） 燃やせないごみ

ジョウロ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

食卓テーブル（金属製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」。

食品トレイ 資源物 両面が白色で、   マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや破
損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

食品の缶類（缶詰・お茶・海苔等） 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

食用油 燃やせるごみ 紙や布にしみこませてください。

除湿機 ー フロンガスを使用しているものがあるため、直接搬入してください。

除湿剤 燃やせるごみ 水分は取り除いてください。

食器棚 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせないごみ」でも収集します。

人工芝 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

新聞紙 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

す 水温計 燃やせないごみ

水槽（家庭用） 燃やせないごみ

水筒（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

炊飯器（炊飯ジャー） 燃やせないごみ

スーツケース 可燃性粗大 指定袋に入る場合は「燃やせるごみ」でも収集します。金属製のものは「不
燃性粗大」になります。

図鑑 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

スキー板 不燃性粗大

スキーキャリア 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

スキー用具（靴、ゴーグル、手袋、キャップ） 燃やせるごみ ストックは「燃やせないごみ」へ。

スケート靴 燃やせないごみ

スケートボード 燃やせないごみ

スコップ 燃やせないごみ

スコップの柄（木製） 燃やせるごみ

すずり（硯） 燃やせないごみ

すだれ（切断できないもの） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。
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種類・品目 分別区分 参考事項

た 台所マット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

耐熱ガラス 燃やせないごみ

タイヤ（自動車） × 自動車のタイヤは、販売店やガソリンスタンドに相談してください。

タイヤチェーン（鉄製） 燃やせないごみ ゴム製は、「燃やせるごみ」へ。

タオル、バスタオル、タオルケット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

卓上コンロ 燃やせないごみ

竹ぼうき 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

たたみ 可燃性粗大

脱臭剤 燃やせるごみ

タッパー（プラスチック容器） 燃やせるごみ

煙草の吸い殻 燃やせるごみ

玉子パック 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

タライ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

たわし 燃やせるごみ

タンス 可燃性粗大

段ボール 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

ち チェーンソー（電動） 燃やせないごみ エンジン式は販売店または専門回収業者へ依頼して下さい。

チェスト 可燃性粗大 分解して指定袋に入る大きさであれば「燃やせるごみ」でも収集します。
金属製のものは「不燃性粗大」になります。

チャイルドシート 可燃性粗大 分解して指定袋に入る大きさであれば「燃やせるごみ」でも収集します。

茶殻 燃やせるごみ

茶碗（陶磁器製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

彫刻刀 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

調味料のびん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※ 破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

チラシ 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。
新聞紙と一緒で可。

つ つえ（金属製） 燃やせないごみ 木・竹製のものは、指定袋に入る大きさに切断し「燃やせるごみ」へ。

使い捨てライター 燃やせるごみ ガスは完全に使い切ってください。

漬物石 × 自然石は、廃棄処理していません

土 × 廃棄物処理していません。

釣り糸 燃やせるごみ

釣り竿 燃やせないごみ 竹製のものは「燃やせるごみ」へ。

て ＤＶＤ 燃やせるごみ

ＤＶＤプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ティッシュペーパー 燃やせるごみ 箱や袋は、「資源物（紙・プラスチック製容器包装）」へ。

テーブル（金属製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」へ。

テーブルクロス 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

テープレコーダー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

手鏡 燃やせないごみ

デジタルカメラ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

鉄アレイ 燃やせないごみ

テニスラケット（木製） 燃やせるごみ 木製以外は「燃やせないごみ」へ。

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式） × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

テレビゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

テレビ台 可燃性粗大

電気カーペット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合は、そのままで可。電源コードは「燃やせないごみ」へ。
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種類・品目 分別区分 参考事項

て 電気スタンド 燃やせないごみ

電気ストーブ 燃やせないごみ

電気ポット 燃やせないごみ

電気毛布 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合は、そのままで可。電源コードは「燃やせないごみ」へ。

電球（白熱、LED 含） 燃やせないごみ

電子オルガン 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

電子辞書 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。電池は取り外してください。（回収
ボックス設置場所は P13参照。）

電子書籍端末 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

電子たばこ 燃やせないごみ

電子ピアノ 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

電子レンジ 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

電子レンジ台 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

電卓 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。電池は取り外してください。（回収
ボックス設置場所は P13参照。）

電池（筒型単１～単５（充電式含）、角型９Ｖ、ボタン電池） 資源物 「有害ごみ（電池）」へ。

電動シェーバー 燃やせないごみ

電動歯ブラシ 燃やせないごみ

テント（ビニール製） 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

テント支柱 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

天ぷらガード 燃やせないごみ

電話機（ファクシミリ含む） 燃やせないごみ

電話帳 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

と ドア 可燃性粗大 金属製は「不燃性粗大」へ。

砥石 燃やせないごみ

トイレットペーパーの芯 燃やせるごみ

トイレブラシ 燃やせるごみ

トイレマット 燃やせるごみ

投光器 燃やせないごみ

陶磁器 燃やせないごみ

豆腐パック 資源物 洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。

灯油タンク（ポリエチレン製） 燃やせるごみ 灯油を完全に除去してください。

トースター 燃やせないごみ

時計 燃やせないごみ 電池は取り外してください。

トタン（プラ製） 燃やせるごみ 一般家庭からのものに限ります。金属製は「燃やせないごみ」へ。

ドライバー（工具） 燃やせないごみ

ドライヤー 燃やせないごみ

鳥かご（金属製） 燃やせないごみ 木製は「燃やせるごみ」へ。

ドリップ用フィルター 燃やせるごみ

ドリル 燃やせないごみ

トレイ 資源物 両面が白色で、   マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや破
損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

トレーニング器具 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

な ナイフ 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

長靴 燃やせるごみ

なべ（金属・ホーロー） 燃やせないごみ

鍋焼きうどん（インスタント）のアルミ製容器 燃やせないごみ

30

種類・品目 分別区分 参考事項

た 台所マット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

耐熱ガラス 燃やせないごみ

タイヤ（自動車） × 自動車のタイヤは、販売店やガソリンスタンドに相談してください。

タイヤチェーン（鉄製） 燃やせないごみ ゴム製は、「燃やせるごみ」へ。

タオル、バスタオル、タオルケット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

卓上コンロ 燃やせないごみ

竹ぼうき 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

たたみ 可燃性粗大

脱臭剤 燃やせるごみ

タッパー（プラスチック容器） 燃やせるごみ

煙草の吸い殻 燃やせるごみ

玉子パック 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

タライ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

たわし 燃やせるごみ

タンス 可燃性粗大

段ボール 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

ち チェーンソー（電動） 燃やせないごみ エンジン式は販売店または専門回収業者へ依頼して下さい。

チェスト 可燃性粗大 分解して指定袋に入る大きさであれば「燃やせるごみ」でも収集します。
金属製のものは「不燃性粗大」になります。

チャイルドシート 可燃性粗大 分解して指定袋に入る大きさであれば「燃やせるごみ」でも収集します。

茶殻 燃やせるごみ

茶碗（陶磁器製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

彫刻刀 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

調味料のびん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※ 破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

チラシ 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。
新聞紙と一緒で可。

つ つえ（金属製） 燃やせないごみ 木・竹製のものは、指定袋に入る大きさに切断し「燃やせるごみ」へ。

使い捨てライター 燃やせるごみ ガスは完全に使い切ってください。

漬物石 × 自然石は、廃棄処理していません

土 × 廃棄物処理していません。

釣り糸 燃やせるごみ

釣り竿 燃やせないごみ 竹製のものは「燃やせるごみ」へ。

て ＤＶＤ 燃やせるごみ

ＤＶＤプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ティッシュペーパー 燃やせるごみ 箱や袋は、「資源物（紙・プラスチック製容器包装）」へ。

テーブル（金属製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」へ。

テーブルクロス 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

テープレコーダー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

手鏡 燃やせないごみ

デジタルカメラ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

鉄アレイ 燃やせないごみ

テニスラケット（木製） 燃やせるごみ 木製以外は「燃やせないごみ」へ。

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式） × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

テレビゲーム機 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13 参照。）

テレビ台 可燃性粗大

電気カーペット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合は、そのままで可。電源コードは「燃やせないごみ」へ。
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種類・品目 分別区分 参考事項

な 生ごみ 燃やせるごみ 水分をよく切りましょう。

なまり（鉛）（釣り用のおもりなど） 燃やせないごみ

縄 燃やせるごみ

なわとび 燃やせるごみ

に 入浴剤の缶 燃やせないごみ

入浴剤（缶）の上蓋（プラスチック製） 資源物 洗浄し、「プラスチック製容器包装」へ。

入浴剤（缶）の中蓋（アルミシール） 燃やせるごみ

庭木 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

人形（木・布・プラスチック製） 燃やせるごみ

ぬ ぬいぐるみ（布製） 燃やせるごみ

布 燃やせるごみ

塗り薬のチューブ 燃やせるごみ

ね ネクタイ 燃やせるごみ

ネジ（金属製） 燃やせないごみ

ネット（プラスチック製） 燃やせるごみ 果物や野菜の入ったネット（販売用）は、「プラスチック製容器包装」へ。

寝袋 燃やせるごみ

粘土 燃やせるごみ

の 農機具（家庭用） 燃やせないごみ エンジン付の物は販売店または専門処理業者へ依頼して下さい。

ノート 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。なお、情報漏洩を防ぐ必要が
ある場合には、「燃やせるごみ」へ。

ノート（止金付） 資源物 ノート部分から止金部分を取り外してください。ノートは、紙ひもで十文
字に結んで排出してください。

農薬・劇薬 × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

農薬びん 燃やせないごみ 農薬を完全に除去してください。

のこぎり 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

は ハードディスク 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所はP13参照。）

バーベキューコンロ 燃やせないごみ

ハーモニカ 燃やせないごみ

灰 燃やせるごみ 火の気のない物に限ります。

灰皿 燃やせないごみ

パイプ椅子 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

バインダー 燃やせるごみ

ハエたたき 燃やせるごみ

はがき 燃やせるごみ

はかり 燃やせないごみ

剥製 燃やせるごみ

ハケ 燃やせるごみ

バケツ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ハサミ 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

はしご（金属製） 不燃性粗大

バスタオル 燃やせるごみ

バスマット 燃やせるごみ

パソコン 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

パソコンラック 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

バッグ類 燃やせるごみ

バッテリー × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

は バット（金属製） 燃やせないごみ 木製のものは、「燃やせるごみ」へ。

発泡スチロール 燃やせるごみ 「プラ」マークがある緩衝材であっても、「燃やせるごみ」へ。

発煙筒 燃やせるごみ 使用済みの物に限ります。

花火 燃やせるごみ 未使用のものは、一度水に浸してから出してください。

歯ブラシ 燃やせるごみ

歯磨き粉のチューブ容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を完全に除去するのは
困難ですので「燃やせるごみ」へ。

刃物類 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

針 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

針金 燃やせないごみ

ハンガー（針金製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ハンカチ 燃やせるごみ

ハンゴウ 燃やせないごみ

ばんそうこう 燃やせるごみ

ハンドルカバー 燃やせるごみ

パンの袋の留め具（プラスチック製） 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

ハンマー 燃やせないごみ

ひ ピアニカ 燃やせるごみ

ＢＳ（ＣＳ）用アンテナ・チューナー 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ＰＨＳ（携帯電話） 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所は P13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

ビーチパラソルの骨部 燃やせないごみ 傘部は取り外して「燃やせるごみ」へ。

ビールびん 資源物 洗浄し、「資源物（びん類）」へ。

ひげ剃り（シェーバー） 燃やせないごみ

ビデオカメラ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ビデオテープ（ケース含む） 燃やせるごみ 本体等は可燃、外装フィルムは「資源物」になります。

ビデオデッキ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所は P13参照。）

ビニールシート・ブルーシート 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ビニールテープ 燃やせるごみ

ビニールホース 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ビニールマット 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

火バサミ・火箸 燃やせないごみ

ひも 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

漂白剤の容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、臭いを完全に除去するのは
困難ですので「燃やせるごみ」へ。

肥料袋（家庭用） 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

びん類 資源物 洗浄し、「資源物（びん類）」へ。

ふ ファイル（紙・クリアファイル） 燃やせるごみ

ファスナー（金属製 ) 燃やせないごみ

ファスナー（金属製以外 ) 燃やせるごみ

ファックス 燃やせないごみ

ファンデーションのケース 燃やせないごみ

ファンヒーター 燃やせないごみ 灯油を完全に除去してください。

フィルム 燃やせるごみ

ブースターケーブル（自家用車用） 燃やせないごみ

風船 燃やせるごみ

封筒 燃やせるごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

な 生ごみ 燃やせるごみ 水分をよく切りましょう。

なまり（鉛）（釣り用のおもりなど） 燃やせないごみ

縄 燃やせるごみ

なわとび 燃やせるごみ

に 入浴剤の缶 燃やせないごみ

入浴剤（缶）の上蓋（プラスチック製） 資源物 洗浄し、「プラスチック製容器包装」へ。

入浴剤（缶）の中蓋（アルミシール） 燃やせるごみ

庭木 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

人形（木・布・プラスチック製） 燃やせるごみ

ぬ ぬいぐるみ（布製） 燃やせるごみ

布 燃やせるごみ

塗り薬のチューブ 燃やせるごみ

ね ネクタイ 燃やせるごみ

ネジ（金属製） 燃やせないごみ

ネット（プラスチック製） 燃やせるごみ 果物や野菜の入ったネット（販売用）は、「プラスチック製容器包装」へ。

寝袋 燃やせるごみ

粘土 燃やせるごみ

の 農機具（家庭用） 燃やせないごみ エンジン付の物は販売店または専門処理業者へ依頼して下さい。

ノート 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。なお、情報漏洩を防ぐ必要が
ある場合には、「燃やせるごみ」へ。

ノート（止金付） 資源物 ノート部分から止金部分を取り外してください。ノートは、紙ひもで十文
字に結んで排出してください。

農薬・劇薬 × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

農薬びん 燃やせないごみ 農薬を完全に除去してください。

のこぎり 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

は ハードディスク 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所はP13参照。）

バーベキューコンロ 燃やせないごみ

ハーモニカ 燃やせないごみ

灰 燃やせるごみ 火の気のない物に限ります。

灰皿 燃やせないごみ

パイプ椅子 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

バインダー 燃やせるごみ

ハエたたき 燃やせるごみ

はがき 燃やせるごみ

はかり 燃やせないごみ

剥製 燃やせるごみ

ハケ 燃やせるごみ

バケツ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ハサミ 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

はしご（金属製） 不燃性粗大

バスタオル 燃やせるごみ

バスマット 燃やせるごみ

パソコン 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）個人
情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

パソコンラック 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば「燃やせないごみ」でも収集します。

バッグ類 燃やせるごみ

バッテリー × 販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。
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種類・品目 分別区分 参考事項

ふ プール（幼児用） 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

フォーク（ステンレス製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ふた・キャップ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「プラスチック製容器包装」へ。

筆 燃やせるごみ

布団 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

布団カバー 燃やせるごみ

布団乾燥機 燃やせないごみ 除湿機能があるものは直接搬入になります。

布団たたき（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

フライパン 燃やせないごみ

ブラインド 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ブラシ 燃やせるごみ

プラモデル 燃やせるごみ

プランター（陶磁器製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

プリンター 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

プリンタートナー × 購入店に相談してください。

プリンの容器 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ブルーレイディスク 燃やせるごみ

ブルーレイディスクプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所はP13参照。）

ふるい（プラスチック製） 燃やせるごみ

風呂イス（木・プラスチック製） 燃やせるごみ

風呂おけ 燃やせるごみ

風呂釜 不燃性粗大

風呂蓋 燃やせるごみ

フロッピーディスク 燃やせるごみ

風呂用マット 燃やせるごみ

文庫本 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

へ ヘアードライヤー 燃やせないごみ

ベッド（スチール製 ) 不燃性粗大 マットレスは別に分別してください。

ベッド（木製 ) 可燃性粗大 マットレスは別に分別してください。

ペットフードの缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

ペットフードの袋 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ペットボトル（飲料・酒類・醤油用） 資源物 洗浄し、「資源物（ペットボトル）」へ。
※切断したり、着色したものは「燃やせるごみ」へ。

ペットボトルのキャップ・ラベル 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

ペットの糞 燃やせるごみ

ペット用砂 燃やせないごみ 可燃性の製品もあります。製造メーカーの注意事項に従い、分別してくだ
さい。

ベニヤ板 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーカー 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーバス（プラスチック製） 可燃性粗大

ベビーフェンス 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

ベビーベッド 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーラック 可燃性粗大 金属製のものは、「不燃性粗大」へ。

ベルト 燃やせるごみ 金属部分は、取り外して「燃やせないごみ」へ。

ヘルメット 燃やせるごみ 金属製のものは、「燃やせないごみ」へ。

ペンキの缶 燃やせないごみ ペンキを使いきった状態で出してください。中身が残っているものは収集
できません。
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種類・品目 分別区分 参考事項

へ 弁当箱（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

弁当（コンビニ等）の容器 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ほ ホイールキャップ（カー用品・プラスチック製） 燃やせるごみ 自家用車用に限ります。スチール製のものは、「燃やせないごみ」へ。

ボイスレコーダー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。電池は取り外してください。（回収
ボックス設置場所は P13参照。）

望遠鏡 燃やせないごみ

ほうき 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

芳香剤の容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落としにくいですの
で「燃やせるごみ」へ。

帽子 燃やせるごみ

包装紙（商品購入時の包装紙） 資源物 「紙製容器包装」へ。

包帯 燃やせるごみ

防虫剤・防虫シート 燃やせるごみ

包丁 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

ホース 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

ホースリール（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ボーリング球 燃やせないごみ

ボール（野球、卓球、サッカー等） 燃やせるごみ

ボールペン 燃やせるごみ

墨汁の容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落としにくいですの
で「燃やせるごみ」へ。

ポータブルトイレ 可燃性粗大

ポスター 燃やせるごみ

ボタン電池 資源物 「有害ごみ（電池）」へ。

ホッチキス 燃やせないごみ

ポット 燃やせないごみ

ホットカーペット 可燃性粗大 指定袋に入る大きさに切断し、指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収
集します。

ホットプレート 燃やせないごみ

ほ乳びん 燃やせないごみ

ポリタンク 燃やせるごみ

ポリ袋 燃やせるごみ

保冷剤 燃やせるごみ

本 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

本立て（スチール製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

本棚（スチール製） 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

本棚（木製） 燃やせるごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。指定袋に入る大きさであれば、収
集可能です。大きなものは、「可燃性粗大」になります。

ボンドの容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を取り除きにくいです
ので「燃やせるごみ」へ。

ま 麻雀牌（パイ） 燃やせるごみ

マイク 燃やせないごみ

マウス（パソコン用） 燃やせるごみ

マウスパッド 燃やせるごみ

巻き尺 燃やせないごみ

マグカップ（ガラス・スチール・陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

マグネット 燃やせないごみ

マグネットシート 燃やせるごみ

枕 燃やせるごみ

マジック 燃やせるごみ
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種類・品目 分別区分 参考事項

ふ プール（幼児用） 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

フォーク（ステンレス製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ふた・キャップ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「プラスチック製容器包装」へ。

筆 燃やせるごみ

布団 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

布団カバー 燃やせるごみ

布団乾燥機 燃やせないごみ 除湿機能があるものは直接搬入になります。

布団たたき（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

フライパン 燃やせないごみ

ブラインド 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ブラシ 燃やせるごみ

プラモデル 燃やせるごみ

プランター（陶磁器製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

プリンター 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

プリンタートナー × 購入店に相談してください。

プリンの容器 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ブルーレイディスク 燃やせるごみ

ブルーレイディスクプレーヤー 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。
（回収ボックス設置場所はP13参照。）

ふるい（プラスチック製） 燃やせるごみ

風呂イス（木・プラスチック製） 燃やせるごみ

風呂おけ 燃やせるごみ

風呂釜 不燃性粗大

風呂蓋 燃やせるごみ

フロッピーディスク 燃やせるごみ

風呂用マット 燃やせるごみ

文庫本 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

へ ヘアードライヤー 燃やせないごみ

ベッド（スチール製 ) 不燃性粗大 マットレスは別に分別してください。

ベッド（木製 ) 可燃性粗大 マットレスは別に分別してください。

ペットフードの缶 資源物 洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

ペットフードの袋 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ペットボトル（飲料・酒類・醤油用） 資源物 洗浄し、「資源物（ペットボトル）」へ。
※切断したり、着色したものは「燃やせるごみ」へ。

ペットボトルのキャップ・ラベル 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

ペットの糞 燃やせるごみ

ペット用砂 燃やせないごみ 可燃性の製品もあります。製造メーカーの注意事項に従い、分別してくだ
さい。

ベニヤ板 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーカー 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーバス（プラスチック製） 可燃性粗大

ベビーフェンス 燃やせるごみ 大きなものは、「可燃性粗大」になります。

ベビーベッド 可燃性粗大 切断し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

ベビーラック 可燃性粗大 金属製のものは、「不燃性粗大」へ。

ベルト 燃やせるごみ 金属部分は、取り外して「燃やせないごみ」へ。

ヘルメット 燃やせるごみ 金属製のものは、「燃やせないごみ」へ。

ペンキの缶 燃やせないごみ ペンキを使いきった状態で出してください。中身が残っているものは収集
できません。
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種類・品目 分別区分 参考事項

ま マスカラ 燃やせるごみ

マスク 燃やせるごみ

マッサージチェア 不燃性粗大

マッチ 燃やせるごみ 一度水に浸してから出してください。

マットレス 可燃性粗大

窓ガラス 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

まな板 燃やせるごみ

マニキュアのびん 燃やせないごみ

魔法瓶 燃やせないごみ

マヨネーズの容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落としにくいですの
で「燃やせるごみ」へ。

漫画本（コミック本） 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

万年筆 燃やせるごみ

み みかんネット 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

ミキサー 燃やせないごみ

ミシン（卓上型） 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

水差し（金属・ガラス・陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

水枕 燃やせるごみ

む 虫かご 燃やせるごみ

蒸し器 燃やせないごみ 「せいろ」は「燃やせるごみ」へ。

虫とりあみ 燃やせるごみ

虫メガネ（ガラス製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

め めがね（ガラス製 ) 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

メガホン（プラスチック製） 燃やせるごみ

目薬の容器 資源物 洗浄し、「プラスチック製容器包装」へ。

目覚まし時計 燃やせないごみ 電池は、取り外してください。

メモリーカード 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）
個人情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

綿棒 燃やせるごみ

も 毛布 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

燃え殻 燃やせるごみ

餅つき機 燃やせないごみ

モップ 燃やせるごみ

モップの柄（スチール製） 燃やせないごみ 木製のものは、「燃やせるごみ」へ。

物干し竿 不燃性粗大 長い物は、直接搬入してください。

物干し台 不燃性粗大 大きい物は、直接搬入してください。

モバイルバッテリー × 家電量販店等に設置してある充電式電池リサイクルBOXへ。

や やかん 燃やせないごみ

薬用酒のびん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

野菜・果物の包み袋 資源物 中身を取り除き、「プラスチック製容器包装」へ。
※汚れたものは「燃やせるごみ」へ。

ゆ USBメモリ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）
個人情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

融雪剤 燃やせないごみ

湯たんぽ（金属製 ) 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

湯飲み 燃やせないごみ

湯沸かし器 燃やせないごみ

よ ヨーグルトの容器 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。
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種類・品目 分別区分 参考事項

よ ヨーグルト製品のアルミ蓋 燃やせるごみ

よしず 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさであれば、収集可能です。
大きなものは、「可燃性粗大」になります。

ら ライター（使い捨て） 燃やせるごみ ガスは完全に使い切ってください。外側が金属製のものは「燃やせないご
み」へ。

ラケット（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ラジオ 燃やせないごみ

ラジカセ 燃やせないごみ

ラジコン 燃やせないごみ

ラック（スチール製） 燃やせないごみ 指定袋に入る大きさに分解してください。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ラップ 燃やせるごみ

ランタン 燃やせないごみ 燃料は完全に抜いてください。

ランチジャー（金属製保温弁当） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ランドセル 燃やせるごみ 取り外せる金具は、「燃やせないごみ」に分別してください。

り リール（釣り竿用） 燃やせないごみ 釣り糸は取り外し、「燃やせるごみ」へ。

リコーダー（笛） 燃やせるごみ

リチウムイオン電池 × 家電量販店等に設置してある充電式リサイクルBOXへ。

リモコン（ワイヤレス：エアコン・テレビ用） × 家電リサイクル法の対象機器です。本体と一緒にリサイクル処理をして下
さい。その他のリモコンは、「燃やせないごみ」へ。

る ルーズリーフのファイル 燃やせないごみ

ルーフボックス 不燃性粗大

ルーペ（ガラス製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

れ 冷蔵庫 × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

冷蔵庫脱臭剤 燃やせるごみ

冷凍庫 × 家電リサイクル法の対象機器です。リサイクル料金を支払い、小売店や日
本通運釜石営業支店に依頼してください。

レコード 燃やせるごみ

レコードプレーヤー 燃やせないごみ

レジ袋 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

レジャーシート 燃やせるごみ

レンガ（煉瓦） 燃やせないごみ

レンゲ（陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

ろ ロウソク 燃やせるごみ

ロウソクの箱 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。

ロープ 燃やせるごみ

ローラースケート 燃やせないごみ

ロッカー 不燃性粗大

わ ワープロ 燃やせないごみ

ワイパー 燃やせないごみ

ワイパーのゴム 燃やせるごみ

ワインのびん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

ワインびんのふた（金属製） 燃やせないごみ コルク製は、「燃やせるごみ」へ。

輪ゴム 燃やせるごみ

わさびチューブの容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を取り除きにくいです
ので「燃やせるごみ」へ。

割り箸 燃やせるごみ 容器・外装フィルムは資源。分別マークに従い分別してください。

碗（金属・陶磁器製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製は、「燃やせるごみ」へ。
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種類・品目 分別区分 参考事項

ま マスカラ 燃やせるごみ

マスク 燃やせるごみ

マッサージチェア 不燃性粗大

マッチ 燃やせるごみ 一度水に浸してから出してください。

マットレス 可燃性粗大

窓ガラス 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

まな板 燃やせるごみ

マニキュアのびん 燃やせないごみ

魔法瓶 燃やせないごみ

マヨネーズの容器 燃やせるごみ 「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落としにくいですの
で「燃やせるごみ」へ。

漫画本（コミック本） 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

万年筆 燃やせるごみ

み みかんネット 資源物 「プラスチック製容器包装」へ。

ミキサー 燃やせないごみ

ミシン（卓上型） 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

水差し（金属・ガラス・陶磁器製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

水枕 燃やせるごみ

む 虫かご 燃やせるごみ

蒸し器 燃やせないごみ 「せいろ」は「燃やせるごみ」へ。

虫とりあみ 燃やせるごみ

虫メガネ（ガラス製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

め めがね（ガラス製 ) 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

メガホン（プラスチック製） 燃やせるごみ

目薬の容器 資源物 洗浄し、「プラスチック製容器包装」へ。

目覚まし時計 燃やせないごみ 電池は、取り外してください。

メモリーカード 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）
個人情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

綿棒 燃やせるごみ

も 毛布 燃やせるごみ 指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

燃え殻 燃やせるごみ

餅つき機 燃やせないごみ

モップ 燃やせるごみ

モップの柄（スチール製） 燃やせないごみ 木製のものは、「燃やせるごみ」へ。

物干し竿 不燃性粗大 長い物は、直接搬入してください。

物干し台 不燃性粗大 大きい物は、直接搬入してください。

モバイルバッテリー × 家電量販店等に設置してある充電式電池リサイクルBOXへ。

や やかん 燃やせないごみ

薬用酒のびん 資源物 洗浄し、茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。
※破損したものは、「燃やせないごみ」へ。

野菜・果物の包み袋 資源物 中身を取り除き、「プラスチック製容器包装」へ。
※汚れたものは「燃やせるごみ」へ。

ゆ USBメモリ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。（回収ボックス設置場所はP13参照。）
個人情報はできるだけ消去してください。販売店での回収も可能です。

融雪剤 燃やせないごみ

湯たんぽ（金属製 ) 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

湯飲み 燃やせないごみ

湯沸かし器 燃やせないごみ

よ ヨーグルトの容器 資源物 中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。
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ごみを持ち込むとき

処理手数料

　連 絡 先

　宮古地区広域行政組合 施設課　
　ＴＥＬ６４－７１１１

　稼 働 日

　平日、土曜日、祝日

　受付時間

　　８：３０～１２：００
　１３：００～１６：３０

　ごみを処理施設に持ち込むときは、
　● 燃やせるごみ
　● 燃やせないごみ
　● 資源物
　● 粗大ごみ（可燃・不燃）　
　　 に分別して、持ち込んでください。

　小動物の焼却
　小動物専用焼却炉で、処理することができます。
　事前に「宮古地区広域行政組合施設課」に連絡のうえ、直接持ち込んでください。
　※ 平日のみ受け付け

家庭系一般廃棄物家庭系一般廃棄物

燃やせるごみ・燃やせないごみ

50kg までは無料。50kg を超えると、
10kg ごとに５０円加算。

資源物

無料。

小動物の焼却小動物の焼却

１体につき 20kg まで１,０００円。
１体につき 20kg を超える場合１,５００円。

事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物

燃やせるごみ・燃やせないごみ

10kg まで５０円。10kg を超えると、
10kg ごとに５０円加算。

缶類・びん類・ペットボトル

10kg まで３０円。10kg を超えると、
10kg ごとに３０円加算。

発　行

宮古市市民生活部環境生活課きれいなまち推進室
〒027-0038　宮古市小山田２－110－１

電話：６２－２１１１（内線 6121・6122）
直通：６４－６４８８（ＦＡＸ共通）

県　道

●

宮古市　●
総合体育館

小山田
トンネル

花
輪
橋

小
山
田
橋

●
宮古一中 

ふれあい公園

至盛岡

宮古駅

千徳駅

宮古市環境課
きれいなまち
推 　 進 　 室

宮古清掃センター
（ごみ焼却場）

資源物保管庫

みやこ広域
リサイクルセンター

宮 古 地 区 広 域 　
行政組合事務局

衛生処理
センター

最終処分場
（燃やせないごみ埋立地)

●

●

●●

●

●
●

小山田ごみ処理場案内図

計量棟

千
徳
大
橋

宮
古
道
路


