
●生ごみ
　（十分に水切りする）

●紙おむつ、ストマー装具
　（汚物は取り除く）

●菓子袋

●木くず、板きれ（少量）

●スポーツ用品
（木・プラスチック製）

●スポーツ用品
（皮製）

●貝殻
●おもちゃ
　（木・プラスチック製）

●スポンジ

●長靴

●スリッパ

●クレヨン、クレパス

●卵のパック

●豆腐のパック

●洗剤の容器

●歯ブラシ、コップ
　（プラスチック製）

●ラップ（箱は別）

●箸

●まな板

●ジョーロ
（プラスチック製）

●ほうき

●シャンプー、
　リンスなどの容器

●ブラシ類

●洗面器
（木製・プラスチック製）

●カップ麺等の容器

●トレー（発泡スチロール）

●哺乳ビン
　（プラスチック製）

●ひも類

●衣類

●ぬいぐるみ

●布団、ジュータン

●ベルト

●カセットテープ
　ビデオテープ

●帽子

●かばん

●ポット ●かさ

●ラジオ、ラジカセ

●カメラ

●金属製メジャー

●髭そり

●爪きり

●のこぎり

●金づち

●押しピン

●フライパン

●お玉 ●包丁

●電卓

●やかん●トースター

※その他の品目は「50音別品目早見表」でご確認ください。 ※その他の品目は「50音別品目早見表」でご確認ください。

●靴、サンダル

●おもちゃ
（金属含むもの）

●ジャー、炊飯器

●ストーブ

も や せ るも や せ る 布・ひ も 類布・ひ も 類

も や せ な いも や せ な い

●電気コード
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新聞紙・紙パック新聞紙・紙パック

空き缶・ペットボトル空き缶・ペットボトル
ダンボールダンボール

埋 立 ご み埋 立 ご み

●陶磁器
（ちゃわん、湯のみ、急須等）

●ガラス、コップ
　ガラス食器
　ガラスくず
※割れたびん・ガラス類、針の類、
刃物類は必ず紙等に包んで出す。    

●花瓶、花器 ●土鍋

●電気毛布
　電気カーペット

●スプレー缶
　（使いきり必ず穴をあける）
※ボンベ、スプレー等の缶は、
火気のない所で穴を空けてください。

●硯

●七輪

●灰皿

●植木鉢

●磁石

●マニキュア
　化粧びん

●牛乳パック・飲料用紙パック
　　　（内側がアルミ張りのものは、
　　　 もやせるごみへ）
　

●新聞紙（チラシは別）

●段ボール

●スチール缶、アルミ缶、空き缶
　（リサイクル表示がないものは
　もえないごみへ）

●ペットボトル
　（リサイクル表示があるもの）

※洗って、水切りする

（十文字に結束して出す）

（十文字に結束して出す）

粗大ごみ（奥能登クリーンセンターへ自己搬入）粗大ごみ（奥能登クリーンセンターへ自己搬入）

有 害 ご み有 害 ご み

●応接セット●サイドボード

●乾電池

●蛍光灯
●体温計
●温度計

●自転車

●ベット

●オーディオセット（大型）

●飲料用のビン
　（食べ物や飲物が入っていたビン、ワイン、酒、ジュース
 　ジャム、のり等）
※無色透明、茶色、その他の色の
　３色に分け、色ごとに出す。
※一升瓶やビール瓶はなるべく
　販売店等へ返却する
※王冠は、埋立ごみへ。
※必ず中身が見える袋
　で出す。

●チラシ

●菓子箱、
　ティッシュの箱　など

●本、雑誌

空 き び ん空 き び ん

もやせる
ごみ

もやせない
ごみ

（十文字に結束して出す。フィルム類はとる）

☎６２-８２２２　※必ず搬入前電話にて申し込みを行ってください

※その他の品目は「50音別品目早見表」でご確認ください。 ※その他の品目は「50音別品目早見表」でご確認ください。

そ の 他 紙そ の 他 紙

※紙等に包んで出す

●学習机 ●テーブル

無色 茶色 その他の色

●王冠

●点灯管、電球

※プラスチックキャップはもやせるごみ、金属キャップ
　は埋立ごみ

間に波が入っているもの

※バネ入りは埋立へ

●乳白色の
　ビンは
　埋立へ

※袋ごとしばらないで
　ください。

※袋ごとしばらないでください。
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50音別品目早見表

ー 6 ー

品　　　 目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
LED 電球 もやせない 指定袋（緑色）

エレクトーン 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

延長コード もやせない 指定袋（緑色）

鉛筆 もやせる 指定袋（ピンク）

鉛筆削り器 もやせない 指定袋（緑色）

お オーディオセット（大型） 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

オーブントースター もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

オイル（エンジン用） 販売店、ガソリンスタンド等で処理を依頼して下さい

オイルヒーター もやせない 指定袋、シール（緑色）

王冠 埋立 指定袋（緑色）

桶（木・プラスチック製） 布・ひも類 指定袋（ピンク） 金属製はもやせないへ

押しピン（画鋲） もやせない 指定袋（緑色）

お玉（しゃくし） もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

落ち葉（少量） 埋立 指定袋（緑色） 特大袋２袋程度

帯 布・ひも類 指定袋（ピンク）

おまる（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 金属を含むものはもやせないへ

おむつ ( 紙製） もやせる 指定袋（ピンク） 汚物はトイレへ、布製は布・ひも類へ

おむつカバー 布・ひも類 指定袋（ピンク）

おもちゃ（木・プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

おもちゃ（金属製） もやせない 指定袋（緑色）

オルガン 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

おろしがね ( 金属製） もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

温度計（水銀入り） 有害 透明 赤いアルコール入りは埋立へ

か カーテン 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

カーテンレール もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

カーペット 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） ４畳程度、小さく畳む。電気カーペットは埋立へ

カーボン紙 もやせる 指定袋（ピンク）

貝殻（サザエ、カキ貝など）もやせる 指定袋（ピンク）

懐中電灯 もやせない 指定袋（緑色） 電池は有害へ

買物袋（スーパー袋等） もやせる 指定袋（ピンク）

カイロ（使い捨て） もやせる 指定袋（ピンク）

鏡 埋立 指定袋（緑色）

花器（陶器、ガラス製） 埋立 指定袋（緑色）

鍵 もやせない 指定袋（緑色）

家具類（大型） 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、バネ入りは埋立処分場へ

傘 もやせない 指定袋（緑色）

菓子缶 もやせない 指定袋（緑色）

菓子袋 もやせる 指定袋（ピンク）

カセットガスボンベ 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

カセットテープ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

カセットデッキ もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

固めた食用油（家庭用） もやせる 指定袋（ピンク）

カタログ その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

カップ麺の容器 もやせる 指定袋（ピンク）

かつら もやせる 指定袋（ピンク）

蚊とり線香 埋立 指定袋（緑色）

かなづち もやせない 指定袋（緑色）

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）

品　　　 目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス

あ アイスノン もやせる 指定袋（ピンク）

アイロン、アイロン台 もやせない 指定袋、シール（緑色）

空き缶 空き缶 透明 中をすすぐ、アルミ・スチールの区分は不要

空きびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

アコーディオンカーテン 埋立 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接埋立処分場へ

油ビン（食用のみ） 空きびん 透明 中を洗う。汚れがとれないものは埋立へ

雨具（カッパ） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

網（金網） もやせない 指定袋、シール（緑色）焼き魚、バーベキュー用など

編み機 もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

網戸の網 布・ひも類 指定袋（ピンク）

アルバム 布・ひも類 指定袋（ピンク）

アルミコーティング袋 もやせる 指定袋（ピンク） 菓子袋等

アルミホイル（クッキングホイル）埋立 指定袋（緑色） 弁当用はもやせるへ

安全靴 埋立 指定袋（緑色）

安全ピン もやせない 指定袋（緑色）

アンテナ もやせない 指定袋、シール（緑色）家庭から出たもの、大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

い 衣装ケース（プラスチック）布・ひも類 シール（ピンク） 大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

椅子 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ。小型はもやせないでも可

一升びん（酒等） 空きびん 透明 なるべく販売店等へ返却する

一輪車（運搬用） 粗大 直接奥能登クリーンセンター、民間施設へ

一輪車（スポーツ用） 粗大 直接奥能登クリーンセンター、民間施設へ

一斗缶 もやせない 指定袋（緑色） 民間施設可。汚れがとれないものは埋立へ

衣類 布・ひも類 指定袋（ピンク）

衣類乾燥機 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

入れ歯 埋立 指定袋（緑色）

印鑑（木・プラスチック製）もやせる 指定袋（ピンク）

インクカートリッジ（プリンター等）販売店等へ返却する

インクリボン（ワープロ等）布・ひも類 指定袋（ピンク）

インターホン もやせない 指定袋（緑色）

飲料用紙パック 紙パック 十文字に結束 内側がアルミ張りのものはもやせるへ

う 植木鉢 埋立 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

ウェットティッシュ もやせる 指定袋（ピンク）

浮輪 布・ひも類 指定袋（ピンク）

うす・きね 直接埋立処分場、民間施設へ

うちわ もやせる 指定袋（ピンク）

腕時計 もやせない 指定袋（緑色）

乳母車 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

え エアコン 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

液晶テレビ 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

枝切りバサミ もやせない 指定袋（緑色） 大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

枝類（少量） 埋立 指定袋（緑色） １m 以下に切って出す　特大袋２袋程度

絵具 埋立 指定袋（緑色）

絵本 その他紙 十文字に結束 ビニール類は取り、雑誌・チラシを一緒にして

ＭＤ・MO もやせない 指定袋（緑色）
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ー 8 ー

品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
釘 もやせない 指定袋（緑色）

草刈り機 販売店、民間施設等で処理を依頼して下さい

草刈り機の刃 もやせない 指定袋（緑色） 紙などにつつんで出す

草花（少量） 埋立 指定袋（緑色） 特大袋２袋程度

櫛（くし） もやせる 指定袋（ピンク） 金属製はもやせないへ

串（竹製） もやせる 指定袋（ピンク）

口紅ケース（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

クッション 布・ひも類 指定袋（ピンク）

靴（くつ） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

靴下 布・ひも類 指定袋（ピンク）

クリップ もやせない 指定袋（緑色）

クレヨン、クレパス もやせる 指定袋（ピンク）

グローブ（スポーツ用品） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

グローランプ（点灯管） 埋立 指定袋（緑色） 蛍光灯についています

軍手 布・ひも類 指定袋（ピンク）

け 蛍光灯 有害 透明 割れないように紙等で包んで出す。割れても有害へ

毛糸 布・ひも類 指定袋（ピンク）

計量ばかり もやせない 指定袋（緑色）

化粧品のビン 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから出す

剣山（けんざん） もやせない 指定袋（緑色）

ゲーム機 もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

下駄（げた） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

下駄箱 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

玄関泥落としﾏｯﾄ（ﾅｲﾛﾝ製） 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 金属製はもやせないへ

玄関マット（布製） 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

原付自転車（５０CC 以下） 販売店、民間施設等で処理を依頼して下さい

劇薬 販売店、民間施設等で処理を依頼して下さい

こ コード（電気） もやせない 指定袋（緑色）

コードリール（電気ドラム） もやせない 指定袋（緑色）

広告紙 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

小型電気製品 もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る。家電リサイクル法対象品以外

こたつ 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

こたつ板 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

こたつ掛け布団 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

コップ（ガラス製） 埋立 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

粉ミルクの缶 もやせない 指定袋（緑色） 中をすすぐ

米びつ もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

米袋（紙類） その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

米保存用の大型缶 粗大 直接奥能登クリーンセンター、民間施設へ

コンロ用カセットボンベ 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

ござ 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

ゴムホース 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

ゴムマット 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

ゴルフクラブ もやせない 指定袋、シール（緑色）

ゴルフバッグ 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

ゴルフボール 埋立 指定袋（緑色）

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）

ー 7 ー

品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
かばん 布・ひも類 指定袋（ピンク）

花瓶（陶器、ガラス製） 埋立 指定袋（緑色）

鎌（かま） もやせない 指定袋（緑色）

髪（髪の毛） もやせる 指定袋（ピンク）

かみそり もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

紙パック 紙パック 十文字に結束 内側がアルミ張りのものはもやせるへ

カメラ もやせない 指定袋（緑色）

蚊帳（かや） 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

カラーボックス 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、分解できればもやせないへ

カレンダー その他紙 十文字に結束 金属部分はもやせないへ

革靴 布・ひも類 指定袋（ピンク）

皮ジャンパー 布・ひも類 指定袋（ピンク）

瓦 民間施設に相談して下さい

換気扇（家庭用） もやせない 指定袋（緑色）

缶（缶詰） 空き缶 透明 ツナ缶は油を落とす、アルミ・スチールの区分は不要

缶（ジュース） 空き缶 透明 中をすすぐ、アルミ・スチールの区分は不要

缶（ビール） 空き缶 透明 中をすすぐ、アルミ・スチールの区分は不要

乾燥剤 もやせる 指定袋（ピンク）

乾電池 有害 透明

感熱紙（ワープロ等） もやせる 指定袋（ピンク）

学習机 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

額縁（金属製） もやせない 指定袋（緑色） ガラスは埋立へ

額縁（木製） もやせる 指定袋（ピンク） ガラスは埋立へ

ガス台まわりのカバー 埋立 指定袋（緑色）

ガスマット 埋立 指定袋（緑色）

ガス湯沸器 もやせない 指定袋、シール（緑色） なるべく販売店等に相談して下さい

ガスレンジ（家庭用） もやせない 指定袋、シール（緑色） 業務用は販売店、民間施設等に相談して下さい

画鋲 もやせない 指定袋（緑色）

ガラス 埋立 指定袋（緑色） 紙に包むなど危険の無いようにする

ガラスくず 埋立 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

ガラス食器 埋立 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

玩具類（木・プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

玩具類（金属を含むもの） もやせない 指定袋（緑色）

き キーホルダー もやせない 指定袋（緑色）

木くず（少量） もやせる 指定袋（ピンク） 特大袋２袋程度。角材は民間施設等に相談して下さい

木づち（家庭工具、作業用）もやせる 指定袋（ピンク）

脚立 ( 金属製） 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

キャップ（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 金属製は埋立へ

きゅうす（陶磁器製） 埋立 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

鏡台 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、鏡部分は埋立へ

きね・うす 直接埋立処分場、民間施設へ

金庫（手提程度） もやせない 指定袋（緑色） 耐火金庫は埋立へ

牛乳パック 紙パック 十文字に結束

牛乳びん 空きびん 透明 中をすすぐ

漁業系廃棄物 販売店、漁協、民間施設等に相談して下さい

く クーラー（エアコン） 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

クーラーボックス もやせない 指定袋、シール（緑色）

50音別品目早見表
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
水筒（金属製） もやせない 指定袋（緑色）

炊飯器 もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

スキーウェア 布・ひも類 指定袋（ピンク）

スキー道具（板以外） もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

スキー板 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

スコップ もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

硯（すずり） 埋立 指定袋（緑色）

スタンプ台（金属製） もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

すだれ 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

スチール家具 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

ステレオ（小型） もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ。コードは切る

ステンレスパイプ棚 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

ストーブ（石油） もやせない 指定袋、シール（緑色）電池、灯油は必ず抜いて出す

ストッキング 布・ひも類 指定袋（ピンク）

スノーボード 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

すのこ もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

スパイクシューズ 埋立 指定袋（緑色）

スパナ もやせない 指定袋（緑色）

スピーカー もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ。コードは切る

スプーン もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

スプレー缶 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

スポンジ もやせる 指定袋（ピンク）

ズボンプレッサー もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ。コードは切る

炭・木炭 埋立 指定袋（緑色）

スリッパ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ズック靴 布・ひも類 指定袋（ピンク）

せ 清涼飲料水缶 空き缶 透明 中をすすぐ、アルミ・スチールの区分は不要

清涼飲料水びん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

石油ポンプ（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

石油ポンプ（電池駆動式） もやせない 指定袋（緑色） 電池は有害へ

瀬戸物 埋立 指定袋（緑色）

背広 布・ひも類 指定袋（ピンク）

洗剤容器 もやせる 指定袋（ピンク）

洗濯機 販売店、指定取引場所等でリサイクルを依頼して下さい

洗濯物干し竿 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

栓抜き もやせない 指定袋（緑色）

扇風機 もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

洗面器（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

セーター 布・ひも類 指定袋（ピンク）

線香 埋立 指定袋（緑色）

剪定枝 埋立 指定袋（緑色） 特大袋２袋程度

洗濯物干し台（コンクリート）直接埋立処分場へ

そ 掃除機 もやせない 指定袋、シール（緑色）中に溜まったごみは出す。コードは切る

草履（ぞうり） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ソファー 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、バネ入りは埋立へ

双眼鏡 もやせない 指定袋（緑色）

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス

さ サーフボード 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

サイドボード 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

酒類のびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

殺虫剤スプレー缶 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

皿（陶磁器製） 埋立 指定袋（緑色） プラスチック、木製はもやせるへ

サランラップの箱 その他紙 十文字に結束 金属製カッターの部分はもやせないへ

サンダル 布・ひも類 指定袋（ピンク）

三輪車 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

座椅子 もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

座卓 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

雑誌類 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

座布団 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

ざる類 もやせない 指定袋（緑色） 竹・プラスチック製はもやせるへ

残飯 もやせる 指定袋（ピンク） しっかり水切りする。できるだけ肥料化しましょう

し CD もやせる 指定袋（ピンク）

CD ラジカセ もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

七輪（しちりん） 埋立 指定袋（緑色）

シャープペンシル（金属製） もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製のものはもやせるへ

しゃもじ もやせる 指定袋（ピンク）

シューズケース（手提げ） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

収納ケース（プラスチック） 布・ひも類 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

瞬間湯沸器（台所用） もやせない 指定袋、シール（緑色）なるべく販売店等に相談して下さい

消火器 販売店、消防署に相談して下さい

消臭スプレー缶 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

障子戸 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ。家屋解体等は受け入れしません

照明器具 もやせない 指定袋、シール（緑色）外した蛍光灯は有害、グローランプ、白熱電球は埋立へ

食器棚 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

新聞紙 新聞 十文字に結束 チラシを混ぜない

浄水器 もやせない 指定袋（緑色）

磁気マットレス 埋立 指定袋、シール（緑色）

磁石 埋立 指定袋（緑色）

辞書・辞典 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

自転車 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

自転車のタイヤゴム 埋立 指定袋（緑色） 家庭から出たもの

自動二輪車 販売店、民間施設等で処理を依頼して下さい

ジューサー（ミキサー） もやせない 指定袋（緑色） コードは切る。ガラス部分は埋立へ

ジュースのふた（金属製） 埋立 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

ジュースびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

じゅうたん 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） ４畳程度、小さく畳む

じょうろ（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 金属部分はもやせないへ

シーツ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

消毒用アルコールびん 埋立 指定袋（緑色） 中身は使い切ってから出す

除湿器 もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ。コードは切る

ジュニアシート 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

シューズ袋 布・ひも類 指定袋（ピンク）

す スイカの皮 もやせる 指定袋（ピンク）

スーツケース もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

水槽（ガラス製） 埋立 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接埋立処分場へ

50音別品目早見表 （この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
テレホンカード もやせる 指定袋（ピンク）

天体望遠鏡 もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

テント（家庭用） 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

テント（支柱） もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

天ぷら油（家庭用） もやせる 指定袋（ピンク） 紙等にしみ込ませるか、専用の薬品で固めて出す

DVD もやせる 指定袋（ピンク）

電気カーペット 埋立 指定袋、シール（緑色）小さく畳む。大きなものは直接埋立処分場へ

電気カミソリ もやせない 指定袋（緑色）

電気釜 もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

電気コード もやせない 指定袋（緑色）

電気こたつ 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、コードは切る

電気ストーブ もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

電気ポット もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

電気毛布 埋立 指定袋（緑色） 小さく畳む

電球 埋立 指定袋（緑色） 蛍光灯は有害へ

電子レンジ もやせない 指定袋シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ、コードは切る

電卓 もやせない 指定袋（緑色） 電池は有害へ

電池 有害 透明

電話機 もやせない 指定袋（緑色） コードは切る。携帯・PHS は販売店での回収を利用しましょう

と トースター もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

砥石（といし） 埋立 指定袋（緑色）

ﾄｲﾚ便座 ( プラスチック製 ) もやせる 指定袋（ピンク） 家庭から出たもの

陶磁器類 埋立 指定袋（緑色）

時計 もやせない 指定袋（緑色） 電池は有害へ

トタン板 民間施設に相談して下さい

塗料スプレー缶 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

トレー（発泡スチロール） もやせる 指定袋（ピンク） スーパー等の回収にご協力下さい

土鍋 埋立 指定袋（緑色）

ドライバー（家庭工具） もやせない 指定袋（緑色）

ドライヤー もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

ドリンクびん 空きびん 透明 中をすすぎ、フタ、リングは埋立へ

ドレッシングのびん 空きびん 透明 中をすすぎ、汚れの落ちないものは埋立へ

な ナイフ類 もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んでだす

苗箱（水稲） 販売店、農協、民間施設等で処理を依頼して下さい

長靴 布・ひも類 指定袋（ピンク）

鍋 ( 金属製 ) もやせない 指定袋（緑色） 土鍋は埋立へ

生ごみ もやせる 指定袋（ピンク） しっかり水切りする

なみ板トタン（プラスチック製）もやせる 指定袋、シール（ピンク） 雪がこい使用のもののみ。1m 以内に切ってください

に 荷造りヒモ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ぬ

ぬいぐるみ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

縫い針 埋立 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

布くず 布・ひも類 指定袋（ピンク） 大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス

た 体温計（水銀） 有害 指定袋（透明） 電子式はもやせないへ

耐火金庫 埋立 指定袋、シール（緑色）

体重計（家庭用） もやせない 指定袋（緑色）

耐熱ガラス 埋立 指定袋（緑色）

タイヤ 販売店、ガソリンスタンド、整備工場等で処理を依頼して下さい

タオルケット 布・ひも類 指定袋（ピンク）

畳 直接埋立処分場へ

卵のパック（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

樽 ( 木製・プラスチック製 ) もやせる 指定袋（ピンク） 直径 50cm 以上は直接奥能登クリーンセンターへ

たわし もやせない 指定袋（緑色） スチールたわしは埋立へ

単行本 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

タンス 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

台所のごみ もやせる 指定袋（ピンク） 十分に水切りをしてください

脱臭剤 もやせる 指定袋（ピンク）

ダンボール ダンボール 十文字に結束 間に波が入っているもの

ち チャイルドシート もやせない 指定袋、シール（緑色）

茶がら もやせる 指定袋（ピンク） 水切りする

茶器 ( 陶磁器製 ) 埋立 指定袋（緑色）

茶碗 埋立 指定袋（緑色） プラスチック、木製はもやせるへ

注射器 販売店、かかりつけの病院等に相談して下さい

ちょうちん もやせない 指定袋（緑色）

調味料の缶 空き缶 透明 中をすすぐ

調味料のびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

チラシ類 その他紙 十文字に結束 雑誌、チラシと一緒にして

ちり紙 もやせる 指定袋（ピンク）

つ 使い捨てライター 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから出す

机 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

つけもの石 直接埋立処分場へ

つづら 布・ひも類 指定袋（ピンク）

壺（つぼ） 埋立 指定袋（緑色）

つまようじ もやせる 指定袋（ピンク）

積み木 もやせる 指定袋（ピンク）

爪切り もやせない 指定袋（緑色）

釣り糸 布・ひも類 指定袋（ピンク）

釣り竿 もやせない 指定袋（緑色）

釣り針 埋立 指定袋（緑色）

釣り用リール もやせない 指定袋（緑色） 釣り糸は布・ひも類へ

て テーブル 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

Ｔシャツ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

テニスボール（軟式） もやせる 指定袋（ピンク） 潰して出す　硬式は埋立へ

テニスラケット 布・ひも類 指定袋（緑色） 木製・プラスチック製はもやせるへ

手袋 布・ひも類 指定袋（ピンク）

テレビ 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

テレビ台 もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

50音別品目早見表
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
肥料袋 販売店、農協、民間施設等で処理を依頼して下さい

びん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

ピアノ 販売店等に相談して下さい

ピアニカ もやせない 指定袋（緑色）

ふ ファンヒーター もやせない 指定袋（緑色） 燃料を抜いて出す、コードは切る

ファイル もやせる 指定袋（ピンク） 金具はもやせないへ

ファイル（紙製） その他紙 十文字に結束 留具はそれぞれの区分へ

フィルム（ネガ） もやせる 指定袋（ピンク）

フォーク（台所用品） もやせない 指定袋（緑色） プラスチック製はもやせるへ

筆 もやせる 指定袋（ピンク）

ふとん 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

フライパン もやせない 指定袋（緑色）

フロッピーディスク もやせない 指定袋（緑色）

風呂マット（洗い場用） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

プラスチック もやせる 指定袋（ピンク）

プラズマテレビ 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい

プランター（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 陶器類は埋立へ

プロパンガスボンベ 販売店、プロパンガス取扱店等に相談して下さい

風呂のふた 布・ひも類 指定袋（ピンク）

仏壇 粗大 お祓いをして下さい。直接奥能登クリーンセンターへ

へ ヘアースプレー缶 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから、必ず穴を開けて出す

ヘアーブラシ もやせる 指定袋（ピンク） 金属製はもやせないへ

ヘアピン もやせない 指定袋（緑色）

ヘルスメーター（体重計） もやせない 指定袋（緑色）

ヘルメット もやせない 指定袋（緑色）

ベッド 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ、バネ入りは埋立

ベビー椅子 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

ベビーカー 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

ベルト 布・ひも類 指定袋（ピンク） 金属部分はもやせないへ

弁当箱（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 金属製はもやせないへ

ペットボトル（PET マーク付） ペットボトル 透明 中をすすぎ、キャップはもやせるへ

ペット用の砂（紙、木製） もやせる 指定袋（ピンク）

ペット用の砂（鉱物製） 埋立 指定袋（緑色）

ほ ホース（ビニール・ゴム製） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ほうき もやせない 指定袋（緑色）

包装紙 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

包丁 もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

歩行器（幼児用） もやせない 指定袋、シール（緑色）

ホットカーペット 埋立 指定袋、シール（緑色）４畳程度、小さく畳む

ホットプレート もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

哺乳瓶（ガラス製） 埋立 指定袋（緑色） 乳首はもやせるへ

哺乳瓶（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

保冷剤（アイスノン） もやせる 指定袋（ピンク）

ボール（スポーツ用品） もやせる 指定袋（ピンク） 空気を抜いて出す

帽子 布・ひも類 指定袋（ピンク）

本 その他紙 十文字に結束 雑誌・チラシと一緒にして

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）

ー 13 ー

品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス

ね ネジ もやせない 指定袋（緑色）

寝ぶくろ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

粘土（教材用） 埋立 指定袋（緑色） 紙粘土はもやせるへ

の 農機具類（動力付） 販売店、農協、民間施設等で処理を依頼して下さい

農業用廃棄物（マルチなど）販売店、農協、民間施設等で処理を依頼して下さい

農薬類 販売店、農協、民間施設等で処理を依頼して下さい

農薬のびん 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから出す

のこぎり もやせない 指定袋（緑色）

のり缶（食用） もやせない 指定袋（緑色）

のりびん（食用） 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

は 灰 埋立 指定袋（緑色）

灰皿（陶器、ガラス製） 埋立 指定袋（緑色） 金属製はもやせないへ

廃油（機械油） ガソリンスタンド、整備工場等に相談して下さい

はかり もやせない 指定袋（緑色）

白色トレイ もやせる 指定袋（ピンク） スーパー等の回収にご協力下さい

はがき、封筒 その他紙 十文字に結束 ビニール類は取り、封筒などに入れまとめる

はさみ類 もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

箸 もやせる 指定袋（ピンク）

発泡スチロール もやせる 指定袋（ピンク）

花火・発煙筒・火薬類（未使用のもの） 販売店で処理を依頼して下さい

歯ブラシ もやせる 指定袋（ピンク）

歯磨きチューブ もやせる 指定袋（ピンク）

刃物 もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

針金（少量） もやせない 指定袋（緑色）

ハンガー（ビニール被覆） 埋立 指定袋（緑色）

ハンガー（木・プラスチック製 ) もやせる 指定袋（ピンク） 金属が含まれるものはもやせないへ

ハンマー もやせない 指定袋（緑色）

バーベキューセット もやせない 大きな物は直接奥能登クリーンセンターへ

バイク 販売店、民間施設等で処理を依頼して下さい

バケツ（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク）

バッテリー 販売店、ガソリンスタンド、整備工場等で処理を依頼して下さい

パイプ椅子 もやせない 指定袋・シール（緑色）大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

パイプベッド 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

パソコン（家庭用） 各メーカー窓口、３Ｒ推進センターでリサイクルを依頼して下さい

パソコン用マウス もやせない 指定袋（緑色）

ひ ひげそり もやせない 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

ビールびん 空きびん 透明 なるべく販売店等へ返却する

ビールびんの栓 埋立 指定袋（緑色）

ビデオカメラ もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

ビデオテープ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ビデオデッキ もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

ビニール合羽 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ビニールテーブルクロス 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ビニール風呂敷 布・ひも類 指定袋（ピンク）

50音別品目早見表
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス

よ 洋酒びん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

汚れた缶、びん 埋立 指定袋（緑色） 油等が付着し、洗っても汚れが落ちないもの

よしず 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

ら ライター（金属製） もやせない 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから出す

ライター（使い捨て） 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切ってから出す

ラジオ・ラジカセ もやせない 指定袋（緑色） 電池は有害、コードは切る

ラップ（食品用） もやせる 指定袋（ピンク） 芯はもやせる、金具は埋立

ラムネびん 空きびん 透明 プラスチック製は容器はもやせる、ビー玉は埋立

ランチジャー もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

ランドセル（革製） 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ランプ 埋立 指定袋（緑色） 蛍光灯は有害

り リール（釣り用） もやせない 指定袋（緑色） 釣り糸は布・ひも類へ

料理くず もやせる 指定袋（ピンク） しっかり水切りする。できるだけ堆肥化しましょう

れ 冷蔵庫、冷凍庫 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい 

冷暖房器具（エアコン） 販売店、指定引取場所等でリサイクルを依頼して下さい 

レコード盤 もやせる 指定袋（ピンク）

レコードプレイヤー もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

レトルト食品の袋 もやせる 指定袋（ピンク）

レンジ（ガス） もやせない 指定袋、シール（緑色）

レンジ（電気） もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

ろ ローソク 埋立 指定袋（ピンク）

ロープ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

老人カー 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

わ ワープロ もやせない 指定袋（緑色） コードは切る

ワイシャツ 布・ひも類 指定袋（ピンク）

ワインのびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

綿 布・ひも類 指定袋（ピンク）

割り箸 もやせる 指定袋（ピンク）

ワンカップびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

ワンカップのフタ 埋立 指定袋（緑色）

ワンカップ（熱燗機能付） 埋立 指定袋（緑色）

（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）
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品　　　目 分別区分 出し方 出し方・分け方のアドバイス
ポータブルトイレ もやせない 指定袋、シール（緑色）大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

ポット（魔法瓶） もやせない 指定袋（緑色）

ポリタンク（灯油） 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 灯油は抜く

ま 麻雀パイ 埋立 指定袋（緑色）

まくら 布・ひも類 指定袋（ピンク）

マグネット 埋立 指定袋（緑色）

マッサージチェア 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

マットレス ( 布製品 ) 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

マットレス ( 磁石入り ) 埋立 指定袋、シール（緑色）

マットレス ( ベッド用スプリング入 ) 埋立 直接埋立処分場へ

窓ガラス（板ガラス） 埋立 指定袋（緑色） 紙等に包んで出す

まな板 もやせる 指定袋（ピンク）

マニキュアのびん 埋立 指定袋（緑色） 中身を使い切って出す

まめたんアンカ 埋立 指定袋（緑色）

み ミキサー（ジューサー） もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

ミシン もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る。大きなものは直接奥能登クリーンセンターへ

ミルク缶 もやせない 指定袋（緑色）

む 虫かご（プラスチック製） もやせる 指定袋（ピンク） 金属製はもやせないへ

蒸し器 ( 金属製 ) もやせない 指定袋（緑色） 木製のものはもやせるへ

むしめがね もやせない 指定袋（緑色） 全てプラスチック製のものはもやせるへ

むしろ 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク）

め メガネ類 もやせない 指定袋（緑色） 全てプラスチック製のものはもやせるへ

メジャー（金属製） もやせない 指定袋（緑色） ビニール、布製は布・ひも類へ

も 毛布 布・ひも類 指定袋、シール（ピンク） 大量に出る場合は直接奥能登クリーンセンターへ

モーター 民間施設等に相談して下さい 

木片（少量） もやせる 指定袋（ピンク） １ｍ以下に切って出す。特大袋２袋程度

餅つき機 もやせない 指定袋、シール（緑色）コードは切る

物干し竿 粗大 直接奥能登クリーンセンターへ

物干しの台（コンクリート） 直接埋立処分場へ

や やかん もやせない 指定袋（緑色）

焼肉用たれびん 空きびん 透明 フタをはずし、中をすすいで３色に分ける

薬品類（農薬等） 販売店、農協等に相談して下さい 

野菜くず もやせる 指定袋（ピンク） しっかり水切りする。できるだけ堆肥化しましょう

ゆ ゆかた 布・ひも類 指定袋（ピンク）

湯飲み茶碗 埋立 指定袋（緑色）

50音別品目早見表 （この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）

※ボンベ、スプレー等の缶は中身を使いきってから、火気のない所で穴を空けてください。
※電池、灯油類が入っているものは必ず抜いて出してください。   
※割れたびん・ガラス類、針の類、刃物類は必ず紙等に包んで出してください。
※ペットボトル、空き缶、空きびん等は中を水洗いして出してください。    
※びん類及びペットボトルは必ずふたを取り外してください。
※食用以外に使われたびん ( クリスタルガラス及び化粧品のびん ) はリサイクルできないため、埋立ごみで出してください。
※長い物は必ず 1m 以下に切って出してください。
※粗大ゴミであっても幅 50㎝程度、長さ 1m 以下に切る等分解できれば、可燃ごみ又は資源ごみに分別してそれぞれの指定袋で出
　すことができます。

　　該当する品目がない場合は、類似品を参考にしてください。



50音別品目早見表
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◦ごみ減量にご協力ください
　ごみ処理するには、お金がかかります。

　皆様には、指定袋の購入によって、ごみ処理費用の一部を負担して頂いていますが、

それでも処理費用は足りません。

　また、処分場を少しでも長く使うことと、ごみ処理費用を少なくする最善の方法は、

ごみの減量です。

　ごみを少なくするため、次のことに心がけましょう。

　　▶生ごみを出すときは、水分をよく切る

　　▶いらないものは買わない

　　▶包装の少ない商品を選ぶ

　　▶リサイクル品は分別して出す

　　▶生ごみは堆肥化する

◦電気式生ごみ処理機、コンポスト購入補助金があります。
　台所などで出る野菜の切りくずや、魚の骨などの生ごみは堆肥化につとめ、ごみの減量化

にご協力ください。

　電気式生ごみ処理機、コンポストを購入されると、町から補助金が出ます。

　購入前にお問い合せください。

◦不法投棄は犯罪です
　事業活動に伴って排出されるごみはもちろんのこと、日々の生活から出る一般ごみであっ

ても、ごみをみだりに捨てることは法律で禁止されています。

　これに違反してごみを捨てた場合は、５年以下の懲役若しくは１，０００万円以下の罰金が

科せられ、未遂も罰せられます。また、法人等がその業務に関しごみを不法投棄した場合は、

法人に対し１億円以下の罰金が科せられます。

　なお、不法投棄を目的としてごみの収集又は運搬をした場合には、３年以下の懲役若しく

は３００万円以下の罰金が科せられます。

◦収集も搬入もできないものについて

◦能登町内の一般廃棄物処分等業者一覧（詳細は各業者にお問い合せください）

品　　　目 主　な　依　頼　相　談　先

消火器 販売店、消防署、ガソリンスタンド

農機具 販売店、JA おおぞら東部農機センター、金属回収業者

農業系廃棄物※
JA おおぞら、産廃処理業者
JA 内浦町営農経済課 ( おくのといち )

自動車・自動二輪車 販売店、整備工場

タイヤ・バッテリー 販売店、ガソリンスタンド、整備工場

テレビ・エアコン・冷蔵 ( 凍 ) 庫・洗濯機
衣類乾燥機

販売店
家電リサイクルセンター ( 日本通運㈱金沢支店七尾営業課 )
0767-74-2250

漁業系廃棄物 漁協、産廃処理業者

パソコン
各メーカー
有限責任中間法人パソコン 3R 推進センター
03-5282-7685

㈲のとクリーンサービス ( 宇出津 )
62-4400 収集運搬 ( し尿、浄化槽汚泥 )、浄化槽清掃

竹原資料 ( 宇出津山分 )62-0435 収集運搬（紙くず、金属くず）

㈱サンライフ ( 布浦 )72-2125 処分（木くず、草、竹）

㈲能登急送 ( 布浦 )72-1243 収集運搬
( 特別管理、し尿及び浄化槽汚泥除く )

（公）能登町シルバー人材センター（柳田）
76-2680

収集運搬
( 特別管理、し尿及び浄化槽汚泥除く )

㈲アーキコミュニケーションズ（市之瀬）
74-1114

収集運搬
( 特別管理、し尿及び浄化槽汚泥除く )

能登リサイクル協同組合（中斉）76-8050 処分（木くず、竹）

㈱中部資源再開発（太田原）67-2214 処分（木くず、ガラスくず、コンクリート
くず、陶磁器くず、がれき類）

※農業用廃プラスチック類のフィルム関係は泥等を取除いてつづら折りに、農薬空ボトルは洗浄し、袋は薬剤
　が残っていないか確認、肥料空袋は折りたたんで詰め込むか結束してください。

※産業廃棄物処理業者については、石川県廃棄物対策課または能登町環境対策課にお問い合せください。
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（この表はあくまでも参考事例であり、物品の形態等により、出し方が変わる場合があります。）50音別品目早見表
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収集区分 具体例 出し方など 指定袋

もやせる
生ごみ類、食料品や日用品の容器、
カップ・パック・トレイ類など
※プラスチック・木製品

台所ごみは十分に水切りする
食品トレイ類はなるべくスーパー
の回収ボックスへ

ピンク色 ｢もやせる｣ の指定
袋又は収集シール

布・
ひも類

衣類、タオル類、布団類、鞄、履物、
ござ類など

附属ボタン・金属類が取り外し可
能であればなるべく取り外して

ピンク色 ｢もやせる｣ の指定
袋又は収集シール

もやせない
金属で出来ている物
一部にでも金属が付随している物
家庭用電化製品類

一部でも金属物が付随している製品
家電製品の電池･灯油類は必ず抜く

緑色 ｢もやせない｣ の指定袋
又は収集シール

新聞 新聞紙だけ チラシなどを混ぜてはいけません 十文字に結束して出す
(テープ止め不可 )

紙パック 牛乳・ジュース・酒類の紙パック
内側がアルミの物は ｢もやせる｣ へ サッと水洗いし開いて水分を切る 十文字に結束して出す

(テープ止め不可 )

ダンボール ダンボール（間に波形の紙が入っ
ている物だけ） ホッチキス等の金具を外して 十文字に結束して出す

(テープ止め不可 )

その他紙 本、雑誌、チラシ、包装紙、紙袋類など
シュレッダーした紙は ｢もやせる｣ へ ビニール・フィルム類は取り除いて 十文字に結束して出す

(テープ止め不可 )

空き缶 飲料缶、食品缶一斗缶などの大き
いものは ｢もやせない｣ へ

サッと水洗いする。缶の中に異
物を入れない 中が確認できる透明な袋

ペットボトル 　　　このマークがあるものだけです サッと水洗いする。キャップは
外して 中が確認できる透明な袋

空きびん
飲料 ･ 食品用の空きびん ( 無色透
明、茶色、その他の３色に分ける )
一升瓶、ビール瓶は販売店などへ

サッと水洗いする。色ごとに分
けて出す 中が確認できる透明な袋

有害ごみ 蛍光灯、乾電池、水銀の温度計 蛍光灯は割れないように必ず紙 ･
箱等に包んで出す 中が確認できる透明な袋

粗大
自転車、机、家具類、ロッカーな
ど（スプリング入りのマットレス
などは埋立処分場へ）

必ず搬入前に奥能登クリーンセ
ンターへ電話で申込みする

自己搬入は指定袋不要
日曜日のみ休日

埋立ごみ
ガラス、食器 ･コップ類、陶磁器、
スプレー缶、電気毛布類、草・枝木・
汚泥など

割れたものは危険の無いように
紙等に包んで出す。
スプレー缶等はガス抜きして

緑色 ｢もやせない｣ の指定袋
又は収集シール自己搬入は指
定袋不要

ごみ・資源の分け方・出し方一覧

守っていただくこと
・ごみ・資源収集カレンダーに従い、各地区指定日の　　　　　　　　までにごみを出してください。

・ごみ・資源は必ず分別して出してください。

　(もやせるごみ「ピンク色の町指定袋」、もやせないごみ「緑色の町指定袋」、空き缶・びん等「中が　

　確認できる透明な袋」）

・指定通りに分別されていないごみ・資源、指定ごみ袋以外のごみは収集しませんのでご注意ください。

・ごみ袋の口は水漏れや、悪臭、散乱防止のため必ず縛って出してください。

・ダンボール、新聞、紙パック、その他の紙は必ず十文字に結束して出してください。

●環境対策課　　●能都埋立処分場　　●奥能登クリーンセンター
　☎62−8507　　☎62−3362　　　　☎62−8222

お問い合せ先

朝８時３０分

分別・収集に関する事は 持ち込みに関する事は 持ち込みに関する事は

ごみ・資源の分け方・出し方
（50音別品目早見表）

能 登 町
平成26年

保
存
版




