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木工ボンドの容器 プラスチック 容器プラ 使い切る。ふたも容器プラ

モップ

柄が木 燃やすごみ 金属は取り除く

柄が金属 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

柄がプラスチック 粗大ごみ・燃やすご
み

金属付きで専用袋に入らないものは粗大ご
み。金属なしで袋に入れば燃やすごみ

パイル（ぞうきん） 燃やすごみ 金属付きパイル（ぞうきん）は粗大ごみ

ものさし
木・竹・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

物干し竿（さお） 竹・金属・プラスチッ
ク 粗大ごみ 木製・竹製は切り燃やすごみ

物干し台 複合素材 粗大ごみ 屋内用組立て式は分解して材質で分別
や

やかん 金属 金物類 ふたの取っ手（着脱可能なもの）はドライ
バーで取外して燃やすごみ

焼き物 陶磁器 埋立 フリーマーケッやリサイクル店を利用しま
しょう

野球ボール 硬式・軟式 燃やすごみ

薬品びん
（劇薬・農薬以外）

びん 埋立 薬品は使い切る。劇薬・農薬は収集しない
（JA に相談を）

ふた・包装フィルム 容器プラ

ヤクルトの容器
本体 容器プラ 中をよくゆすぐ
アルミぶた 埋立

野菜の袋 ビニール 容器プラ 汚れがあれば洗う

やすり

角質・爪用 材質ごとに分別 金属製は金物類、プラスチック製は燃やす
ごみ、その他は埋立

紙 燃やすごみ

工具 廃家電・金物類 電動式は廃家電。工具は金物類（木柄が長
いものは切る）

ヤッケ（合羽） プラスチックビニー
ル 燃やすごみ

ゆ
USBメモリー 複合素材 廃家電
湯かき棒 木・プラスチック 燃やすごみ
浴衣 衣類 古布

床ワックス容器
缶 金物類
びん 埋立 プラスチックぶたは容器プラ
プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。中身を入れたまま出さない

雪かき 除雪器具 粗大ごみ 木製やプラスチック製は切断して収集袋に
入れば燃やすごみへ

湯たんぽ
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ
カバー 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ
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ユニフォーム 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

湯呑み 陶器 埋立
指輪（安価なもの） 金属 埋立
湯沸し器 電化製品 粗大ごみ

よ
洋裁ピン 金属 金物類 空き缶などに入れる

楊枝（ようじ） 木・竹・プラスチッ
ク 燃やすごみ 袋に穴があかないように注意

洋ダンス 家具 粗大ごみ
洋服の防虫カバー プラスチック 燃やすごみ

ヨーグルトのアルミぶた

アルミ 埋立
紙 紙製容器 あり

プラスチック 容器プラ あり
ヨーヨー 玩具 燃やすごみ

浴槽 風呂 粗大ごみ ステンレス製は金物類。工事業者引取りが
原則

葦簀（よしず）
大型 粗大ごみ
小型 燃やすごみ 専用袋に入らない場合は粗大ごみ

ら
ライター 点火器具 有害ごみ 安全のためガス抜きを原則とする

ライト（照明器具）
電球は取り外す

自転車 材質により分別
電化製品 廃家電

ラクーター（高齢者用） 電動車 粗大ごみ

ラケット（卓球・テニス・
バトミントン）

カーボン
グラスファイバー 粗大ごみ（無料）

木（ウッド） 燃やすごみ 専用袋に入らなければ粗大ごみ

金属 金物類 ストリング（ガッド）を取外す。取外し不
可なら粗大ごみ。カーボン製は粗大ごみ

ストリング（網） 燃やすごみ
ラバー（ゴムシート
他） 燃やすごみ 取外せないラケットは粗大ごみ

ラジオ 電化製品 廃家電
ラジカセ 電化製品 廃家電 電池は取り除く
ラジコン 上級玩具 粗大ごみ 電池は取り除く
ラック（収納棚） 家具 粗大ごみ 金属は氏名を記入した荷札を付けて金物類

ラップ（食品包装フィル
ム） 家庭で使うラップ類 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。容器プラの対象は、商品
の容器や包装に使われるものであって商品
が消費され、商品と分離された時に不要と
なるもの
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ラップ（食品包装フィル
ム）

商品が包まれていた
ラップ類 容器プラ

事業を営む上で、販売する商品に容器プラ
の対象となる「容器」「包装」を利用した
事業者（特定事業者）が再商品化義務（リ
サイクル料の負担）を負う

紙箱 紙製容器
芯 雑紙 雑誌やチラシの間に挟んで出す

ラムネジュースのびん
びん びん類

飲み口部のプラスチックは取外さなくても
良い。できれば逆ネジ（反時計回り）に回
すか栓抜きで取り除く。びんは「その他」
の色に分別。プラスチックは容器プラ。ビー
玉は埋立

ペットボトル ペットボトル ペットボトルのビー玉は必ず取出す。ふた・
容器はペットボトル、ビー玉は埋立

ランタン 照明器具 粗大ごみ（有料家電） 電池は取り除く
ランチジャー 保温弁当 金物類・粗大ごみ 保温弁当欄参照
ランドセル 鞄 燃やすごみ 金属は取り除き金物類
ランニングマシン ダイエット器具 粗大ごみ・金物類 中平商店（電話）35-2011 に相談を
ランプ 電球 埋立

り
リール 釣り具 金物類 釣り糸は燃やすごみ
リコーダー 楽器 燃やすごみ

リップクリーム容器 プラスチック 容器プラ 中身は使い切る。残ったものは新聞紙など
に取る

リモコン 電化製品用 廃家電 電池は取り除く
リヤカー 運搬用具 粗大ごみ
リュックサック 鞄 燃やすごみ

領収書 カーボン紙・感圧紙 燃やすごみ ノーカーボン紙も含む。禁忌品のため雑紙
には入れない

る

ルーズリーフ 紙 雑紙 紙面の一辺に穴が連なって開けられている
バインダー専用紙

ルーペ（虫眼鏡） ガラス 埋立
れ

冷蔵庫 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

冷蔵庫用脱臭剤 プラスチック 容器プラ

冷凍庫・冷凍ストッカー 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

冷凍食品の袋 プラスチック 容器プラ 汚れがあれば洗う

冷凍食品保存袋 チャック付き袋 燃やすごみ
個人で購入して使う袋は商品そのものなの
で容器プラの対象外。例えば、魚や肉など
残り物を冷凍するときに使う袋

レーザーディスク（LD）

光ディスク 燃やすごみ リサイクル店を利用しましょう

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

プレーヤー 廃家電
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レースのカーテン カーテン 古布 留め具（フック）は外して、金属は金物類、
プラスチックは収集袋に入れば燃やすごみ

レコード
本体 燃やすごみ リサイクル店を利用しましょう
ジャケット（紙） 雑紙 包装フィルムは容器プラ
プレーヤー 廃家電

レシート 紙 燃やすごみ
レジ袋 プラスチック 容器プラ 買い物にエコバッグを持参しましょう
レジャーシート プラスチック 燃やすごみ

レトルト食品の容器
紙箱 紙製容器
プラスチック 容器プラ 中を洗う

レモン絞り
金属 金物類
陶器 埋立
プラスチック 燃やすごみ

レンガ 石材 埋立 大量にある場合は村が許可した一般廃棄物
収集運搬業者（有料）を利用する

レンジ
ガス（オーブン） 粗大ごみ 氏名を記入した荷札を付けて出す
ゴムホース 燃やすごみ
電子レンジ 廃家電

レンジガード（油除け）
アルミ箔 埋立
金属 金物類

レンジフード 換気装置 金物類
レンズ ガラス 埋立
レンチ 金属 金物類 モンキーレンチ・六角レンチなど

ろ
ろうそく 本体 燃やすごみ

漏斗（ロート）

ガラス 埋立 液体などを口径の大きい容器から口径の小
さい容器に移し替える際に利用する円錐状
の器具金属 金物類

プラスチック 燃やすごみ

ローションの容器
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 チューブは中を洗う。中栓・ふた・ポンプ
も容器プラ

ロープ 麻・紙・布・ナイロ
ン糸 燃やすごみ

ローラースケート スポーツ用品 粗大ごみ ローラーブレード（全ての車輪を縦一列に
並べたスケート）含む

ろ過器

油用（金属製） 金物類 洗剤で中を洗う。油を入れたまま出さない。

鑑賞魚用電化製品 粗大ごみ（有料家電） 活性炭は燃やすごみ、ガラス系ろ過剤は埋
立

上水用電化製品 粗大ごみ（有料家電） 電動ではない ろ過器（フィルター）は材
質により分別

ロッカー 家具 粗大ごみ
わ

ワープロ
本体 廃家電

インクリボン 燃やすごみ 印字に用いるインクを供給する帯状（リボ
ン状）の部品
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ワイシャツ

衣類 古布
紙 紙製容器 型紙・台紙

プラスチック 容器プラ

袖などを留めるクリップ状の留め具、PET
素材のサポーター（襟を固定する透明なプ
ラスチック）、ボタンの蝶キーパー（蝶形
のプラスチック）

ワイパー
金属 金物類
ゴム 燃やすごみ

ワイン びん びん類 中をゆすぐ。コルクは燃やすごみ
ワインセラー 貯蔵庫 粗大ごみ ワインを保存・熟成するための貯蔵庫
輪ゴム ゴム 燃やすごみ

わさび（からし）チューブ 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。ア
ルミ箔の封印シールは埋立

綿 綿 燃やすごみ
専用袋に入りきらない場合は飯田市の稲葉
クリーンセンターへ。10㎏あたり 180 円
で焼却処分しています

和箪笥（たんす） 家具 粗大ごみ リサイクル店を利用しましょう

ワックス容器

缶 金物類
スプレー缶は必ず穴をあける。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

金属 金物類 容器に残ったワックスはティッシュや古布
などで拭取って出す。チューブ中を洗う。
ふたも容器プラ

プラスチック 容器プラ
びん びん類

ワッシャー（座金） アルミ・銅 金物類 ねじ座金・平座金など、ボルトを締め付け
る際に挟み込む穴の空いた丸い板状の金属

ワッペン（衣類や帽子な
どに付ける刺繍飾り） 布・ビニール 燃やすごみ 安全ピンは金物類

藁半紙（わらばんし） 紙 雑紙

割り箸（わりばし）

木・竹 燃やすごみ
箸袋（紙） 紙製容器 汚れたものは燃やすごみ

箸袋（ビニール） 容器プラ コンビニ弁当などに付いてくるビニール製
の箸袋

椀
漆器 燃やすごみ
陶器 埋立

ワンカップ（酒）容器

アルミぶた アルミ缶
紙容器 紙製容器 あり
びん びん類
プラスチックぶた 容器プラ

腕章
布 古布

安全ピンは金物類
ビニール 燃やすごみ




