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＜収集できないごみ＞
☆下記のものは、町の収集場所や広域ごみ処理場へは一切出せません。

○「家電リサイクル対象品」「パソコン（モニター単体でも）」「オートバ
イ・原付」は、出せません。破壊・分解しても出せません。「各種リサイ
クル製品について(15 ページ)」をご覧ください。

○農業で使用する機械（「草刈り機」・「動力噴霧機」・「耕うん機」・「エン
ジン付き運搬機」など）、「農業用ホース」、「農業用ビニール類」、「農薬・
劇薬のビン」は出せません。販売店にご相談ください。

○「タイヤ」、「バッテリー」、「充電式電池」、「ボタン電池」、「消火器」、
「ピアノ」、「プロパンガスボンベ」は出せません。販売店にご相談くだ
さい。

○「液体物」は出せません。容器・ストーブなどは、中身を使い切って、
洗うか、布きれ・紙などでふき取って、キレイにし、液だれ・液もれし
ない状態にして、それぞれの分別区分に従って出してください。農薬・
劇薬物の容器は出せません。

○産業廃棄物にあたるものは出せません。

テレビ

（ﾌﾞﾗｳﾝ管・液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ）
冷蔵庫・冷凍庫

エアコン

（室外機も出せません）
洗濯機

衣類乾燥機 パソコン（モニター・ディスプレイ単体でも出せません。） オートバイ・原付

タイヤ バッテリー 消火器 ピアノ
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＜燃えるごみ＞
☆「燃えるごみ」には、生ごみや、汚れたプラ製容器包装 、洗えないプラ製容
器包装 のほかにも、下記のようなものが出せます。

●紙類 ●草・木・竹類 ●皮革製品 ●ゴム製品 ●軟質プラスチック
金属物・ビン・ガラス・陶磁器類などを入れないようご注意ください。
また、大きなものでも、燃えるものであれば、袋に入る程度に小さく切ること

でこの「燃えるごみ」として出すことができます。

＜生ごみ類以外の代表的なものの例＞

紙くず 紙製品

紙工作物

落ち葉・剪定枝

刈草

竹・木ぎれ

木・竹製品

※長さは 30cm 以

下、太さは手首以

下程度に。

布きれ ぬいぐるみ

緑色半透明の専用袋で
液もれ・液だれしないよう、生ごみ、
おむつ、その他ズルズルした汚れの
あるものは、特に注意してください。
鳥・猫などに荒らされないよう、ご
配慮ください。

生ごみ

※よく水切りをし

て

油

※固形状にして、

または紙・布にし

みこませて

おむつ

※汚物は取り除い

て

かばん・バッグ
財布

※中身に注意

革靴・運動靴

スリッパ・長靴

手袋・ゴム手袋
浮き輪

ゴムホース
※1m 以下に切
り、丸めて。

ロープ・ひも 袋類

※中身に注意

保冷剤・乾燥剤

つかい捨てカイロ

スポンジ 汚れた

発泡スチロール

ＣＤ・ＭＤ

ＤＶＤ

ビデオテープ

カセットテープ

フロッピー

ＭＯ

出す日時は ＞

出す場所は ＞

裏面もご覧ください→
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「燃えるごみ」の例 一覧表（生ごみ類は掲載していません）
品 名 品 名

あ アイス枕 た タオル

植木の枝(収集袋に入る程度の大きさで) 茶碗（木製）

浮き輪 使い捨てカイロ

うちわ 釣り糸

えんぴつ テーブルクロス

落ち葉 テレホンカード

か カーテン 手ぬぐい

カード類 手袋

カーボン紙 トイレカバー

カセットテープ な 長靴

カッパ ぬいぐるみ（小型）

カバン 布きれ

紙パック 粘着テープ

紙袋・紙箱 は はがき

カレンダー ハンカチ

革製品 ビーチマット

感熱紙 ビデオテープ

木・竹製品(収集袋に入る程度の大きさで) ビニールクロス（小さく切って）

草花類 ビニールシート（小さく切って）

櫛（くし）(動植物・プラスチック製) 肥料袋(中身を使い切って)

靴 フィルム

靴下・パンスト 封筒

クッション(大型のものは燃える粗大) フロッピーディスク

クレヨン ヘアブラシ

消しゴム 帽子

下駄(木製品) 包装紙

こおりまくら ポスター

ゴム製品 保冷剤

ゴム手袋 ま 枕カバー

コルク栓 麦わら帽子

財布 ら ラップ類

紙皿 レコード盤

さ サンダル ローソク

ＣＤ ロープ

シーツ（小さく切って） わ 輪ゴム

下着類 綿

湿布薬

しゃもじ

※ご注意ください！
○材質にご注意いただき、金属類・ビ

ン・ガラス・焼きもの・陶磁器類は絶

対に入れないでください。

○キレイでリサイクル可能な紙類は、

各種団体の集団回収へ

ストロー

スポンジ

スリッパ

石けん

洗剤容器

剪定しば(収集袋に入る程度の大きさで)

ぞうきん

草履
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＜ペットボトル＞

※ご注意ください！

キャップ・ラベルは必ずはずしてください。

○ マークの表示があるのは、飲料用・酒用・みりん用・しょうゆ用のボトル

だけです。

下記のようなソース用・油用・マヨネーズ用・洗剤用・シャンプー用などの

ボトルにはペットマークはありません。ペットボトルとしては出さないでくだ

さい。

このペットマークの表示があり、

キレイなボトルの本体だけを、

赤文字印字の専用袋で出してくだ

さい。

① ② ③ ④

ペットマーク

を確認

キャップとラベルをはずす

(紙ラベルの場合もはずす)

すすいで

乾かす

赤文字印字の

専用袋へ

ソース用 油用 マヨネーズ用

ケチャップ用

食器洗剤用

洗濯洗剤用

シャンプー用 乳酸菌飲料用の

小型ボトル

赤文字印字

専用袋

へ

へ

燃えるごみへ

出す日時は ＞

出す場所は ＞

裏面「プラスチック製容器包装」→

ペットマークの有無をご確認ください。
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＜プラスチック製容器包装＞

① マークを確認。（製品・商品の入れ物や包装している

プラスチックだけにこのマークがついています。）

②食べ残しなどを取り除き、キレイに洗い、乾かす。

③青文字印字の専用袋へ。

※ご注意ください！
○汚れのとれないプラ、洗えないプラは「燃えるごみ」へ。

チューブ類、レトルトパック、粉・液体物の入った小袋、

生もののラップ等の洗いようのないものは「燃えるごみ」へ。

○レジ袋等の小袋に詰めて専用袋に入れないでください。（袋

を二重にしないでください。）

○下記のような マークのないものにご注意ください。

このプラマークの表示があり、
「キレイなもの」
「中身の残っていないもの」 だけを、
青文字印字の専用袋で出してくだ
さい。

「燃えるごみ」へ
ロープ・ひも
バンド

スポンジ ストロー ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の
スプーン・
フォーク

ゴム製品

「破砕選別ごみ」へ
プラマークのない
かたいプラスチック

出す日時は ＞

出す場所は ＞

表面「ペットボトル」→
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＜（飲食料用）カン類＞

アルミマーク、 スチールマークを確認して、分別してください。

マークの表示があるものは、「飲食料用」（飲料用・食料品用・ペットフード用）

のカンのみです。

※ご注意ください！
○飲食料用以外のカンは出さないでください。

○空になったカンは、すぐにすすいでください。放置すると

汚れが取れにくくなります。

○洗ったカンはこまめに出してください。一度にたくさん出

すと、収集場所でいっぱいになり、他の方が出しにくくなり

ます。

① ② ③ ④

マークを確認

(飲食料用)

異物をとり除く すすぐ
やわらかいカンは

できるだけつぶす

「有害危険ごみ」へ

カセットボンベ スプレー缶

「破砕選別ごみ」へ
オイル･入浴剤･蚊取り線香などの

飲食用以外のカン
アルミ鍋

キャップ

アルミ・スチール

に分けて出す

⑤

出す日時は ＞

出す場所は ＞

裏面「(飲食料用)ビン類」→
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＜（飲食料用）ビン類＞

ビン類の収集は、「飲食料用」（飲料用・食料品用・飲み薬用）のビンのみです。

キャップを必ずはずし、中身をすすいで、色別に出してください。

※ご注意ください！
○飲食料用以外のビンは出さないでください。

○ガラス・ガラスコップ・ジョッキ・陶磁器製の容器（とっ

くりなど）は「埋立ごみ」へ。

○ラベル以外の異物・キャップは必ず取り除いてください。

○中身が入ったまま出さないでください。はちみつ・漬け物

なども、中には絶対に残さないでください。

○空になったビンは、すぐにすすいでください。放置すると

汚れが取れにくくなります。

○インスタントコーヒーのビンなどの プラのふたは、「プラ

スチック製容器包装」へ。

○一升瓶・ビールビンなどのリターナルビンは、できるだけ

販売店に。

① ② ③ ④
飲食料用の

ビンである

ことを確認

無 色

茶 色

その他の色
キャップをはずし
異物をとり除く

(ラベルはそのままで
かまいません)

すすぐ 色別に分けて出す

出す日時は ＞

出す場所は ＞

キャップ・ふた・王冠

裏面「(飲食料用)カン類」→



９ページ

＜有害危険ごみ＞
☆「有害危険ごみ」とは、スプレー缶・カセットボンベ、乾電池、電球・蛍光灯・

グロー球、水銀体温計・水銀温度計、ガスライターのことをいいます。

種類ごとに分けて中身の見える透明袋に入れて出してください。（スプレー

缶・カセットボンベと他のものは一緒の袋には入れないでください。

肥料袋や黒い袋は使用しないでください。

スプレー缶・カセットボンベ、ガスライターは中身を使い切ってください。（無

理に穴をあける必要はありません。）

電球・蛍光灯は、購入時の紙ケースに入れるなどして、割れない工夫をして

出してください。

※ご注意ください！
○この「有害危険ごみ」は、カン・ビン・破砕選別ごみなど

のほかの収集には一切出せません。

○スプレー・カセットボンベは使い切って出してください。

スプレー缶（ガス式）
化粧用ガススプレー

ヘアスプレー・ヘアムース・シェービングクリーム

など

殺虫剤・塗料・潤滑オイル・洗浄スプレー など

カセットボンベ 乾電池

※充電式の電池、ボタン電池、

自動車・バイクなどのバッ

テリーは出せません。販売

店と相談してリサイクル

に。※中身を使い切って出してください。

※カン類などのほかの収集日には出せません。

電球・蛍光灯・グロー球 水銀体温計

水銀温度計

ガスライター

使い捨てライター

※購入時の紙ケースに入れるなどして、割れない工夫

をして出してください。

※長い蛍光灯など袋に入らないものは、割れない工夫

をし、ひもで軽くしばるなどして出してください。

※電子式のものは、「破砕

選別ごみ」へ。

※中身を使い切って出

してください。

出す日時は ＞

出す場所は ＞

裏面「埋立ごみ」→

別々の
透明な袋で!!
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＜埋立ごみ＞

☆「埋立ごみ」とは、陶磁器・せともの・焼き物・ガラス類・化粧品のビン（飲食

料用以外のビン）のなどをいいます。

中身は必ず取り除いて出してください。

中身の見える透明袋に入れて出してください。袋に入らない大きなものは、

ボール紙でくるむなどして、割れない工夫をして出してください。植木鉢（焼

き物製）などで同じものを複数ある場合は、重ねてひもで縛るなどして出して

ください。

割れ物は、紙でつつんで「キケン」と書いて出してください。

※ご注意ください！
○この「埋立ごみ」は、カン・ビン・破砕選別ごみなどのほ

かの収集には一切出せません。

○土・化粧液など中身は取り除いて出してください。

○段ボール「箱」などに入れて出さないでください。（段ボ

ールが雨などで溶けたり、底が抜けたりして散らばることが

あります。また、箱そのものは別の種類のごみとなります。）

植木鉢

（焼き物製）

花瓶

（陶器・ガラス製）

窓ガラス

粗大ごみなどから

とり外したガラス

を含む

鏡

粗大ごみなどから

とり外した鏡を含

む

きゅうす

（陶器製）

土鍋

※中身は抜いて出してください。 ※中身は抜いて出してください。

食器類（ガラス・陶磁器・せともの）

コップ・グラス・ジョッキ・ガラス製ボウル

皿・茶碗・湯飲み・とっくり など

化粧品のビン（ガラス製・陶磁器製）

化粧水のビン・化粧クリームのビン・香水のビン

マニキュアのビン、育毛剤のビン、トニックのビン など

※食べ残しなどがないようにしてください。 ※中身を使い切って出してください。

化粧クリーム

化

粧

水

出す日時は ＞

出す場所は ＞

表面「有害危険ごみ」→
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＜破砕選別ごみ＞
☆「破砕選別ごみ（はさいせんべつごみ）」とは、金属物を含むもの・硬質プラスチ
ック類（かちかちのプラスチック）・飲食料用以外の缶・家電製品などで、おおむね
８０ｃｍ以下のものをいいます。
散らばりやすい小さなもののみ透明袋・レジ袋に入れて、散らばるおそれのな

いものは、裸の状態で出してください。

＜代表的なものの例＞

金属製のスプー

ン・フォークなど

の食器・調理器具

アルミホイル
アルミなべ

アルミ容器

フライパン

金属なべ

金属製調理器具

ボールペン

万年筆

シャープペンシル

針金

ハンガー

ヘルメット

※家庭用に限る

※食べ残しなどが付いていないこと ※陶器製のものは「埋立ごみ」の日に

バケツ・洗面器

プラスチック製

の植木鉢

プラスチック製・金属製の食器
プラモデル おもちゃ 時計 小型家電製品

※材質に注意し、せともの・やきも

の・陶器製のものは「埋立ごみ」に ※乾電池は抜き取って、乾電池は「有害危険ごみ」の日に

電気コード 電卓

電子体温計
オイル・ペンキ・入浴剤・蚊取り線香などの飲食料用以
外の マークのないカン

かさ
※水銀のものは「有

害危険ごみ」へ

※中身を使い切って、液体物はふき取って、液だれ・液

もれしないようキレイな状態で

プリンタ
ステレオ

ラジカセ
扇風機 掃除機

電子レンジ

トースター

炊飯器

ポット

食器乾燥機

食器洗浄機

ガスレンジ

コンロ

※パソコン本体・

モニタ・ディスプ

レイは出せません

※家電リサイクル対象品（テレビ・洗濯機・エアコン（室外機を含

む）・衣類乾燥機）は出せません。

※カセットボン

ベ・乾電池は「有

害危険ごみ」へ

照明器具 ストーブ 一斗缶 タンク類

小型遊具

※電球・蛍光灯・乾電池は、はずして

「有害危険ごみ」の日に

※灯油は必ず抜

いて

※乾電池は「有害

危険ごみ」へ

※中身は必ず使い切って、液だれ・液

もれしないようキレイな状態で

出す日時は ＞

出す場所は ＞

裏面もご覧ください→
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※ご注意ください！
○中の物は空にしてください。

○家電製品・おもちゃなどの購入時の段ボール・発泡スチロ

ールなどの梱包資材は、各種団体の集団回収や「燃えるご

み」・「プラスチック製容器包装」などにルールどおりに出し

てください。散らばるおそれのない破砕選別ごみは、裸の状

態で出してください。

○乾電池・カセットボンベが入っているもの、電球・蛍光灯

が付いているものは、必ずはずして「有害危険ごみ」の日に。

○ガラス、鏡が付いている場合は、できるだけはずして「埋

立ごみ」の日に出してください。

○液体物は出せません。ストーブ・タンク類・一斗缶などの

中身（燃料など）は使い切り、液体物は、紙・ぼろ布などで

ふき取って、液だれ・液もれしないようにしてください。液

体物をふき取った紙・ぼろ布などは「燃えるごみ」に出して

ください。

○プラスチック製植木鉢は、土を抜き取って出してください。

（焼き物製の植木鉢は「埋立ごみ」の日に。）

○家電リサイクル製品、パソコン、産業廃棄物は出せません。

はずした

乾電池・カセットボンベ

電球・蛍光灯は

「有害危険ごみ」の日に。
乾電池・カセットボンベ

電球・蛍光灯をはずす

はずしたガラス・鏡は

「埋立ごみ」の日に。

金属製小型家具など ガラス・鏡を

はずす

破砕選別ごみ つづき
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＜粗大ごみ＞

＜燃える粗大ごみ＞
☆「燃える粗大ごみ」（粗大（可燃）ごみ）とは、木製の家具、寝具（布団・毛布・ま
くら）、じゅうたん、たたみ、ござ、すだれ、木製おけ、木製建具など、燃えるもののう
ち、おおむね３０ｃｍ以上（収集袋に入らない大きさ）のものです。できるか
ぎり、広域ごみ処理場への直接持込み（→16 ページ）をお願いします。

＜代表的なものの例＞

☆収集袋に十分に入る程度に小さくすることで、「燃えるごみ」として出すことも
できます。

＜燃えない粗大ごみ＞
☆「燃えない粗大ごみ」（粗大（破砕選別）ごみ）とは、金属など燃えないものを
含み、大きさ・重さ・長さにより運びにくいもの（おおむね８０ｃｍ以上）や、
部品が複雑で破砕しにくいものです。できるかぎり、広域ごみ処理場への直接
持込み（→16 ページ）をお願いします。

＜代表的なものの例＞

木製家具

木製クローゼット・木製たんす・木製本棚

木製テーブル など

木製おけ

木製たる

木製たらい
たたみ

ふとん・毛布

じゅうたん

カーペット

ござ

マットレス

(スプリングなし)

※中身は空にして

※ガラス・鏡はできるだけはずして「埋立ごみ」の日に

※電球・蛍光灯は必ずはずして「有害危険ごみ」の日に

※中身は空にし

て(つけものなど

は生ごみとして)

※たたむ、または、丸めてひもでしばって

ソファー・大型座いす

健康器具

マッサージチェア

トレーニング機器

ルームランナー

自転車 ベッド

マットレス

（スプリング入り）

電気カーペット

電気毛布※バイク・原付は

出せません

オルガン

エレクトーン
大型遊具

トタン板

波板
金属製ものほし

※ピアノは出せ

ません

裏面もご覧ください→

出す日時は ＞

出す場所は ＞
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※ご注意ください！
○食器棚・本棚・額縁・鏡台などは、中身は空にしてください。

ガラス、鏡が付いている場合は、できるだけはずして「埋立ごみ」

の日に出してください。

○勉強机などについている電球・蛍光灯・乾電池は、必ずは

ずして、「有害危険ごみ」の日に出してください。

○「家電リサイクル対象品」「パソコン（モニター単体でも）」

「バイク・原付」は、出せません。「各種リサイクル製品につ

いて(15 ページ)」をご覧ください。

○「タイヤ」、「バッテリー」、「消火器」、「ピアノ」、「プロパ

ンガスボンベ」は出せません。

○農業で使用する機械（「草刈り機」・「動力噴霧機」・「耕うん

機」・「エンジン付き運搬機」など）、「農業用ホース」、「農業

用ビニール類」は出せません。販売店にご相談ください。

○産業廃棄物は出せません。

食器棚・本棚・額縁

鏡台・勉強机 など

はずしたガラス・鏡は

「埋立ごみ」の日に。

ガラス・鏡をはずす

はずした

電球・蛍光灯・乾電池は

「有害危険ごみ」の日に。

電球・蛍光灯・乾電池をはずす

粗大ごみ つづき
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各種リサイクル製品について

家電リサイクルについて
下記の家電リサイクル法の対象品は、町・広域ごみ処理場では受け取れません。
家電製品の販売店で、リサイクル料金と収集・運搬料金をお支払いいただき、
引き渡してください。

○問い合わせ先
家電リサイクル券センター
家電リサイクル対象品の処分にあたっての情報や受付窓口、リサイクル料金などが掲載されています。
http://www.rkc.aeha.or.jp/ 電話：0120-319-640 受付：9:00～17:00（日・祝休）

パソコンリサイクルについて
パソコンは、町・広域ごみ処理場では受け取れません。
メーカーに引取を申し込んでください。メーカーが回収・再資源化を行います。
「ＰＣリサイクルマーク」がついているものは、回収・再資源化費用が販売価

格に含まれているので、排出時には新たな料金を負担することなく、メーカー等
が使用済みパソコンを引取り、回収・再資源化をします。
○問い合わせ先
パソコン３Ｒ推進協会
各メーカーのパソコン処分のための情報や申請手続き、リサイクル料金などが掲載されています。
http://www.pc3r.jp/ 電話：03-5282-7685 受付：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝休）

メーカーがはっきりしている場合は、メーカー各社の受付窓口にご連絡ください。

二輪車リサイクルについて

オートバイは、町・広域ごみ処理場では受け取れません。

廃棄二輪車取扱店ステッカーのある販売店にご相談ください。
廃棄にかかる費用のお支払いが必要で、車体への「二輪車リサイクルマーク」

貼付の有無で金額が変わります。また、平成２３年１０月に、このリサイクルシ
ステムが変更される予定です。詳しくは、下記の二輪車リサイクルコールセンタ
ーへお問い合わせ、または、http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ にアクセスし
てください。
○問い合わせ先
二輪車リサイクルコールセンター
電話：03-3598-8075 受付：9:30～17:00（土・日・祝日・年末年始等を除く）

テレビ
ブラウン管

プラズマ・液晶

冷蔵庫
冷凍庫

エアコン
（室外機を含む）

洗濯機 衣類乾燥機

裏面「広域ごみ処理場直接持込み」→
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橋本周辺広域ごみ処理場「エコライフ紀北」

ごみの直接持込みについて
ごみを広域ごみ処理場「エコライフ紀北」に直接持ち込むことができます。
多量のごみが出るときは、広域ごみ処理場への持ち込みをお願いします。

○持ち込むことができるごみ
「埋立ごみ」以外の町が収集しているごみ。
※「収集できないごみ」（→2ページ）もご覧ください。

○持込みができる日時
１月１日・２日を除く毎週月曜日から土曜日(祝祭日を含む)まで
午前８時から午後４時まで（※１月３日は午前８時から正午まで）

○広域ごみ処理場の場所（住所:橋本市高野口町大野 1827-28 電話:42-5300）

○持込み方法
各種のごみを分別した上で車両に積み込んで搬入してください。処理場へ直

接持込みの場合は、町指定のごみ袋を使う必要はありませんが、あらかじめご
みを分別して頂き、場内でスムーズに荷下ろしができるようご配慮ください。
入場の際は処理場係員の指示に従い、ごみを指定の場所に降ろしてください。

○持込み料金

重 量
料 金

家庭系ごみ 事業系一般廃棄物
５０kg 以下 ３３５円＋消費税 ４８０円＋消費税

以降１０kg ごとに ６７円＋消費税加算 ９６円＋消費税加算

<処理場までの順路>

１．慈尊院側から高野参

詣大橋を渡る

２．国道 24 号大野交差点

を直進

３．高野口ＩＣの信号を

直進北上

４．十字交差点を右折し

道なりに進み処理場へ

ごみ積載車両は、ここ

では右折できません。

橋本市エコパーク

「紀望の里」


