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東郷町ゴミと資源の分け方 _住工房様

制　作
初稿 -校 校了
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お客様名-サイズ

住工房様-85×45mm
メディア

ゴミと資源の分け方
掲載箇所

東郷町

C ※出力したプリンターのインク・紙質の関係で、
　実際の出来上がりとは色合いが異なる場合があります。M Y CM MY CY K K K K

100 70 50 30
K
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※校了後、行政による広告審査で訂正の指示が入る場合があります。
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●ごみを出す場合は、ごみの区分にあった町指定ごみ袋に入れて出してください。複数の素材が使用されてい
　るものは、一番多く使用されている素材の区分の袋に入れてください。
●町指定ごみ袋に入れる際には、必ず口をしばってください。袋を外に貼って出すことはできません。
●町指定ごみ袋に入らないものは、粗大ごみになります。詳しくは６ページをご覧ください。
●「町資源回収ステーションで回収品目」は、できる限り資源として町資源回収ステーションに出してくださ
　い。詳しくは13～16ページをご覧ください。
●分解・切断して町指定ごみ袋に入る場合は、それぞれ素材に応じた区分の袋に入れてください。
●この表はあくまで目安ですので、大きさ・素材によって分別区分が異なる場合があります。

家庭ごみ・資源の分別早見表13 分別早見表

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

あ

アイロン　　　 金属類 小型家電
アイロン台　　　　 金属類 木製は燃えるごみ
アクリル板　　　　　　　　　 燃えるごみ
圧力なべ 金属類
アダプター（電源用） 　　　 金属類　　 小型家電 電源コードも含む。　

油（食用油） 燃えるごみ 廃食用油 燃えるごみで出す場合は紙や布に染み込ませるか、凝固剤で
固めて出す。　

雨戸・網戸 粗大ごみ 業者によるリフォーム・解体等は業者に処理依頼
網戸の網 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
アルミ缶・ボトル（飲料用・食用）金属類 缶 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
アルミ鍋（使い捨てタイプ） 金属類
アルミホイル（銀紙） 金属類
アルミホイルの箱・芯 燃えるごみ 雑がみ
アルミホイルの外箱の刃 金属類 紙製は燃えるごみ用の袋に

い

石 処理困難物 美化センター直接持込で庭石程度の少量なら可（30㎝以内）、
砂利は不可

衣装ケース（プラ製） 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
いす 粗大ごみ

一升瓶 陶磁器・ガラス びん 割れたものや汚れたものは町資源回収ステーションで回収で
きません

一升瓶のふた（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用袋に
一斗缶（ペール缶・オイル缶を含む）金属類 中身は使い切って出す。
イヤホン 金属類 小型家電
衣類乾燥機 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9 ページ）
イルミネーション（装飾用等） 金属類 小型家電
印鑑（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
インクカートリッジ（パソコンプリンタ用）燃えるごみ インクカートリッジ

う

植木ばさみ 金属類

植木鉢（陶器） 陶磁器・ガラス 土は取り除く。プラ製は燃えるごみ用の袋に。金属製は金属
類用の袋に

腕時計 金属類　　 皮等のベルトは燃えるごみ
運動靴 燃えるごみ

え

エアコン　　　　　　　　　　 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9 ページ）
ＡＣアダプター 金属類 小型家電
ＳＤカード 金属類 小型家電
ＭＤ ･ ＭＯ、ＭＤ ･ ＭＯケース（プラ製）燃えるごみ
ＭＤプレーヤー 金属類 小型家電
ＬＥＤ照明 金属類

エンジンオイル 処理困難物 販売店又は専門の処理業者に依頼する。少量であれば、布等
に吸わせて燃えるごみ用の袋に

園芸用支柱（家庭用） 粗大ごみ 町指定のごみ袋に入れば金属類
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●ごみを出す場合は、ごみの区分にあった町指定ごみ袋に入れて出してください。複数の素材が使用されてい
　るものは、一番多く使用されている素材の区分の袋に入れてください。
●町指定ごみ袋に入れる際には、必ず口をしばってください。袋を外に貼って出すことはできません。
●町指定ごみ袋に入らないものは、粗大ごみになります。詳しくは６ページをご覧ください。
●「町資源回収ステーションで回収品目」は、できる限り資源として町資源回収ステーションに出してくださ
　い。詳しくは13～16ページをご覧ください。
●分解・切断して町指定ごみ袋に入る場合は、それぞれ素材に応じた区分の袋に入れてください。
●この表はあくまで目安ですので、大きさ・素材によって分別区分が異なる場合があります。

家庭ごみ・資源の分別早見表13 分別早見表

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

あ

アイロン　　　 金属類 小型家電
アイロン台　　　　 金属類 木製は燃えるごみ
アクリル板　　　　　　　　　 燃えるごみ
圧力なべ 金属類
アダプター（電源用） 　　　 金属類　　 小型家電 電源コードも含む。　

油（食用油） 燃えるごみ 廃食用油 燃えるごみで出す場合は紙や布に染み込ませるか、凝固剤で
固めて出す。　

雨戸・網戸 粗大ごみ 業者によるリフォーム・解体等は業者に処理依頼
網戸の網 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
アルミ缶・ボトル（飲料用・食用）金属類 缶 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
アルミ鍋（使い捨てタイプ） 金属類
アルミホイル（銀紙） 金属類
アルミホイルの箱・芯 燃えるごみ 雑がみ
アルミホイルの外箱の刃 金属類 紙製は燃えるごみ用の袋に

い

石 処理困難物 美化センター直接持込で庭石程度の少量なら可（30㎝以内）、
砂利は不可

衣装ケース（プラ製） 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
いす 粗大ごみ

一升瓶 陶磁器・ガラス びん 割れたものや汚れたものは町資源回収ステーションで回収で
きません

一升瓶のふた（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用袋に
一斗缶（ペール缶・オイル缶を含む）金属類 中身は使い切って出す。
イヤホン 金属類 小型家電
衣類乾燥機 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9 ページ）
イルミネーション（装飾用等） 金属類 小型家電
印鑑（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
インクカートリッジ（パソコンプリンタ用）燃えるごみ インクカートリッジ

う

植木ばさみ 金属類

植木鉢（陶器） 陶磁器・ガラス 土は取り除く。プラ製は燃えるごみ用の袋に。金属製は金属
類用の袋に

腕時計 金属類　　 皮等のベルトは燃えるごみ
運動靴 燃えるごみ

え

エアコン　　　　　　　　　　 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9 ページ）
ＡＣアダプター 金属類 小型家電
ＳＤカード 金属類 小型家電
ＭＤ ･ ＭＯ、ＭＤ ･ ＭＯケース（プラ製）燃えるごみ
ＭＤプレーヤー 金属類 小型家電
ＬＥＤ照明 金属類

エンジンオイル 処理困難物 販売店又は専門の処理業者に依頼する。少量であれば、布等
に吸わせて燃えるごみ用の袋に

園芸用支柱（家庭用） 粗大ごみ 町指定のごみ袋に入れば金属類

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

え
園芸用土（家庭用） 処理困難物 販売店又は専門の処理業者に依頼する
延長コード（テーブルタップ） 金属類 小型家電

お

オイル（食用油を除く） 処理困難物 販売店又は専門の処理業者に依頼する。少量であれば、布等
に吸わせて燃えるごみ用の袋に

オイル缶（家庭で使用） 金属類 中身は使い切って出す

オーディオ機器 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

オートバイ 二輪車 二輪車リサイクルにより処理（11 ページ）
オーブントースター 金属類 小型家電

オイルヒーター 粗大ごみ （小型家電） オイルが完全に抜いてあれば小型家電として町資源回収ス
テーション回収

お菓子の缶（金属製） 金属類
お菓子の箱（紙製） 燃えるごみ 紙製容器包装

お菓子の袋（プラ製・アルミ蒸着）燃えるごみ その他の紙製容器包装 個包装フィルムを含む プラスチック製のものはプラスチック
製容器包装

帯（衣類） 燃えるごみ 古着
お盆・トレイ（木製・プラ製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
おむつ・紙おむつ 燃えるごみ 汚物を取り除いて出すこと
おもちゃ（木製・プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
オルガン 粗大ごみ
おわん（木製・プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

温水洗浄機付便座 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば金属類用。衛生上、町資源回収ステー
ションでは回収できません。

温度計（デジタル式） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
温度計（水銀使用） 水銀体温計 水銀体温計 町資源回収ステーションへ

か

カーテン 燃えるごみ
カーテンレール 粗大ごみ
カーペット 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
貝殻 燃えるごみ
懐中電灯 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
カイロ（使い捨て用） 燃えるごみ 未使用品は空気に触れさせる
鏡（手鏡、卓上用） 陶磁器・ガラス フレーム等はできるだけ外す
かご（木製・プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用袋に
傘 金属類
加湿器（電動） 金属類 小型家電
ガスカートリッジ 処理困難物 販売店などへ相談（穴があけられるものは金属類でも可）
ガスボンベ（ＬＰ用） 処理困難物 専門の処理業者に依頼

ガスボンベ（カセット式コンロ用）金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町資源回収
ステーションへ

カセットコンロ           金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ガソリン 処理困難物 専門の処理業者に依頼
カタログ・パンフレット 燃えるごみ 雑誌
カッターナイフ ・小刀         金属類 刃はしまうか、紙等に包んで出す
合羽（レインコート）    燃えるごみ
カップめんの容器（紙製） 燃えるごみ その他の紙製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
カップめんの容器（プラ製） 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
かつら（つけ毛、ウィッグ）         燃えるごみ
蚊取り器（電気・電池） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
かなづち                  金属類
かばん（紙・布・革製）    燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
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分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

か

花びん（ガラス・陶磁器製） 陶磁器・ガラス 木製は燃えるごみ用の袋に
紙箱 燃えるごみ 紙製容器包装
紙コップ、紙製の皿 燃えるごみ 雑がみ 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
カミソリ 金属類 刃は紙等に包んで出す
紙粘土 燃えるごみ
紙パック（内側が白いもの） 燃えるごみ 紙パック 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
紙パック（内側が白いもの以外） 燃えるごみ その他の紙製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
カメラ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ガラス 陶磁器・ガラス 割れたガラスは紙等に包んで出す

ガラスクリーナー（スプレータイプ）金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町町資源回
収ステーションへ

枯葉、刈草 燃えるごみ

革製品（靴・かばん・ベルト等） 燃えるごみ 金属部分は金属類用袋に（金属部分がとれない場合は燃える
ごみ）

瓦 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
缶（飲料用、食用） 金属類 缶 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
缶（飲料用、食用以外） 金属類

換気扇 金属類 小型家電 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません、プ
ラスチック部分は燃えるごみ用袋に

乾燥剤（シリカゲル）、脱酸素剤 燃えるごみ
乾電池（使い捨て式） 乾電池 乾電池 町資源回収ステーション又は公共施設の回収箱へ
乾電池（充電式） 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ

き

キーボード（楽器） 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば金属類用
キーボード（パソコン用） 金属類 小型家電
木・剪定した枝 燃えるごみ 生木：直径 10cm、枯木：直径 20cm 程度
着物 燃えるごみ 古着
牛乳パック（内側が白いもの） 燃えるごみ 紙パック 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
金庫（耐火式） 処理困難物 専門の処理業者に依頼
金庫（手提げ式） 金属類

く

クーラーボックス（ハードタイプ）粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
クーラーボックス（ソフトタイプ）燃えるごみ
空気入れ（自転車用） 金属類
空気清浄機（家庭用） 金属類 小型家電
空気清浄機のフィルター 燃えるごみ
草刈り機 金属類 小型家電 エンジン式は油類はカラにする。電気式は小型家電として回収
薬（錠剤・カプセルなど） 燃えるごみ
薬のびん（飲み薬） 陶磁器・ガラス びん 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません
靴 燃えるごみ
グラス 陶磁器・ガラス

車の部品類 処理困難物 修理業者、自動車ディーラー、販売店など専門の処理業者に
依頼

グローランプ（点灯管） 金属類
グローブ（野球用等） 燃えるごみ

け

ケーブル（延長コード等） 金属類 小型家電
ゲーム機（家庭用） 金属類 小型家電
ゲームソフト（カセット式） 金属類
蛍光管 蛍光管 蛍光管 町資源回収ステーションへ 割れたものは金属類用の袋に
珪藻土製品 燃えるごみ メーカー回収対象品ではないか必ず確認してください
携帯音楽プレイヤー 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
携帯電話 金属類 小型家電 町資源回収ステーションまたは販売店による店頭回収
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分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

か

花びん（ガラス・陶磁器製） 陶磁器・ガラス 木製は燃えるごみ用の袋に
紙箱 燃えるごみ 紙製容器包装
紙コップ、紙製の皿 燃えるごみ 雑がみ 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
カミソリ 金属類 刃は紙等に包んで出す
紙粘土 燃えるごみ
紙パック（内側が白いもの） 燃えるごみ 紙パック 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
紙パック（内側が白いもの以外） 燃えるごみ その他の紙製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
カメラ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ガラス 陶磁器・ガラス 割れたガラスは紙等に包んで出す

ガラスクリーナー（スプレータイプ）金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町町資源回
収ステーションへ

枯葉、刈草 燃えるごみ

革製品（靴・かばん・ベルト等） 燃えるごみ 金属部分は金属類用袋に（金属部分がとれない場合は燃える
ごみ）

瓦 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
缶（飲料用、食用） 金属類 缶 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
缶（飲料用、食用以外） 金属類

換気扇 金属類 小型家電 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません、プ
ラスチック部分は燃えるごみ用袋に

乾燥剤（シリカゲル）、脱酸素剤 燃えるごみ
乾電池（使い捨て式） 乾電池 乾電池 町資源回収ステーション又は公共施設の回収箱へ
乾電池（充電式） 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ

き

キーボード（楽器） 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば金属類用
キーボード（パソコン用） 金属類 小型家電
木・剪定した枝 燃えるごみ 生木：直径 10cm、枯木：直径 20cm 程度
着物 燃えるごみ 古着
牛乳パック（内側が白いもの） 燃えるごみ 紙パック 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
金庫（耐火式） 処理困難物 専門の処理業者に依頼
金庫（手提げ式） 金属類

く

クーラーボックス（ハードタイプ）粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
クーラーボックス（ソフトタイプ）燃えるごみ
空気入れ（自転車用） 金属類
空気清浄機（家庭用） 金属類 小型家電
空気清浄機のフィルター 燃えるごみ
草刈り機 金属類 小型家電 エンジン式は油類はカラにする。電気式は小型家電として回収
薬（錠剤・カプセルなど） 燃えるごみ
薬のびん（飲み薬） 陶磁器・ガラス びん 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません
靴 燃えるごみ
グラス 陶磁器・ガラス

車の部品類 処理困難物 修理業者、自動車ディーラー、販売店など専門の処理業者に
依頼

グローランプ（点灯管） 金属類
グローブ（野球用等） 燃えるごみ

け

ケーブル（延長コード等） 金属類 小型家電
ゲーム機（家庭用） 金属類 小型家電
ゲームソフト（カセット式） 金属類
蛍光管 蛍光管 蛍光管 町資源回収ステーションへ 割れたものは金属類用の袋に
珪藻土製品 燃えるごみ メーカー回収対象品ではないか必ず確認してください
携帯音楽プレイヤー 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
携帯電話 金属類 小型家電 町資源回収ステーションまたは販売店による店頭回収

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

け

携帯電話のバッテリー バッテリー バッテリー 町資源回収ステーションまたは販売店による店頭回収
化粧品のびん 陶磁器・ガラス びん
化粧品のびんのふた（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
血圧計（電動） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ケミカルライト（使い捨てペンライト）燃えるごみ
鍵盤ハーモニカ 金属類

　
こ

コード（電気コード） 金属類 小型家電
コードリール 金属類 小型家電
コーヒーメーカー 金属類 小型家電
碁石 処理困難物 専門の処理業者に依頼。プラ製は燃えるごみ用の袋に
小型電気製品 金属類 小型家電
ござ 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
こたつ・こたつ板 粗大ごみ
こたつ布団 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
コップ（ガラス製） 陶磁器・ガラス 割れたガラスは紙等に包んで出す
碁盤（木製、プラ製） 燃えるごみ
ゴム手袋・ゴム長靴 燃えるごみ
ゴルフクラブ・ゴルフバッグ 粗大ごみ ゴルフクラブをバッグの中に入れて１点
ゴルフボール 燃えるごみ
コンタクトレンズ 燃えるごみ
コンクリートがら・コンクリートブロック 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）

コンポ（オーディオ） 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

コンポスト容器 粗大ごみ
コンロ（電気式） 金属類 小型家電

さ

座椅子 粗大ごみ
酒パック 燃えるごみ その他の紙製容器包装
サッカーボール 燃えるごみ
雑誌・古本 燃えるごみ 雑誌
殺虫剤（燻煙式） 金属類 中身は使い切って出す。プラ製は燃えるごみ用の袋に
座布団 燃えるごみ
皿（陶器製） 陶磁器・ガラス 金属製は金属類用の袋に。紙製、プラ製は燃えるごみ用の袋に。
ざる（金属製） 金属類 プラ製は燃えるごみ用の袋に
サングラス 燃えるごみ ガラス製レンズは陶磁器・ガラス用の袋に

し

シーツ 燃えるごみ
ＣＤ・ＣＤケース 燃えるごみ

ＣＤプレイヤー 金属類 小型家電 電池は抜いて出す。木や布が使われているものは町資源回収
ステーションで回収できません

シェーバー（電動） 金属類 小型家電 電池を抜いて出す。手動は金属類の袋に
磁石 金属類 マグネットシートは燃えるごみ用の袋に
下着 燃えるごみ
湿気取り器（使い捨て） 燃えるごみ 水を捨ててから出す
自転車 粗大ごみ
写真・ネガ 燃えるごみ
シャンプーボトル 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
ジューサー・ミキサー 金属類 小型家電
じゅうたん 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
充電器 金属類 小型家電
消火器 消火器 消火器リサイクルにより処理（11ページ）
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分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

し

消火器（エアゾール） 金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町資源回収
ステーションへ

焼却灰 処理困難物 専門の処理業者に依頼
浄水器カートリッジ（プラ製） 燃えるごみ 金属製の物であれば金属類
照明器具 金属類 小型家電 プラスチック製カバーは外して燃えるごみ
食用油 燃えるごみ 廃食用油 燃えるごみで出す時は布・新聞紙などに染み込ませる
食器乾燥機 粗大ごみ 小型家電
除湿機 粗大ごみ 資源回収ステーションでは回収できません
新聞（折込チラシ含む） 燃えるごみ 新聞

す

水槽（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に
水筒（金属製） 金属類 プラ製は燃えるごみ用の袋に
炊飯器 金属類 小型家電
スキー板 粗大ごみ スキー板とストックとブーツのセットで１点
スキー靴 燃えるごみ
硯（すずり） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ
スーツケース 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

ステレオ 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

ストーブ（石油・電気・ガス） 金属類 小型家電 灯油、電池は抜いて出す
砂・土 処理困難物 専門の処理業者に依頼
スノーボード 粗大ごみ ボードとブーツのセットで１点

スピーカー 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

スプーン 金属類

スプレー缶 金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町資源回収
ステーションへ

炭 燃えるごみ

せ

石油ストーブ・石油ファンヒーター 粗大ごみ 小型家電 灯油、電池は抜いて出す
石膏ボード 処理困難物 専門の処理業者に依頼
洗剤容器 (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
洗濯機 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
洗濯ばさみ 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
扇風機 金属類 小型家電
栓抜き 金属類
洗面器（プラ製） 燃えるごみ
洗面化粧台（陶磁器製） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼

そ
掃除機 金属類 小型家電
ソース等の容器 (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
ソファー 粗大ごみ 単体で１個

た

体温計（水銀入り） 水銀体温計 水銀体温計 町資源回収ステーション
体温計（電池式） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
体重計（デジタル） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
タイヤ（自動車用） 処理困難物 販売店または自動車ディーラーなど専門の処理業者に依頼
タイヤ（自転車・一輪車用） 燃えるごみ
タイルカーペット 燃えるごみ
タイル 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
畳 粗大ごみ
脱臭剤 (冷蔵庫用等 ) 燃えるごみ
卵パック (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装
段ボール 燃えるごみ 段ボール
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分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

し

消火器（エアゾール） 金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町資源回収
ステーションへ

焼却灰 処理困難物 専門の処理業者に依頼
浄水器カートリッジ（プラ製） 燃えるごみ 金属製の物であれば金属類
照明器具 金属類 小型家電 プラスチック製カバーは外して燃えるごみ
食用油 燃えるごみ 廃食用油 燃えるごみで出す時は布・新聞紙などに染み込ませる
食器乾燥機 粗大ごみ 小型家電
除湿機 粗大ごみ 資源回収ステーションでは回収できません
新聞（折込チラシ含む） 燃えるごみ 新聞

す

水槽（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に
水筒（金属製） 金属類 プラ製は燃えるごみ用の袋に
炊飯器 金属類 小型家電
スキー板 粗大ごみ スキー板とストックとブーツのセットで１点
スキー靴 燃えるごみ
硯（すずり） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ
スーツケース 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

ステレオ 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

ストーブ（石油・電気・ガス） 金属類 小型家電 灯油、電池は抜いて出す
砂・土 処理困難物 専門の処理業者に依頼
スノーボード 粗大ごみ ボードとブーツのセットで１点

スピーカー 金属類 小型家電 木や布が使われているものは町資源回収ステーションで回収
できません

スプーン 金属類

スプレー缶 金属類 スプレー缶 使いきってないもの、穴をあけられないものは、町資源回収
ステーションへ

炭 燃えるごみ

せ

石油ストーブ・石油ファンヒーター 粗大ごみ 小型家電 灯油、電池は抜いて出す
石膏ボード 処理困難物 専門の処理業者に依頼
洗剤容器 (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
洗濯機 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
洗濯ばさみ 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
扇風機 金属類 小型家電
栓抜き 金属類
洗面器（プラ製） 燃えるごみ
洗面化粧台（陶磁器製） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼

そ
掃除機 金属類 小型家電
ソース等の容器 (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
ソファー 粗大ごみ 単体で１個

た

体温計（水銀入り） 水銀体温計 水銀体温計 町資源回収ステーション
体温計（電池式） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
体重計（デジタル） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
タイヤ（自動車用） 処理困難物 販売店または自動車ディーラーなど専門の処理業者に依頼
タイヤ（自転車・一輪車用） 燃えるごみ
タイルカーペット 燃えるごみ
タイル 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
畳 粗大ごみ
脱臭剤 (冷蔵庫用等 ) 燃えるごみ
卵パック (プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装
段ボール 燃えるごみ 段ボール

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

ち

着火用ライター（チャッカマン等) 金属類 使い捨てライター 使いきってないものは町資源回収ステーションへ
茶碗（陶磁器製） 陶磁器・ガラス
注射針 医療廃棄物 医療機関や専門の処理業者に依頼
注射器 (プラ製 ) 燃えるごみ 注射針は必ず外すこと
チラシ 燃えるごみ 新聞

つ

つえ (木製・プラ製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
使い捨てライター 金属類 使い捨てライター 使いきってないものは町資源回収ステーションへ
漬け物石 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
机（テーブル） 粗大ごみ
つっぱり棒（金属製） 金属類 プラ製は燃えるごみ用の袋に
土・砂 処理困難物 専門の処理業者に依頼

て

ＤＶＤ・ＤＶＤケース 燃えるごみ
ＤＶＤプレーヤー 金属類 小型家電
デジタルカメラ 金属類 小型家電 電池・バッテリーは抜いて出す
鉄アレイ 処理困難物 美化センター直接持込なら可
手鏡 陶磁器・ガラス フレーム等はできるだけ外す
テニスボール 燃えるごみ
テレビ 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
テレビゲーム機 金属類 小型家電
テレビ台 粗大ごみ
電気あんか 金属類 小型家電

電気カーペット 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ。リモコンやケーブルは金
属類用の袋に

電気コード(延長コード、ケーブル等) 金属類 小型家電
電気ポット 金属類 小型家電

電気毛布 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ。リモコンやケーブルは金
属類用の袋に

電球 金属類 蛍光管 LED電球は金属類
電子タバコ 小型家電 小型家電 電池・バッテリーは抜いて出す。電子タバコ専用の箱へ
電子ピアノ・電子オルガン 粗大ごみ
電子レンジ 金属類 小型家電
電卓 金属類 小型家電
電池 乾電池 他 乾電池 他 町資源回収ステーションへ
電動歯ブラシ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す。ブラシ部分は外して燃えるごみ用の袋に

天ぷら油 燃えるごみ 廃食用油 燃えるごみで出す場合は紙や布に染み込ませるか、凝固剤で
固めて出す。

電話機 金属類 小型家電

と

トースター 金属類 小型家電

トイレの便座 (電動 ) 金属類 衛生上の問題から町資源回収ステーションでは回収できませ
ん。

トイレの便座 (プラ製 ) 燃えるごみ
陶磁器類（茶碗・花びんなど） 陶磁器・ガラス
灯油 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
灯油ポンプ (電動 ) 金属類 小型家電 電池は抜いて出す。手動は燃えるごみ用の袋に
時計 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
土鍋 陶磁器・ガラス
ドライヤー 金属類 小型家電

塗料 処理困難物 専門の処理業者に依頼。少量であれば布等に吸わせて燃える
ごみ用の袋に

塗料の缶（家庭で使用） 金属類 中身を使い切って出す



27

分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

と

トレイ（白色） 燃えるごみ 白色トレイ 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
トレイ（白色以外） 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
トレイ・お盆（木製・プラ製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
ドレッシングの容器（プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。

な
ナイフ・なた 金属類 刃は紙等に包んで出す
長靴 燃えるごみ
鍋 金属類 土鍋・ガラス鍋は陶磁器・ガラス用の袋に

に
ニカド電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ
ニッケル水素電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ
人形ケース（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に

ぬ
ぬいぐるみ 燃えるごみ
布 燃えるごみ

ね

ネクタイ 燃えるごみ
猫の砂 燃えるごみ 商品に燃えないごみと表示してあっても燃えるごみ
寝袋 燃えるごみ
粘土 燃えるごみ

の

農機具（耕運機など大型のもの） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
農機具（草刈り機など小型のもの）粗大ごみ 小型家電 電気で動くもの以外は町資源回収ステーションで回収不可

農薬 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼。少量であれば布等に吸
わせて燃えるごみ用の袋に

農薬のびん 陶磁器・ガラス 中身は必ず洗う。フタは外す
のこぎり 金属類 刃は紙等に包んで出す

は

灰（焼却灰） 処理困難物 専門の処理業者に依頼
バイク 二輪車 二輪車リサイクルにより処理（11ページ）

廃油（ガソリン、灯油など ) 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼。少量であれば布等に吸
わせて燃えるごみ用の袋に

バケツ（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
はさみ 金属類
はし（竹製はし、塗りばし） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
パソコン パソコン 小型家電 パソコンリサイクルにより処理（10ページ）
パソコン周辺機器（プリンタ・キーボードなど）金属類 小型家電

パソコン用ディスプレイ パソコン 小型家電 パソコンリサイクルにより処理（10ページ）ブラウン管式は
除く

バッテリー バッテリー バッテリー 町資源回収ステーションへ
バット (野球用　木製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に。
発泡スチロール 燃えるごみ
発泡スチロール（電化製品などの緩衝材）燃えるごみ プラスチック製容器包装 10cm程度に細かくする
花火（家庭用） 燃えるごみ 必ず水に濡らして発火しないようにする
刃物 金属類 刃は紙等で包んで出す
パラボラアンテナ 金属類
ハンガー（プラ製、木製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

ひ

ビールびん 陶磁器・ガラス びん
ピアノ（電子ピアノは除く） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
ひげそり（プラ製） 燃えるごみ 刃は紙等に包んで出す。金属製は金属類用の袋に
ひげそり（電動） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ビデオカメラ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ビデオテープ・ケース 燃えるごみ
ビニールテープ・ビニールひも 燃えるごみ

ビニールポット（花苗等のポット）燃えるごみ プラスチック製容器包装 プラマークが付いていないもの、汚れたものは町資源回収ス
テーションでは回収できません。
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分別早見表分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

と

トレイ（白色） 燃えるごみ 白色トレイ 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
トレイ（白色以外） 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
トレイ・お盆（木製・プラ製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
ドレッシングの容器（プラ製 ) 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。

な
ナイフ・なた 金属類 刃は紙等に包んで出す
長靴 燃えるごみ
鍋 金属類 土鍋・ガラス鍋は陶磁器・ガラス用の袋に

に
ニカド電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ
ニッケル水素電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ
人形ケース（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に

ぬ
ぬいぐるみ 燃えるごみ
布 燃えるごみ

ね

ネクタイ 燃えるごみ
猫の砂 燃えるごみ 商品に燃えないごみと表示してあっても燃えるごみ
寝袋 燃えるごみ
粘土 燃えるごみ

の

農機具（耕運機など大型のもの） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
農機具（草刈り機など小型のもの）粗大ごみ 小型家電 電気で動くもの以外は町資源回収ステーションで回収不可

農薬 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼。少量であれば布等に吸
わせて燃えるごみ用の袋に

農薬のびん 陶磁器・ガラス 中身は必ず洗う。フタは外す
のこぎり 金属類 刃は紙等に包んで出す

は

灰（焼却灰） 処理困難物 専門の処理業者に依頼
バイク 二輪車 二輪車リサイクルにより処理（11ページ）

廃油（ガソリン、灯油など ) 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼。少量であれば布等に吸
わせて燃えるごみ用の袋に

バケツ（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
はさみ 金属類
はし（竹製はし、塗りばし） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
パソコン パソコン 小型家電 パソコンリサイクルにより処理（10ページ）
パソコン周辺機器（プリンタ・キーボードなど）金属類 小型家電

パソコン用ディスプレイ パソコン 小型家電 パソコンリサイクルにより処理（10ページ）ブラウン管式は
除く

バッテリー バッテリー バッテリー 町資源回収ステーションへ
バット (野球用　木製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に。
発泡スチロール 燃えるごみ
発泡スチロール（電化製品などの緩衝材）燃えるごみ プラスチック製容器包装 10cm程度に細かくする
花火（家庭用） 燃えるごみ 必ず水に濡らして発火しないようにする
刃物 金属類 刃は紙等で包んで出す
パラボラアンテナ 金属類
ハンガー（プラ製、木製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

ひ

ビールびん 陶磁器・ガラス びん
ピアノ（電子ピアノは除く） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
ひげそり（プラ製） 燃えるごみ 刃は紙等に包んで出す。金属製は金属類用の袋に
ひげそり（電動） 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ビデオカメラ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ビデオテープ・ケース 燃えるごみ
ビニールテープ・ビニールひも 燃えるごみ

ビニールポット（花苗等のポット）燃えるごみ プラスチック製容器包装 プラマークが付いていないもの、汚れたものは町資源回収ス
テーションでは回収できません。

品目 区分 町資源回収 
ステーション回収品目

出し方・ワンポイントなど 
★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

ひ

肥料 燃えるごみ

びん 陶磁器・ガラス びん
町資源回収ステーションでは飲食用、化粧品用のみ回収。割
れたもの、汚れたものは町資源回収ステーションで回収でき
ません。

ふ

ファックス 金属類 小型家電
ファンヒーター 粗大ごみ 小型家電 灯油、電池は抜いて出す
フィルム（ネガ） 燃えるごみ
服 燃えるごみ 古着
布団 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
布団カバー 燃えるごみ
布団袋・布団圧縮袋 燃えるごみ
フライパン 金属類
プラスチックケース 燃えるごみ
プランター（プラ製） 燃えるごみ 陶磁器製は陶磁器・ガラス用の袋に
プリンタ（家庭用小型） 金属類 小型家電
ブルーシート 燃えるごみ
ブロック（レンガ含む） 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
フロッピーディスク 燃えるごみ
風呂のいす 燃えるごみ
風呂のふた 粗大ごみ
プロパンガスボンベ 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼

へ

ベッド 粗大ごみ ベッド、マットレスは各１点
ペットボトル 燃えるごみ ペットボトル 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
ペットボトルキャップ 燃えるごみ ペットボトルキャップ 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
ヘッドホン 金属類 小型家電
ペットの砂 燃えるごみ 商品に燃えないごみと表示してあっても燃えるごみ

ベルト 燃えるごみ 金属部分は金属類用袋に（金属部分がとれない場合はまとめ
て燃えるごみ）

便器 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
便座（プラ製） 粗大ごみ
弁当の容器（プラ製） 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。

ほ

ホイール（車） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
防虫剤 燃えるごみ
ボウリングの球 処理困難物 美化センター直接持込なら可
包丁 金属類 刃は紙等に包んで出す
ボウル（プラ製 ) 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
ホース 燃えるごみ 短く切って町指定ごみ袋へ
ホースリール（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
ボール 燃えるごみ
ボタン電池 ボタン電池 ボタン電池 町資源回収ステーションへ
ポット（電気ポット） 金属類 小型家電

ホットカーペット 粗大ごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ。リモコンやケーブルは金
属類用の袋に

ホットプレート 金属類 小型家電
ポリタンク 燃えるごみ 中身を抜いて出す
保冷剤 燃えるごみ
本 燃えるごみ 雑誌
ポンプ（灯油用） 燃えるごみ 電動式は電池を抜いて金属類用の袋に

ま
マウス 金属類 小型家電
マグネット 金属類 マグネットシートは燃えるごみ用の袋に
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●燃えるごみ用（大：35ℓ）　　　●金属類用（大：35ℓ） 
●燃えるごみ用（小：20ℓ）　　　●金属類用（小：20ℓ） 
●陶磁器・ガラス用（大：35ℓ）　●粗大ごみ収集券
●陶磁器・ガラス用（小：20ℓ）　●し尿券（３６ℓ） 

★し尿の汲取り収集業者は地区によって異なります。  （地区は、春木川を境として区分されています。）　　           
★浄化槽の清掃、汚泥の収集運搬については、どちらの業者も利用できます。           

●東海清掃㈱（電話）0561-39-3321

傍示本・白土・西白土・兵庫・三ツ池・祐福寺・
部田・春木台・清水の地区

●日の出衛生保繕㈱（電話）0561-72-0450

諸輪・和合・諸輪住宅・北山台・和合ヶ丘・
白鳥・押草団地・御岳・傍示本の一部（春木川
より北東）の地区

町指定ごみ袋等販売店（令和４年４月現在）14

し尿収集業者（令和４年４月現在）15

分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

ま
マッチ 燃えるごみ 必ず水に濡らして発火しないようにする
マットレス 粗大ごみ
まな板 燃えるごみ

み
ミキサー 金属類 小型家電
ミシン 金属類 小型家電 足踏みミシンは粗大ごみ

む 虫めがね（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に

め
めがね（プラ製） 燃えるごみ ガラス製レンズで取外し可能な場合は陶磁器・ガラス用の袋

に。
めがねケース（木製・布製・プラ製）燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
目覚まし時計 金属類 小型家電 電池は抜いて出す

も
毛布 燃えるごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
物干し竿 粗大ごみ 棒状のものは５本までで１点
物干し台 粗大ごみ 一対（２台）で１点

や
やかん 金属類
やすり（金属製） 金属類 紙やすりは燃えるごみ用の袋に
薬品類（劇薬類） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼

ゆ

ＵＳＢメモリ 金属類 小型家電
遊具（家庭用ブランコ・滑り台） 粗大ごみ
湯たんぽ（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に。陶器製は陶磁器・ガラス用の袋に
湯飲み（陶磁器製） 陶磁器・ガラス

よ
洋服カバー 燃えるごみ
浴槽 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
よしず 粗大ごみ

ら

ライター（金属製） 金属類 中身を使い切って出す
ライター（使い捨て、着火用） 金属類 使い捨てライター 使いきってないものは町資源回収ステーションへ
ラジオ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ラジカセ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ラップの芯 燃えるごみ 雑がみ
ラップの外箱の刃 金属類 紙製は燃えるごみ用の袋に

り

リール（釣り用） 金属類

リチウムイオン電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ、火災の恐れがあるため指定袋に
は絶対入れない

リモコン 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
る ルアー（金属製） 金属類 針は紙等に包んで出す。プラ製は燃えるごみ用の袋に

れ

冷蔵庫 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
冷凍庫 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
レコード盤 燃えるごみ ジャケット（紙製）は町資源回収ステーション回収
レジ袋 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
レジャーシート 燃えるごみ
レンガ 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
レンジパネル（アルミ箔製） 金属類
レンジフードカバー（難燃性フィルター）金属類

ろ
老眼鏡（プラ製） 燃えるごみ ガラス製は陶磁器・ガラス用の袋に
ローラースケート 金属類

わ

ワープロ 金属類 小型家電
ワインセラー（ワイン庫） 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）

割りばし 燃えるごみ 木製の割りばし 木製以外のもの、汚れたもの、焦げたものは町資源回収ステー
ションで回収不可
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●燃えるごみ用（大：35ℓ）　　　●金属類用（大：35ℓ） 
●燃えるごみ用（小：20ℓ）　　　●金属類用（小：20ℓ） 
●陶磁器・ガラス用（大：35ℓ）　●粗大ごみ収集券
●陶磁器・ガラス用（小：20ℓ）　●し尿券（３６ℓ） 

★し尿の汲取り収集業者は地区によって異なります。  （地区は、春木川を境として区分されています。）　　           
★浄化槽の清掃、汚泥の収集運搬については、どちらの業者も利用できます。           

●東海清掃㈱（電話）0561-39-3321

傍示本・白土・西白土・兵庫・三ツ池・祐福寺・
部田・春木台・清水の地区

●日の出衛生保繕㈱（電話）0561-72-0450

諸輪・和合・諸輪住宅・北山台・和合ヶ丘・
白鳥・押草団地・御岳・傍示本の一部（春木川
より北東）の地区

町指定ごみ袋等販売店（令和４年４月現在）14

し尿収集業者（令和４年４月現在）15

分別早見表
品目 区分 町資源回収 

ステーション回収品目
出し方・ワンポイントなど 

★ 町指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ 

ま
マッチ 燃えるごみ 必ず水に濡らして発火しないようにする
マットレス 粗大ごみ
まな板 燃えるごみ

み
ミキサー 金属類 小型家電
ミシン 金属類 小型家電 足踏みミシンは粗大ごみ

む 虫めがね（ガラス製） 陶磁器・ガラス プラ製は燃えるごみ用の袋に

め
めがね（プラ製） 燃えるごみ ガラス製レンズで取外し可能な場合は陶磁器・ガラス用の袋

に。
めがねケース（木製・布製・プラ製）燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
目覚まし時計 金属類 小型家電 電池は抜いて出す

も
毛布 燃えるごみ 町指定ごみ袋に入れば燃えるごみ
物干し竿 粗大ごみ 棒状のものは５本までで１点
物干し台 粗大ごみ 一対（２台）で１点

や
やかん 金属類
やすり（金属製） 金属類 紙やすりは燃えるごみ用の袋に
薬品類（劇薬類） 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼

ゆ

ＵＳＢメモリ 金属類 小型家電
遊具（家庭用ブランコ・滑り台） 粗大ごみ
湯たんぽ（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に。陶器製は陶磁器・ガラス用の袋に
湯飲み（陶磁器製） 陶磁器・ガラス

よ
洋服カバー 燃えるごみ
浴槽 処理困難物 販売店または専門の処理業者に依頼
よしず 粗大ごみ

ら

ライター（金属製） 金属類 中身を使い切って出す
ライター（使い捨て、着火用） 金属類 使い捨てライター 使いきってないものは町資源回収ステーションへ
ラジオ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ラジカセ 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
ラップの芯 燃えるごみ 雑がみ
ラップの外箱の刃 金属類 紙製は燃えるごみ用の袋に

り

リール（釣り用） 金属類

リチウムイオン電池 充電式電池 充電式電池 町資源回収ステーションへ、火災の恐れがあるため指定袋に
は絶対入れない

リモコン 金属類 小型家電 電池は抜いて出す
る ルアー（金属製） 金属類 針は紙等に包んで出す。プラ製は燃えるごみ用の袋に

れ

冷蔵庫 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
冷凍庫 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）
レコード盤 燃えるごみ ジャケット（紙製）は町資源回収ステーション回収
レジ袋 燃えるごみ プラスチック製容器包装 汚れたものは町資源回収ステーションで回収できません。
レジャーシート 燃えるごみ
レンガ 処理困難物 美化センター直接持込かつ少量なら可（30㎝以内）
レンジパネル（アルミ箔製） 金属類
レンジフードカバー（難燃性フィルター）金属類

ろ
老眼鏡（プラ製） 燃えるごみ ガラス製は陶磁器・ガラス用の袋に
ローラースケート 金属類

わ

ワープロ 金属類 小型家電
ワインセラー（ワイン庫） 家電４品目 家電リサイクル法対象品目（9ページ）

割りばし 燃えるごみ 木製の割りばし 木製以外のもの、汚れたもの、焦げたものは町資源回収ステー
ションで回収不可

地区 販売店名
可燃ごみ袋 金属類 陶磁器 粗

大
ご
み
収
集
件

し
尿
券

地区 販売店名
可燃ごみ袋 金属類 陶磁器 粗

大
ご
み
収
集
件

し
尿
券大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小

諸輪

みよし漢方薬局　三郷堂 〇 〇 〇 〇

日進市

中部薬品V・drug 米野木店 〇 〇 〇 〇 〇
ミニストップ東郷諸輪店 〇 〇 〇 〇 フィール日進店 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷諸輪東店 〇 〇 〇 〇 フェルナ赤池店 〇 〇 〇
セブンイレブン東郷諸輪木戸西店 〇 〇 〇 〇 〇 スギドラッグ　フィール日進店 〇 〇 〇 〇
ローソン東郷諸輪店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 マックスバリュ米野木店 〇 〇 〇 〇 〇

和合

宅配とまと 〇 〇 〇 中部薬品V・drug 日進栄店 〇 〇 〇 〇
イーストプラザいこまい館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ホームセンターコーナン日進店 〇 〇 〇
セブンイレブン東郷いこまい館前店 〇 〇 〇 〇 〇 濱島金物店 〇 〇 〇 〇
セブンイレブン東郷町和合北蚊谷店 〇 〇 〇 〇 〇 サンドラッグ日進駅前店 〇 〇 〇
ファミリーマート　東郷町和合店 〇 〇 〇 〇 セブンイレブン日進梨子ノ木店 〇 〇 〇 〇

傍示本

あいち尾東農業協同組合東郷グリーンセンター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ドラッグスギヤマ米野木店 〇 〇 〇 〇 〇
東郷堂 〇 〇 〇 〇 〇 コープ日進店 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷山崎店 〇 〇 〇 〇 〇 スギ薬局赤池店 〇 〇 〇 〇 〇
平和堂　ららぽーと愛知東郷店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Ｖドラッグ赤池店 〇 〇 〇 〇 〇
ビー・アンド・ディードラックストア東郷店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ファミリーマート日進東山店 〇 〇 〇 〇

祐福寺・
部田

ローソン東郷春木太子店 〇 〇 〇 〇 イトーヨーカドー赤池店 〇 〇 〇 〇
石川食品 〇 〇 〇 〇 〇 〇

みよし市

セブンイレブンみよし黒笹店 〇 〇 〇 〇 〇
くすりの松山 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ウエルシアみよし蜂ヶ池店 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷春木店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 フェルナ三好姥子店 〇 〇
ファミリーマート東郷清水ヶ根店 〇 〇 〇 〇 フィール三好店 〇 〇 〇 〇 〇

白土・
西白土

梅林商会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ＤＣＭカーマ三好インター店 〇 〇 〇 〇
ミニストップ音貝店 〇 〇 〇 〇 セブンイレブン福田町店 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷白土店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ドラッグスギヤマ三好店 〇 〇 〇 〇 〇
ローソン東郷春木藤坂店 〇 〇 〇 〇 〇 ファミリーマート三好井之口店 〇 〇 〇 〇
ローソン東郷西白土店 〇 〇 〇 〇 〇 イオン三好店 〇 〇 〇 〇 〇
ディスカウントドラッグコスモス東郷店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ベイシア三好店 〇 〇 〇 〇 〇

白鳥・
押草団地

ファミリーマート東郷白鳥店 〇 〇 〇 〇 〇 ローソンみよし木之本店 〇 〇 〇
諸輪米穀白鳥店 〇 〇 〇 〇

名古屋市

アピタ緑店 〇 〇 〇
アオキスーパー白鳥店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ヤマナカ白土フランテ館 〇 〇 〇 〇 〇
パレマルシェ東郷店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 スギ薬局白土店 〇 〇 〇 〇
ドラッグユタカ東郷店 〇 〇 〇 〇 ドラッグスギヤマ神の倉店 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷高嶺店 〇 〇 〇 〇 〇 サンドラッグ神の倉店 〇 〇 〇

春木台 セブンイレブン東郷町春木台店 〇 〇 〇 〇 〇 刈谷市 ピアゴ井ケ谷店 〇 〇 〇
北山台 ファミリーマート東郷諸輪店 〇 〇 〇 〇 〇 豊田市 イオン高橋店 〇 〇

三ッ池・
兵庫・
清水

スギドラッグ東郷西店 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷三ツ池三丁目店 〇 〇 〇 〇
Ｖドラッグ中部薬品東郷西店 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
セブンイレブン東郷三ツ池４丁目店 〇 〇 〇 〇
ファミリーマート東郷町新池店 〇 〇 〇 〇 〇
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のことなら

土地・戸建・マンション

ご相談無料！ご査定も無料！

東郷町ゴミと資源の分け方 _住工房様

制　作
初稿 -校 校了

1
18

お客様名-サイズ

住工房様-85×45mm
メディア

ゴミと資源の分け方
掲載箇所

東郷町

C ※出力したプリンターのインク・紙質の関係で、
　実際の出来上がりとは色合いが異なる場合があります。M Y CM MY CY K K K K

100 70 50 30
K
10

※校了後、行政による広告審査で訂正の指示が入る場合があります。




