
種類 出し方

アルミ缶

スチール缶

無色びん
茶色びん
その他の色びん
リターナブルびん

★水銀体温計等

鋭利な物
・医療機関や薬局で回収（宮古管外で回収を依頼する場合は各医療機関
　の指示に従うこと）

・『燃やせないごみ』か、中を洗い『資源ごみ』で出してください。

安全な
仕組みのもの

・分別して出すか、医療機関や薬局に回収を依頼してください。
（ペン型注射針…『燃やせるごみ』、血糖測定器の本体…『燃やせない
　ごみ』、血糖測定器のケース・針…『燃やせるごみ』）

家具・寝具類

電化製品類

その他

危険物等

処理は購入した店、メーカー、専門業者に相談、依頼してください。

リサイクル家電
・製品を購入した店または買い替えする店に引き取りを依頼するか、
郵便局等でリサイクル券を購入し指定引取場所に持ち込んでください。

パソコン・
ディスプレイ

・小型家電回収ボックス投入口に入らない大きさのものはメーカー等に
　回収を依頼するか、宮古清掃センターに直接搬入してください。

ドラム缶、バッテリー、タイヤ、
ホイール等自動車部品、バイク、
ピアノ、FRP浴槽、農林漁業機械、
チェーンソー、刈払機、廃油、塗料、
農薬、消化器、ガスボンベ等

テレビ、エアコン、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫等

デスクトップ型・ノート型パソコン、
液晶・ＣＲＴディスプレイ等

事業系ごみ
事業所・商店等から出るごみ、建築・
建設廃材、農業・漁業用資材等

宮古清掃センターに直接搬入するか、収集業者に依頼してください。
※家庭系ごみとして出すことはできません。

タンス、鏡台、机、椅子、絨毯、
ふとん・毛布、マットレス(プリング
入り可)等

●粗大ごみは広報等でお知らせするので期限までに申し込んでくださ
い。申し込みのあったもの以外は収集しません。
・袋に入らない大きさのものが対象です。解体できるものは分別して
　出してください。
※テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫は
粗大ごみとして出すことはできません。

こたつ、ヒーター、オルガン、
マッサージ機等

自転車、一輪車、チャイルドシート、
ベビーカー、子供用遊具、健康器具、
キャリーケース、ガステーブル、
スキー板、スノーダンプ、スコップ等

医療用注射針、点滴針等

非鋭利な物

ビニールバッグ類等
（中身が空の状態） ・レジ袋等に入れてから『燃やせるごみ』で出してください。

※『プラ』マークがついていても『燃やせるごみ』へ
・針部分は切り離し、医療機関等に返却してください。チューブ・カテーテル類、

注射筒、脱脂綿・ガーゼ等

空瓶・空缶

ペン型注射針、血糖測定器等

★小型家電回収ボックス
投入口（縦20×横40cm）
に入る電化製品

携帯電話、ノートパソコン、外付けハードディスク、
ＤＶＤプレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー、
デジタルカメラ、ビデオカメラ、電卓、電子辞書、
電子書籍、ゲーム機、カーナビ、ＵＳＢメモリ等

役場、アズビィホール、保健センター内の回収ボックスに
投入してください。
・電池やバッテリーは取り除いてください。
・携帯電話・パソコン類は販売店でも回収しています。

★その他のごみ
使い捨てカイロ、電気コード、傘、
針金製ハンガー、アコーディオンカーテン等

★小型電化製品
電子レンジ、炊飯器、ポット、電話・ＦＡＸ、プリンター、掃除機、扇風機、ドライヤー、ラジカセ、ストーブ（石油を抜く）、
電動式チェーンソー等袋に入る大きさのもの。※フロンガスを含むもの（除湿機等）は宮古清掃センターに直接搬入してください。

水銀入りの体温計、血圧計等

★ガラス・陶磁器類
割れた蛍光灯、割れたびん、ガラス、
農薬・化粧品等のびん、食器・鍋等 ・割れたものや刃物など鋭利危険物は紙に包み、「ガラス」「危険」

　等表記してください。
・スプレー缶などは必ず穴をあけ、ガスを抜いてください。
・傘の布、ビニール部分は『燃やせるごみ』で出してください。
・分解しても袋に入らないものは粗大ごみで出してください。

★金属類
調理器具、刃物、スプレー缶、ペンキ缶、
鍋焼きうどんアルミ容器等

★乾電池
筒型（単１～５）、角型（９Ｖ）、ボタン型、
充電式乾電池

・蛍光灯や水銀体温計・血圧計とは分けて出してください。

★蛍光管
丸型、直管型、電球型の蛍光灯等
※白熱電球、ＬＥＤ電球は『燃やせないごみ』へ

・蛍光灯以外は『燃やせないごみ』で出してください。
・買った時の箱に入れるなど壊さないで出してください。
・壊れたものは紙に包んで『燃やせないごみ』で出してください。
・袋に入らない蛍光灯を２本以上出す場合は紐で結んでください。

★新聞紙 新聞紙、折込チラシ ・新聞紙とチラシは混ぜて出すことができます。
・表紙が布製の本は『燃やせるごみ』で出してください。
・各地域で行っている集団回収を積極的に利用しましょう。
※雨・雪の日に出す場合は、ごみが濡れないようにしてください。★雑誌 雑誌、書籍、教科書、ノート、カタログ、

パンフレット等

★紙パック 内面が白色
※内面が銀色のものは『紙製容器包装』へ

・中を洗って切り開き、乾かしてください。

★段ボール 断面が波状になっているもの
・留め具、テープ、伝票等は取り除いてください。
・できる限り小さく折りたたんでください。

飲料用、酒類用、缶詰、菓子缶、ペットフード缶等
※ボトル缶のキャップ、缶詰のふたは
『燃やせないごみ』へ

・アルミ缶とスチール缶に分別して出してください。
・油分は洗剤で洗ってください。
・潰さずに出してください。

★びん類
飲料用、酒類用、調味料、飲み薬のびん等
※農薬、化粧品のびんは『燃やせないごみ』へ

・中を洗って出してください。汚れが取れないもの、壊れたものは
『燃やせないごみ』で出してください。
・ふたは外し、色ごとに分別して出してください。

一升瓶（茶・緑色のみ）、ビール瓶（国産品のみ）※地ビール、外国産ビールは色ごとに分別して出してください。

★紙製容器包装

●包装紙・袋・台紙類…紙袋、割り箸袋、
　Ｙシャツの台紙、タグ等
●ふた・カップ・箱類…カップ麺のふた、
　ヨーグルトの容器、ティッシュの箱等
●内側が銀色の紙パック

★白色トレイ 両面が白色のトレイ
※どんぶり型のものは『プラ』へ

・汚れたものは洗って乾かして出してください。
・汚れが取れないものは『燃やせるごみ』、壊れたもの、穴の空いた
　ものは『プラ』で出してください。

★ペットボトル 飲料用、酒類用、醤油用等
・中を洗って出してください。
・ふたとラベルは外し、『プラ』で出してください。
・汚れの取れないものは『燃やせるごみ』で出してください。

★缶類

★その他のごみ 汚れが取れないプラ、紙、ペットボトル、
発泡スチロール、食用油、焼却灰、吸殻、花火等

・花火等は水で湿らせてください。
・食用油は固形化するか紙、布等に染み込ませてください。

★プラスチック製
　容器包装

●ボトル類…シャンプー、洗剤の容器等
●ふた類…ペットボトルのふた等
●カップ類…カップ麵、プリン、たまごパック等
●トレイ類…色物・柄物のトレイ、納豆の容器等
●袋類…お菓子の袋、レジ袋、果物保護ネット等

・『プラ』『紙』マークのついている容器包装(シール、ラベルが
　ついたままでも出せます)
・汚れたものは洗って乾かして出してください。汚れの取れないもの
　は『燃やせるごみ』で出してください。

★プラスチック製品類 おもちゃ、ＣＤ・ＤＶＤ、バケツ、ホース、
灯油タンク、ライター（ガスを抜く）等

・『プラ』マークがない硬質系プラスチック等
・長いホースは３０㎝以下に切断してください。

★草木類 まな板、木くず、枝、枯葉等 ・５cm角以下で長さ３０cm以下に切断してください。

★皮革類 かばん、靴、ベルト、グローブ等 ・金属部分は取り除いてください。

★紙くず類　★布類 紙コップ、封筒、紙おむつ、アルミ箔、
衣類、枕、座布団、電気毛布等

・紙おむつは汚物を取り除いてください。
・電気毛布等は分解し布の部分のみ出してください。

分　別 品　目　例 出すときの注意

★生ごみ 残飯、貝殻、卵殻等
・しっかり水分を切って出してください。
・食用油は固形化するか紙や布に染み込ませてください。

令和2年4月～

田野畑村健康福祉課 ☎0194-33-3102

村では消火器の回収は行っておりません。回収方法や窓口については、

(株)消火器リサイクル推進センターのホームページをご確認いただくか、

下記コールセンターへお問い合わせください。※処分費用がかかります。

【お問い合わせ】(株)消火器リサイクル推進センター ☎03-5829-6773

🔸消火器の処分方法について

ごみの分別を簡単に検索できる分別辞典サイトの提供を開始

しました。50音順で検索または品名・キーワードを入力して検索

することが出来ます。村ホームページまたはスマートフォンから

ご利用いただけます。

🔸ごみ分別辞典をご活用ください

【処分手数料】

◎家庭系一般廃棄物

燃やせる・燃やせないごみ…50kgまで無料、50kg以上は10kg毎に50円

資源ごみ…無料

小動物の死体…1体につき、20kgまで1,000円、20kg以上は1,500円

フロンガスを回収するもの…1個につき500円（※家庭用除湿機等）

◎事業系一般廃棄物

燃やせる・燃やせないごみ…10kg毎に50円

資源ごみ…缶、ビン、ペットボトルのみ、

10kg毎に30円

【稼働日】月～土曜日・祝日（1月1～3日を除く）

8：30～12：00、13：00～16：30

【持ち込みに関してのお問い合わせ】

宮古地区広域行政組合事務局

施設課 ☎0193-64-7111

🔸ごみは宮古清掃センターに直接搬入できます

ごみ袋に入らない

ものは３０cm 四方に

切断し袋に入れる。

種類ごとに市販の
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※できるだけ透明な袋

を使用してください。

※レジ袋使用不可

種類ごとに紙ひもで
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FRP製

乾電池は蛍光管等とは
分けて市販の袋に入れる。
※レジ袋使用不可

ごみ分別辞典

透 明
または

半透明
の袋

ケースの刃

燃やせないごみ

台紙

紙製容器包装

外包装フィルム、

ふた、カップ

プラスチック製

容器包装

プラスチック製

スプーン

燃やせるごみ

取出口フィルム

プラスチック製

容器包装

ティッシュ

燃やせるごみ

ティッシュの空箱

紙製容器包装

ラップの箱

紙製容器包装

芯・ラップ

燃やせるごみ

　

宮古駅
国道１０６号

閉伊川

市総合体育館●

ＤＯＲＡ●

宮古清掃

センター

●

★収集日の朝８時までに出してください

★事業系ごみは出すことができません

★ごみ分別辞典を活用しましょう

燃やせるごみ・

燃やせないごみ専用

（共通袋）

ごみを出すときの注意

◎ 収集日と時間を守って指定場所に出してください。

◎ この袋で出せるごみは一般家庭ごみに限ります。

◎ 生ごみはよく水切りをしてから出してください。
◎ 資源ごみは分別してほかの袋等で出してください。

★油性マジックインクで書いてください。

この袋で出せる市町村は、

宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村です。

地　区　名 排 出 者 氏 名

燃やせるごみ・

燃やせないごみ専用

（共通袋）

ごみを出すときの注意

◎ 収集日と時間を守って指定場所に出してください。

◎ この袋で出せるごみは一般家庭ごみに限ります。

◎ 生ごみはよく水切りをしてから出してください。
◎ 資源ごみは分別してほかの袋等で出してください。

★油性マジックインクで書いてください。

この袋で出せる市町村は、

宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村です。

地　区　名 排 出 者 氏 名

レジ袋


