
・生ごみ ・貝がら ・はきもの ・衣類 ・カセットテープ 

・汚れのとれないビニール、プラスチック ・CD、DVD 

・ぬいぐるみ ・紙おむつ ・紙くず ・食用油 など 

ダンボール、雑誌、新聞紙、紙パック等は、 

地域や、ご近所の資源回収など、リサイクル活動に 

役立てて下さい。 

・生ごみ 

水気をよくきって 

ください 

・汚れの取れない 

ビニール、プラスチック 
・ぬいぐるみ 

・ビデオ、カセットテープ、CD、DVD 等 

(ケースはプラマークなし) 
・草、木 

少量で細い物 

(幹が 10 ㎝未満で 

・紙くず ・はきもの 

・食用油 

固めたものは 

可燃物へ 

家庭からの廃食用油は市役所で回収しています 

キッチンペーパーや、ろ紙でこして入っていた容器や 

ペットボトルなど、ふたが閉まる容器に入れこぼれな 

いようにしてください。 

※一部の食用油は回収できないものもあります。 
詳しくは 牧之原市：相良庁舎 環境課 
     御前崎市：環境課・御前崎支所 

袋に入る長さ) 

 
 



・プラマークあり 

・プラマークなし 

プラマークの表示のあるビニール・プラスチック類 

プラマークの無いビニール・プラスチック類 
（ポリバケツ、歯ブラシ、洗面器等、金属を取りはずした 

プラスチック製品） 

プラマークとは？ 

容器包装リサイクル法に基づき、商品を入 

れた容器や包装に表示されています。 

したがって商品そのものであるポリバケツ、ポリタ 

ンク、歯ブラシ等にはプラマークはついていません。 

どちらかに○をつけてプラマークありと 

プラマークなしを分けてください。 

ビニ・プラの出し方の注意 

・プラマークありと、なしの収集日は違うため混同しないでください。 

・小さなネジなど、少しでも金属が付いている物は金物として出して 

 ください。 

・ライター、カミソリ、電池など禁忌品の混入は 

・汚れている物は、洗うか布等で拭き取って出してください。 

・汚れや臭いの取れない物は、可燃物として出してください。 

・レジ袋などに入れずにそのまま収集袋に入れてください。 

絶対に避けてください。 

・袋に入らない物は保全センターへ直接搬入して 

ください。 

 



・パン、菓子、インスタント 

食品などの袋 

・カップ麺、プリンなど 

の容器 

・卵、コンビに弁当など 

のパック 

・発泡スチロール 

※小さくちぎってください 

・洗剤、シャンプー 

などの容器 

・生鮮食品などのトレイ 

※白色トレイはスーパーなどの店頭回収へ 

優先的に出してください 

※ノズル類は金物へ 

ポリタンク、ポリバケツ、洗面器、プラスチック製ハンガー、歯ブラシ、食品容器 

などのビニールプラスチック製品 

※金属、金具は必ず外してください。取れない物は金物へ！ 

プラマークの付いたものでも可燃物 
として出してください。 

詳しくは「在宅医療廃棄物の出し方」を 

参照してください。 

※感染のおそれの無い物に限る 

↑可燃物へ ↑医療機関へ 

 



・金物と陶磁器は収集日が違うため混同しないでください。 

・袋に入らない金物には金物専用証紙をはってください。 

缶類 
刃物類 

フライパン、鍋 

ライター スプレー・ガス缶類 

かさ 

おもちゃ 

小型家電類 

新聞紙等に包み危険のないように 

してください。 

必ず使い切り、ガス抜きをしてから 

出してください。 

※おもちゃ、小型家電など 

乾電池・電球は必ず外してください。 

乾電池・電球は直接搬入か、近くの電器店などの回収ボックスへ。 

 



※「金物」専用証紙 

指定袋に入らない金物は、左記のシールを貼って 

ポイントに出してください。 

※金物以外には使用できません。 

陶磁器類 

金物と陶磁器は収集日が異なるため混同しないでください。 

自転車 ストーブ 

土鍋 植木鉢 茶碗、湯呑み等 

※土は洗い流す 

※電動アシスト付きは 

特別なごみになるため 

収集できません。 

灯油は空にし、 

電池を外す。 

※「家電リサイクル法」対象品目の、エアコン・テレビ・冷蔵庫・ 

冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は処理ができないため収集できません。 

また、「資源有効利用促進法」対象のパソコン・タブレット端末なども 

処理、収集ができません。購入先、電器店等に問い合わせてください。 

割れたものは新聞紙等に包み、危険のないようにしてください。 

 



・リサイクルマークがついているもの 

・必ずキャップとラベルを外し洗浄してください 

キャップとラベルを外す 

キャップとラベルは 

プラマークありに分別 

※ペットボトル自体は、切ったり加工したりしないでください。 

リサイクルできなくなります。 

必ず、中を空にして つぶして 

出してください。 洗ってください。 

※リサイクルするためには、きれいにすることが条件です。 

どうしても汚れが落ちない物、加工した物は可燃物として出して 

ください。 

 



・ビンは必ず中を空にして洗浄してください。 

・割れた物は新聞紙などに包み危険のないようにして 

だしてください。 

ビン類は中身を抜き、洗浄してから 

出してください。 

※洗っていない物は収集、搬入できません！ 

板ガラス

空きびん類

グラス、
コップ類 ※農薬や劇薬のびんは、 

収集・搬入できません。 

購入先などに問い合わせてください。 

 

鏡



※直接搬入の際は指定ごみ袋を使用しないでください。 

受付日   月～金曜日(祝日以外)、第２・４日曜日 
時間   午前 ８：３０～１２：００ 

午後 １：００～ ４：３０ 

収集袋に入らない大きな物は直接保全センターへ搬入してください。 

畳、襖、障子、雨戸等 布団、毛布 

スプリングマットレス 

ソファー 

草木 

※１日１５枚まで 

スプリングを外してください。 

※ポケットコイル式は搬入できません。 

※リクライニングソファーや 

(リサイクルする木) 
太さが 10 ㎝未満は概ね 2ｍ(軽トラックの荷台に乗る長さ) 

太さ 10 ㎝未満 
2ｍ未満 

※草木は塗料の付着や 

腐食、土・泥、その他 

のごみの混入が無いよ 

うにしてください。 

太さが10㎝以上のものは 

重くなるため、枝をはらい 

手で積み降ろしできる長さ 

(重さ)にしてください。 

太さ 10 ㎝以上 木の根 

搬入できません 

ポケットコイル式のものは 

分解し金物と可燃物を分別 

した状態であれば搬入可能。 

  



木材、杭、角材、腐食した木等

日本瓦 

タンス、家具類 乾電池 蛍光管 

水銀温度計・体温計 

杭、角材、腐食、塗料が付いた木 コンパネ等、板材 

10 ㎝ 

・太さ 10 ㎝未満 

・長さ 50 ㎝未満 ・縦 50 ㎝未満 

・横 50 ㎝未満 

× 

※釘やボルト等の金属は外す。 

※太さが 10 ㎝以上の物は、10 ㎝未満になるよう割断等してください。 

※燃え残りや焼却炉のトラブルの原因となるため規定の大きさにしてください。 

以上が守られていない物は、お持ち帰りしていただきます。 

家具類はそのままの 

大きさで搬入できます 

が、鏡・ガラス・金属 

は外してください。 

直接搬入するか、電器店などで回収しています。 

直接搬入してください。 

各市役所でも回収しています。 

一般廃棄物 

一般廃棄物 

家庭系 

事業系 

10 ㎏まで毎に ５１円 

10 ㎏まで毎に１５６円 

 搬入料金 

家庭系 

事業系 

0.5ｔまで毎に 

300 円 

0.5ｔまで毎に 

10１０円 

事前に保全センターへ連絡して

ください。 

※土、泥等が付着した物、 

スレート・コンクリ瓦は 

受け取れません。 

瓦の搬入料金 

(焼却する木) 

※電器店で回収できない電地 

は保全センターへ問い合せ 

てください。 

※ただし１０円未満は切り捨て 

 



・受付日 毎月第 4 火曜日(12 月は第３火曜日) 

・収集はしないため、直接保全センターへ持ち込んで 

 ください。 

ここに掲載の物は業務用廃棄物・産業廃棄物に該当する物も含まれていますが、 

「特別なごみの日」に限り処理業者に引き取ってもらうことができます。(有料) 

※料金は品目で異なり処理業者により決められるため、保全センターに 

問い合わせいただいてもお答えできません。 

エレクトーン 

電子オルガン 

電子ピアノ 

バッテリー 

ボイラー 

電動アシスト付き 

自転車 

マッサージチェア 

フットマッサージ機 等 

健康器具類 

農機具類 

小型耕運機、田植え機、 

茶刈機、草刈機、脱穀機 

動力噴霧器 等 

・小型ピアノ(アップライト型) ・ガス給湯器 ・湯沸し器 ・給水器 

・大型レンジ・コンプレッサー ・発電機 ・業務用ワープロ ・船外機 

・配電盤 ・トランス(変圧器) ・折りたたみベッド ・計量器 

・リクライニングソファ ・大型の秤 ・大型の台車 等 

その他複数の金属や可燃物、不燃物が同体品となった物 

ルームランナー等 

フィットネス機器 

※ 祝日の場合は翌日の水曜日 
 



ここに掲載の物は保全センターでは処理ができません。 

購入先、お近くの販売店、処理業者、専門業者などに問い 

合せてください。 

家電リサイクル法対象品目 

テレビ 
エアコン 

(室外機含む) 

冷蔵庫 

冷凍庫 

衣類乾燥機 

洗濯機 

資源有効利用促進法 

対象品目 
パソコン 

ノート型含む 

携帯電話、スマホ 

タブレット端末 

コンクリート 

ブロック タイヤ 

消火器 

農薬とその容器 

農業用ビニール 

プラスチック類 漁網、ブイ等の漁具 
針付き注射器等 

医療系廃棄物 

・産業廃棄物 ・石 ・土、泥、砂 ・石膏ボード ・スレート、コンクリ瓦 

・アスベストを含む物 ・太陽光パネル一式 ・発炎筒 ・火薬 ・ガスボンベ 

・花火(未使用) ・マッチ(未使用) ・グラスファイバー、金網入りのトタン 

・金網入りのガラス ・ルーフボックス ・FRP 製品 ・ペンキの入った缶 

・ポケットコイル式マットレス ・木の根 ・化学薬品、劇薬と容器 

・ガソリン ・引火性の物 ・中身入りのビン、缶 等 

・搬入時のルールが守られていない物 ・その他危険物、処理困難物とみられる物 

感染のおそれのある 
在宅医療廃棄物 

大型のピアノ 

(グランドピアノ) 

 



ご家庭から出る在宅医療による廃棄物は下記のとおり 

出してください。医師等により感染のおそれがあると判

断されるものは医療機関へお返しください。 

プラマークの付いたものでも可燃物として出してください 

可燃物として出せるもの ※感染のおそれがないもの・非鋭利なもの 

【バッグ類】 輸液、CAPD、栄養剤、ストーマ等 

(汚物はトイレへ) 

【注射筒】 ※針以外の部分 

ペン型注入器 

栄養剤注入器 

【チューブ・カテーテル類】 

※内袋等に入れ、漏れ・はみ出しがないようにして可燃物へ 

※針部分は切り離す 

吸引チューブ、CAPD チューブ、 

輸液ライン、導尿カテーテル等 

【脱脂綿・ガーゼ】 

医療機関や購入先へ ※感染のおそれがあるもの・鋭利なもの 

※針刺し等危険が無いように容器などに入れ医療機関や購入先へ 

【ペン型自己注射針】 【注射針、点滴針等】 

【自己注射以外の 

医療用注射針】 

 


