
品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

アイスノン 金物の日（埋立てごみ）

アイスピック 金物の日（埋立てごみ）
先端を保護する、または金属容器に
入れて｢刃物｣と明記して出してください。

アイロン 金物の日（埋立てごみ）

アイロン台 粗大ごみ
４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）
に出してください。

空き缶
（アルミ）

空き缶
（スチール）

あきビン ビンの日（資源）
キャップを外して洗って乾かし、色別に分けて出してください。
キャップは素材によって燃料ごみか金物の日（埋立てごみ）に
出してください。

アコーディオンカーテン 粗大ごみ ※事業所等のものは収集不可。

畦なみ
（プラスチックトタン波
板）

粗大ごみ　または
金物の日（埋立てごみ）

一般家庭のものに限り収集。４５ℓのごみ袋に入るものは
金物の日（埋立てごみ）に出してください。
※農業用・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

圧力鍋
（アルミ・ステンレス両方
の金属を使用）

金物の日（資源）
洗って出してください。
※事業所等のものは収集不可。

油（食用） 燃料ごみ

固形化剤で固める、または新聞紙などに含ませてから
出してください。
（容器は洗って材質に応じた収集日に出してください）
※事業系のものは収集不可。

油（機械油） 収集不可
オイルの販売店・ガソリンスタンド・処理業者へお問い合わせ
ください。

雨合羽 燃料ごみ 金属部分は外して、５０ｃｍ四方に切って出してください。

雨戸
（プラスチック）

粗大ごみ

網（あみ） 金物の日（埋立てごみ）

・ビニール製のものは、５０ｃｍ四方に切って出す。
◎金属製のものや重りなどのついた長いもの・大きなものは、
ひもでしばる等してまとめて、粗大ごみへ出してください。
※仕事で出たもの・事業系のものは収集不可。

編み機（手芸等） 粗大ごみ
※一般家庭用のみ対象。仕事で出たもの・事業系のものは
収集不可。

網戸 粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

アルバム 燃料ごみ

・金属部分・・・外して金物の日に埋立てごみへ。
・フィルム・・・資源プラスチック（台紙の粘着のりが取れない
ものは、燃料ごみへ）
・写真・・・燃料ごみへ
・台紙など・・・粘着のりの付いているものは、燃料ごみへ。
のりの付いていないものは、紙資源へ。

アルミサッシ 粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

アルミホイル
（鍋含む）

金物の日（埋立てごみ） 洗って出してください。

安全ピン 金物の日（埋立てごみ）
多数の場合はフタのしまる金属容器等に入れて
出してください。

安全かみそり 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護する、またはフタのしまる金属容器に
入れて、｢刃物｣と明記して出してください。

アンテナ 粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

５０音別ごみ・資源分別表(あ行)　　

洗って乾かしてから、出してください。
アルミ缶とスチール缶に分けて出してください。
※清掃活動等で集められた、汚れの取れないものは
埋立てごみ

金物の日（資源）

※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表(あ行)　　
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

育苗（いくびょう）箱 収集不可
産業廃棄物
一般家庭用の場合は生活環境課にご相談ください。

石（自然石） 収集不可

衣装ケース 粗大ごみ 必ず中身を空にして出してください。

椅子 粗大ごみ ※オフィス用など事業所のものは収集不可。

板ガラス ビンの日（埋立てごみ）

割れて尖っている場合は保護して出してください。４５ℓの
ごみ袋に入らないものは、粗大ごみに出してください。
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

一升ビン ビンの日（資源）
キャップを外し洗浄・乾燥して出してください。
油の一升ビンはワンウェイビンとなります。

一斗缶 金物の日（埋立てごみ）
中身を入れたまま出さないでください。
内側を洗浄してください。
※仕事で出たもの・事業系のものは収集不可。

一輪車
（スポーツ用）

粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

一輪車
（運搬作業用）

粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

鋳物鍋 金物の日（資源）
洗浄して出してください。
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

イヤリング 金物の日（埋立てごみ）
収集へ出す前にリサイクルショップ等へ相談いただくと
買い取っていただける場合もあります。

衣類 紙の日（資源・衣類等）

洗濯したものを出してください。
※大きな破れや朽ちてボロボロなもの、ひどい油汚れ等が
付いているものは５０cm以内に切り、金属部分を外して
燃料ごみに混ぜて出してください。

衣類乾燥機 リサイクル家電製品
※リサイクル券の購入が必要な品目になります。
買替先または購入先に引取ってもらってください。
不可能な場合は問い合わせください。

色鉛筆
燃料ごみ
（木・芯の部分のみ）

金属部分は取り外して金物の日（埋立てごみ）
に出してください。

インク 燃料ごみ
液体の場合は紙等に浸透させて出してください。
容器は材質に応じた収集日に出してください。

インクカートリッジ
郵便局・電器店での
回収優先
金物の日（埋立てごみ）

次のメーカーのものは、阿田和郵便局で回収しリサイクル
されますので優先的にそちらへお持ち込みください。
（エプソン、キャノン、HP、ブラザー、DELL）

インクリボン
（ワープロ用）

金物の日（埋立てごみ）
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

インスタントラーメン袋
（外装）

資源プラスチック 匂い・汚れが取れないものは燃料ごみへ。

インスタントラーメン袋
(スープやオイル）

燃料ごみ
匂い・汚れが取れないので、無理に洗浄せずそのまま
燃料ごみに出してください。

飲料パック
紙の日
（資源・牛乳パック等）

飲料パック
（中が銀色）

紙の日（その他の紙）

ウイスキービン ビンの日
キャップを外し洗って乾かして出してください。
白透明・茶・その他の３色に分別してください。

ウインドファン
（窓付けタイプ含む）

粗大ごみ
エアコンでないことを確認してください。
※温度設定機能がついていれば、エアコンとなります。
「エアコン」の項目に従ってください。

植木
庭の草・小枝の日
または粗大ごみ

※ご自宅のお庭の木等に限ります。お仕事で出たものは
不可。農地等をお持ちで、自家処理可能な方はそちらを
優先してください。
直径３センチ以内のものを５０センチ程度に切りそろえて、
縛るなどして出してください。土（つち）は収集不可。
直径が太いもの、大きな根株等はご相談ください。

洗って乾かしてから、切り開いて出してください。

ストロー・ストロー袋・・・資源プラスチック
（匂い・汚れが取れない場合は燃料ごみへ）
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表(あ行)　　
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

植木台 粗大ごみ

植木鉢
（陶磁器製）

ビンの日（埋立てごみ）

植木鉢
（プラスチック製）

金物の日（埋立てごみ）

植木用支柱 金物の日（埋立てごみ）
袋に入る程度に折り曲げて出してください。
不可能な場合・長い場合は粗大ごみに出してください。

ウエットスーツ 粗大ごみ
金具を取り外し、５０ｃｍ以内に切れれば、燃料ごみへ
出してください。金具は袋に入れて金物の日に出してください。
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。

ウオシュレット 粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

臼（うす） 粗大ごみ
※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。
一般家庭からの排出のみ対象となります。

腕時計 金物の日（埋立てごみ）
ボタン電池は抜き取って絶縁のうえ、
家電量販店等へお持ちください。

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 備考欄をご覧ください
御浜町社会福祉協議会へお持ちいただくと、
正規にリサイクルされるとともに、寄付という形で
社会貢献できます。ご協力ください。

エアコン

エアコン（室外機のみ）

液晶テレビ リサイクル家電製品
※リサイクル券の購入が必要な品目になります。
買替先または購入先に引取ってもらってください。
不可能な場合はお問い合わせください。

枝木 草木類

※ご自宅のお庭の木等に限ります。お仕事で出たものは
不可。農地等をお持ちで、自家処理可能な方はそちらを
優先してください。
直径３センチ以内のものを５０センチ程度に切りそろえて、
縛るなどして出してください。土（つち）は収集不可。
直径が太いもの、大きな根株等はご相談ください。

枝切りバサミ 金物の日（埋立てごみ） ４５リットル袋に入らないものは粗大ごみ

絵の具 金物の日（埋立てごみ） なるべく使い切ってください。

エレクトーン 粗大ごみ
購入店にご相談ください。
購入店で引取り出来ない場合はお問い合わせください。

延長コード 金物の日

鉛筆 燃料ごみ

鉛筆削り器 金物の日（埋立てごみ）

MOディスク 金物の日（埋立てごみ）

MOドライブ 金物の日（埋立てごみ）

エンジンオイル 収集不可 ※「油（機械油）」参照。

塩ビパイプ（グレー色） 粗大ごみ ※仕事で出たもの・事業所等のものは収集不可。

塩ビパイプ（黒色） 収集不可

※リサイクル券の購入が必要な品目になります。
買替先または購入先に引取ってもらってください。
不可能な場合はお問い合わせください。
温度設定機能がついていれば、エアコンとなります。

リサイクル家電製品

土（つち）は収集不可。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表(あ行)　　
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

オイル缶（家庭用・
４～１８ℓ位の容器）

粗大ごみ
中身を使い切って出してください。
４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）に
出してください。

オイルヒーター 粗大ごみ
※メーカーが引き取りをしている場合もあるので、
まずはお問い合わせください。

王冠 金物の日（埋立てごみ）

応接セット 粗大ごみ ※オフィス用など事業所のものは収集不可。

オーディオ 粗大ごみ

オーディオラック 粗大ごみ

オーブントースター 金物の日（埋立てごみ）

桶 金物の日（埋立てごみ） 大型のものは粗大ごみに出してください。

おしり洗浄機 粗大ごみ ハンディタイプは金物の日（埋立てごみ）に出してください。

おたま
（杓子）

金物の日（埋立てごみ） 洗って出してください。

落ち葉 草木類
※ご自宅のお庭の木等に限ります。仕事で出たものは
不可。農地等をお持ちで、自家処理可能な方はそちらを
優先してください。

おひつ 金物の日（埋立てごみ） 大型のものは粗大ごみに出してください。

おまる 粗大ごみ 洗って出してください。

おむつ 燃料ごみ
汚物は取り除いてから出してください。
施設・事業所等のものは収集不可。

おむつカバー 燃料ごみ

おもちゃ
（金属製）

金物の日（埋立てごみ） 大型のものは粗大ごみに出してください。

おもちゃ
（プラスチック製）

金物の日（埋立てごみ） 大型のものは粗大ごみに出してください。

おもちゃ
（木製）

燃料ごみ
金具を外してください。外れない場合は金物の日（埋立てごみ）
に出してください。
大型のものは粗大ごみに出してください。

おもちゃ
（大型）

粗大ごみ

オルガン 粗大ごみ

下ろし金 金物の日（埋立てごみ）

温度計 備考欄をご覧ください
水銀温度計は生活環境課へご相談ください。
電子体温計は、埋立てごみ（金物の日）に出してください。

温風機 粗大ごみ
エアコンでないことを確認してください。
※温度設定機能がついていれば、エアコンとなります。
「エアコン」の項目に従ってください。
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