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ご み 細 分 別 一 覧 表 2023 年４月１日現在

ごみは出来る限り分別して、リサイクルにご協力を！

燃  え  る  ご  み
基　　本

⃝ 材質が紙、木、皮、ゴム、プラスチック製容器
包装以外のプラスチックで、40cm 四方の立方
体に収まるもの（45ℓの袋に入れて口を結べ
るもの）が「燃えるごみ」です（ただし資源ご
みは除く）。

⃝ 木片類は長さ 40cm 未満、厚み５cm 未満まで、葉刈類は
長さ 40cm 未満、太さ５cm 未満までに切って束ねる。詳
しくは「木の出し方」を参照してください。

⃝ 生ごみはよく水を切り、ポリ袋の空気をぬいて口をしっか
り結ぶ。

⃝食用油は、古布や新聞紙に染み込ませるか、固形剤で固める。
⃝チューブ製品で中身が洗えないものは、燃えるごみに出す。
⃝串など手を突きやすいものは、安全な工夫をする。

あ

⃝アイスノン
⃝アルバム　⃝アルミホイル（食卓用）
⃝網戸のあみ　⃝板　⃝犬・猫の砂（紙製など可燃性のもの）
⃝植木鉢（プラスチック製）
⃝落ち葉（袋に入れる）
⃝おもちゃ（木製・プラスチック製）

か

⃝カーテン、カーテンのフック（プラスチック製）
⃝貝がら
⃝ 額縁（木製・プラスチック製、ただしガラスは「不燃ごみ」）
⃝カップ麺の容器のふた
⃝紙おむつ（汚物はトイレに流す）
⃝乾燥剤　⃝キッチンマット
⃝クリーニングのポリ袋（プラマークのないもの）
⃝グローブ　⃝計量カップ（プラスチック製）
⃝ 玄関マット（金属部品を含む場合は「不燃ごみ」）
⃝氷まくら　⃝コップ（プラスチック製）
⃝ゴムホース（プラスチック製ホースリールも含む）
⃝コルクキャップ

さ

⃝酒のパック（ふたは「プラスチック製容器包装」）
⃝座布団（ひもで束ねる）
⃝ CD 及びそのケース（MD・DVD も同様）
⃝ 自転車のタイヤ（金属部品を含む場合は「不燃ごみ」）
⃝じょうろ（プラスチック製）
⃝食用油（古紙等に染み込ませるか、固形剤で固める）
⃝食器（紙製・木製・プラスチック製）
⃝水筒（プラスチック製）
⃝ストロー　⃝スパイクシューズ（金属部品なし）
⃝石灰　⃝剪定枝（木の出し方参照）
⃝洗面器（木製・プラスチック製）

た
⃝竹（40cm 未満にし、太いものは割る）
⃝脱臭剤
⃝卵パック（紙製）　⃝使い捨てカイロ

な

⃝長靴
⃝生ごみ（よく水を切り、ポリ袋の口をしっかり結ぶ）
⃝ 波板（樹脂製）丸めてひもで束ねる。（40cm 以上は「大型ごみ」）
⃝人形　⃝粘土（紙、油）
⃝農業用ビニール（マルチ）

は

⃝バケツ（プラスチック製）　⃝葉刈類（木の出し方参照）
⃝花火（水に浸し発火しないように出す）
⃝ハンガー（プラスチック製）　⃝ビデオテープ
⃝肥料袋　⃝プランター（プラスチック製）
⃝ブルーシート（金属部品は外してから）
⃝風呂の床マット　⃝ 弁当箱（プラスチック製）
⃝ほうき　⃝ボール（ゴルフ・野球・テニス・サッカー等）
⃝ボールペン（プラスチック製）
⃝ポリタンク　⃝ポリバケツ　⃝保冷剤

ま

⃝マッチ（水に浸し発火しないように出す）
⃝まな板（木製・プラスチック製）
⃝メガネ（プラスチック製）　⃝毛布
⃝木片（木の出し方参照）

や ⃝容器のふた（アルミ箔製）

ら
⃝レコード
⃝ロープ

か　　ん
基　　本

⃝内容物は必ず取り除き、軽くすすいで出す。
⃝ カセットボンベ・スプレー缶は、使い切って出す。
⃝袋に入れず分別回収容器に入れる。
⃝できれば、つぶしてかさを減らして出してください。
⃝ オイル・塗料缶、一斗缶、蚊取り線香・入浴剤の缶、鍋、

フライパンなどは「不燃ごみ」に出してください。

あ
⃝飲料缶（アルミ製・スチール製）
⃝飲食物の缶（缶詰・海苔の缶）
⃝お菓子、お茶の缶

か ⃝カセットボンベ

さ ⃝スプレー缶

び　　ん
基　　本

⃝ 中身を飲んだり、食べたり、口にすることがで
きるものが入っていたびん及び化粧品のびん。

⃝ふたは必ず取り、中身を軽くすすぐ。
　 なお、ヒンジ式キャップは上ぶたのみを、ねじ

り取るだけで結構です。
⃝無色びん、茶色びん、その他の色びんに色別する。
⃝ラベルなどは無理に取る必要はありません。
⃝色別に分けて、袋に入れずコンテナに入れる。
⃝ プラスチック製ふたは「プラスチック製容器包装」に、金

属製ふたは「不燃ごみ」に出す。
⃝ 「乳白色・白色のびん」「陶磁器のボトル」「耐熱ガラスの製品」

は「不燃ごみ」に出してください。

か
⃝牛乳びん、コーヒーびん
⃝経口薬品のびん
⃝化粧品のびん

さ
⃝酒のびん
⃝ジャムのびん
⃝清涼飲料水のびん

な ⃝海苔のびん

プラスチック製容器包装
基　　本

このマーク（材質表示マーク）の付いた
プラスチック製容器包装だけを出す。

⃝ 「プラスチック製容器包装」とは、その中身を

出したり、使ったりした後、不要となるプラス

チック製の容器や包装のことをいいます。

⃝「容器」とは、商品を入れるもの（袋を含む）。
⃝「包装」とは、商品をつつむもの。
⃝ 透明・半透明の袋に入れて口をしっかり結ぶ。
⃝ トレーなどは、できるだけ回収窓口を設けている小売店に

持ち込み、再利用に生かす。
⃝ 発泡スチロールは、40cm 以上の大きさでも「プラスチッ

ク製容器包装」に出してください。

あ

⃝飴の包装（個袋・外装）
⃝アルミコーティング袋（菓子・レトルト食品用）
⃝イチゴ等のプラスチック製パック
⃝エアーキャップ

か

⃝菓子箱の中仕切り
⃝菓子袋
⃝カップ麺の容器と外包装フィルム
⃝薬のプラスチック製容器
⃝化粧品のびんのふた

さ

⃝シャンプー・リンスのボトル
⃝食品トレー　⃝食用油のプラスチック製ボトル
⃝スプレー缶のふた　⃝石鹸の個袋
⃝セロハンテープの個袋
⃝洗剤容器（液体用ボトル）
⃝ソースのプラスチック製ボトル

た
⃝卵パック　⃝電化製品の緩衝材（発泡スチロール）
⃝トイレットペーパーの外装

は

⃝バターの容器
⃝発泡スチロール（食品トレー・電化製品の緩衝材）
⃝歯ブラシの包装パック　⃝びんのふた
⃝プリンの容器・ふた・外包装のフィルム
⃝ペットボトルのふた・ラベル
⃝弁当容器（コンビニ等）
⃝弁当容器の外包装のフィルム
⃝ポケットティッシュの個袋

ま

⃝マヨネーズの容器と外包装フィルム
⃝ミカンを入れたプラスチック製ネット
⃝目薬の容器

や
⃝野菜の外袋
⃝ヨーグルトのカップ・ふた・外包装フィルム

ら
⃝レジ袋
⃝レトルトパック（カレー等）

わ
⃝ワイシャツの外袋
⃝割りばしの外袋

ペ  ッ  ト  ボ  ト  ル
基　　本

このマーク（材質表示マーク）の付いた
ペットボトルだけ出してください。

⃝ふたとラベルは必ず取り、中身を軽くすすぐ。

⃝ふたとラベルは「プラスチック製容器包装」に出す。
⃝できれば、つぶしてかさを減らして出してください。
⃝袋に入れず、ごみネット容器に入れる。

さ

⃝酒類のペットボトル
⃝しょうゆ等調味料のペットボトル
⃝清涼飲料のペットボトル

資　源　ご　み
基　　本

⃝ 種類別にまとめて、ひもで束ねるか袋に入れて

ください。

⃝ 葉刈類（樹木の幹、枝葉）は、長さ１m 未満、

太さ 15cm 未満に切ってしっかりしばってく

ださい。

あ ⃝衣類（綿製品）

か

⃝菓子の箱
⃝ 紙パック（内側が銀色のものは「燃えるごみ」。中身をよく

洗う）

さ

⃝雑誌類　⃝シーツ（古着と一緒に）
⃝樹木の幹　⃝新聞及びチラシ
⃝剪定枝（木の出し方参照）

た ⃝段ボール（開いておく）

な
⃝ノート（雑誌と一緒に）
⃝布類

有　害　ご　み
基　　本

⃝水銀を含む製品が「有害」です。
⃝ 乾電池はひとまとめにして、小袋に入れてくだ

さい。なお、ボタン電池、ニカド・リチウムイ

オン・ニッケル水素電池（充電式）は、電気店

等の回収箱に出してください。

⃝ 乾電池や蛍光管を、袋などに混在して出さないでください。

⃝ LED 蛍光灯は不燃ごみへ。

あ ⃝温度計、湿度計（水銀使用）

か

⃝乾電池（小袋に入れる）
⃝蛍光管（古新聞、厚紙などで包んで「割れ物」と表示）
⃝血圧計（水銀使用）

た ⃝体温計（水銀使用）

不　燃　ご　み
基　　本

⃝ 材質の全部又は一部が金属、ガラス、陶器で
40cm 四方の立方体に収まるもの（45ℓの袋
に入れて口を結べるもの）が「不燃ごみ」です（た
だし、蛍光管、乾電池、水銀使用の温度計等は

「有害ごみ」となります）。
⃝乾電池・バッテリーは外してください。
⃝刃物は古新聞などで包んで「刃物」と表示する。
⃝ライターは必ず使い切るかガス抜きをして出す。
⃝ 割れた食器やガラスは古新聞などで包んで「割れ物」と表

示する。

あ

⃝アイロン　⃝網（魚焼き・金網）
⃝一斗缶（中身を残さない）
⃝板（長さ 40cm 未満、厚み５cm 以上 15cm 未満）
⃝植木鉢（陶器、40cm 以上は「大型ごみ」）
⃝ LED 蛍光灯（電球）　⃝鉛筆削り
⃝オイル缶
⃝お玉
⃝おもちゃ（金属製）
⃝ 温度計（厚紙で包んで「割れ物」と表示。水銀を使用した

ものは「有害ごみ」）

か

⃝カーテンのフック（鉄製）
⃝懐中電灯
⃝鏡（厚紙で包んで「割れ物」と表示）
⃝額縁（金属製）
⃝かご（金属製）　⃝傘
⃝果実酒のびん
⃝ガスコンロマット（アルミ製）　⃝カセットコンロ
⃝カッターの刃（厚紙で包んで「刃物」と表示）
⃝蚊取り線香の缶　⃝金づち
⃝ かばん（金属部品がなければ「燃えるごみ」）
⃝花瓶　⃝鎌（危なくないようにする）
⃝カミソリの刃（厚紙で包んで「刃物」と表示）
⃝カメラ　⃝カメラの三脚
⃝ガラス（厚紙で包んで「割れ物」と表示）
⃝カンナ（危なくないようにする）
⃝キャップ（金属製）
⃝クーラーボックス（40cm 以上は「大型ごみ」）
⃝くぎ（小袋に入れる）
⃝くさり（丸めてひもで束ねる）
⃝薬（農薬・薬品等のびん）
⃝ゲーム機　⃝ゲームソフト
⃝工具箱（金属製）
⃝コップ（金属・陶器・ガラス）　⃝五徳コンロ

さ

⃝磁石　⃝ジャッキ
⃝じょうろ（金属製）
⃝食器（陶器製・ガラス製・金属製）　⃝水槽
⃝水筒（アルミ・ステンレス製）　⃝スキー靴
⃝スコップ（小）　⃝炊飯器
⃝スパイクシューズ（金属付）　⃝スプーン（金属製）
⃝剪定バサミ（小型）（厚紙で包んで「刃物」と表示）

た

⃝体温計（水銀を使用したものは「有害ごみ」）
⃝体重計（ヘルスメーター、大型は「大型ごみ」）
⃝耐熱ガラスの製品　⃝タイヤチェーン
⃝鉄アレイ　⃝鉄パイプ
⃝電気コード　⃝電球（厚紙で包んで「割れ物」と表示）
⃝時計　⃝土鍋　⃝土瓶
⃝ドライバー工具
⃝塗料缶（中身を残さない）
⃝トロフィー

な

⃝鍋（鉄・アルミ・真鍮・ステンレス）
⃝鍋焼きうどんのアルミ
⃝ 波板（金属製）丸めてひもで束ねる。（40cm 以上は「大型ごみ」）
⃝入浴剤の缶
⃝ねじ（小袋に入れる）
⃝のこぎり（厚紙で包んで「刃物」と表示）

は

⃝バーベキューコンロ
⃝バインダー
⃝バケツ（金属製）
⃝はさみ（厚紙で包んで「刃物」と表示）
⃝針金　⃝針（小袋に入れる）
⃝ハンガー（針金）
⃝ピアニカ　⃝ビー玉
⃝びんのふた（金属製キャップ）　⃝フライパン
⃝噴霧器　⃝ヘルメット
⃝ペンチ工具
⃝弁当箱（金属製）
⃝包丁（厚紙で包んで「刃物」と表示）
⃝ボウル（台所用品で金属製）
⃝ホースのリール（金属製）
⃝ボールペン（金属製）
⃝哺乳瓶

ま
⃝巻尺　⃝魔法瓶
⃝メガネ（金属製）

や
⃝ヤカン
⃝湯たんぽ（金属製）

ら
⃝ライター　⃝コイン電池（CR または BR）
⃝ラジカセ

木の出し方
基　　本

⃝ 木片類・葉刈類は、その大きさ・厚さ・太さにより「燃え
るごみ」、「資源ごみ」、「大型ごみ」のいずれかに分類して
出してください。

⃝葉刈類や複数の板、角材などは、しっかり束ねてください。
⃝ 長さ１m 以上又は厚さ・太さが 15cm 以上ある木片類・葉

刈類は収集できませんので、大きな木片類・葉刈類は切断
などしてください。

⃝ 大量に出る場合は、分散して出すか、「臨時ごみ収集」で申
し込んでください。

⃝木片類（板・角材など）
　○長さ 40cm 未満で厚み５cm 未満まで
　　…「燃えるごみ」として出してください。
　○長さ 40cm 未満で厚み５cm 以上 15cm 未満まで
　　…「不燃ごみ」として出してください。
　○長さ１m 未満で厚み 15cm 未満まで
　　…「大型ごみ」として出してください。
⃝葉刈類（樹木の幹、枝葉）
　○長さ 40cm 未満で太さ５cm 未満まで
　　…「燃えるごみ」として出してください。
　○長さ１m 未満で太さ 15cm 未満まで
　　…「資源ごみ」として出してください。

大　型　ご　み
基　　本

⃝ 蛍光管、ガラス製品、鏡以外で 40cm 四方の
立方体以上のもの（45ℓの袋に入らないもの）
は「大型ごみ」となります。

⃝ 40cm 四方の立方体に収まるものは、それぞれ
「燃えるごみ」か「不燃ごみ」の日にお出しく
ださい。また、切る・折る・曲げる・たたむこ
とにより 40cm 四方の立方体に収まる場合に
も、それぞれ「燃えるごみ」か「不燃ごみ」の
日にお出しください。

⃝ 木片類は長さ１m 未満、厚み 15cm 未満までに切ってひも
で束ねる。詳しくは「木の出し方」を参照してください。

⃝石油ストーブは中の灯油を必ず抜く。
⃝すだれ、じゅうたんなどは、丸めてひもで束ねる。

※大型ごみは、事前予約による戸別回収をしています。（有料）

大型ごみ受付専用ダイヤル

072-768-1062
臨時ごみ収集

基　　本

⃝ 大型ごみ、葉刈り、引越しなどで、大量にごみが出る場合
には、「臨時ごみ収集」をご活用ください。事前予約が必要
で、料金は 2 トントラックの荷台 1/2 までの量で 4,000 円、
1/2 を超える場合は 8,000 円となります。

収集・処理できないごみ
基　　本

⃝ テレビ（液晶テレビ、プラズマテレビも含む）、
冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥
機は収集しません。買い替えをされる販売店ま
たはお近くの電気店にご相談ください。（引き
取り費用及びリサイクル料金が必要です）

⃝建築廃材等は、請負業者に引き取ってもらう。
⃝内容物の入っているものは、引き取りません。
⃝注射針、注射器は医療機関または薬局に返してください。

あ

⃝アルミサッシ　⃝石
⃝医療器具　⃝衣類乾燥機
⃝エアコン　⃝液晶テレビ
⃝オイル

か

⃝ガスボンベ（カセット式を除く）・ガソリン
⃝瓦　⃝がれき
⃝給湯器（室外用）
⃝金庫（耐火）
⃝車の部品（マフラー、ショック、ホイール、タイヤ等）
⃝建築廃材　⃝碁盤（15cm 以上）

さ

⃝産業廃棄物
⃝消火器　⃝シンナー
⃝将棋盤（15cm 以上）　⃝砂
⃝セメント　⃝洗濯機

た

⃝タイル　⃝タイヤ、タイヤチューブ
⃝畳　⃝建具
⃝漬物石　⃝土　⃝テレビ
⃝灯油　⃝ドラム缶　⃝塗料

な
⃝ 農機具（精米機、乾燥機、耕運機、田植機、バインダー、

発動機、もみすり機、コンバイン、トラクター等）
⃝農薬

は

⃝パソコン（タブレット含む）
⃝バッテリー（電動自転車・デジタルカメラの充電式電池）
⃝ピアノ　⃝ブロック
⃝風呂の浴槽　⃝ボーリングの玉
⃝バイクの部品

ま ⃝物干台（コンクリート製）

ら ⃝冷蔵庫　⃝冷凍庫　⃝レンガ

上記・その他のものはご相談ください
産業廃棄物、事業系ごみ受付

猪名川町環境協同組合

072-765-2313
家庭用パソコンリサイクル

宅配便による無料回収

協力事業者のリネットジャパン㈱にお申込みください。
⃝申込みをすると、宅配業者が希望の日時にお伺いします。
⃝ パソコンを含む場合、１箱分の回収料金が無料。
⃝ モニター、プリンタ等の周辺機器、その他の小型家電、携

帯電話も一緒に回収できます。
⃝個人情報等のデータ消去サービスもあります。

リネットジャパン 検索

メーカーによる回収

各メーカーにお申込みください。
⃝ メーカーが不明の場合は、一般財団法人パソコン 3R 推進協

会へお申込みください。

⃝詳しくは町ホームページでご確認ください。

持ち込みごみのお問合せは「国崎クリーンセンター」へ

072-744-7280
要事前予約（当日の持ち込みごみ受付は行っていません）

猪名川町クリーンセンターには持ち込みできません
搬入日：月曜日から金曜日まで（祝休日可）
時　間：午後１時 30 分から午後４時まで
料　金： 50kg まで 500 円、50kg を超える場合は、 

10kg までごとに 100 円を加算した額（現金のみ）
※インターネットは 24 時間予約可

※ 「持ち込みごみの搬入について」右記の二次元
コードから確認できます。

国崎クリーンセンター　川西市国崎字小路 13 番地
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