
品　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

外装（プラスチック） 容器プラ キャップも容器プラ
内装（缶） 埋立 アルミ袋は容器プラ

アイスクリームの容器 紙 紙容器　
プラスチック 容器プラ

アイスノン（アイス枕） 半固形物 埋立 冷凍庫で冷やして繰り返し使用できるゼリー状の氷枕
アイスピック 金属 金物類 氷を割る千枚通しのような調理器具
アイスボックス 保温・保冷箱 粗大ごみ　 クーラーボックスとも言う、保冷剤は埋立。
アイポッド 電化製品 家電 携帯用音楽プレーヤー
アイロン 電化製品 家電
アイロン台 大型ごみ 粗大ごみ
青焼きコピー紙 感光紙 燃やすごみ 古紙の原料には不向き（禁忌品）、雑紙に入れない。

竹 燃やすごみ
プラスチック 廃プラ

空き缶 アルミ・スチール アルミ缶・金物類 中を洗う、アルミ缶（手でつぶせる缶）と金物類に分別する。煙草を入れない。
空きビン 劇薬・農薬以外 ビン類 口元の色で、透明、茶色、その他の色に分別する。

金属 金物類
プラスチック 廃プラ

アクリル板 板状プラスチック 粗大ごみ 指定袋に入れば廃プラ、業務用は収集しない。
アコーディオンカーテン 大型ごみ 粗大ごみ
畔（あぜ）シート 産業廃棄物 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。

足拭きマット 布・プラスチック 廃プラ 布製でも廃プラ
足揉み機 電化製品 家電
アタッシュケース 硬質鞄 粗大ごみ 書類を入れる箱型のビジネスマン用手提げカバン
アダプター 電源装置 家電
圧縮袋 ビニール 廃プラ
圧着はがき 紙 燃やすごみ 親展などのハガキにビニールがラミネート（張り合わせ）してある二つ折りや三

つ折りのハガキ。古紙の原料には不向き（禁忌品）。

厚手の紙 紙 雑紙 紙マークが表示されていない紙（製容器ではないもの）
油 料理用（少量） 燃やすごみ 紙や布に染み込ませる。または凝固剤を使用する。

モーターオイル 収集しない 購入店へ相談を
油紙 紙 燃やすごみ 桐・荏胡麻（えごま）など乾性油を引いて防水加工した紙、古紙の原料には不

向き（禁忌品）、雑紙に入れない。
金属 金物類 洗剤で油を落として出す
紙・不織布 燃やすごみ 新聞紙で包む

脂取り紙（あぶらとりがみ 紙 燃やすごみ 顔の皮脂などをとるために用いる化粧用の和紙
油の容器（料理） 缶 金物類 使い切って出す

ビン ビン類 洗剤を数滴入れ、お湯でゆすぐ。口栓はマイナスドライバーを隙間に入れて取
り外し、容器プラ。取れなければ、ふただけねじり切り、容器プラ。

プラスチック 容器プラ 中を洗う、ペットボトルと一緒に出さない。
雨傘 金属・プラスチック 金物類・廃プラ 骨組みは金物類、ビニールはハサミで切取り廃プラ。
雨合羽（あまがっぱ） ビニール 廃プラ
雨戸 大型ごみ 粗大ごみ
網 木・竹 燃やすごみ

金属 金物類
プラスチック 廃プラ

編み機 大型ごみ 粗大ごみ・家電 電動式は家電
大型ごみ 粗大ごみ 分解不可は粗大ごみ
金属・プラスチック 金物類・廃プラ 戸枠は金物類（氏名を記入した荷札を付ける）、網は材質により金物類・廃プラ。

飴（あめ）の個包装 ビニール 容器プラ ビニール袋にプラマークあり
アルカリ乾電池 電池 有害ごみ 販売店の回収も利用しましょう

紙・写真・布 燃やすごみ 加工紙以外は雑紙でも良い
金属 金物類 金具部分はドライバー・ペンチなどで取外す、分解不可は粗大ごみ。
プラスチック 廃プラ 面倒でも透明フィルムはすべて取外す、ビニール表紙はカッターで切取る。

アルミ缶 アルミマークあり アルミ缶 中をゆすぐ、つぶして出しても良い。
アルミコーティング素材 紙マークあり 紙容器

プラマークあり 容器プラ
アルミ箔 埋立 アルミホイル・アルミパック・てんぷら油の油除け・鍋焼きうどんのアルミ鍋・乳

酸菌飲料のふたなど。
芯 雑紙
外箱 紙容器 切り口の金属は金物類

アルミホイール（車） 金属 金物類 タイヤは粗大ごみ
泡立て器 金属 金物類 電化製品は家電
あんか 豆炭式 粗大ごみ　 電化製品は家電
安全靴（金属入り） 靴 埋立
安全ピン 金属 金物類 空き缶などに入れる、プラスチックとの複合品も金物類。
アンテナ 金属 金物類 分解して、ひもで束ねる。

プラスチック 廃プラ ＢＳ・ＣＳアンテナは粗大ごみ
アンプ（音楽用） 電化製品 家電 音声を増幅する音響機器

手動 金物類・廃プラ 材質で分別する、判断不可は粗大ごみ。
電化製品 家電

鉄 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。専用穴あけ工具は
雑貨店で販売されています。

ノズル・ふた 容器プラ
衣装ケース 大型ごみ 粗大ごみ 分解できれば、材質で分別。

椅子 木・金属など 粗大ごみ

産業廃棄物 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。

金属・プラスチックの複合品で分解不可は埋立。

石綿(いしわた）・アスベス 石綿（石綿アスベスト）は、天然に産出するケイ酸塩の繊維状鉱物で、その岩
石をほぐして繊維状にした物。「せきめん」「いしわた」と呼ばれている。保温断
熱の目的で石綿を吹き付ける作業は昭和５０年に原則禁止された。石綿含有
建築材料は平成１６年１０月から製造等禁止になった。一般家庭では波型のコ
ンクリート屋根（石綿スレート）や外装に使われていることもある。処分は「がれ
き類又はガラス・コンクリート・陶器くず」に関する資格を有する産業廃棄物収集
運搬業者と産業廃棄物処分業者に委託する。問合せ先：下伊那地方事務所環
境課（電話）５３－０４３４

容器や包装の内側（裏面）が銀色の紙箱・包み紙・袋・ふた・薬の容器など。紙
マークまたはプラマークで判断して分別する。

中を洗う。プラスチックのスプーンは廃プラ。

アクセサリー

按摩器（あんまき）

大型は粗大ごみ

アースレッド（くん煙剤）・
煙式警報器に注意

産業廃棄物 収集しない

アルバム

育毛剤スプレー缶

青竹（健康器具）

油漉し（あぶらこし）

あ

育苗箱

アルミ箔・アルミホイル
（食品用）

い

網戸



板 木 燃やすごみ
プラスチック 廃プラ

板ガラス ガラス 埋立 危険防止のため新聞紙や布で包む、指定袋に入らないものは粗大ごみ。
板戸 大型ごみ 粗大ごみ
一輪車 家庭用・スポーツ用 粗大ごみ タイヤのゴムだけ取外せば金物類、氏名を記入した荷札を付ける。

ビン ビン類 中をゆすぐ、できるだけ酒店に引取ってもらう。
ふた（金属） アルミ缶・金物類 手で折り曲げられるものはアルミ缶
ふた（プラスチック） 容器プラ
ふた（下がコルク製） 廃プラ

一斗缶（いっとかん） 缶 金物類・粗大ごみ 指定袋に入れる、ペンキ類は粗大ごみ。
糸くずネット 布 燃やすごみ

プラスチック 廃プラ
糸通し・糸巻き プラスチック 廃プラ 木製は燃やすごみ、金属製は金物類
井戸ポンプ 大型ごみ 粗大ゴミ
犬・猫のトイレ砂 砂 埋立 焼却灰専用袋には入れない
犬小屋 大型ごみ 粗大ごみ 解体できれば材質ごとに分別する
犬の首輪 革・プラス 廃プラ 金属の留め金などはハサミで切取り金物類
犬・猫の糞 し尿 収集しない 放置せず自宅の庭などに埋める、トイレへ流す
イボ竹（家庭菜園用） 金属 金物類 表面がプラスチックで覆われていても芯は金属

プラスチック 廃プラ 金属が使われていないもの、曲げると折れてしまうもの。
イヤホン プラスチック 廃プラ
イヤリング 金属 金物類 金属とプラスチックの複合品で分解不可は埋立

病院の医療廃棄物 収集しない 感染の危険があるため病院で引取ってもらう

衣類（革製衣料含む） 衣類 古布 汚れのひどいものは燃やすごみへ、ビニール製（中綿なし）は廃プラ。

入れ歯 金属との複合品 埋立・リサイクルセ
ンター

歯にかぶせた金属、歯に詰めた金属、歯と歯をつないだ金属は貴重な資源に
生まれ変わります。金属がついている入れ歯は村のリサイクルセンターへお持
ち下さい。金属がついていない入れ歯は回収できません。

色鉛筆 鉛筆 燃やすごみ
色紙 紙 雑紙

象牙・水牛 埋立 はんこ屋で彫り直して（改刻）もらいましょう
プラスチック 廃プラ
木製 燃やすごみ
木 燃やすごみ
革・プラスチック 廃プラ・埋立

インクカートリッジ・インク
リボン

プラスチック 廃プラ 店頭回収可能なものは家電店などへ
印字に用いるインクを供給する部品。紙箱は紙製容器、包装袋は容器プラ。

インク容器 プラマークあり 容器プラ 使い切る。プラマークがなければ廃プラ。
インスタント食品の袋 プラスチック 容器プラ 汚れがあれば洗う

かやく・スープ袋 容器プラ スープ袋は中を洗う
ビニール袋 容器プラ

インターホン 電化製品 家電
飲料水 ペットボトル ペットボトル ペットボトルはつぶして出す。ふたは容器プラ。

ビン ビン類 中をゆすぐ。口元に残った金属は取外さなくても良い。
ふた アルミ缶・金物類 手で折り曲げられるものはアルミ缶

ウインドブレーカー ナイロン・ポリエステ 廃プラ 風よけジャンパー（ヤッケ）のこと、中綿があるものは古布へ。
金属 金物類
陶器 埋立
プラスチック 廃プラ 苗ポット（苗を入れるプラスチック容器）は汚れを落とす
金属 金物類 金属をビニールで覆ってあるものも金物類
プラスチック 廃プラ 指定袋に入る大きさに折る

ウエストバック・ポーチ 革・ナイロン 廃プラ
プラスチック容器 容器プラ 詰め替え用袋も容器プラ
携帯用袋 容器プラ

ウォークマン 電化製品 家電
浮き輪 プラスチック 廃プラ
臼（うす） 木 粗大ごみ 電動餅つき機は家電

木・紙・竹・布 燃やすごみ
プラスチック 廃プラ 紙ははがす
時計・ベルト 粗大ごみ 腕時計には貴金属やレアメタル（希少金属）が含まれていますので、粗大ごみ

に出して頂くか、リサイクル店を利用して下さい。

時計（電池式） 粗大ごみ これまで腕時計には有害なボタン電池（酸化銀電池）が使われていましたが、
環境への配慮から水銀を一切使用しない無水銀電池に切替えられているもの
もあります。しかし、それを外装から判断するのは困難ですので、安価なもので
も他町村と同様に粗大ごみへ出して下さい。

時計（ソーラー・ねじ 埋立 電池を使用しない時計。できるだけ粗大ごみ。
ベルト（金属） 金物類
ベルト（革・プラ） 廃プラ 金属部分はハサミで切取り金物類

乳母車（ベビーカー） 大型ごみ 粗大ごみ リサイクルショップを利用しましょう
ビン ビン類 自分で梅漬けやピクルスなどを漬けるために商店から買ってきたビン、口元の

色が透明なら「透明ビン」、水色なら「その他のビン」として分別。

廃プラ 漬物用に買ってきたビンのふた
容器プラ 梅漬けなどが入っていて商品として売られていたビンのプラ製ぶたは「容器プラ」

羽毛布団 布団 布団 布団店の打ち直しサービスを利用しましょう
運動靴 靴 廃プラ
エアーポンプ（水槽用） 大型ごみ 粗大ごみ 水の中に酸素を供給する装置
エアーマット プラスチック 廃プラ 空気を入れて使う敷物、電動式介護マットは粗大ごみ
エアコン 家電リサイクル品 収集しない 郵便局で家電リサイクル券の振込み手続き後に指定引取所へ搬入する、また

は小売業者に引取りを依頼する。
缶 金物類 ヘアスプレーや殺虫剤などのスプレー缶のこと。必ず穴をあける。穴あけは屋

外の火気のない場所で行う。専用穴あけ工具は雑貨店で販売されています。
ふた 容器プラ

映写機 電化製品 家電 ネットオークションやリサイクル店を利用しましょう
ビン ビン類 中をゆすぐ。口元に残った金属は取外さなくても良い。

容器プラ クリーニング店で提供されるビニールカバーは役務（サービス）に伴って提供さ
れる包装なので容器プラ該当しない→廃プラ

洗濯機の糸くずを取る袋のこと

在宅用医療廃棄物

ビニール

埋立 注射針・注射器は感染の危険があるため医療機関へ、尿・便袋は中身をトイレ
で流す、容器にプラマークがあっても使用済み容器は埋立。

ウエットティッシュ

団扇（うちわ）・扇子（せ
んす）
腕時計（捨ててしまって
も良い安価な時計）

栄養ドリンク

エアゾール

梅漬け用ビン

植木用支柱

ふた

指定袋に入らないものは粗大ごみ

印鑑ケース

汚れを落とす

郵便局で家電リサイクル券の振込み手続き後に指定引取所へ搬入する、また
は小売業者に引取りを依頼する。

家電リサイクル品 収集しない

印鑑

ウイスキー

植木鉢　

え

医療廃棄物

衣類乾燥機

インスタントラーメン（カッ
プ麺除く）

う

衣料品の袋

一升瓶（いっしょうびん）



ふた 金物類 アルミぶたは手で折り曲げられる。不可なら金物類。
エージレス（脱酸素剤） 薬剤入り小袋 埋立 穀物などの鮮度を保持する脱酸素剤、小さな四角いビニール袋に入っていて

中が見えないもの、主成分は鉄の粉 。

液晶テレビ 家電リサイクル品 収集しない 郵便局で家電リサイクル券の振込み手続き後に指定引取所へ搬入する、また
は小売業者に引取りを依頼する。

金属 金物類
陶器 埋立
プラスチック 廃プラ
金属チューブ 埋立 ふたは容器プラ。使いかけの絵の具は新聞紙などに取り、燃やすごみ。
プラスチック 容器プラ 使い切る。ふたも容器プラ。

絵本 紙 雑紙
本体 廃プラ 録音・再生用光磁気記憶媒体のこと、四角い透明ケースに円盤が入っている。
ケース 廃プラ 保存ケース
プレーヤー 家電

えもん掛け・ハンガー 木 燃やすごみ のこぎりで切って金属を取外す、金属は金物類。
金属 金物類 ビニールで覆ってあるものを含む
プラスチック 廃プラ

エレクトーン 電化製品 家電
エンジンオイル 機械油 収集しない 購入店へ相談を
延長コード（電気） 金属 金物類 これまでは廃プラだったが金物類に変更
煙突 金属 金物類
鉛筆 鉛筆 燃やすごみ 消しゴム付きはカッターで鉛筆を切り、金属とゴムを取外す。金属は金物類。消

しゴムは廃プラ。

鉛筆削り 金属 金物類
電化製品 家電
プラスチック 廃プラ 金属との複合品はドライバーで分解して取外す

塩ビパイプ プラスチック 粗大ごみ 指定袋に入れば廃プラ
オアシス（生花用） プラスチック 廃プラ 生花用給水スポンジのこと、充分水切りをしてから出す。

金属 金物類
プラスチック 容器プラ

応接セット 大型ごみ 粗大ごみ
オーディオセット 電化製品 家電
オートバイ 自動二輪車 収集しない 販売店で有料処分
オーブン（電子レンジ） 電化製品 家電　 熱源が電気式の加熱調理器具、ガスオーブンは粗大ごみ

木 燃やすごみ
金属 金物類
プラスチック 廃プラ

押し型（型抜き） 木 燃やすごみ
金属 金物類
プラスチック 廃プラ

押しピン（画鋲） 金属 金物類 プラスチックとの複合品も金物類
紙・不織布 燃やすごみ
ビニール袋 容器プラ

おしゃぶり プラスチック 廃プラ
オセロ 駒・盤 廃プラ
お玉（レードル） 木・竹 燃やすごみ

金属 金物類 柄がプラスチックでも金物類
プラスチック 廃プラ シリコン製もプラ

汚泥・し尿 汚泥・し尿 許可業者対応 近代化清掃（電話）３５‐２０４１、北部衛生（電話）３５‐２７０６
落し蓋 木 燃やすごみ

金属 金物類
ガラス 埋立
プラスチック 廃プラ 金属は取り外す。シリコン製も廃プラ。
木 燃やすごみ
プラスチック 廃プラ

帯・着物 布 古布 リサイクル店やリフォーム店を利用しましょう
木 燃やすごみ
金属 金物類
ガラス 埋立
プラスチック 廃プラ 金属は取り外す

おまる 陶器 粗大ごみ
プラスチック 廃プラ

オムツ 紙 燃やすごみ 汚物はトイレに流す。ビニール袋には入れない。
おむつカバー 布 燃やすごみ

プラスチック 廃プラ
おもちゃ 木 燃やすごみ

金属 金物類 電池は外す
プラスチック 廃プラ 金属とプラスチックの複合品は分解して材質ごとに分別。分解不可は埋立。電

池は外す。
おもちゃの紙箱 紙マークあり 紙容器 ダンボールは古紙
檻（おり） 金属 金物類 指定袋に入らないものは氏名を記入した荷札を付けて出す、大型の檻は河野

の中平商店へ相談。（電話）３５－２０１１
プラスチック 廃プラ

折り紙 紙 雑紙
折りたたみ椅子・机 大型ごみ 粗大ごみ
折りたたみベッド 大型ごみ 粗大ごみ
オルガン 大型ごみ 粗大ごみ
オルゴール 複合素材 埋立
おろし金 金属 金物類

プラスチック 廃プラ
温水器 大型ごみ 粗大ごみ 小型の瞬間湯沸かし器はプラスチックを取外して金物類
温度計 アルコール式 埋立

水銀式 有害ごみ 水銀は中枢神経系（脳）に対して強力な毒性があるので埋立できない
電子式 廃プラ

おしぼり

絵の具

王冠・キャップ

ＭＤ・ＭＯ

お盆

鬼おろし（大根おろし器
の一種）

桶（おけ）

お

中を洗う

洗剤で洗って出す

指定袋に入らないものは粗大ごみ、大型の金属類は河野の中平商店へ相談。
（電話）３５－２０１１

餌（えさ）の容器（ペット
フードを入れる容器）
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