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1 ごみは指定袋に分別して、
指定された日に出してね

4 分別した資源物は資源回
収場所や公共施設の回収
ボックスに出してね

2 収集日当日朝8時30分ま
でに所定のごみ集積所・
資源回収場所に出してね

5 粗大ごみの処分は有料な
ので、手数料を支払って
出してね

7 ごみ集積所・資源回収場
所は利用者が管理してね3 ごみから資源物を分別し、

ごみを減らそうね

6 ごみ集積所の利用に際し
ては、地域で定めたルー
ルやマナーを守り、清潔
に使ってね

8 いつ、何を出せるかはお
住まいの地区のごみカレ
ンダーで確認してね

北本トマト
イメージキャラクター

とまちゃん
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北本市ごみ分別一覧表北本市ごみ分別一覧表

生ごみ、紙くず、布くず
草花・枝木、おむつ

もやせるごみ（P1）
ごみ集積所に出せます
自己搬入で出せます

プラスチック製容器包装
（レジ袋、洗剤等の容器、菓子の
袋、白色トレイ、ペットボトルの
ラベルとキャップ）

容器包装（資源）類（P3）
ごみ集積所に出せます

新聞紙、雑誌・雑紙
段ボール、布類

資源回収（P4〜6）
資源回収場所に出せます

家具、寝具、敷物
大型家電

（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷
凍庫、洗濯機・衣類乾燥器除く）

粗大ごみ（有料）（P7〜9）
戸別収集します

自己搬入で出せます

ビン・カン
ペットボトル

金属類
（なべ、フライパンなど）

もやせないごみ（P2）
ごみ集積所に出せます

牛乳パック、廃乾電池
使用済小型家電

公共施設の回収ボックスに
出せます（P11〜12）

プラスチック製品、金属ごみ
ゴム製品、革製品、瀬戸物

強化・耐熱ガラス

廃食油

廃蛍光管
水銀使用製品

資源回収（年3回）（P13）
資源回収場所に出せます

ごみカレンダーの回収スケ
ジュールに合わせて回収して
います（P13）

汚れが
あるもの

汚れが
あるもの

汚れが
あるもの



1

もやせるごみ

注意点

枝木類・材木は太さ3㎝以内、
長さ60㎝以内に切り、直径20
㎝以内に束ねて出すことも出来
ます。指定ごみ袋は不要です。
太さ3㎝を超える枝木類・材木
は粗大ごみとして出します。
 （P7参照）

指定日に指定ごみ袋（半透明に赤い文字）に入れ
て、所定のごみ集積所に出してください。

埼玉中部環境セン
ターに無料で自己
搬入できます。
（P8参照）

厚さ3㎝、幅30㎝、長さ60㎝以
内の板はもやせるごみです。こ
れ以上の大きさの板は粗大ごみ
です（P7参照）。粗大ごみを分
解して指定ごみ袋に入れないで
ください。

廃食油は紙・布にしみこま
せて、もやせるごみに出せ
ます。また廃食油のみの回
収もしています。
（P13参照）

生ごみ
（十分に水切りする）

指定ごみ袋（赤字） ごみ集積所看板

長さ60㎝以内

直
径
20
㎝
以
内

おむつ
（汚物は除く）

草花、枝木
（土や砂は除く）

紙くず、布くず
（汚れていないものは資源
　回収として出します
（P6参照））

燃やせるごみ袋

生ごみは水切りをしましよう。

鴻巣市・北本市・吉見町
埼玉中部環境保全組合

指定袋ポリエチレン袋

この袋はナノテク素材を使用したCO2
排出量が少ない環境にやさしい袋です。

取扱い上の注意

ごみ減量 一人ひとりの自覚から

燃やせるごみ袋

もやせる
ごみ
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もやせないごみ

注意点

自己搬入できる施設はありま
せん。
指定日以外の処分は北本リサ
イクル事業協同組合（☎048
－591－6432）に依頼してく
ださい（有料）。

刃物や針は鋭利な部分を紙・
テープで覆ってください。

汚れたペットボトル、
ビン、カン

（汚れていないものは
「資源回収」P4〜5
　参照）

汚れたプラスチック製
容器包装

（汚れていないものは
「容器包装（資源）類」
　P3参照）

指定ごみ袋（青字） ごみ集積所看板

プラスチック製品
（プラスチック衣装
　ケース等）

金属ごみ
（傘、ハンガー等）

ゴム製品
（ホース等）

ガスを使い切ったライター
爆発防止のため必ず中身を使い
切ってから出してください。

革製品
（靴、カバン等）

LED照明
割れた蛍光管・電球

（割れていないものは
「廃蛍光管類」P13参照）

強化ガラス・
耐熱ガラス・

板ガラス

瀬戸物・陶磁器
（植木鉢等）

ぬいぐるみ
（60cm以下）

燃やせないごみ袋
ごみ減量 一人ひとりの自覚から
ごみの出し方のルールを守りましよう。

鴻巣市・北本市・吉見町

指定袋ポリエチレン袋

この袋はナノテク素材を使用したCO2
排出量が少ない環境にやさしい袋です。

取扱い上の注意

指定日に指定ごみ袋（半透明に青い文字）に入れ
て、所定のごみ集積所に出してください。
指定ごみ袋に入らない大きさのごみには、指定ご
み袋を貼りつけて出してください。

もやせな
いごみ
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きれいなプラスチック製容器包装（　　　マークのあるもの）。
プラスチック製容器包装は資源としてリサイクルされます。もやせないごみからの分別にご協力
ください。

容器包装（資源）類

出してはいけないもの

注意点

自己搬入できる施
設はありません。

指定日に指定ごみ袋（黄色地に黒い文字）に入れ
てごみ集積所に出してください。

指定ごみ袋 ごみ集積所看板

レジ袋 カップ・パック類

ポリ袋・フィルム類
ペットボトルの

ラベルとキャップ
その他

（発泡スチロールの容器、緩衝材）

洗剤等の容器・
ボトル類

トレイ類

プラスチック製であっても、商
品そのものは「もやせないご
み」で出してください。

リサイクルするので汚
れを洗い落としてから
出してください。

プラスチック製容器包装は手作業で選別後、圧縮を
行っています。特に鋭利なものや電池、ライター、
タバコの吸い殻などは、けがや火災の原因となるた
め絶対に混入させないでください。

プラスチック製容器
包装をまとめて入れ
たレジ袋を、指定袋
に そ の ま ま 入 れ る
「二重袋」は選別作
業の妨げになるので
しないでください。

容器包装
（資源）類
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この認識マークの
表示があるボトル
に限ります
（1の表示のみ）

キャップ・ラベルを
取る（リングは取らなくてよい）

キャップ・
ラベル

か る く 水 洗 い
し、水を切る

切り刻まない
タテにつぶさない

つぶす

資源回収場所の
専用のネットまたはコ
ンテナに入れる

容器包装類専用袋

資源回収

注意点

水で中を洗い、キャップ、
フタは取り除きます。

紙製のラベルははがさな
いで出せます。

汚れたビンは「もやせな
いごみ」です。

例
・牛乳びん
・ビールびん
・一升びん
　など白

（透明）
茶

（有色）
その他のビン

（リターナブルびん）

資源物は極力ごみから分別して、ごみ集積所とは別に指定する資源回収場所に出してください。
資源物が汚れてリサイクルに適さなかったり、廃棄を希望する場合はごみとして出してください。
資源物は有価物です。持ち去りを防ぐため、前日から出すことは控えてください。

ペットボトル

ビン類

対象品　飲料用、酒類用、調味料用に使用されたペットボトルの本体

対象品　白（透明）・茶（有色）・その他のビン（リターナブルびん）に分けて出します。

指定日に資源物の種類ごとに分類して、専用コン
テナ・ネットに入れる、または十字に縛って出し
てください。

資源回収場所看板

専用コンテナ

北
本
市

資源回収
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注意点

注意点

注意点

家電類は「小型家電」また
は「粗大ごみ」で出し、資
源回収では出せません。

刃物や針は鋭利な部分
を紙・テープで覆って
ください。

割れていないビ
ンは資源回収の
「ビン類」に出
します。

水で缶の中を
洗います。

汚れの落ちない缶はもや
せないごみに出します。

コンテナに入らない大き
さ の 金 属 類 は 「 粗 大 ご
み」に出します。

強化ガラス、耐
熱ガラスは「も
やせないごみ」
に出します。

缶以外で、カゴに入る大きさの金属製品
なべ類（ホーロー製品・テフロン加工製品
含む。）、フライパン、金属製スプーン・
フォーク、包丁・ナイフ・鎌（刃の部分を
紙、布等で巻く。）、その他金属くず（カ
ゴに入る大きさ）

コンテナに入らない
大 き さ の ガ ラ ス は
「もやせないごみ」
に出します。

北
本
市

北
本
市

割れガラス

食料品・飲料品が
入っていた缶

強化・
耐熱

コップや割れビン

ガラス類

空き缶

金属類

対象品　

対象品　

資源回収用のコンテナに入れます。
対象品　

資源回収

ガスを使い切った
スプレー缶

（穴は開けなくてよい）
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注意点

布類は雨や雪の日には出すことがで
きません。次回の回収日に出してく
ださい。

雑紙で小さく、飛散しやすいものは、封筒
や紙袋などに入れ、ホチキス、のり、セロ
テープで封をして出すことができます。

敷物、座布団、綿・スポンジ・
羽毛の入った厚手の衣類

粗大ごみに該当しますので資源回収で
は出せません。

臭いや汚れの付いた紙類・布類
シュレッダーくず

特殊な紙（感熱紙・カーボン紙など）
もやせるごみに該当しますので資源回収では出
せません。

新聞・チラシ 段ボール 雑誌・雑紙類
雑誌、書籍、小冊子など

コピー用紙、包装紙、紙箱など

布類
雨・雪の日には出せ
ません。

紙類・布類

それぞれに分別して、種類ごとにひも（ガムテープ不可）で十字に縛って出します。資源回収場
所では同じ種類ごとにまとめて出してください。

出してはいけないもの

資源回収
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処理手数料

1点当たり100円〜1,500円（自己搬入の場合は17ページ以降に記載の金額の40%）
粗大ごみに該当するかどうかや、詳細な処理手数料の一覧表は17ページ以降を参照。

北本市では、粗大ごみの処分には手数料が
必要となります（有料）。

粗大ごみを処分する方法は、2つの方法が
あります。（P8参照）
①業者が自宅まで収集に伺う「戸別収集」
②自分で埼玉中部環境センター（吉見町）

に運び込む「自己搬入」

粗大ごみ（有料）

枝・木・幹類・角材の出し方

粗大ごみ対象外

寝具類
布団、枕、マッ
トレス、ベッド
など

家具類
タンス、机、イス、
本棚など（プラ
スチック製はも
やせないごみ）

その他
綿やダウンの
入った服など

家電製品
小型家電（P12）
として出せない
大きさのもの

敷物類
じゅうたん、カー
ペット、足ふきマッ
ト、座布団など

太さ3cm以下
長さ60cm以内に切り20cm
以内に束ねる

もやせるごみ

太さ3cmを超え30cm以内
束ねた直径+長さ=1m以内
にまとめる

粗大ごみ　一束一点

〈例〉

太さ30cmを超えるもの
長さ30cmに切る

粗大ごみ　一つ一点

「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目は家電リ
サイクル法に基づき処分の方法が定められているため、粗大ごみとしての取り扱いはでき
ません。14ページで処理方法を確認してください。

対象品　

長さ60㎝以内 長さ60㎝ 長さ30㎝以内

直
径
20
㎝
以
内

太
さ
3
㎝
超

直
径
40
㎝

直
径
30
㎝
超

粗大ごみ
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粗大ごみ収集申込先

北本リサイクル事業協同組合
電話：048-591-6724
FAX：048-593-2756
Eメール：kitamoto-recycle@asahi.email.ne.jp
受付：平日　午前8時30分〜午後3時
料金と収集日、収集場所を確認してください。

粗大ごみ等
自己搬入受付所
粗大ごみ等
自己搬入受付所北本市役所

文化センター
中央公民館

戸別収集の手順

自己搬入の手順

事前に申し込みした粗大ごみを、収集日当日（朝8時30分まで）に自宅前道路に面したところに
出すことで業者が戸別に収集します。

家庭ごみのうち、もやせるごみ、粗大ごみは、埼玉中部環境センター（吉見町）へ自己搬入でき
ます。もやせないごみや容器包装（資源）類は自己搬入できません。

手　順
1 廃棄したいものの品目（寸法等）、

点数を確認し、北本リサイクル事業
協同組合に申し込みます。（1回に5
点まで申し込むことができます。）

2 粗大ごみ処理券を取扱店で購入しま
す。粗大ごみ処理券は100円券、
300円券、500円券の3種類があり
ます。（取扱店は10ページ参照）

3 粗大ごみ処理券を粗大ごみに貼り、
収集指定日に自宅前道路に面したと
ころに出します。家の中まで入って
収集することはできません。

手　順
1 処理したいごみを持参し、粗大ごみ

等自己搬入受付所で受付します。

2 職員がごみの品目を確認し、手数料
を請求するので現金で支払います。
搬入許可証が発行されます。搬入許
可証は許可当日のみ有効です。

3 埼玉中部環境センターへ自ら搬入し、
入口で搬入許可証を提示して入場し
ます。

4 所定の場所にごみを降ろし、お帰り
ください。

注意点

・1点500円を超える処理手数料は、複数のごみ処理券を組み合わせて使用してください。
（例）手数料が1点1000円の場合　500円券を2枚購入して1点に貼り付けます。
・粗大ごみ処理券の払い戻しはできませんので注意してください。
・アパート、マンション等の集合住宅は粗大ごみを部屋の前ではなく、ごみ集積所等指定さ

れた場所に出してください。
・家の中まで入っての収集を希望する場合は、市ではできませんので、市の許可を得た一般

廃棄物処理業者に依頼してください。

粗大ごみ
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受付場所・受付時間 搬入先・受付時間 処理手数料

粗大ごみ等自己搬入受付所
（北本市役所前）
平日
午前8:30〜午後3:30

埼玉中部環境センター
吉見町大字大串2808番地
TEL:0493-54-0666
平日
午前9:00〜12:00
午後1:00〜  4:00

粗大ごみ
ごみ・資源類分別一覧（17
ページ以降に掲載）に記載金
額の40%（点数制限なし）
もやせるごみ
無料

荒
川
荒
川

荒井橋 荒井

至鴻巣

至桶川至川島町

至東松山

J
R
高
崎
線

自然観察公園

北
本
駅

北本市役所●北本市役所●

北本局〠北本局〠
33

5
7

中
山
道東部緑地公園

　●
埼玉中部
環境センター

老人福祉センター
荒川荘

埼 玉 中 部 環 境 セ ン タ ー
吉見町大字大串2808番地
TEL　0493-54-0666

粗大ごみ

〈 広告 〉
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粗大ごみ処理券取扱店粗大ごみ処理券取扱店

住  所 販  売  店  名 電  話

1 深井 3-77 ローソン北本深井三丁目店 542-3963

2 東間 4-137-2 マイショップたけい 541-4542

3 東間 4-97 しなのや酒店 542-3057

4 東間 5-90 サンマンション北本管理組合 543-1026

5 宮内 7-147 北本リサイクル事業協同組合 591-6432

6 北本 1-30 大島商店 591-3518

7 北本 1-51 デイリーヤマザキ
北本駅東口店 592-4800

8 北本 1-155 酒太郎北本店 593-4471

9 北本 2-10-1 ドラッグセイムス北本店 594-4103

10 北本 2-136 翁屋製麺 591-2037

11 北本 2-257 ㈲荒井商事 591-2066

12 北本 3-1 三軒茶屋商店 591-3121

13 北本 3-3 あらい屋 591-2228

14 朝日 2-304-2 ミニストップ北本朝日店 590-3239

15 朝日
2-238-101 全日食チェーン北本店 577-6402

16 朝日 3-12 うえのや酒店 592-3487

17 古市場
2-19-1

セブンイレブン
北本古市場 2 丁目店 593-5666

18 本宿 5-89-1 コープみらい コープ北本店 593-0601

19 中丸 4-75-4 ローソン北本中丸四丁目店 592-1919

20 中丸 5-296 内田屋酒店 591-0902

21 中丸 8-117-1 カインズホーム北本店 592-7000

住  所 販  売  店  名 電  話

22 西高尾 1-40 小林酒店 591-2443

23 西高尾
2-159-1 ミニストップ北本西高尾店 591-1154

24 西高尾 3-1 まるよし酒店 592-5231

25 西高尾
3-154-2 ユア - ズながしま 591-8778

26 西高尾 5-16 アライ家具店 592-4520

27 西高尾 7-195 秋山青果店 591-2025

28 西高尾 7-63 Y ショップひたちや 591-2447

29 中央 2-172 デイリーヤマザキ北本駅店 592-0557

30 中央 3-71-6 伊藤商店 591-2306

31 中央 4-190 三宮酒店 591-4297

32 本町 6-40-1 ドラッグセイムス北本西店 590-5623

33 緑 4-189 NPO 法人
北本市手をつなぐ育成会 593-4288

34 二ツ家
1-312-1

デイリーヤマザキ
北本二ツ家店 592-3802

35 緑 1-189 セブンイレブン
北本緑 1 丁目店 594-1115

36 下石戸 5-320 山徳 591-0129

37 下石戸下
516-26 酒巻酒店 592-4426

38 栄
7-1-25-108 レストラン大盛 592-4666

39 荒井 2-457 マイショップやまぎし 591-2983

40 石戸宿 5-52 鈴木商店 592-1155

41 鴻巣市原馬室
3768-1 セブンイレブン鴻巣原馬室店 542-9550

（平成 30 年 8 月現在）

粗大ごみ
処理券取
扱店

粗大ごみ処理券は、戸別収集（P8参照）で粗大ごみを捨てる場合に必要です。北本リサイクル事
業協同組合（048-591-6724）で受付後に、以下の取扱店で必要分を購入してください。
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牛乳パック 廃乾電池 使用済小型家電

市役所 ○ ○ ○

勤労福祉センター ○ ○ ○

文化センター 中央公民館 ○ ○ ○

コミュニティセンター ○ ○ ○

学習センター ○ ○ ○

各公民館 ○ ○ ○

北本駅（2 階連絡所） ○ ○

総合福祉センター ○ ○

体育センター ○ ○

健康増進センター ○

子供公園 ○

北本郵便局本局 ○

一部金融機関 ○

牛乳パック・廃乾電池・小型家電 ……牛乳パック・廃乾電池・小型家電 …… 公共施設等の回収場所に出してください公共施設等の回収場所に出してください公共施設等の回収場所に出してください

次の公共施設等に回収箱が設置してあります。施設の開館時間中にご利用ください。
廃乾電池は毎月1回目の資源回収でも回収しています。いずれも事業者の方は利用できません。

注意点

注 ぎ 口 の プ ラ ス
チックのキャップ
は取り外してくだ
さい。

内側が白くないもの
（アルミ等貼ってある
もの）は「もやせるご
み」です。

毎月1回目の資源回収では、各資源回収場所に
も専用コンテナを設置して回収しています。

北
本
市

北
本
市

すすいで乾かしたあと、切り開いて上の
表の施設の専用回収箱に入れてください。
また、市内小売店の回収箱も活用してく
ださい。

上の表の施設の専用回収箱に入れてく
ださい。

牛乳パック

廃乾電池

対象品　飲料用（牛乳、ジュース等）

対象品 : 乾電池（アルカリ・マンガン）・ボタン電池・充電池・リチウム電池・リチウムイオン電池

牛乳パックは
貴重な資源です。
回収にご協力を！

牛乳パック
回収箱

北本市 ジュース

廃乾電池回収箱

北本市

牛乳パッ
ク・廃乾
電池

出してはいけないもの
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出してはいけないもの

注意点

電池を入れてきた袋は、
入れないでください。

・投入口に入らない大きさの家電類は「粗大
ごみ」です。

・箱、外装、入れてきた袋、電池はお持ち帰
りください。付属品（ケーブルなど）は入
れることができます。

・分解して使用済小型家電回収ボックスに入
れることはやめてください。

・個人情報は事前に削除してください。

車、バイクのバッテリー
は、入れないでください。

廃乾電池以外のごみはいっ
しょに捨てないでください。

粗大ごみに指定されている家電類（ラ
ジカセ、ノートパソコンなど）であっ
ても使用済小型家電回収ボックスに入
る大きさであれば無料回収します。

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、
携帯ゲーム機、デジタルカメラ、
ポータブルビデオカメラ、ポータ
ブルカーナビ、電子辞書、卓上計
算機、ACアダプターなど

使用済小型家電

対象品 : 電気・電池で動く製品で、11ページの表の施設の専用回収ボックス（投入口15㎝×30
㎝）に入る大きさのもの。

〈投入口〉

30㎝

15
㎝

使用済小
型家電



12 13

廃
蛍
光
管
用
器

北
本
市

家庭で使用された食用油
（ラード、食用油以外の油は不可）

割れていない電球・蛍光管
（LED照明や割れた電球・蛍光管は
「もやせないごみ」です）

水銀使用製品
（水銀体温計・水銀温度
計など）

年3回、資源回収場所に
専用コンテナを設置して
回収しています。

対象品

対象品

廃食油廃食油

廃蛍光管類（水銀使用製品）廃蛍光管類（水銀使用製品）

ごみカレンダーの回収スケジュールに合わせて回収しています。

ごみカレンダーの回収スケジュールに合わせて回収しています。

注意点

・ごみカレンダーの回収スケジュールに合わせて、
回収場所に持参してください。

・一度こしてから持参してください。

・下水道や浄化槽には絶対に捨てないでください。

注意点

・ごみカレンダーの回収スケジュールに合わせて、資源回収場所に出してください。

廃食油

廃蛍光管
類

ごみ集積所・資源回収場所に出してはいけないごみごみ集積所・資源回収場所に出してはいけないごみ

（1）事業活動（商店、食堂、会社、営業所、医院など）によるごみ（事業系ごみ）
　　⇒事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は一般・産業廃棄物

処理業者に委託して処理してください。（P16参照）
（2）一度に多量に出るごみ（引っ越し、大掃除などのごみ）
　　 ⇒埼玉中部環境センターに自己搬入（P8参照）するか、市が許可した一般廃棄物処理業者

に引き取りを依頼してください。
（3）犬・猫などの死がい（P15参照）



14 15

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処理エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処理

家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫 、洗濯機・衣類乾燥機について
は、消費者がリサイクル費用を負担し、メーカーがリサイクルを行うことが義務付けられていま
す。市は回収できません。まずは小売店・販売店に引き取りを依頼してください。

買い替え以外の場合
（もらった家電や景品などの家電）

買い換える場合
（新しい家電製品を買って
古いものを廃棄する。）

家電リサイクル
券の購入

指定場所へ自分
で持っていく。

指定業者に収集
を依頼する。

小売店、販売店
買い替えをするお店または過去に
その家電品を売ったお店が引き取
ります。

製造業者等
のリサイク
ルへ

小売店が
わかる

小売店が
わからない

小売店・販売店に引き取りを依頼しない場合

指定引取場所（平成30年8月現在）

1 郵便局・ゆうちょ銀行備え付け
の家電リサイクル券に必要事項
を記入します。

2 リサイクル料金（税込）を支払
います（振込手数料別）。

3 支払い済みの券と処分する家電
を下記の指定引取場所まで、自
ら運搬するか北本リサイクル事
業協同組合に収集運搬を委託し
ます（収集運搬費用別）。

岡山県貨物運送（株）鴻巣営業所　鴻巣市箕田3264番8　TEL:048-596-8371
中田屋（株）加須工場　加須市志多見2236番　TEL:0480-61-2055

※リサイクル料金は製品によって異なります。メーカーや型番を調べてから郵便局・ゆうちょ銀
行に備え付けの冊子でリサイクル料金を確認してください。リサイクル料金は家電リサイクル
センター（☎0120-319-640。受付時間午前9時〜午後6時、日・祝休）でも確認できます。

●処分にかかる費用（平成30年8月現在） 

品目 リサイクル料金（税込）

エアコン（室外機含む）    972 円 〜 9,720 円

テレビ 1,296 円 〜 3,688 円

冷蔵庫・冷凍庫（冷温機含む） 3,672 円 〜 6,037 円

洗濯機・衣類乾燥機 2,484 円 〜 3,310 円

+ 振込手数料（振込時に窓口で確認）
+ 収集運搬費用（3,500 円〜）
　依頼は北本リサイクル事業協同組合（☎ 048-591-6432）

エアコン、
テレ ビ 、
冷 蔵 庫 、
洗濯機
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家庭用パソコンの処理家庭用パソコンの処理

小動物の死がいの処理（所有者不明の犬・猫など）小動物の死がいの処理（所有者不明の犬・猫など）

消火器（中身の入っているもの）の処理消火器（中身の入っているもの）の処理

家庭から出される使用済みのパソコンは、
下記のいずれかの方法で処理してください。

リサイクル窓口（平成30年8月現在）

1 「使用済小型家電」（P12参照）または「粗大ごみ」（P7
〜9参照）として処理する。

2 「資源有効利用促進法」に基づき、各メーカーに処理を依頼する。
　依頼はメーカーの窓口から行い、回収するメーカーがない場合や、自作パソコンを処分する場

合は「（一社）3R推進協議会」にインターネットから申し込む。
3 市と協定するリネットジャパン（株）に、宅配便を利用した無料回収を申し込む。
手　順

① インターネットからリネットジャパン（株）に申し込む。
② ダンボールに詰めて梱包。
③ 宅配業者が希望日時に自宅から回収。

　自宅敷地内に所有者不明の犬・猫などの死がいが生じた場合、ごみ集積所に出すことはできません。
　埼玉中部環境センター（無料。北本市粗大ごみ等自己搬入受付所（☎048-593-3293）での事
前受付が必要）に自ら搬入するか、箱詰め等して道路上から回収できる所に出し、北本市環境課
（☎048-594-5553）に連絡することで、市が条例に基づいて有料（600円）で回収することも
できます。
　市では私有地に立ち入って死がいを回収できません。
　また、事業者は市の有料回収制度を利用できません。

市では、未使用の消火器の処分は出来ません。未使用の消火器の処分は環境大臣が指
定する認定事業者である（一社）日本消火器工業会・（株）消火器リサイクル推進セ
ンターが指定するリサイクル窓口（下記参照）に不要となった消火器をご自身で持ち
込むか、回収を依頼してください。
※ここでいう「消火器」とは右のような形の消火器を指します。エアゾール（スプ
レー）式消火具や消火弾（投げ込み式）は使い切るか、中身を抜いて資源回収の「空
き缶」か「もやせないごみ」としてお出しください。

（有）吉澤防災設備　鴻巣倉庫　鴻巣市人形二丁目2番84号　TEL:048-543-3465
（有）靖和サービス　北本市石戸6－229　TEL:048-591-3219
（有）エムケイ防災　桶川市寿1－15－16　TEL:048-770-5111
脇防災（株）　桶川市下日出谷52－3　TEL:048-786-1038

パソコン
の処理、
小動物の
死がい
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市では処理できないごみ（処理困難物）市では処理できないごみ（処理困難物）

事業系ごみについて（事業者の皆さまへ）事業系ごみについて（事業者の皆さまへ）

（1）法律によりリサイクルルートが確立されているもの
　　  ⇒エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫 、洗濯機・衣類乾燥機（P14参照）
　　  ⇒バイク（二輪車リサイクルコールセンター ☎050-3000-0727 にお問い合わせください。）
（2）感染性のあるものや鋭利な在宅医療廃棄物
　　  ⇒受診する医療機関（病院・薬局）に引き取りを依頼してください。
（3）取扱いに支障をきたすもの（重さ30キログラム以上のもの）
（4）建物を解体して生じたごみ（がれき、建築廃材、コンクリート、浄化槽など）
（5）自動車関連品（タイヤ、バッテリー、窓ガラス、バンパー、ほか初期装備）
（6） その他適正な処理が困難なもの（油類、石、殺虫剤、スプレー缶（中身入り）、耐火金庫、

塗料、土、灰、ピアノなど）
⇒これらはメーカー・購入店または市の許可を得た一般廃棄物処理業者に引き取りを依頼し

てください。

　事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物（事業系ごみ）を自らの責任において適正に処理し
なければなりません。この事業活動は、すべての事業活動のことで営利・非営利を問いません。
　事業系ごみは、少量であっても地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。また、資源物
に該当しても地域の資源回収場所に出すことはできません。
　店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを家庭系ごみ、事業活動に伴って生じ
た廃棄物を事業系ごみに必ず分別してください。
　事業系ごみは、事業者自ら埼玉中部環境センターに直接搬入することができます（「もやせる
ごみ」「粗大ごみ」に該当するもののみ）。委託処理する場合、廃棄物処理法に定める委託基準
に従ってください。

油類 農薬 未使用消火器
（P15参照）

自動車関連品

建築廃材 バイク ピアノ

受付場所・受付時間 搬入先・受付時間 処理手数料

事業系ごみ

北本市役所（環境課）
TEL:048-594-5553（担
当直通）
午前 8:30 〜午後 3:30

埼玉中部環境センター
吉見町大字大串 2808 番地
TEL:0493-54-0666
平日
午前 9:00 〜 12:00
午後 1:00 〜 4:00

事業系一般廃棄物　
10kg につき 180 円
産業廃棄物　
10kg につき 200 円

処理困難
物

事業系
ごみ
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ご み・資 源 類 分 別 一 覧ご み・資 源 類 分 別 一 覧
品　名 ごみ分別 手数料 備　考

あ アイスノン もやせないごみ
アイスピック 資源回収 とがった部分は紙や布で覆う
アイスボックス 粗大ごみ 300
アイロン 粗大ごみ 100
アイロン台 粗大ごみ 300
アダプタ(各種電気製品用） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
アコーディオンカーテン 粗大ごみ 1,000
アタッシュケース 粗大ごみ 300
油（機械・鉱油類） ×　排出禁止 染み込ませた布等はもやせるごみ。油そのものは市では収集不能。販売店等に引き取りを依頼
油（サラダ油・天ぷら油） 資源回収 拠点施設で回収　P13参照。布・紙に染み込ませるか、固めればもやせるごみ
油（ラード） もやせるごみ
油の容器 もやせないごみ 洗えば容器包装（資源）類
編み機（ポータブル） 粗大ごみ 500
網戸 粗大ごみ 300
編み針（竹） もやせるごみ
編み針（プラ） もやせないごみ
編み針（金属） 資源回収
アルバム もやせないごみ 紙製はもやせるごみ
アルミサッシ 粗大ごみ 300
アルミホイル（調理用） もやせないごみ
泡立て機 粗大ごみ 100
安全靴 もやせないごみ
安全ピン もやせないごみ
アンテナ（U・V・パラボラ） 粗大ごみ 300
アンプ 粗大ごみ 300

い 石 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
衣装ケース（プラスチック） もやせないごみ 指定袋をガムテープ等で貼り付ける
衣装ケース（金属・木） 粗大ごみ 300
椅子 粗大ごみ 300 プラスチック製はもやせないごみ
板（木製、1m×1m以内） 粗大ごみ 300 厚さ3cm、幅30cm、長さ60cm以内の板はもやせるごみです
一輪車（乗用） 粗大ごみ 300
一輪車（作業用） 粗大ごみ 500
一斗缶 資源回収 汚れているものはもやせないごみ
井戸用ポンプ 粗大ごみ 1,000
犬小屋（プラスチック製） もやせないごみ 分解されているもののみ
犬小屋（木製・金属製1m超） 粗大ごみ 1,000
犬小屋（木製・金属製1m未満） 粗大ごみ 500
衣類乾燥機 ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
入れ歯 もやせないごみ
印鑑 もやせないごみ
インクカートリッジ 資源回収 北本市役所、電気店等のインクカートリッジ回収箱へ
インターホン 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
飲料用パック 資源回収 牛乳パック回収箱に入れる。　P11参照
インテリアライト(卓上用の小さいもの） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収

う 植木・草木 もやせるごみ
ウォシュレット 粗大ごみ 500
ウインドサーフィン ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
植木支柱（園芸用） もやせないごみ 1m以内に切って出す
植木鉢 もやせないごみ
ウエットスーツ もやせないごみ
浮き輪 もやせないごみ
臼（うす） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
腕時計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
乳母車（ベビーカー） 粗大ごみ 500
羽毛布団 粗大ごみ 300

え エアコン ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
エアゾール缶 資源回収 中身を使いきってから出す（穴は開けなくてもよい）
映写機（プロジェクター） 粗大ごみ 300
液晶テレビ ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
エキスパンダー 資源回収
枝（太さ3cm超） 粗大ごみ 100 P7の枝・木・幹類・角材の出し方を参照
枝（太さ3cm以下） もやせるごみ 長さを60cm以内に切りそろえて束ねる
枝切バサミ 粗大ごみ 300 カゴに入れば資源回収
絵の具 もやせないごみ
絵本 資源回収
エレキギター 粗大ごみ 500
エレクトーン 粗大ごみ 1,000
エンジンオイル ×　排出禁止 染み込ませた布等はもやせるごみ。油そのものは市では収集不能。販売店等に引き取りを依頼
延長コード 資源回収 小型家電回収ボックスで回収
煙突（金属製） 粗大ごみ 300
鉛筆 もやせるごみ
鉛筆削り 資源回収 電動以外はもやせないごみ。小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）

お オイルヒーター ×　排出禁止 市では収集不能
置時計 粗大ごみ 100
桶（木製） 粗大ごみ 100
桶（プラスチック） もやせないごみ
押入れダンス 粗大ごみ 500
おたま（金属） 資源回収
おたま（プラスチック） もやせないごみ
落ち葉 もやせるごみ
おしゃぶり もやせないごみ
オーディオラック 粗大ごみ 500
オートバイ ×　排出禁止 市では収集不能。詳細はP16参照
帯 資源回収 革製品はもやせないごみ
オーブントースター 粗大ごみ 100
オーブンレンジ 粗大ごみ 500
お盆（木製） 粗大ごみ 100
お盆（プラスチック） もやせないごみ
おまる もやせないごみ
オムツカバー もやせないごみ
オムツ(紙・布） もやせるごみ 汚物は取り除く
おもちゃ（木製） もやせるごみ 大型のおもちゃは粗大ごみ（100円）
おもちゃ（金属製） もやせないごみ 大型のおもちゃは粗大ごみ（100円）
おもちゃ（プラスチック製） もやせないごみ
折込広告・チラシ 資源回収
折りたたみ傘 もやせないごみ
オルガン 粗大ごみ 1,000
オルゴール もやせないごみ
下ろし金 資源回収 プラスチック製はもやせないごみ
温室（家庭用） 粗大ごみ 500 農業用ビニールハウスは収集不能
温度計 もやせないごみ 水銀使用製品は廃蛍光管類
温風ヒーター（ファンヒーター） 粗大ごみ 500

か 絵画（額縁付1辺1m超） 粗大ごみ 300
絵画（額縁付1辺1m以下） 粗大ごみ 100
貝殻 もやせるごみ
懐中電灯 資源回収 本体は小型家電回収ボックス、電池は拠点施設の回収箱へ
かいまきふとん 粗大ごみ 300
カイロ（使い捨て） もやせないごみ
鏡 もやせないごみ 姿見は粗大ごみ（1,000円）

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
鍵 資源回収
角材（太さ3cm超） 粗大ごみ 100 P7の枝・木・幹類・角材の出し方を参照
角材（太さ3cm以下） もやせるごみ 長さを60cm以内に切りそろえて束ねる
学習机 粗大ごみ 1,000
額縁（1m超） 粗大ごみ 300
額縁（1m以下） 粗大ごみ 100
掛け軸 もやせるごみ
掛け布団 粗大ごみ 300
傘 もやせないごみ
傘立て 粗大ごみ 300 陶磁器・瀬戸物製はもやせないごみ
加湿器 粗大ごみ 300
菓子袋 容器包装（資源）類 紙製はもやせるごみ
ガスコンロ（卓上一口） 粗大ごみ 100
ガスコンロ 粗大ごみ 300 魚焼きグリルの付いていない二口以上のもの
ガスストーブ 粗大ごみ 500
ガステーブル 粗大ごみ 500 魚焼きグリルの付いている二口以上のもの。ビルトインタイプ不可
カーステレオ（セット） 粗大ごみ 500 単品100円
ガスボンベ（プロパン等） ×　排出禁止 市では収集不能。本体に表示してある会社に連絡
ガス湯沸し器 粗大ごみ 300
ガスレンジ 粗大ごみ 500 ビルトインタイプ不可
ガスレンジガード（アルミ） もやせないごみ 未使用のものは資源回収
カセットコンロ（卓上一口） 粗大ごみ 100 必ずカセットボンベを抜く
カセットテープ もやせないごみ ケースももやせないごみ
カセットデッキ 粗大ごみ 300
カセットボンベ 資源回収 中身の入っているものは、市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
ガソリン ×　排出禁止 市では収集不能。ガソリンスタンドに相談
カッターナイフ もやせないごみ
カッターの刃 もやせないごみ 紙等で包んで危なくないようにする
合羽 もやせないごみ
カップラーメン容器 容器包装（資源）類 紙製はもやせるごみ
かつら もやせないごみ
家庭用ゲーム機 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（300円）
カーテン（耐火） 粗大ごみ 300
カーテン 資源回収 汚れたものはもやせるごみ
カーテンレール 粗大ごみ 100
金槌（ハンマー） 資源回収
カーナビ（セット） 粗大ごみ 500 単品100円
カバン もやせないごみ 布製は資源回収
画鋲 もやせないごみ
花瓶（陶器） もやせないごみ
壁掛時計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
カーペット（3畳超） 粗大ごみ 500
カーペット（3畳以下） 粗大ごみ 300
カーボン紙 もやせるごみ
釜（調理用） 資源回収 電気釜は粗大ごみ（300円）
鎌 資源回収 紙、布等で包んで危なくないようにする
カーマット もやせないごみ
紙おむつ もやせるごみ 汚物を取除く
かみそり もやせないごみ 紙、布等で包んで危なくないようにする
神棚 粗大ごみ 500
カメラ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
蚊帳 粗大ごみ 300
カラオケ機（家庭用） 粗大ごみ 1,000
カーラー もやせないごみ
ガラス（割れガラス） 資源回収 耐熱・強化ガラスはもやせないごみ
ガラス（板ガラス） もやせないごみ

0120-940-403

通院・リハビリ・入退院・入院中の一時帰宅
買物・美容室・ご旅行・冠婚葬祭・墓参り
その他お困りごと

鴻巣市箕田444－1－102

コール
センター
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
ガラス食器 資源回収 耐熱・強化ガラスはもやせないごみ
ガラステーブル 粗大ごみ 1,000
ガラス戸 粗大ごみ 1,000
カラーボックス 粗大ごみ 300
軽石 もやせないごみ
カレンダー 資源回収 紙製以外はもやせないごみ
革靴・革ジャンパー もやせないごみ
瓦 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
缶 資源回収 油などが付着していればもやせないごみ
換気扇 粗大ごみ 300
換気扇カバー もやせないごみ
缶切り もやせないごみ
乾燥機（食器用） 粗大ごみ 500
乾燥機（衣類用） ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
乾燥剤（食品用） もやせないごみ
乾電池（アルカリ・マンガン） 資源回収 拠点施設で回収　P11参照
かんな もやせないごみ

き 木（太さ3cm超） 粗大ごみ 100 P7の枝・木・幹類・角材の出し方を参照
木（太さ3cm以下） もやせるごみ 長さを60cm以内に切りそろえて束ねる
木屑・木片 もやせるごみ
ギター 粗大ごみ 300 エレキギターは500円
キックボード 粗大ごみ 300
キーボード（音楽用） 粗大ごみ 1,000
脚立 粗大ごみ 500
キャビネット 粗大ごみ 1,000
キャリーバッグ 粗大ごみ 300
キャンプテーブル 粗大ごみ 300
急須 もやせないごみ
牛乳パック 資源回収 拠点施設で回収　P11参照
教科書 資源回収
鏡台 粗大ごみ 1,000
錐（きり） もやせないごみ 紙等で包んで危なくないようにする
金庫（耐火） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
金庫（手提げ） 粗大ごみ 300

く 空気入れ 粗大ごみ 100
空気清浄機 粗大ごみ 300
釘 もやせないごみ
草 もやせるごみ
草刈り機 粗大ごみ 500
鎖 資源回収 プラスチック製はもやせないごみ
櫛（くし） もやせるごみ プラスチック製はもやせないごみ
口紅 もやせないごみ
靴 もやせないごみ
靴下 もやせるごみ
クーハン 粗大ごみ 100
クッション 粗大ごみ 100
首輪（ペット用） もやせないごみ
クーラー ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
クーラーボックス 粗大ごみ 300
クリスマスツリー もやせないごみ
クリップ もやせないごみ
車椅子 粗大ごみ 500
クレヨン もやせないごみ
グローブ もやせないごみ
グローランプ 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す
軍手 もやせるごみ ゴム付はもやせないごみ

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
け 蛍光管 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す。割れたものやLED照明はもやせないごみ

蛍光灯（器具） 粗大ごみ 300
携帯電話 資源回収 小型家電回収ボックスで回収。個人情報は事前に削除してください
携帯音楽プレーヤー 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
毛糸 もやせるごみ
化粧品の容器（ビン） もやせないごみ 透明なガラス瓶は資源回収で出せます
下駄箱（1ｍ以下） 粗大ごみ 500
下駄箱（1ｍ以上） 粗大ごみ 1,000 
血圧計（電子） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
血圧計（水銀） 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す
ゲーム機 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
玄関マット 粗大ごみ 100 プラスチック製はもやせないごみ
健康器具（1m超） 粗大ごみ 1,000
健康器具（1m以下） 粗大ごみ 500
剣山（生け花用） 資源回収
剣道着 資源回収
剣道防具 粗大ごみ 300 面、胴、小手、たれ、一式
原動機付自転車 ×　排出禁止 市では収集不能。詳細はP16参照

こ 碁石 もやせないごみ
行李（こうり） 粗大ごみ 500
氷枕 もやせないごみ
広報紙 資源回収
五月人形 もやせないごみ ガラスケース付は粗大ごみ（300円）
ゴーグル もやせないごみ
ござ（いぐさ製、1畳超） 粗大ごみ 300 ビニール製はもやせないごみ
ござ（いぐさ製、1畳以下） 粗大ごみ 100 ビニール製はもやせないごみ
こたつ 粗大ごみ 500
こたつ板 粗大ごみ 300
こたつヒーター 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
こたつ布団 粗大ごみ 300
こたつ敷 粗大ごみ 100
コート 資源回収 革・ビニール製はもやせないごみ。綿入りは粗大ごみ（100円）
琴 粗大ごみ 500
コードリール 粗大ごみ 100
碁盤 もやせるごみ 足つきは粗大ごみ（300円）
コピー機（家庭用） 粗大ごみ 500 インクカートリッジは北本市役所、電気店等のインクカートリッジ回収箱へ
コーヒーメーカー 粗大ごみ 100
ごみ箱 もやせないごみ
ゴム手袋 もやせないごみ
ゴムホース もやせないごみ
米びつ 粗大ごみ 500 すべてプラスチック製ならばもやせないごみ
ゴルフクラブ（1本） 粗大ごみ 100 5本以上、13本までは500円
ゴルフシューズ もやせないごみ
ゴルフバッグ 粗大ごみ 500 クラブ入可
ゴルフボール もやせないごみ
ゴルフマット もやせないごみ
コンクリート ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
コンパクト もやせないごみ
コンパネ（1m×1m） 粗大ごみ 300 1m×1m以内
コンポスト（生ごみ処理用） もやせないごみ

さ 座椅子 粗大ごみ 300
サイドボード 粗大ごみ 1,000
座卓 粗大ごみ 1,000
サッカーボール もやせないごみ
雑誌 資源回収
殺虫剤 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
座布団 粗大ごみ 100
サーフボード もやせないごみ 1m以内に切って出す
サマーベット 粗大ごみ 300
皿 もやせないごみ 木製はもやせるごみ
ざる もやせるごみ プラスチック製はもやせないごみ。金属製は資源回収
三脚（写真撮影用） 粗大ごみ 300
サングラス もやせないごみ
サンダル もやせないごみ
三面鏡 粗大ごみ 1,000
三輪車（子供用） 粗大ごみ 300

し 敷布団 粗大ごみ 300
磁気マットレス 粗大ごみ 500
磁石 もやせないごみ
辞書・辞典 資源回収

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
下着（肌着） 資源回収
七輪 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
シーツ 資源回収
漆器類 もやせるごみ 30cm超は粗大ごみ（100円）。プラスチック製はもやせないごみ
室内用物干し 粗大ごみ 300
湿布 もやせないごみ
CD もやせないごみ
CDプレイヤー 粗大ごみ 300
自転車（大人用） 粗大ごみ 500 20インチ以上（大人用）
自転車（子供用） 粗大ごみ 300 18インチ以下（子ども用）
自動車部品 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
竹刀 粗大ごみ 100
芝刈り機 粗大ごみ 500
蛇口 資源回収
写真 もやせるごみ
シャツ 資源回収
ジャッキ 粗大ごみ 300
シェーバー（ひげそり） もやせないごみ 電動は小型家電回収ボックスで回収　P12参照
シャープペン もやせないごみ
しゃもじ もやせないごみ 木・竹製はもやせるごみ
砂利 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
シャンデリア 粗大ごみ 300
ジャンバー 粗大ごみ 100
シャンプー容器 容器包装（資源）類
じゅうたん（3畳超） 粗大ごみ 500
じゅうたん（3畳以下） 粗大ごみ 300
充電池（リチウム電池・リチウムイオン電池含む） 資源回収 拠点施設で回収　P11参照
柔道着 資源回収
収納ケース 粗大ごみ 500 プラスチック製はもやせないごみ（指定袋をガムテープ等で貼り付ける）
ジューサー 粗大ごみ 100
シューズケース もやせないごみ
シュレッダー（電動・小型） 粗大ごみ 100
シュレッダー（電動・中型以上） 粗大ごみ 300
シュロ 粗大ごみ 100 毛苞を取除き1m以内に切る。15cm以内に切ればもやせるごみ
瞬間湯沸し器 粗大ごみ 300
消火器（中身のないもの） 粗大ごみ 100 中身の入ったものは指定業者に回収を依頼（P15）
浄化槽 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
将棋駒 もやせるごみ
将棋盤 もやせるごみ 足つきは粗大ごみ（300円）
定規（プラスチック） もやせないごみ
焼却炉（家庭用・金属） 粗大ごみ 1,000
焼却炉（ブロック） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
障子 粗大ごみ 300
浄水器 粗大ごみ 300
小動物 ×　排出禁止 ごみ収集積所には出せません。P15を参照してください
照明器具 粗大ごみ 300
じょうろ もやせないごみ 金属製は資源回収
除湿機 粗大ごみ 300
除湿剤 もやせないごみ
食器乾燥機 粗大ごみ 500
食器洗浄機 粗大ごみ 500
食器棚 粗大ごみ 1,000
ショッピングカート 粗大ごみ 300
シルバーカー 粗大ごみ 500
人工芝 もやせないごみ
シンセサイザー 粗大ごみ 1,000
新聞紙 資源回収

す 水槽（ガラス製　1ｍ超） 粗大ごみ 1,000 
水槽（ガラス製　1ｍ以下） 粗大ごみ 500
水槽（ガラス製　50cm以下） 粗大ごみ 300
水槽（プラスチック製） もやせないごみ 大型は指定袋をガムテープ等で貼り付けてもよい
水中眼鏡 もやせないごみ
水筒 もやせないごみ 魔法瓶は粗大ごみ（100円）
炊飯器 粗大ごみ 300
姿見 粗大ごみ 1,000
スキー板 粗大ごみ 300 1組
スキーウェア 資源回収 綿入りは粗大ごみ（100円）
スキーキャリア 粗大ごみ 300
スキー靴 もやせないごみ
スキーストック 粗大ごみ 100 1組

ごみ・資
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
スキー手袋 もやせないごみ
スキャナ（家庭用） 粗大ごみ 300
スケート靴 もやせないごみ
スケートボード 粗大ごみ 300
スコップ（小） 資源回収 プラスチック製はもやせないごみ
スコップ（大） 粗大ごみ 300 作業用
硯 もやせないごみ
すだれ 粗大ごみ 100 プラスチック製はもやせないごみ
スタンド 粗大ごみ 300
スタンプ台 もやせないごみ
スーツケース 粗大ごみ 300
ステレオ 粗大ごみ 1,000
ストッキング もやせないごみ
ストーブ 粗大ごみ 500
ストーブガード 資源回収 資源回収コンテナに入らない大きさは粗大ごみ（500円）
砂 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
すのこ（木製） 粗大ごみ 300
すのこ（プラスチック製） もやせないごみ
スノーボード 粗大ごみ 300
スパナ 資源回収
スピーカー（50cm超） 粗大ごみ 500 ※1個
スピーカー（50cm以下） 粗大ごみ 300 ※1個
スプーン 資源回収 木製はもやせるごみ。プラスチック製はもやせないごみ
スプリングマット 粗大ごみ 1,500 自己搬入の場合はスプリングとマットを分離すること
スプレー缶 資源回収 中身を使いきってから出す（穴は開けなくてもよい）
滑り台（家庭用） 粗大ごみ 1,000 プラスチック製は分解してもやせないごみ
ズボン 資源回収
スポンジ（食器洗い用） もやせないごみ
ズボンプレッサー 粗大ごみ 500
スマートフォン 資源回収 小型家電回収ボックスで回収。個人情報は事前に削除してください
スリッパ もやせないごみ
すり鉢 もやせないごみ
スレート ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼

せ 製図版 粗大ごみ 300
整理ダンス 粗大ごみ 1,000
生理用品 もやせるごみ
石油 ×　排出禁止 市では収集不能。購入したガソリンスタンドなどに引き取りを依頼
石油ストーブ 粗大ごみ 500 必ず灯油を抜く
石油ポリタンク もやせないごみ
石油ポンプ もやせないごみ 必ず灯油を抜く
石油ファンヒーター 粗大ごみ 500
セーター 資源回収
石鹸 もやせないごみ
石膏 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
石膏像 もやせないごみ
接着剤の容器 もやせないごみ
瀬戸物 もやせないごみ
背広（スーツ） 資源回収
セメント ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
セロテープ もやせないごみ
セロハン紙 もやせないごみ
栓（びん等のキャップ） もやせないごみ コルクはもやせるごみ、PETのふたは容器包装（資源）類
洗濯かご もやせないごみ 木・竹製はもやせるごみ
全自動麻雀卓 粗大ごみ 500
洗浄機付便座（ウォシュレット） 粗大ごみ 500
洗濯機 ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
洗濯バサミ もやせないごみ
剪定くず もやせるごみ P7の枝・木・幹類・角材の出し方を参照
栓抜き もやせないごみ 金属製は資源回収
扇風機 粗大ごみ 300
洗面器 もやせないごみ プラスチック製はもやせないごみ。木製は粗大ごみ（100円）
洗面台 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼

そ 双眼鏡 粗大ごみ 100
掃除機 粗大ごみ 300
草履 もやせないごみ
ソファー（二人掛け以上） 粗大ごみ 1,000 1日6脚まで
ソファー（一人掛け） 粗大ごみ 500 1日6脚まで
ソファーベット 粗大ごみ 1,000
そり もやせないごみ
そろばん もやせるごみ プラスチック製はもやせないごみ

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
た 体温計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収。水銀使用製品は廃蛍光管類

耐火金庫 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
台車 粗大ごみ 500
体重計 粗大ごみ 100 デジタルで小型家電回収ボックスに入れば無料　P12参照
タイプライター 粗大ごみ 300
タイヤ（自転車用・リム無） もやせないごみ
タイヤ（自転車用・リム付） 粗大ごみ 300 一輪車は100円
タイヤ（自動車・バイク用） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
タイヤチェーン（金属） 資源回収
タイヤチェーン（ゴム） もやせないごみ
タイル もやせないごみ
ダウンジャケット 粗大ごみ 100
タオル 資源回収
タオルケット 資源回収
高枝バサミ 粗大ごみ 500
卓上コンロ（一口） 粗大ごみ 100
竹馬 粗大ごみ 300
竹串 もやせるごみ
竹箒 粗大ごみ 100
畳 粗大ごみ 500 1日8枚まで　中身がスポンジやウレタン等の場合、市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
卓球台 粗大ごみ 1,000
卓球ラケット もやせないごみ
脱臭剤 もやせないごみ
タッパー もやせないごみ
棚 粗大ごみ 1,000
卵の殻 もやせるごみ
卵パック 容器包装（資源）類
タブレットＰＣ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。個人情報は事前に削除してください
玉杓子 資源回収 木製はもやせるごみ。プラスチック製はもやせないごみ
たわし もやせないごみ
タンス 粗大ごみ 1,000
断熱材 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
ダンベル 資源回収 プラスチック製はもやせないごみ
段ボール 資源回収

ち チェスト 粗大ごみ 500
チェーンソー 粗大ごみ 500
地球儀 もやせないごみ
チャイルドシート 粗大ごみ 300
茶殻 もやせるごみ
茶だんす 粗大ごみ 1,000
茶箱 粗大ごみ 300
ちゃぶだい 粗大ごみ 500
茶碗 もやせないごみ
注射針 ×　排出禁止 市では収集不能　詳細はP16参照
チューナー 粗大ごみ 300
チューブ容器（食品用） もやせないごみ 洗えば容器包装（資源）類
調理台 粗大ごみ 1,000
チラシ・広告 資源回収
ちりとり もやせないごみ 金属製は資源回収

つ つい立 粗大ごみ 1,000
使い捨てカイロ もやせないごみ
使い捨てライター もやせないごみ 使い切って出す。中身入りは市では収集不能
机 粗大ごみ 1,000
漬物石 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
土 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
つっぱり棒 粗大ごみ 100
つづら 粗大ごみ 500
壷 もやせないごみ
積み木 もやせるごみ プラスチック製はもやせないごみ
爪切り もやせないごみ
釣り糸 もやせないごみ
釣竿 粗大ごみ 100
吊戸棚 粗大ごみ 500

て 手鏡 もやせないごみ
ディスプレイ（パソコン用） 粗大ごみ 300 詳細はP15参照
デジタル血圧計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
デスクマット もやせないごみ
鉄アレー 資源回収
鉄パイプ（1m以下） 粗大ごみ 100
鉄棒（家庭用） 粗大ごみ 500

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
テニスボール もやせないごみ
テニスラケット もやせないごみ 木製・金属製は粗大ごみ（100円）
DVD・BD もやせないごみ
DVD・BDプレーヤー 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（300円）
テーブル 粗大ごみ 1,000
テーブルクロス（布製） 資源回収 ビニール製はもやせないごみ
テープレコーダー 粗大ごみ 300
テレビ ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
テレビ台 粗大ごみ 500
電気あんか 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
電気蚊取り 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
電気カーペット 粗大ごみ 500
電気かみそり（シェーバー） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
電気ごたつ 粗大ごみ 500
電気スタンド 粗大ごみ 300
電気ポット 粗大ごみ 100
電気毛布 粗大ごみ 300
電球 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す。割れたものやLED照明はもやせないごみ
デジタル体温計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収。水銀使用製品は廃蛍光管類
電子ピアノ 粗大ごみ 1,000 ピアノ線の入ったものは市では収集不能
電子レンジ 粗大ごみ 500
天体望遠鏡 粗大ごみ 300
電卓 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
電池（乾電池） 資源回収 拠点施設で回収　P11参照
テント 粗大ごみ 1,000 シートのみならばもやせないごみ
テント用支柱 粗大ごみ 300
電動自転車 粗大ごみ 1,000
電動ドリル 粗大ごみ 100
電動のこぎり 粗大ごみ 100 小型タイプ。チェーンソー、高枝切タイプは500円
電動歯ブラシ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
てんぷら油（廃食油） 資源回収 拠点施設で回収　P13参照。布・紙に染み込ませるか、固めればもやせるごみ
電話機 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
電話台 粗大ごみ 500

と 戸 粗大ごみ 1,000
ドア 粗大ごみ 1,000
砥石（といし） もやせないごみ
トイレ（室内移動式） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
トイレブラシ もやせないごみ
陶磁器 もやせないごみ
豆腐パック 容器包装（資源）類
灯油 ×　排出禁止 市では収集不能。購入したガソリンスタンドなどに引き取りを依頼
トースター 粗大ごみ 100
戸棚 粗大ごみ 500
トタン板（金属製） 粗大ごみ 300
トタン板（プラスチック） もやせないごみ
土鍋 もやせないごみ
扉 粗大ごみ 1,000
ドライバー 資源回収
ドライヤー 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
ドラム缶 粗大ごみ 1000 中身の入ったものは市では収集不能
トランク 粗大ごみ 300
トランシーバー 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
トランポリン（遊具） 粗大ごみ 500
鳥かご 粗大ごみ 100
塗料缶 もやせないごみ 中身は布・紙に染み込ませもやせるごみへ
トレイ（食品用） 容器包装（資源）類
ドレッサー 粗大ごみ 1,000
トレーニングマシーン 粗大ごみ 1,000
トロフィー 粗大ごみ 100

な ナイフ 資源回収 とがった部分は紙や布で覆う
長靴 もやせないごみ
流し台（金属製） 粗大ごみ 1,000
夏掛け布団 粗大ごみ 100
鍋 資源回収 土鍋・ガラス鍋はもやせないごみ
生ゴミ もやせるごみ
生ゴミ処理機（電気式） 粗大ごみ 300
波板（金属製） 粗大ごみ 300
波板（プラスチック） もやせないごみ

に 二段ベット 粗大ごみ 1,500 一段分
人形 もやせないごみ ガラスケース付は粗大ごみ（300円）

ごみ・資
源類分別
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
人形ケース 粗大ごみ 300 人形・剥製はもやせるごみ。陶器・皿はもやせないごみ

ぬ ぬいぐるみ もやせないごみ 60cm超は粗大ごみ（300円）
縫い針 もやせないごみ とがった部分は紙や布で覆う

ね ねじ もやせないごみ
ネクタイ 資源回収
寝袋 粗大ごみ 300
粘土（教材用） もやせないごみ

の 農業用ビニール ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
農薬 ×　排出禁止 市では収集不能。最寄りの農協に引き取りを依頼
ノート 資源回収
のこぎり 資源回収
ノートパソコン 粗大ごみ 300 詳細はP15参照
のみ 資源回収
ノンカーボン紙 もやせるごみ

は 灰 ×　排出禁止 自家処理（庭に撒く、埋める）で処分。無理ならば一般廃棄物処理業者に処理を依頼
バイク ×　排出禁止 詳細はP16参照
パイプ椅子 粗大ごみ 300
バインダー もやせないごみ
パイプベット 粗大ごみ 1,500
袴（はかま） 資源回収
はかり（調理用） 粗大ごみ 100
はくせい もやせるごみ 指定袋に入る大きさ
白熱球 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す。割れたものはもやせないごみ
バケツ（金属製） 資源回収 プラスチック製はもやせないごみ
羽子板 もやせるごみ
ハサミ 資源回収
梯子 粗大ごみ 1,000 木製は長さ1mに切る
箸 もやせるごみ プラスチック製はもやせないごみ
パジャマ 資源回収
柱時計 粗大ごみ 1,000
バスケットボール もやせないごみ
パソコン（デスクトップ型） 粗大ごみ 500 詳細はP15参照
パソコン（ノート型） 粗大ごみ 300 詳細はP15参照
肌掛け布団 粗大ごみ 300
バッテリー（自動車用） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
バッテリー（携帯電話等） 資源回収 拠点施設で回収　P11参照
バット 粗大ごみ 100
発泡スチロール 容器包装（資源）類 汚れているものはもやせないごみ
バドミントンラケット 粗大ごみ 100
花火（使用済） もやせるごみ 未使用は十分水で濡らしてから出す
パネルヒーター 粗大ごみ 500 オイルヒーターは市では収集不能
歯ブラシ もやせないごみ
バーベキューコンロ 粗大ごみ 300
バーベキュー鉄板 資源回収 資源回収コンテナに入らないものは粗大ごみ
歯磨き粉チューブ もやせないごみ 洗えば容器包装（資源）類
ハーモニカ もやせないごみ
パラボラアンテナ 粗大ごみ 300
針 もやせないごみ とがった部分は紙や布で覆う
針金 もやせないごみ
バリカン 資源回収 電動は小型家電回収ボックスで回収　P12参照
バレーボール もやせないごみ
ハロゲンヒーター 粗大ごみ 300
ハンガー もやせないごみ
ハンガーラック 粗大ごみ 500
飯盒（はんごう） 資源回収
はんてん 粗大ごみ 100
ハンマー 資源回収

ひ ピアニカ もやせないごみ
ピアノ（グランドピアノ・アップライトピアノ） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼。オルガンは収集可能
日傘 もやせないごみ
びく（釣用） もやせないごみ
髭剃り機（シェーバー） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
ビー球 もやせないごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ 300
ビデオカメラ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
ビデオデッキ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（300円）
ビデオテープ もやせないごみ ケースももやせないごみ
雛壇セット 粗大ごみ 1,000 人形も含む
雛人形 もやせないごみ
ビニールシート もやせないごみ
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
ビニールホース もやせないごみ
火鉢 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
肥料 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
ビールケース ×　排出禁止 購入店に返却するか日本P箱レンタル協議会（0120-934-186）に連絡
びん 資源回収 汚れたびんはもやせないごみ

ふ ファイル もやせないごみ
ファックス（家庭用） 粗大ごみ 300
ファンヒーター 粗大ごみ 500
フィルム（写真用） もやせないごみ
風鈴 もやせないごみ
笛 もやせないごみ 木・竹製はもやせるごみ
フォーク 資源回収
襖（ふすま） 粗大ごみ 300
仏壇（1m以下） 粗大ごみ 500
仏壇（1m超） 粗大ごみ 1,000
筆 もやせないごみ 木・竹製はもやせるごみ
布団 粗大ごみ 300
布団カバー 資源回収
布団乾燥機 粗大ごみ 300
布団たたき もやせないごみ 木製はもやせるごみ。プラスチック製はもやせないごみ
布団干し 粗大ごみ 500
フライパン 資源回収
ブラインド（金属製） 粗大ごみ 300 プラスチック製・布製はもやせないごみ
ぶら下がり健康器具 粗大ごみ 500
プラモデル もやせないごみ
フラワーポット もやせないごみ
ブランコ（家庭用） 粗大ごみ 500
プランター もやせないごみ
プリンター（パソコン用） 粗大ごみ 300
プール（子供用ビニール製） もやせないごみ
ブルーシート もやせないごみ
風呂釜（鉄製） 粗大ごみ 1,000
ブロック ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
フロッピーディスク もやせないごみ ケースももやせないごみ
風呂の椅子 もやせないごみ 木製は粗大ごみ（100円）
風呂の蓋（木製） 粗大ごみ 300
風呂の蓋（その他） もやせないごみ
噴霧器（園芸用） 粗大ごみ 300

へ ヘアスプレー缶 資源回収 中身を使いきってから出す（穴は開けなくてもよい）
ヘアドライヤー 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
ヘアブラシ もやせないごみ
ベット 粗大ごみ 1,500 スプリングマットは別
ペットゲージ 粗大ごみ 300
ペットの砂（市販のもの） もやせるごみ
ベットパッド 粗大ごみ 100
ペットボトル 資源回収 キャップとラベルは容器包装（資源）類
ヘッドホン 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
ベットマット（スプリング入り） 粗大ごみ 1,500 自己搬入の場合はスプリングとマットを分離すること
ベニヤ板（1m×1m以下） 粗大ごみ 300 幅30cm、長さ60cm以内の板はもやせるごみ
ベビー椅子 粗大ごみ 100
ベビーカー 粗大ごみ 500
ベビーカゴ（クーハン） 粗大ごみ 100
ベビーダンス 粗大ごみ 500
べビーバス もやせないごみ
ベビーフェンス 粗大ごみ 500 プラスチック製はもやせないごみ
ベビー布団 粗大ごみ 100
ベビーベット 粗大ごみ 500
ベビーラック 粗大ごみ 300
ヘルスメーター 粗大ごみ 100 デジタルで小型家電回収ボックスに入れば無料　P12参照
ベルト もやせないごみ
ヘルメット もやせないごみ
便器 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
ペンキ ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
便座 もやせないごみ
ペンチ 資源回収
弁当箱 もやせないごみ 保温用は粗大ごみ（100円）
ペン類 もやせないごみ

ほ ホイール（自動車用） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
望遠鏡 粗大ごみ 300
箒（ほうき） もやせないごみ 60cm超は粗大ごみ（100円）
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
芳香剤 もやせないごみ
帽子 もやせるごみ 革製はもやせないごみ
包丁 資源回収 刃の部分は紙や布で覆う
歩行器 粗大ごみ 300
ホース もやせないごみ
ホースリール 粗大ごみ 300 すべてプラスチック製であればもやせないごみ。ホースは外してもやせないごみ
ポータブルトイレ ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
ボタン電池 資源回収 拠点施設でも回収　P11参照
ホチキス もやせないごみ
補聴器 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
ポット（電気含む） 粗大ごみ 100
ホットカーペット 粗大ごみ 500
ホットカーペットカバー 粗大ごみ 100
ホットプレート 粗大ごみ 300
ホッピング 粗大ごみ 300
哺乳瓶 もやせないごみ ガラス製は資源回収
ポリタンク（灯油用） もやせないごみ
ポリバケツ もやせないごみ
ボウリングのボール もやせないごみ
ボルト 資源回収
保冷剤 もやせないごみ
ホーロー鍋 資源回収
本 資源回収
本棚 粗大ごみ 1,000

ま マイク 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
巻尺 もやせないごみ
枕（そば殻） もやせるごみ 中身はもやせるごみ、外側の布は資源回収
枕（その他・60cm超） 粗大ごみ 100
枕（その他・60cm以下） もやせないごみ
マジック（油性マーカー） もやせないごみ
麻雀卓（家庭用） 粗大ごみ 500
マージャンパイ もやせないごみ
マスク もやせるごみ
マッサージ機（1m超・腰掛式） 粗大ごみ 1,000
マッサージ機（1m以下・簡易式） 粗大ごみ 500
マット類（足ふきマット） 粗大ごみ 100
マット類（カーマット） もやせないごみ
マットレス（スプリング入り） 粗大ごみ 1,500 自己搬入の場合はスプリングとマットを分離すること
マットレス（スプリングなし） 粗大ごみ 300
窓ガラス 資源回収 割れているガラスは資源回収。板ガラスはもやせないごみ
窓用エアコン ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
まな板（木製） もやせるごみ 60cm超は粗大ごみ（100円）
まな板（その他） もやせないごみ
魔法瓶 粗大ごみ 100
豆電球 資源回収 廃蛍光管類収集日に出す
マヨネーズチューブ もやせないごみ 洗えば容器包装（資源）類
万年筆 もやせないごみ
万歩計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照

み みかん箱（段ボール） 資源回収
ミキサー 粗大ごみ 100
ミシン（足踏み式） 粗大ごみ 1,000
ミシン（卓上式） 粗大ごみ 300
水枕 もやせないごみ
ミニカー もやせないごみ
ミニコンポ 粗大ごみ 500

む 虫カゴ もやせないごみ
虫眼鏡 もやせないごみ
むしろ 粗大ごみ 300

め めがね もやせないごみ
目覚まし時計 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照

も 毛布 資源回収 綿入りは粗大ごみ（100円）
木材（太さ3cm超） 粗大ごみ 100 P7の枝・木・幹類・角材の出し方を参照
木材（太さ3cm以下） もやせるごみ 長さを60cm以内に切りそろえて束ねる
モーター 粗大ごみ 300 事業用は市では収集不能
餅つき機 粗大ごみ 500
モップ 粗大ごみ 100
モデルガン もやせないごみ
物置 粗大ごみ 1,000 分解されているもののみ
物干し竿 粗大ごみ 300
物干し台（コンクリート除く） 粗大ごみ 500 プラスチック製はもやせないごみ。コンクリート製の土台は市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
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品　名 ごみ分別 手数料 備　考
門扉 粗大ごみ 1,000

や やかん 資源回収
焼き網 もやせないごみ
野球ボール もやせないごみ
薬品 ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼。農薬は最寄りの農協に相談

ゆ 浴衣 資源回収
湯たんぽ もやせないごみ 金属製は資源回収
湯のみ もやせないごみ
ゆりかご 粗大ごみ 300
湯沸器（壁掛式） 粗大ごみ 300

よ 洋服ダンス 粗大ごみ 1,000
浴槽（ステンレス製） 粗大ごみ 1,000
浴槽（その他） ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
よしず 粗大ごみ 300

ら ライター もやせないごみ ガスを使い切ったもの
ラグビーボール もやせないごみ
ラグマット（3畳超） 粗大ごみ 500
ラグマット（3畳以下） 粗大ごみ 300
ラケット 粗大ごみ 100
ラジオ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
ラジカセ（50cm超） 粗大ごみ 300
ラジカセ（50cm以下） 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（100円）
ラック 粗大ごみ 500
ラップ もやせないごみ
ランタン もやせないごみ
ランチジャー もやせないごみ 保温用は粗大ごみ（100円）
ランドセル もやせないごみ
ランプ もやせないごみ

り リコーダー（笛） もやせないごみ
リモコン 資源回収 小型家電回収ボックスで回収　P12参照
リヤカー 粗大ごみ 1,000
リュックザック もやせないごみ
リール（釣用） もやせないごみ

る ルーフキャリア（金属） 粗大ごみ 500
ルーフボックス もやせないごみ 1m以内に切って出す
ルームランナー 粗大ごみ 1,000

れ レジャーマット もやせないごみ
冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫 ×　排出禁止 市では収集不能（家電リサイクル法対象）　P14参照
冷風機（冷風扇） 粗大ごみ 500
レインコート もやせないごみ
レコード盤 もやせないごみ
レコードプレイヤー 粗大ごみ 300
レジ袋 容器包装（資源）類
レトルト食品パック 容器包装（資源）類 汚れているものはもやせないごみ
レンガ ×　排出禁止 市では収集不能。一般廃棄物処理業者に処理を依頼
レンジ台 粗大ごみ 500
レンズ もやせないごみ

ろ ローソク もやせるごみ
ロッカー 粗大ごみ 1,000
ロッカーダンス 粗大ごみ 1,000
ロッキングチェア 粗大ごみ 300
ロープ もやせるごみ ナイロン製はもやせないごみ
ローラースケート もやせないごみ

わ ワイヤーロープ 資源回収
輪ゴム もやせないごみ
ワゴン 粗大ごみ 500
綿 もやせるごみ 布団一枚分以上は粗大ごみ（300円）
和ダンス 粗大ごみ 1,000
ワックスの缶 もやせないごみ
和服 資源回収
ワープロ 資源回収 小型家電回収ボックスで回収（P12参照）。入らない大きさのものは粗大ごみ（300円）
割り箸 もやせるごみ

上記に定める品名のほか、粗大ごみ（家庭系）に該当するものの処理手数料は以下のとおりです。
一辺の長さが30センチメートル以下のもの　100円
一辺の長さが50センチメートル以下のもの　300円
一辺の長さが1メートル以下のもの　500円
一辺の長さが1メートルを超えるもの　1,000円

（埼玉中部環境センターへの自己搬入の場合はこの金額の40%となります）
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