
品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

ゴルフ用品

クラブ 粗大ごみ

シャフト（柄）が金属製のアイアン・シャ
フトとフェースが金属製のパターは金物
類。氏名を記入した荷札を付けて出す。リ
サイクル店を利用しましょう

バック 粗大ごみ
ボール
マット（練習用） 燃やすごみ 金属は金物類

コンクリートブロック 破砕ガラ 埋立 大量にある場合は業者へ相談
コンセントコード 金属 金物類

コンタクトレンズ
ガラス 埋立
ガラス以外 燃やすごみ

コンディショナーの容器 プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。ふた・ポンプも容器プラ

コンテナ

プラスチック 粗大ごみ

営農用 収集しない

JA の農業用廃プラスチック回収または産
業廃棄物処理業者に相談を。事業活動で生
じた農業用プラスチック廃材はすべて産業
廃棄物です

コンパクトケース 化粧品 埋立 できるだけ金づちでガラスを割り、ガラス
は埋立。プラスチックは燃やすごみ

コンパクトディスク
（ＣＤ） 燃やすごみ

コンパス（文房具） 金属 金物類

コンビニ弁当
容器・包装 容器プラ 外装フィルム・容器・調味液袋・スプーン

等の袋・レジ袋、洗って出す

付属品 燃やすごみ スプーン・バラン（緑色のプラスチック）・
フォーク

コンピューターゲーム
本体 廃家電

できるだけリサイクル店を利用しましょう
ソフト

コンポ 電化製品 廃家電 木製は粗大ごみ（有料家電）

コンポスト容器 生ごみ堆肥化容器 粗大ごみ 畑がある方はできるだけコンポストで生ご
みを処理しましょう

コンロ
電気 廃家電
ガス 金物類 着脱式ガスボンベを使用するもの

さ
サーフボード 粗大ごみ
サイクリングマシン 大型ごみ 金物類
サイコロ プラスチック 燃やすごみ
座椅子 大型ごみ 粗大ごみ
裁断くず 布 燃やすごみ 古布には出せない
サイドボード（家具） 大型ごみ 粗大ごみ
サインペン プラスチック 燃やすごみ
財布 革・プラスチック 燃やすごみ

作業服 衣類 古布

事業者が出すことはできません。事業系の
ごみは、廃棄物処理法により自らの責任に
おいて適正に処理しなければならないとさ
れています（法第 3 条）。直接処理施設へ
搬入するか、一般廃棄物（事業系ごみ）許
可業者へ直接依頼してください



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

酒パック
紙マークあり 紙製容器

があれば内側が銀色でも紙製容器。中
をゆすぐ。口栓のプラスチックは外さなく
て良い。牛乳パックのように開いて乾かさ
なくても良い。口栓・ふたは容器プラ

紙パックと表示 店頭回収・雑紙 牛乳パックのように切り開いて乾かす。口
栓のプラスチックは取外して容器プラ

酒びん びん びん類
中をゆすぐ。ラベルは取らなくて良い。一
升びんはできるだけ酒屋で引取ってもらい
ましょう

刺身の血取りシート
紙 燃やすごみ 紙のように見えて紙でないものがほとんど

なので注意する

プラスチック 容器プラ 必ず良く洗い乾かす。色が落ちなくても良
い

座敷ぼうき 木製・プラスチック 燃やすごみ
座卓 大型ごみ 粗大ごみ

雑誌 紙 雑紙 カタログやチラシなどと一緒にひもで十文
字にしばって出す

サッシの枠 大型ごみ 金物類 氏名を記入した荷札を付けて出す

殺虫剤の容器
缶 金物類 スプレー缶は必ず穴をあける。スプレーノ

ズル・ふたは容器プラ
びん 埋立 中をゆすぐ
プラスチック 容器プラ ノズル・ふたは容器プラ

座布団 布団・プラスチック 粗大ごみ（布団類） 専用袋に入れば燃やすごみ

サポーター ナ イ ロ ン・ プ ラ ス
チック 燃やすごみ スポーツ用・腰痛ベルト・ローラースケー

ト用など

皿
ガラス・陶器 埋立
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

サラダオイルの容器
缶 金物類 使い切る

プラスチックボトル 容器プラ ペットボトルではない、洗剤を入れて中を
ゆすぐ、ふたも容器プラ

サランラップ

ラップフィルム 燃やすごみ

家庭で使うラップは商品そのものなので容
器プラの対象外。商品の包装に使われるも
のであって、商品が消費されるか、商品と
し分離された場合に不要となるものは容器
プラへ

紙箱 紙製容器 あり、刃が金物であれば金物類へ

芯 雑紙 雑誌やチラシなどの間に挟むか、紙袋に入
れて、ひもで十文字にしばって出す

ざる
木・竹・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

三角コーナー
金属 金物類

生ごみをつけたまま出さない、必ず洗う
プラスチック 燃やすごみ

三角コーナー水切りネッ
ト 紙・プラスチック 燃やすごみ

三脚 複合素材 粗大ごみ 金属製は金物類

サングラス プラスチック 燃やすごみ フレームが金属製のものは分解する。ガラ
スは埋立



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

サンダル 木・プラスチック 燃やすごみ
サンドペーパー 紙やすり 燃やすごみ

三輪車
金属 金物類
プラスチック 粗大ごみ

し
シーツ 布 古布

ＣＤ
光ディスク・ケース 燃やすごみ

通常の使用で中身の商品と分離してしまう
と商品の持ち運びに支障を来すものとみな
されるため（不要にならない）容器プラに
該当しない。外包みのビニールは容器プラ

プレーヤー 廃家電
CDラジカセ 電化製品 廃家電 電池は取り除く
シート（レジャー用） ナイロン・ビニール 燃やすごみ
シール 紙 燃やすごみ
ジーンズ 衣類 古布
シェーバー（ひげ剃り） 電化製品 廃家電
地下足袋 靴 燃やすごみ
歯間ブラシ プラスチック 燃やすごみ
磁器布団・枕 寝具 粗大ごみ（布団類）
磁器マットレス 寝具 粗大ごみ（布団類）

自在スケール（メジャー）
物差し 金物類
プラスチック 燃やすごみ

磁石 金属 埋立 アルファベッドの U の形の磁石は金物類
下着類 衣類 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ
下敷き プラスチック 燃やすごみ
漆器 木製食器・容器 燃やすごみ

湿気取り剤容器 プラスチック 容器プラ 押入れ用水取りなど。シリカゲル（透明な
粒状の乾燥剤）は燃やすごみ

湿度計 ガラス 埋立 温度計は有害ごみ

湿布薬

本体 燃やすごみ
紙箱・紙袋 紙製容器 あり

透明フィルム 容器プラ 箱や袋に あり
辞典・辞書 紙 雑紙 ひもで十文字にしばる
自転車 大型ごみ 金物類 氏名を記入した荷札を付けて出す

自動車

車体 収集しない 引取業者へ
タイヤ 粗大ごみ 埋立に入れない

ホイール 金物類
タイヤは外す。プラスチック製ホイールカ
バー（金属外す、不可なら粗大ごみ）は燃
やすごみ

芝刈り機（家庭用） 大型ごみ 粗大ごみ
ジャージ 衣類 古布

シャープペンシル
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 金属はできるだけ取り除く

蛇口 金属 金物類



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

写真

紙 燃やすごみ

紙袋 紙製容器 紙マークがなければ雑紙。役務（サービス）
提供は紙容器に該当しないため

CD・ネガ
フィルム 燃やすごみ

フィルムケース 容器プラ

写真立て
木・プラスチック 燃やすごみ
ガラス 埋立

ジャッキ 金物類 専用袋に入らないものは氏名を記入した荷
札を付けて出す

シャベル 金属 金物類・粗大ごみ 木柄は切断し燃やすごみ。金属は金物類、
分解不可は粗大ごみ

しゃもじ 木・竹
プラスチック 燃やすごみ

ジャンパー 衣類 古布
シャンプーの容器 プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。ポンプも容器プラ
シャンプーハット プラスチック 燃やすごみ

週刊誌 紙 雑紙 カタログやチラシなどと一緒にひもで十文
字にしばって出す

ジューサー・ミキサー 電化製品 粗大ごみ（有料家電） ガラスも一緒に出す
シューズケース ナイロン 燃やすごみ

ジュースの容器

紙マークあり 紙製容器 中をゆすぐ。口元のプラスチックは外さな
くてよい。内側が銀色でも紙製容器

缶（中をゆすぐ） 金物類・アルミ缶 アルミはアルミ缶。スチールは金物類

びん びん類 中をゆすぐ。びんのふたは材質によってア
ルミ缶・金物類

ペットボトル ペットボトル

中をゆすぎラベルを剥がす。ふたを取った
とき口元に残るリングはつけたままで良
い。足で踏みつぶして自治会ごみ収集庫の
ビニールバッグに入れる。ふたとラベルは
容器プラ。切ったりマジックで色をつけた
りしたものは燃やすごみ

修正テープ（文房具）
台紙 紙製容器
プラスチック容器 容器プラ

絨毯（じゅうたん） 大型ごみ 粗大ごみ

充電器
携帯電話用 廃家電 機種変更時に販売店で引取ってもらう
その他 廃家電 大型は中平商店（電話）35-2011 へ相談

充電池（充電すれば何度
でも使える電池のこと）

ニカド
役場・購入店の窓口に設置してあるリサイ
クルボックスへ入れる。端子にテープを
貼って絶縁する

ニッケル水素
リチウムイオン

柔軟剤の容器 プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。ふた・ポンプも容器プラ

収納ケース
大型 粗大ごみ
小型 燃やすごみ

数珠
木・プラスチック 燃やすごみ 木やプラスチック以外は素材で分別
その他 埋立

朱肉 硫化水銀 有害ごみ 水銀が使われているので有害ごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

瞬間接着剤容器 プラスチック 容器プラ

使い切る。使いかけは新聞紙等に取り、燃
やすごみ。台紙は紙製容器、外装プラス
チック・ふた・ビニール袋は容器プラ、金
属チューブは埋立

瞬間湯沸かし器 大型ごみ 粗大ごみ
背負い魚籠（びく） 大型ごみ 粗大ごみ 竹製やプラスチック製は燃やすごみ
消火器 有料回収 収集しない 販売店へ
将棋 木・プラスチック 燃やすごみ 将棋盤（大型）は粗大ごみ

定規
木・竹 燃やすごみ
プラスチック 燃やすごみ 金属は取外して金物類
金属 金物

焼却灰 灰 埋立 焼却灰専用袋で出す。他の埋立ごみと混ぜ
ない

焼却炉（家庭用） 大型ごみ 粗大ごみ

障子
紙 燃やすごみ
張り 粗大ごみ

消臭剤（カー用品含む）

金属（缶） 金物類 ふたに「アルミぶた」と書いてあるものは
アルミ缶

中身（炭）
ろ紙（紙以外） 燃やすごみ

中身（炭以外） 埋立
びん びん類 中をゆすぐ。中栓・ふたは容器プラ
プラスチック 容器プラ ふた・容器は容器プラ

消臭スプレー
缶 金物類

最後まで必ず使い切り、穴をあける。穴あ
けは屋外の火気のない場所で行う。スプ
レーノズル・ふたは容器プラ

プラスチック 容器プラ スプレーノズル・ふたは容器プラ

浄水器
電動 廃家電
その他 材質で分別

消毒ポンプ（除草剤用） 背負手動
動力噴霧器 粗大ごみ

除草剤は使い切り、中をゆすぐ（河川や
排水路に流さないこと）。ホースは燃やす
ごみ。動力噴霧器は中平商店（電話）35-
2011 に相談を

消毒用タンク・ホース 営農用 収集しない

JA の農業用廃プラスチック回収または産
業廃棄物処理業者に相談を。事業活動で生
じた農業用プラスチック廃材はすべて産業
廃棄物です

錠前（じょうまえ） 金属 金物類

照明器具・照明スタンド 電化製品 廃家電 蛍光管は水銀が入っているので割らずに有
害ごみ。電球は埋立

醤油（ソース）差し
ガラス・陶器 埋立
プラスチック 燃やすごみ 使いかけのまま出さない。中を洗う

じょうろ
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 金属は取り除く

食パン袋の留め具 プラスチック 容器プラ ビニールの中に針金が入っているものは埋
立



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

食品トレイ（刺身や惣菜
の容器）

白色
容器プラ

できるだけ店頭回収に出す。納豆容器（必
ず洗うこと）は店頭回収に出せないので容
器プラ色・柄つき

食用油の容器

缶 金物類 使い切る

びん（ごま油など） びん類 洗剤を入れて中をゆすぐ。ふたは容器プラ。
取り除けない場合は上ぶただけ取り除く

プラスチック 容器プラ 洗剤を入れて中をゆすぐ

除湿剤
シリカゲル 燃やすごみ
プラスチック 容器プラ ふた・容器は容器プラ。紙は紙容器

除湿機 電化製品 廃家電

食器

ガラス 埋立
木・竹
プラスチック 燃やすごみ

金属 金物類
陶器 埋立

食器乾燥機 電化製品 廃家電
食器棚 家具 粗大ごみ

白髪染め容器

スプレー缶 金物類
必ず穴をあける。穴あけは屋外の火気のな
い場所で行う。スプレーノズル・ふたは容
器プラ

プラスチック 容器プラ
残った液は新聞紙や古布に染み込ませ、容
器の中をゆすぐ。中を洗う。中栓・ふた・
ポンプも容器プラ

シリカゲル 乾燥剤 燃やすごみ ビニール袋に透明な粒状の乾燥剤が入って
いるもの。主成分は二酸化ケイ素

シリコン製品 シリコン 燃やすごみ
シンセサイザー 電化製品 廃家電
シンナー類のビン びん 埋立 薬品を入れたまま出さない

新聞紙
紙 新聞紙 ひもで十文字にしばる。袋に入れない。チ

ラシ等を混ぜない
汚れたもの 燃やすごみ 揚げ物等に使用したもの等

深夜温水器 電化製品 廃家電 工事業者引取りが原則
す

水銀体温計 ガラス 有害ごみ 水銀が使われているので有害ごみ
炊事用手袋 ナイロン 燃やすごみ

水槽

ガラス 埋立 専用袋に入らないものは粗大ごみ
砂・石 埋立
プラスチック
装飾品 燃やすごみ 金属は取外して金物類

水中ポンプ（鑑賞魚用） 電化製品 廃家電
水中めがね プラスチック 燃やすごみ

水筒

ステンレスボトル 金物類

プラスチック製 金物類・燃やすごみ 外側がプラスチックで、中が金属のものは
金物類、プラスチックは燃やすごみ

魔法瓶タイプ 粗大ごみ

炊飯器
ガス 金物類
電化製品 廃家電



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

スーツ 衣類 古布
スーツケース 鞄 粗大ごみ
スカーフ 布 古布
姿見（全身鏡） 家具 粗大ごみ
図鑑 紙 雑紙

スキー用品（リサイクル
店を利用しましょう）

板・ストック
ブーツ 粗大ごみ 金属製ストックは金物類。ブーツは金属と

の複合品のため粗大ごみ
ウエア（綿入り） 燃やすごみ
ウエア（綿なし） 古布
キャリア 粗大ごみ 車の屋根などに取りつけるスキー積載器具

スクーター 自動二輪車 収集しない 指定引取窓口または廃棄二輪車取扱店へ
スケート靴 スポーツ用品 粗大ごみ リサイクル店を利用しましょう

スケートボード スポーツ用品 粗大ごみ 主に一枚の板に車輪が付いた乗り物。スケ
ボー

スケッチブック 紙 雑紙 止め具は外すし、金属は金物類、プラスチッ
クは燃やすごみ

スコップ

木と金属 金物類・燃やすごみ 木柄は切断し燃やすごみ。金属は金物類
金属 金物類 氏名を記入した荷札をつけて出す
プラスチック

（雪かき） 燃やすごみ 専用袋に入れば燃やすごみ

寿司桶 木・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ
寿司巻き（巻きす） 竹・プラスチック 燃やすごみ
硯（すずり） 文房具 埋立

すだれ 竹・籐・プラスチッ
ク 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

スタンプ台
プラスチック 燃やすごみ
プラ製以外 埋立 金属はできるだけ分解して金物類

スチール家具 家具 金物類 氏名を記入した荷札を付けて出す

スチール缶 缶 金物類 あり。中をゆすぐ。磁石にくっつかな
ければアルミ缶

スチールホイール タイヤ鉄製ホイール 金物類 アルミホイールも金物類
スティックシュガーの袋 紙の個袋 紙製容器 ビニール製は容器プラ
スティックのり プラスチック 容器プラ 使いかけのりは取り除く
ステッカー 紙 燃やすごみ

ステッキ（杖）
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

ステレオ 電化製品 廃家電
粗大ごみ（有料家電）

カーステレオも同じ。木製ステレオは粗大
ごみ（有料収集）

ステンレスジャー 保温容器 粗大ごみ 断熱材が入っているので金物類には出せな
い

ステンレスパイプ棚 家具 金物類

ストーブ

電気ストーブ 廃家電

石油ストーブ 廃家電 電気を使わないストーブは金物類。乾電池
は取り除き灯油は完全に抜く

ファンヒーター 廃家電 灯油は完全に抜く
ストッキング 衣類 古布



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

ストップウォッチ 時計 廃家電

ストロー プラスチック 燃やすごみ ストローが入っていたビニール袋は容器プ
ラ

スニーカー 靴 燃やすごみ
スノーダンプ 雪かき 金物類・粗大ごみ 金属製は氏名を記入した荷札を付けて出す

スノーボード スポーツ用品 粗大ごみ ブーツは金属との複合品のため粗大ごみ。
ウエアは古布

簀の子（すのこ） 木・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

スパイクシューズ 金属製
プラスチック 埋立・燃やすごみ 素材で分別。金属製スパイクが取り外せな

ければ埋立
スパナ 工具 金物類
スピーカー 電化製品 粗大ごみ（有料家電） 拡声器のみなら金物類

スプーン
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類
陶器 埋立

スプリング（ばね）
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

スプリングマット 寝具 粗大ごみ

スプレー缶
缶 金物類 必ず穴をあける。金物類のページ参照
プラスチック 容器プラ スプレーノズル・ふたは容器プラ

すべり台（幼児用） 大型ごみ 粗大ごみ
スポーツバッグ 鞄 燃やすごみ
ズボン 衣類 古布

スポンジ プラスチック 燃やすごみ 食器洗い用は乾かして出す。座布団の詰替
え用スポンジも燃やすごみ・金属は金物類

ズボンプレッサー 電化製品 廃家電
炭 炭 燃やすごみ
すりこ木 木 燃やすごみ
スリッパ プラスチック 燃やすごみ
すり鉢 陶器 埋立

せ
請求書 紙 燃やすごみ

整髪剤の容器
スプレー缶 金物類

必ず穴をあける。穴あけは屋外の火気のな
い場所で行う。スプレーノズル・ふたは容
器プラ

びん びん類 中をゆすぐ
プラスチック 容器プラ ふたも容器プラ

制服 衣類 古布

事業者が出すことはできません。事業系の
ごみは、廃棄物処理法により自らの責任に
おいて適正に処理しなければならないとさ
れています（法第 3 条）。直接処理施設へ
搬入するか、一般廃棄物（事業系ごみ）許
可業者へ直接依頼してください

制帽 帽子 燃やすごみ

精米機 大型ごみ 金物類・廃家電 中平商店（電話）35-2011 に相談を
電気精米機は廃家電

生理用品 紙 燃やすごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

蒸篭（せいろ） 蒸し器 燃やすごみ
セーター 衣類 古布
石油タンク 大型ごみ 金物類 中平商店（電話）35-2011 に相談を
石油ポンプ（手動式） プラスチック 燃やすごみ
石鹸（せっけん） 固形石鹸 燃やすごみ
石鹸入れ プラスチック 燃やすごみ ガラス・陶器は埋立。金属は金物類
石膏（せっこう）ボード 建材 粗大ごみ
雪駄（せった・ぞうり） 底がプラ・革製 燃やすごみ

接着剤の容器
金属チューブ 埋立 中身を使いきる。使いかけの中身は新聞等

に取り、燃やすごみ
プラスチック 容器プラ ふたも容器プラ

瀬戸物（せともの） 陶器 埋立
背広 衣類 古布

セロテープ
（セロハンテープ）

カッター台 材質により分別 金属製は金物類。プラ製や木製は燃やすご
み（金属は外す）

芯 雑紙
テープ 燃やすごみ

セロハン（セロファン） 透明フィルム 燃やすごみ

栓
金属 金物類 裏側にコルクやプラがついていても金物類
プラスチック 燃やすごみ

洗顔料の容器 プラスチック 容器プラ チューブは中を洗う。ふたも容器プラ
線香 植物性原料 燃やすごみ

洗剤の容器
紙箱 紙製容器 あり。プラスチック計量スプーンは燃

やすごみ
プラスチック 容器プラ ふたと容器は容器プラ

洗車ブラシ プラスチック 燃やすごみ
扇子 木・竹 燃やすごみ

洗濯かご プラスチック 燃やすごみ
金属製は金物類。木・竹・布などで編んだ
ものは燃やすごみ。専用袋に入らないもの
は粗大ごみ又は直接搬入

洗濯機 家電リサイクル対象
品 収集しない 家電 6 品目のページ参照

洗濯ネット ナイロンなど合成素
材 燃やすごみ

洗濯ばさみ
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 金属は取り除く

栓抜き
金属 金物類
金属以外 埋立

扇風機 電化製品 廃家電

洗面器
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ ガラス・陶器は埋立

洗面台 大型ごみ・陶器 粗大ごみ
そ

造花
紙

燃やすごみ 芯に金属が使われているものは、花などを
切取り、芯は金物類プラスチック



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

さ
行

双眼鏡 複合素材 素材により分別 金属製は金物類。プラ製は金属等を取り外
し燃やすごみ

雑巾 布・不織布 燃やすごみ
掃除機 電化製品 廃家電
掃除機用ごみパック 紙 燃やすごみ
ぞうり プラスチック 燃やすごみ サンダル・スリッパ・雪駄欄を参照

ソース（市販品）の容器 プラマークあり 容器プラ
中をゆすぐ。ふたも容器プラ、ソースを入
れるために買ってきた容器は材質ごとに分
別

ソーラー温水器 大型ごみ 粗大ごみ 工事業者引取りが原則
ソケット（電球用） 複合素材 燃やすごみ 電球は外す
ソファー 大型ごみ 粗大ごみ

ソフトボール
グローブ・ボール 燃やすごみ

バット 金物類・燃やすごみ 金属製は金物類。木製は専用袋に入れば燃
やすごみ

そり 大型ごみ 粗大ごみ
算盤（そろばん） 木・プラスチック 燃やすごみ

た

体温計
水銀式 有害ごみ
電子式 廃家電 デジタル体温計

台紙 紙 紙製容器 クリーニングについてきたものは燃やすごみ
体脂肪計 電化製品 廃家電

体重計
金属製

金物類
金属・プラ複合品
デジタル計 廃家電

タイツ 衣類 古布
台所マット（床用） ナイロン・布 燃やすごみ
耐熱ガラス ガラス 埋立
タイマー 電化製品 廃家電 電池は取り除く

タイヤ
自転車・一輪車用 粗大ごみ 金属は金物類
自動車用 粗大ごみ

タイヤチェーン
金属 金物類
ゴム・非金属 粗大ごみ

タイヤチューブ ゴム 粗大ごみ
タイヤホイール アルミ・鉄 金物類 タイヤから外して出す
太陽熱温水器 大型ごみ 粗大ごみ

タイル 石板 埋立 家屋の解体ごみは解体業者に引取ってもら
う

ダイレクトメール 紙 雑紙・燃やすごみ
親展などのハガキにラミネート加工してあ
る二つ折りや三つ折りの圧着ハガキは燃や
すごみ

田植え機 大型ごみ 金物類 中平商店（電話）35-2011 に相談を

タオル 布 古布 油・泥・ペンキなどで汚れたものは燃やす
ごみ




