
あ

い

う

え

お

か

さ

し

か

き

く

け

こ

は

ひ

ふ

へ

ほ

ま

み
め
や
ゆ

ら

れ

ろ

わ

アイスクリームの容器（紙製） 可燃ごみ 中をよく洗いましよう

アイスクリームの容器（プラ製） プラスチック類 中をよく洗いましよう

アイロン 不燃ごみ 

雨合羽（化学繊維性） 不燃ごみ 

編み機 不燃・粗大ごみ 許可を取り搬入しましよう。袋に入る場合は不燃ごみヘ

アルバム（紙・布製） 可燃ごみ 

アルバム（プラ・化学繊維製） プラスチック類 

アルミ缶 エコプラザ 中を洗いエコプラザを利用しましょう

アルミコーティング袋（レトルト食品用） 不燃ごみ 

アルミホイル（アルミ箔） 不燃ごみ 

アルミホイル（アルミ箔の芯） 可燃ごみ・エコプラザ エコプラザを利用しましょう

一升瓶 エコプラザ 中を洗って（なるべくお店に返しましよう）

一升瓶のふた 不燃ごみ 

衣服（天然繊維製） エコプラザ・可燃ごみ エコプラザを利用しましよう

衣服（化学繊維製） 可燃ごみ 

衣類乾燥機 家電４製品 

印鑑（木製） 可燃ごみ 

印鑑（木製以外） 不燃ごみ

植木の枝葉 可燃ごみ・粗大ごみ 小さく切って袋に入れるか、許可をとって搬入しましょう

植木鉢（陶製） 不燃ごみ 

植木鉢（プラスチツク製） プラスチック類 

乳母車 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

エアコン 家電４製品 

絵の具のチューブ プラスチック類 中身を空にしましょう

延長コード（室内用） 不燃ごみ 

鉛筆 可燃ごみ

おしゃぶり プラスチック類

おもちゃ（金属製） 不燃ごみ

おもちゃ（プラスチック製） プラスチック類

おもちゃ（木製） 可燃ごみ

カーペット 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

貝殻 可燃ごみ 

カイロ（使い切り型） 不燃ごみ 

鏡 不燃ごみ 新聞紙等でつつみ、「鏡」と表示しましょう

家具（金属製） 不燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は不燃ごみへ

家具（プラスチック製） プラごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合はプラスチックごみへ

家具（木製） 可燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は可燃ごみへ

かさ 不燃ごみ 

菓子の缶（金属製） エコプラザ エコプラザを利用しましょう

菓子の空き箱（紙箱） 可燃ごみ・エコプラザ エコプラザを利用しましょう

菓子の空き箱（木製） 可燃ごみ 

ガス台 小型家電・エコプラザ

ガスマット（アルミ製） 不燃ごみ

カセット式ガスボンベ エコプラザ 穴を開けて中身を空にしましょう、エコプラザを利用しましょう

カセットテープ 可燃ごみ 

カップ麺の容器（フタ以外） プラスチック類 中を洗いましょう

かばん（天然皮革・天然繊維製） 可燃ごみ 

かばん（合成皮革・化学繊維製） プラスチック類 

紙おむつ 可燃ごみ 汚物をトイレに流しましょう

紙コップ 可燃ごみ 中を洗いましょう

紙皿 可燃ごみ 洗いましょう

カミソリの刃 不燃ごみ 新聞紙等でつつみ、「刃」と表示しましょう

紙パック（内側が白） エコプラザ・可燃ごみ エコプラザを利用しましょう

紙パック（内側が銀色） 可燃ごみ リサイクルできません

ガム 可燃ごみ 

カメラ 小型家電・エコプラザ

ガラス 不燃ごみ 新聞紙等でつつみ、「ガラス」と表示しましょう

乾燥剤（食品に入っている物） 不燃ごみ 発熱しないようにして

乾電池 エコプラザ エコプラザを利用しましょう。充電池・ボタン電池は店頭回収へ

着物（天然繊維製） エコプラザ・可燃ごみ エコプラザ利用しましょう

牛乳パック（内側が白） エコプラサ・可燃ごみ エコプラザ利用しましょう

鏡台 不燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は不燃ごみへ

クーラー 家電４製品 

草 可燃ごみ・粗大ごみ 許可をとり搬入しましょう

薬のビン 不燃ごみ 

薬のプラスチック容器 プラスチック類 中身を残さないように、中をよく洗いましょう

薬（錠剤・カプセル）の包装シート プラスチック類 

靴（革・布・ビニール製） 可燃ごみ ゴム長靴、安全靴、スパイクシューズは不燃ごみヘ 

靴下 可燃ごみ 

クリーニングのビニール袋 プラスチック類 

クレヨン 可燃ごみ 

軍手・軍足 可燃ごみ

蛍光管 不燃ごみ・エコプラザ エコプラザヘ搬入、割れたものは新聞紙でつつんで不燃ごみへ

ゲームソフト 不燃ごみ 

化粧品のびん（蓋を含む） 不燃ごみ リサイクル出来ません

げた箱 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

ケチャップのチューブ（蓋を含む） プラスチック類 使い切り、中をよく洗いましょう

紅茶のティーパック 可燃ごみ 

小枝 粗大ごみ・可燃ごみ 小さく切って袋に入れてください。許可をとり搬入しましょう

こたつ・こたつ板 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

コップ（ガラス製） 不燃ごみ びんに混ぜないで、新聞紙等でつつみ「コップ」と表示しましょう

ゴム手袋・ゴム長靴 不燃ごみ 

コルク栓 可燃ごみ 

ゴルフクラブ 不燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は不燃ごみへ

酒パック（内側が紙製） 可燃ごみ・エコプラザ 中を洗いましょう、エコプラザを利用しましょう

雑誌 エコプラザ エコプラザを利用しましょう

皿（陶器製） 不燃ごみ 

サンダル 可燃ごみ 

残飯 可燃ごみ

三輪車 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

シーツ（天然繊維製） 可燃ごみ・エコプラザ エコプラザを利用しましょう

シ一ツ（化学繊維製） 可燃ごみ

CD（ケース含む） プラスチック類 

湿布剤 可燃ごみ 

自転車 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

シャープペンシル プラスチック類 

写真 可燃ごみ 

ジュースの紙パック（内側が白） エコプラザ・可燃ごみ 中を洗って、切り開いてエコプラザを利用しましょう

ジュースの紙パック（内側が銀色） 可燃ごみ リサイクルできません

ジュースの缶 エコプラザ エコプラザを利用しましょう

じゅうたん 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

照明器具 不燃ごみ 

食用油 可燃ごみ・エコプラザ 紙や布にしみ込ませるか固化剤で固めましょう、エコプラザを利用しましょう

食器洗い乾燥機 小型家電・エコプラザ 

新聞・チラシ エコプラザ エコプラザを利用しましょう

スキー用具 不燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は不燃ごみヘ

ストープ 小型家電・エコプラザ 燃料を抜きましょう

ステレオ 小型家電・エコプラザ 

ストッキング（化学繊維製） 可燃ごみ

スプレー エコプラザ 穴を開けて中身を空にしましょう、エコプラザを利用しましょう

スポンジ プラスチック類 

スリッパ 可燃ごみ

洗濯機 家電４製品

掃除機 小型家電・エコプラザ 

畳・建具 粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう

たばこの吸い殻 可燃ごみ 

卵のから 可燃ごみ 

段ボール エコプラザ エコプラザを利用しましょう

茶がら 可燃ごみ 

茶碗 不燃ごみ 

チューブ（調味料など） プラスチック類 中身を使い切りましょう

手袋（天然繊維製） 可燃ごみ・エコプラザ エコプラザを利用しましょう（汚れた物を除く）

手袋（化学繊維製） 可燃ごみ 

テレビ 家電４製品

電球 不燃ごみ 

電卓 不燃ごみ 

天ぷら油 可燃ごみ・エコプラザ 紙や布にしみ込ませるか固化剤で固めましょう、エコプラザを利用しましょう

トースター 小型家電・エコプラザ 

ドライヤー 小型家電・エコプラザ 

トレイ エコプラザ・プラスチック類 洗いましょう（白色トレイはエコプラザ）

鍋 不燃ごみ

乳酸菌飲料の容器 プラスチック類

ぬいぐるみ 可燃ごみ

箱（紙製） エコプラザ・可燃ごみ エコプラザを利用しましょう

箱（プラスチック製） プラスチック類 

箱（木製） 可燃ごみ

パソコン（付属品を含む） 小型家電・エコプラザ ブラウン管モニターは、PCリサイクルへ

発泡スチロール（すきま材） プラスチック類

花火 可燃ごみ 水に浸し、発火しないようにしましょう

歯ブラシ（電動） 小型家電・エコプラザ

歯磨き粉のチューブ プラスチック類 中身を使い切りましょう

ヒーター 小型家電・エコプラザ 

ひげ剃り器 小型家電・エコプラザ

ビデオテープ 可燃ごみ 

ビデオデッキ 小型家電・エコプラザ 

ビン（フタを除く） エコプラザ・不燃ごみ エコプラザを利用しましょう

ビンのフタ 不燃ごみ

ふとん 可燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう。袋に入る場合は可燃ごみへ

ふとん乾燥機 小型家電・エコプラザ 

プラモデル プラスチック類 

フロッピーディスク（ケース含む） プラスチック類 

文房具（紙・木製） 可燃ごみ 

文房具（プラスチック製） プラスチック類

ペットボトル（飲料用） エコプラザ 中身を洗い、エコプラザを利用しましょう

ペットポトル（飲料用以外） プラスチック類 中身を洗いましょう

弁当箱（アルミ製） 不燃ごみ 

弁当容器（コンビ二等） プラスチック類

帽子（天然繊維製） 可燃ごみ 

帽子（化学繊維製） 可燃ごみ 

ポテトチップ等の紙缶 可燃ごみ 中身を空にしましょう

骨（食用肉の） 可燃ごみ 

ポラロイド写真 不燃ごみ 

保冷剤 可燃ごみ

まくら（天然繊維製） 可燃ごみ 

まくら（化学繊維製） 可燃ごみ 

マッチ 可燃ごみ 水に浸し、発火しないようにしましょう

マヨネーズのチューブ（蓋を含む） プラスチック類 使い切り、中をよく洗いましょう

ミシン 小型家電・エコプラザ 

メガネ 不燃ごみ

やかん 不燃ごみ

湯沸かし器 不燃ごみ・粗大ごみ 許可を取り搬入しましょう、袋に入る場合は不燃ごみへ

ラジオ 小型家電・エコプラザ 

ラップ プラスチック類

冷蔵庫（冷凍庫含む） 家電４製品

レジ袋 プラスチック類 

レトルトパック（カレー等） 不燃ごみ 使い切り、中をよく洗いましょう

レンジ 小型家電・エコプラザ

ローソク 可燃ごみ

ワープロ 小型家電・エコプラザ 

ワープロインクリボン 不燃ごみ 

綿 可燃ごみ 

和服（天然繊維製） エコプラザ・可燃ごみ エコプラザを利用しましょう

和服（化学繊維製） 可燃ごみ  
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※これらのごみは、村や海部地区環境事務組合では処理できません。販売店での引き取りか、専
門の処理業者へご相談ください。

台所ごみ（残飯、茶がら、料理くず、果物の皮、魚、鳥等の骨、
貝殻、卵、カニ・エビ等のから等）、野菜くず、木くず（長
さ4Ocmまでのもの）、紙おむつ（汚物は除く）、生理用品、
座ぶとん（袋に入るもの）等。

ビニール袋（菓子・ラーメン・スーパー等の袋）、家庭か
ら出る発泡スチロール製品（魚・刺身・力ップ麺類等の容器）、
シャンプー・液体洗剤・マヨネーズ等の容器、ポリバケツ、
プラスチックのコップ等、玩具、プラモデル、人形等。

陶器類（茶碗・皿・植木鉢等）、皮革製品、ゴム製品等、
電球、雨合羽、化粧品のびん等、板ガラス、ガラスコップ、
耐熱ガラス、鏡、びん類のキャップ、小型電化製品等。

★ごみは収集日の朝８時までに決められた集積場所に出してください。　★前の夜には出さないでください。　★飛島村の指定袋で必ず出してください。　★出していい日はすこやかカレンダーに載っている日です。

可燃ごみ
毎週月・金曜日 半透明

ポリ袋

プラスチック類
毎週水曜日

透明
ブルー色
ポリ袋

不燃ごみ
毎月第2・4土曜日

透明
ピンク色
ポリ袋

飛島村
指定ごみ袋
取扱店

竹之郷地区……サークルＫ竹之郷店、
佐野屋、松枝商会、
ファミリーマート飛島店

東 浜 地 区……名古屋港流通団地港湾
労働者福祉センター

古 政 地 区……森永牛乳上田販売店 松之郷地区……山田薬品、Ａコープとびしま店、
立松商店、佐藤商店、メタルサービス

渚　地　区……山栄商店、浅井畳店、
ユナイテッドバンブー

大 宝 地 区……多田大薬房、サークルＫ大宝店、
ミニストップ大宝店

西 浜 地 区……名古屋木材港港湾労働者
福祉センター

服 岡 地 区……喫茶ぜん

1 2 ペンキ・
オイル等の
油類および
その容器

3 バッテリー等の
有害危険物 4 廃タイヤ

5 エンジン付きの
バイク類

7 ガスボンベ等の
危険物

9 発泡スチロール等
事業活動に伴って
排出される廃棄物

11 焼却灰
（ダイオキシン類
対策特別措置法）

12 消火器

8 家の取り壊した
木材、瓦、
コンクリート、
残土等

10

6 農業用廃プラスチック類、
耕運機、
田植機等の
機械

農業用廃プラスチック類、
耕運機、
田植機等の
機械

村で処理できないもの

家庭のごみの出し方・分け方 家庭での焼却をやめて、
村のごみ収集に出しましょう。

家電4品目について

上記品目の処分方法

家電リサイクル法に関する問い合わせ先

●エアコン●テレビ
 　（ブラウン管・液晶・プラズマ）

●冷蔵庫・冷凍庫 ●洗濯機・衣類乾燥機

必要な費用

指定引取場所

リサイクル料金 収集運搬料金（販売店の定める料金）＝ ＋
※販売店は、過去に自己の店で販売した対象家電の引き取りを依頼された場合、これを引き取る義務があります。

村で処理できないもの

家庭のごみの出し方・分け方

「家電リサイクル法」により、メーカーなどが回収・リサイクルします。

①以前購入した販売店や、買い換えをする販売店に引き取りを依頼する

必要な費用 リサイクル料金＝
⑴処分する家電のメーカー名を確認する。
　※テレビの場合は画面サイズを、冷蔵庫・冷凍庫の場合は全定格内容積を確認する。
⑵郵便局で家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込む。（別途手数料が必要です）
　※家電リサイクル券「料金郵便局払込方式」は、郵便局に備え付けられています。
⑶指定引取場所に家電リサイクル券を持参し、家電を引き渡す。

②自分で指定引取場所に持ち込む

⑴処分する家電のメーカー名を確認する。
　※テレビの場合は画面サイズを、冷蔵庫・冷凍庫の場合は全定格内容積を確認する。
⑵郵便局で家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込む。（別途手数料が必要です）
　※家電リサイクル券「料金郵便局払込方式」は、郵便局に備え付けられています。
⑶収集運搬業許可業者に連絡し、家電リサイクル券と収集運搬料金を支払い家電を渡す。
⑷収集運搬業許可業者が指定引取場所まで運搬する。

③収集運搬業許可業者に依頼する

（最寄りの引取場所）

㈱松山商店
会　社　名 住　　　所 電話番号

東海西濃運輸㈱名古屋営業所
名古屋市港区十一屋2－135 052-381-1988

052-353-2261名古屋市中川区上高畑1－178

必要な費用 リサイクル料金 収集運搬料金（販売店の定める料金）＝ ＋

一般財団法人 家電製品協会

ホームページ http://www.rkc.aeha.or.jp/
家電リサイクル券センター

家電4品目の処分にあたっての
情報や受付窓口、リサイクル料
金が掲載されています。

TEL 0120-319640
FAX 03-3903-7551
受付　月～土（祝日除く） 9時～17時

薬品および
その容器

エアコン、テレビ、
冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機
（家電リサイクル法）

エアコン、テレビ、
冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機
（家電リサイクル法）

お問い合わせ先

飛島村すこやかセンター内　民生部　保健福祉課（地域包括支援センター・保健センター）


