
　　　　品名 分別 備考

アクリル板 燃えるごみ

雨がっぱ 燃えるごみ 金具部分は小型金物へ。ビニールや布部分は燃えるごみへ。

あ アルバム 燃えるごみ

アルミホイル、弁当のアルミカップ 小型金物

安全靴 小型金物

あんま機（マッサージチェア） 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

衣装ケース（プラスチック製のもの） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

い 一升瓶 びん（ごみ収集場所へは出せません。） 郡上クリーンセンターへ直接搬入するか、販売店へ持ち込んでください。

一斗缶 小型金物 潰して収集コンテナに入れてください。

石綿 市では処理できません。 建築業者等にお問い合わせください。

う 羽毛布団 燃えるごみ 郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

LEDライト 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

え エンジンオイル 市では処理できません。 販売店へお問い合わせください。

塩ビ管 燃えるごみ（個人で取り外した場合のみ）
個人で外して運ぶ場合は郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。
事業者が外す場合は産業廃棄物になるので市では引き取れません。

おけ（プラスチック製） 燃えるごみ

お おむつ 燃えるごみ 汚物はトイレへ流してください。

おもちゃ（金具が付いたもの） 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

カーテン 古着・古布 金具部分は小型金物へ。布部分は古着・古布へ。

カーペット 燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

額縁 分解して燃えるごみ、ガラス、小型金物へ 品目ごとに分解できない場合は、小型金物へ出してください。

傘（骨が金属またはグラスファイバーのもの） 小型金物

加湿器 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

菓子箱（紙マーク付き） 古紙（ボール紙等または小紙片） 小さいものは小紙片（シュレッダーにかけたコピー紙等）として出せます。

か カセットテープ 分解して小型金物、燃えるごみへ
金具部分は小型金物へ、プラスチック部分は燃えるごみへ、テープ部分は1メートル以下に切って燃えるごみへ。
郡上クリーンセンターへ直接搬入する場合は、分解は不要です。

カップめん等の容器 プラスチック製容器包装または古紙 汚れが落ちないものは燃えるごみへ。

壁紙 燃えるごみ（個人ではがしたもののみ） 家庭等で個人がはがしたものは燃えるごみへ。工事で出たものは産業廃棄物になるため市では収集できません。

紙製の箱 古紙（ボール紙等または小紙片） 大きいものは縛ってください。小さいものは透明な45L以下の袋に入れてください。

カミソリ・刃物 スプレー缶・ガス缶・刃物類 怪我の恐れがあるため、新聞紙等で包んで「刃物」と記載して「スプレー缶・ガス缶・刃物類」の収集コンテナに出してください。

ガラス ガラス、陶磁器 ガラス・陶磁器の収集コンテナへ。大量にある場合は、市島埋立場もしくは和良埋立場へ直接搬入してください。

缶（食品用、飲料用、スプレー缶、ガス缶以外のもの） 小型金物

缶詰 缶類

乾電池（マンガン・アルカリ乾電池） 廃乾電池 ボタン電池・充電池は市では収集できません。

寒冷紗（かんれいしゃ） 燃えるごみ 1メートル以下に切ってください。

木（植木など） 燃えるごみ 収集場所に出す場合は、1メートル以下に切ってごみ袋に入れてください。

木の板 燃えるごみ 収集場所に出す場合は、1メートル以下に切ってごみ袋に入れてください。

牛乳パック 古紙（牛乳パック） 汚れが落ちないものは燃えるごみへ。

き 銀紙（タバコ） 燃えるごみ

金庫（耐火） 粗大ごみ（業務用のものを除く。） 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。業務用の耐火金庫は販売店もしくは産廃業者にお問い合わせください。

金庫（手提げ） 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

金属製の机 粗大ごみ 解体せずに北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

く 空気入れ（自転車用） 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。
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空気清浄器 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

草 燃えるごみ 草についている土を落としてください。

く 薬のＰＴＰシート（錠剤やカプセル等の容器） 燃えるごみ

クッション 燃えるごみ

グラスウール（家庭から出たもの） 不燃ごみ 市島埋立場もしくは和良埋立場所へ直接搬入してください。事業で出たものは産業廃棄物になるので市では引き取れません。

ケイ酸カルシウムの板（ケイカル板） 市では処理できません。 建築業者等にお問い合わせください。

携帯電話 小型金物 充電池は処理できないため販売店へお問い合わせください。また、データは所有者の責任において消去してください。

け 毛糸 燃えるごみ セーターなど毛糸製品は古着・古布に出してください。

化粧品のビン ガラス・陶磁器 必ず中身を使い切ってください。

血圧計・体温計（水銀式） 市役所窓口へお持ちください。 収集場所での引き取りや、直接搬入はできません。市役所窓口へお持ちください。

血圧計・体温計（電気式） 小型金物 収集コンテナに入らないものは北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

碁石 ガラス・陶磁器類

ゴム長靴 燃えるごみ スパイク等の金属がついている場合は小型金物へ。

こ ゴムマット 燃えるごみ 収集場所に出す場合は、1メートル以下に切ってごみ袋に入れてください。

ゴルフボール 燃えるごみ

コンパネ 粗大ごみ 釘やネジ等の金属がついたものは北部クリーンセンターへ、そうでないものは郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

材木(家庭から出た物） 燃えるごみ
収集場所に出す場合は、1メートル以下に切ってごみ袋に入れてください。
また、長さ3.9メートル、太さ0.3メートル以下のものは郡上クリーンセンターへ直接搬入できます。

酒等のパック（裏側が銀色のもの） 燃えるごみ

さ サッシ枠 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

殺虫剤（液体） 原則市では処理できません。 少量なら布などに染み込ませて燃えるごみに出せますが、原則使い切ってください。大量にある場合は販売店等に問い合わせてください。

座布団 燃えるごみ 収集場所に出す場合は、1メートル四方以下に切ってごみ袋に入れてください。

CD 燃えるごみ DVD、レコードの円盤等も同様です。

CD・DVDデッキ 小型金物または粗大ごみ 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

シーツ 燃えるごみ 1メートル四方以下に切って燃えるごみへ。

自転車（タイヤを含む全体） 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。。

し 自転車のタイヤ部分のみ 市では処理できません。 タイヤ処理業者または販売店へ問い合わせてください。

自転車のチューブ 燃えるごみ、小型金物 金具部分は切り離して小型金物へ。残りはゴムなので、1メートル以下に切って燃えるごみへ。

樹木 郡上クリーンセンターへ直接搬入 長さ3.9メートル、太さ0.3メートル以下のものに限られます。

消火器 市では処理できません。 取扱い業者にお問い合わせください。

焼酎ビン びん 0

除湿機 小型金物または粗大ごみ 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

水銀灯 蛍光管・電球 割れないようにしてください。

す 水槽（ガラス製・金属フレームのもの） 北部クリーンセンターへ直接搬入 金属とガラスを分けられる場合は、それぞれの分別品目に出してください。

スキー・スノーボードの板 小型金物または粗大ごみ 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

スパイク付長靴 小型金物

セーター 古着・古布

石油ファンヒーター 北部クリーンセンターへ直接搬入 中の灯油は抜き取ってください。

せ 石膏ボード 市では処理できません。 市では取扱できません。販売店へお問い合わせください。

洗剤のケース（プラスチック製のもの） 燃えるごみまたはプラスチック製容器包装 プラマークがついていればプラスチック製容器包装へ、なければ燃えるごみへ。

洗剤の箱（紙製のもの） 古紙（ボール紙）

扇風機 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

そ ソファ 粗大ごみ バネなど金属が使われているものは北部クリーンセンターへ、使われていないものは郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

た 竹 燃えるごみ 袋に入る大きさ（1メートル以下）に切って燃えるごみへ。

畳 燃えるごみ 郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。
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た タンス 粗大ごみ 釘やネジなど、金属を含むものは北部クリーンセンターへ、含まないものは郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

チャイルドシート 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

チャッカマン 小型金物 中身を使い切ってください。

ち 注射針及び注射器 医療系廃棄物 かかりつけの病院等にお問い合わせください。

チューブ（絵の具など金属製のもの） 小型金物 中身を使い切ってください。

チューブ（マヨネーズ、わさび等） プラスチック製容器包装または燃えるごみ 中身が洗いきれないものは、燃えるごみへ。

使い捨てカイロ 燃えるごみ

つ 使い捨てライター 小型金物、燃えるごみ 中身を使い切ってから、上の金具部分を小型金物へ。下のプラスチック部分は、燃えるごみへ。分解できない場合は、小型金物へ。

釣竿 小型金物 カーボン製のものも可

DVDのディスク 燃えるごみ

テレビ台 粗大ごみ 釘やネジなど、金属を含むものは北部クリーンセンターへ、含まないものは郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

て 電気コード 小型金物 プラグを取る必要はありません。

電気毛布 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

電子レンジ 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

電話機 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

砥石（家庭から出たもの） ガラス・陶磁器類 事業所から出たものは市では引き取れません。

トイレットペーパーの芯 古紙 つぶして透明な45Ｌ以下の袋に入れてください。

胴長 燃えるごみ 1メートル以下に裁断してごみ袋に入れるか、郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

時計（掛け時計、置き時計、腕時計） 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

と 図書・雑誌 古紙（図書・雑誌） のりやホチキスで留めてあり、引き取り価格が異なるため、「広告・チラシ類」とは分けて出してください。

ドライヤー 小型金物

トレイ（白色以外のもの） プラスチック製容器包装

トレイ（白色のもの） 白色トレイ・発泡スチロール

な 苗を入れるケース（樹脂） 燃えるごみ

生ごみ処理機（電気式） 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ

ね 粘土（紙粘土、油粘土） 燃えるごみ

の 農業用一輪車 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

農業用廃ビニール（マルチ） 市では処理できません。 農協もしくは、廃プラスチックの産廃業者へ問い合わせてください。

廃食油 廃食油 透明または半透明の蓋ができる容器に入れて、ごみステーションに出してください。

廃食用油（凝固剤で固めたもの） 燃えるごみ

パイプいす 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ハケ 燃えるごみ

バケツ 燃えるごみ

は パソコン 市では処理できません。 メーカーにお問い合わせください。

発泡スチロール（色つき） 燃えるごみ 色つきの「トレイ」はプラスチック製容器包装へ出してください。

発泡スチロール（白色） 白色トレイ・発泡スチロール

歯磨き粉のチューブ 燃えるごみ

ハンガー 小型金物もしくは燃えるごみ 金属が使われているものは小型金物へ、それ以外のものは燃えるごみへ出してください。

ビデオテープ 分解して小型金物、燃えるごみへ
金属部分は小型金物へ、プラスチック部分は燃えるごみへ、テープ部分は1メートル以下に切って燃えるごみへ出してください。
郡上クリーンセンターへ直接搬入する場合は、分解は不要です。

ひ 肥料袋（農業用） 燃えるごみ

びん（すりガラス状のもの） びん（その他の色または無色透明） 色がついているものは「その他の色のびん」へ。すりガラスびんで口の所が透明なものは「無色透明びん」へ。
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ファイル（金属付） 小型金物

プチプチのビニール プラスチック製容器包装または燃えるごみ 外箱等のプラマーク部分に表示が無ければ燃えるごみ

布団 燃えるごみ 郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

布団乾燥機 粗大ごみ 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

フライパンの蓋（金属含む） 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ふ プラスチックに金物がついているもの 小型金物 例：傘の柄、フライパンの取手など。

プラモデル 燃えるごみ

ブリキ缶 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ブルーシート 小型金物、燃えるごみ 金具部分は切り離して小型金物へ、シート部分は1メートル以下に切って燃えるごみへ出してください。

古着 古着・古布 汚れたものは、金具を取って燃えるごみへ出してください。

フロッピーディスク 小型金物、燃えるごみ 金具部分は取って小型金物へ。それ以外は燃えるごみへ。分解できない場合は小型金物へ出してください。

風呂のマット 燃えるごみ ごみ袋に入る大きさに切ってください。

ベッド（金属含む） 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ヘッドフォン 小型金物

へ ベルト 小型金物、燃えるごみ 金具部分は外して小型金物へ、皮・布部分は燃えるごみへ。

ヘルメット
FRP、金属製のものは北部クリーンセンターへ。
プラスチックのものは、燃えるごみへ。

金具がついているもの以外、小型金物には出せません（直接搬入のみ）

便器 陶磁器
個人で解体して搬入する場合のみ、市島埋立場または和良埋立場へ搬入できます。
それ以外の場合は産業廃棄物になるので市では処理できません。

ペンキ缶 小型金物 液体状のペンキは処理できません。固まったペンキは燃えるごみへ、一斗缶はつぶして小型金物の収集コンテナへ出してください。

防腐剤・乾燥剤 燃えるごみ

ポータブルＤＶＤプレーヤー 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ほ ポット 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ホットカーペット（金属含む） 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

ポリタンク 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

麻雀牌 小型金物または燃えるごみ 金属製のものは小型金物へ。プラスチックなどの樹脂製または象牙製のものは燃えるごみへ。

マット（金属含まない） 燃えるごみ 郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。

ま マットレス（内部に金属含む） 粗大ごみ 北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

魔法瓶 小型金物 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

豆炭あんか 市役所窓口へお持ちください。 石綿が含まれる可能性があるため、ごみ収集場所には出さないでください。

や 屋根のスレート（石綿含む） 市では処理できません。 産業廃棄物処理業者または建築業者等にお問い合わせください。

よ 容器包装以外のプラスチック 燃えるごみ

ら ラップ 燃えるごみ

ランドセル 小型金物、燃えるごみ 金具部分は切り離して小型金物へ。革製の部分はごみ袋に入る大きさに切り、燃えるごみへ。

り 旅行カバン 粗大ごみ 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

る ルーフバー（金物付） 北部クリーンセンターへ直接搬入 収集コンテナに入らないものは、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

れ 冷蔵庫・冷凍庫（家庭用として作られた物） 粗大ごみ（家電リサイクル法対象） リサイクル券を購入後、北部クリーンセンターへ直接搬入してください。

冷蔵庫・冷凍庫（業務用として作られた物） 市では処理できません。 販売店もしくは産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

わ 和服 古着・古布


