
ごみ分別一覧表（Ｒ5.4.14）

可燃ごみの持ち込み先　　　　　…若狭広域クリーンセンター（ＴＥＬ：0770-72-6877）

資源ごみ、不燃ごみの持ち込み先…高浜町リサイクルセンター（ＴＥＬ：080-2956-1380）

連

番
行音物品名 キーワード 区分 分類 条件

備

考

1 ああアイロン アイロン,あいろん 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

2 ああ空き缶（飲料・食料用） 空き缶（飲料・食料用）,あきかん,缶詰,かんづめ 缶類（半透明の袋） 食 中を洗って出してください。紙やラベルがついている物ははがしてください。

3 ああ空き缶（スプレー缶など） 空き缶（飲料・食料用以外）,あきかん 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 破裂防止のため中身を使い切り、穴をあけてください。

4 ああアスファルト アスファルト,あすふぁると 収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

5 ああアスベスト アスベスト,あすべすと 収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

6 あああぜシート あぜシート,あぜしーと 粗大ごみ
ガーデニング、農

業
販売店・専門業者にご相談ください。

7 ああ油ビン（食料用） 油ビン（食料用）,あぶらびん ビン類（茶色の袋） 食

キャップやコルクをはずし、水洗いをして「茶色」・「無色」・「その他の色」の3色をそれぞ

れ袋を分けて出してください。金属製のキャップは「不燃ごみ」、コルクやプラスチックのフタ

は「可燃ごみ」へ。

8 ああ雨カッパ 雨カッパ,あまかっぱ 可燃ごみ（緑の袋） 衣

9 ああ網（漁業用） 網（漁業用）,あみ 収集できません その他 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

10 ああ
網（昆虫採集、魚釣り用）（木・プ

ラ製）
網（昆虫採集、魚釣り用）,あみ 可燃ごみ（緑の袋）

趣味・レジャー用

品
柄や枠が木やプラ製の物。長い物は袋に入る長さまで切断して入れてください。

11 ああ
網（昆虫採集、魚釣り用）（金属

製）
網（昆虫採集、魚釣り用）,あみ 不燃ごみ（黄色の袋）

趣味、レジャー用

品
柄や枠が金属の物。長い物は袋に入る長さまで切断して入れてください。

12 ああアルバム（写真） アルバム（写真）,あるばむ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

13 ああアルミサッシ アルミサッシ,あるみさっし 粗大ごみ 住
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。建築、解体など工事で発生した物は産業廃

棄物として処理してください。

14 あああんか あんか,電気あんか 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

15 ああ安全靴 あんぜんぐつ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

16 ああアンテナ アンテナ,あんてな
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

17 あい石綿 石綿,いしわた,せきめん 収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

18 あいいす（木製） いす 粗大ごみ 日用品
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。金属製のものは高浜町リサイクルセンター

へ。

19 あいいす（金属製） いす 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。木製の物は若狭広域クリーンセンターへ。

20 あい一輪車 一輪車,いちりんしゃ 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

21 あい一升瓶 一升瓶,いっしょうびん ビン類（茶色の袋） 食

キャップをはずし、中を洗って出してください。金属製のキャップは「不燃ごみ」、コルクやプ

ラスチックのフタは「可燃ごみ」へ。割れたビン、ガラス、陶器、農薬等のビンは不燃ごみ

（黄）へ

22 あい一斗缶 一斗缶,いっとかん 不燃ごみ（黄色の袋） 食 灯油・混合油等が入っている物は引き取れませんので、ガソリンスタンドにご相談ください。

23 あいイヤホン イヤホン,いやほん 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

24 あい医療用廃棄物 医療用廃棄物,いりょうようはいきぶつ 収集できません 医療品 医療機関・薬局・専門業者にご相談ください。

25 あい衣類 衣類,いるい 可燃ごみ（緑の袋） 衣 金具がついている物は取り外してください。

26 あい
飲料用紙パック（ストローを使用す

るタイプの物）

飲料用紙パック（ジュースなど）,いんりょうようかみ

ぱっく
可燃ごみ（緑の袋） 食 牛乳パックは公民館の回収ボックスへ出してください。

27 あう植木鉢（焼物） 植木鉢（焼物）,うえきばち 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
土や砂を洗い落として出してください。
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28 あう植木鉢（プラスチック） 植木鉢（プラスチック）,うえきばち 可燃ごみ（緑の袋）
ガーデニング、農

業
土や砂を洗い落として出してください。

29 あう浮き輪・浮き袋等 浮き輪・浮き袋等,うきわ,うきぶくろ 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
水洗いし、空気を抜いて出してください。

30 あう腕時計 腕時計,うでどけい 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

31 あう乳母車 乳母車,うばぐるま 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

32 あえエアコン エアコン,えあこん 収集できません 電気製品
家電量販店へご相談いただくか、郵便局でリサイクル券を購入し指定回収場所へ直接運搬してく

ださい。

33 あえＭＤ,ＣＤ,ＬＤ,DVD
ＭＤ,ＣＤ,ＬＤ,DVD,えむでぃー,しーでぃー,えるでぃー,

でぃーぶいでぃー
可燃ごみ（緑の袋） その他

34 あえエレクトーン エレクトーン,えれくとーん 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
購入された販売店にご相談頂くか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

35 あえエンジンオイル エンジンオイル,えんじんおいる 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

36 あえ塩ビパイプ 塩ビパイプ,えんびぱいぷ 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

37 あお斧 斧,おの 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業

袋が破れないように刃を覆って出してください。袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセ

ンターへ直接搬入してください。

38 あおおもちゃ類（プラスチック製） おもちゃ類,おもちゃるい 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

39 あおおもちゃ類（金属製）
おもちゃ類（電動式）,おもちゃるい　きんぞくせいおも

ちゃ
不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

40 あおおもちゃ類（電動式） おもちゃるい 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

41 あおオルガン オルガン,おるがん 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
購入された販売店にご相談頂くか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

42 あおオートバイ オートバイ,おーとばい 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

43 あおオーブントースター オーブントースター,おーぶんとーすたー
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

44 あおオーブンレンジ オーブンレンジ,おーぶんれんじ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

45 かか貝殻類 貝殻類,かいがらるい 可燃ごみ（緑の袋） 食

46 かか懐中電灯 懐中電灯,かいちゅうでんとう 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 電池は取り外してください。

47 かかカイロ（使い捨て） カイロ（使い捨て）,かいろ,つかいすてかいろ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

48 かか化学薬品 化学薬品,かがくやくひん 収集できません 日用品 販売店、専門業者にご相談ください。

49 かか鏡 鏡,かがみ 不燃ごみ（黄色の袋） 住 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

50 かか家具類（木・プラスチック製） 家具類,かぐるい 粗大ごみ 住
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。ガラス部分は取り外して不燃ごみ（黄）と

して出してください。

51 かか家具類（金属製） かぐるい 粗大ごみ 住
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。ガラス部分は取り外して不燃ごみ（黄）と

して出してください。

52 かか傘 傘,かさ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

53 かか菓子缶（金属製） 菓子缶（金属製）,かしかん 缶類（半透明の袋） 食

54 かか加湿器 加湿器,かしつき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

55 かか菓子箱（紙製） 菓子箱（紙製）,かしばこ その他紙（オレンジの袋） 食 「紙」マークのついた物のみ。それ以外の物は可燃ごみとして出してください。

56 かか菓子袋（プラスチック製） 菓子袋（プラスチック製）,かしぶくろ 可燃ごみ（緑の袋） 食
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57 かかカセットガスボンベ カセットガスボンベ,かせっとがすぼんべ 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
中身を完全に使い切って、穴を開けて出してください。缶類の袋には入れないでください。

58 かかカセットコンロ カセットコンロ,かせっとこんろ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 カセットボンベは外して出してください。

59 かかカセットテープ カセットテープ,かせっとてーぷ 可燃ごみ（緑の袋） その他

60 かかカッター カッター,かったー 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

61 かかカッパ（雨カッパ） カッパ（雨カッパ）,かっぱ 可燃ごみ（緑の袋） 衣

62 かかカップ麺の容器等 カップ麺の容器等,かっぷめんのようきとう 可燃ごみ（緑の袋） 食

63 かか可燃物（振替） かねんぶつふりかえ 可燃物（振替） その他

収集日が祝日と重なる地区は、翌日が収集日となりますが、「新聞・古紙チラシ」「雑誌」「ダ

ンボール」の収集は行いません。また、祝日の翌日が通常収集となる地区についても、「新聞・

古紙チラシ」「雑誌」「ダンボール」の収集は行いませんので十分注意してください。

64 かか花瓶 花瓶,かびん 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

65 かか鎌 鎌,かま 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
袋が破れないように刃を覆って出してください。

66 かか紙おむつ 紙おむつ,かみおむつ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 汚物は取り除いてください。

67 かか紙コップ・紙さら 紙コップ・紙さら,かみこっぷ,かみさら 可燃ごみ（緑の袋） 食

68 かかかみそり かみそり,かみそり 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋が破れないように刃を覆って出してください。

69 かか紙袋 紙袋,かみぶくろ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

70 かか火薬 火薬,かやく 収集できません その他 販売店、専門業者にご相談ください。

71 かかカラーボックス カラーボックス,からーぼっくす 可燃ごみ（緑の袋） 住 紙、プラスチック製の物は可燃ごみ。金属製の物は不燃ごみで出してください。

72 かかカレンダー カレンダー,かれんだー 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

73 かか皮製品 皮製品,かわせいひん 可燃ごみ（緑の袋） 衣 金属は取り外して出してください。金属は不燃ごみ（黄）へ

74 かか瓦 瓦,かわら 収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

75 かか換気扇 換気扇,かんきせん
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
住 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

76 かか乾燥機（衣類） 乾燥機（衣類）,かんそうき 収集できません 電気製品
家電販売店へご相談いただくか、郵便局リサイクル券を購入し指定回収場所へ直接運搬してくだ

さい。家電リサイクル法対象品

77 かか乾燥剤（食品用） 乾燥剤（食品用）,かんそうざい 可燃ごみ（緑の袋） 食

78 かか浣腸 浣腸,かんちょう 可燃ごみ（緑の袋） 医療品

79 かか缶詰の缶 缶詰、かんづめ 缶類（半透明の袋） 食 中身を空にして、中を洗って出してください。

80 かか乾電池 乾電池,かんでんち 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、スーパーの袋等に入れて出してください。

81 かか乾電池（充電式・ボタン型） 乾電池（充電式・ボタン型）,かんでんち 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、スーパーの袋等に入れて出してください。

82 かか感熱紙 感熱紙,かんねつし 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

83 かかカーテン カーテン,かーてん
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
住 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

84 かかカード カード,かーど 可燃ごみ（緑の袋） その他

85 かかカーナビ カーナビ、かーなび 不燃ごみ（黄色の袋） 乗り物用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

86 かかカーペット カーペット,かーぺっと 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

87 かかカーボン紙 カーボン紙,かーぼんし 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

88 かかガスコンロ ガスコンロ,がすこんろ 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

89 かかガスボンベ ガスボンベ,がすぼんべ 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

90 かかガスレンジ ガスレンジ,がすれんじ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

91 かか楽器類 楽器類,がっきるい 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
購入された販売店にご相談頂くか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。
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92 かかガムテープ ガムテープ,がむてーぷ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

93 かかガラス ガラス,がらす 不燃ごみ（黄色の袋） 住
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。建築、解体など

工事で発生したものは産業廃棄物として処理してください。

94 かかグラス グラス,がらす 不燃ごみ（黄色の袋） 食

95 かかフイルムカメラ カメラ,かめら 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

96 かき給油ポンプ（手動式） 給油ポンプ,きゅうゆぽんぷ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 中を洗って出してください。

97 かき給油ポンプ（電動式） 給油ポンプ,きゅうゆぽんぷ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 中を洗って出してください。

98 かき霧吹き（プラスチック製） 霧吹き,きりふき 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

99 かき霧吹き（金属製） 霧吹き,きりふき 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

100 かき金魚ばち 金魚ばち,きんぎょばち 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

101 かき金庫（小型） 金庫,きんこ 粗大ごみ 住 耐火金庫および大型の物は販売店、専門業者へご相談ください。

102 かき牛乳パック 牛乳パック,ぎゅうにゅうぱっく 拠点回収（公民館） 食 中を洗い、切り開いて乾かして出してください。

103 かき銀紙 銀紙,ぎんがみ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

104 かく空気入れ（自転車用等） 空気入れ（自転車用等）,くうきいれ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ

趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

105 かくくぎ くぎ,くぎ 不燃ごみ（黄色の袋） 住 袋が破れないように覆って出してください。

106 かく草刈り機 草刈り機,くさかりき 粗大ごみ
ガーデニング、農

業
販売店、専門業者にご相談頂くか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

107 かく草・雑草 くさ・雑草,くさ,ざっそう 可燃ごみ（緑の袋）
ガーデニング、農

業

泥・土等は完全に落として出してください。量が多い場合は若狭広域クリーンセンターへ直接搬

入してください。

108 かく櫛（クシ）（木・プラスチック製） 櫛,くし 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

109 かく櫛（クシ）（金属製） くし 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

110 かくくすり（カプセル）のケース くすり（カプセル）のケース,くすり,かぷせる,けーす 可燃ごみ（緑の袋） 医療品

111 かくくすり瓶 くすり瓶,くすりびん ビン類（茶色の袋） 医療品
フタをはずし、水洗いをして出してください。金属製のフタは「不燃ごみ」、プラスチックのフ

タは「可燃ごみ」へ。

112 かくくすり瓶（農薬、薬品） くすり瓶（農薬、薬品）,くすりびん,のうやく,やくひん 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
中身は使い切り、水洗いをして出してください。ビン類の袋には入れないでください。

113 かくクッション クッション,くっしょん 可燃ごみ（緑の袋） 住 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

114 かく靴下 靴下,くつした 可燃ごみ（緑の袋） 衣

115 かくくつ・ズック くつ・ズック,くつ・ずっく 可燃ごみ（緑の袋） 衣

116 かくクリップ（金属製） クリップ,くりっぷ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

117 かくクリーニングのビニール袋
クリーニングのビニール袋,くりーにんぐ,びにーるぶく

ろ
可燃ごみ（緑の袋） 衣

118 かく車イス 車イス,くるまいす 粗大ごみ 医療品 販売店、専門業者にご相談いただくか高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

119 かくクレヨン クレヨン等,くれよん 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

120 かくクーラーボックス クーラーボックス,くーらーぼっくす
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ

趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

121 かくグローブ（野球用） グローブ（野球用）,ぐろーぶ 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品

122 かけ蛍光灯 蛍光灯,けいこうとう 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、購入時に梱包してある箱等に入れて出してください。

123 かけ計算機（電卓） 計算機（電卓）,けいさんき,でんたく 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

124 かけ携帯電話 携帯電話,けいたいでんわ 収集できません 電気製品 販売店、専門業者にご相談ください。

125 かけ化粧品びん 化粧品びん,けしょうひんびん ビン類（茶色の袋） 日用品
フタをはずし、水洗いをして出してください。金属製のフタは「不燃ごみ」、プラスチックのフ

タは「可燃ごみ」へ。
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126 かけケチャップの容器 ケチャップの容器,けちゃっぷのようき 可燃ごみ（緑の袋） 食

127 かけ結束バンド 結束バンド、けっそくばんど 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 長いものは小さく切って袋へ入れて出してください。

128 かけ血圧計 血圧計,けつあつけい 不燃ごみ（黄色の袋） 医療品

129 かけ下駄 下駄,げた 可燃ごみ（緑の袋） 衣

130 かこ工具 工具,こうぐ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

131 かこ広告チラシ 広告チラシ,こうこくちらし
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）
日用品

132 かこ香水の瓶 香水の瓶,こうすいのびん ビン類（茶色の袋） 日用品
フタをはずし、水洗いをして出してください。金属製のフタは「不燃ごみ」、プラスチックのフ

タは「可燃ごみ」へ。

133 かこ固形石鹸 固形石鹸,こけいせっけん 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

134 かここたつ こたつ（やぐら、板）,こたつ,やぐら,いた 粗大ごみ 電気製品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

135 かこコピー用紙 こぴーようし
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）
日用品

136 かこコンクリート
コンクリート（コンクリートブロック含む）,こんくりー

と,ぶろっく
収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

137 かこコート（衣類） コート,こーと 可燃ごみ（緑の袋） 衣 金具がついている場合は取り外してください。

138 かこコーヒーメーカー コーヒーメーカー,こーひーめーかー 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

139 かこゴザ ござ,ござ 可燃ごみ（緑の袋） 住
50ｃｍ角以下に切るか折りたたみ、ほどけないようにヒモでしっかりしばって袋に入れてだし

てください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

140 かこゴム製品 ゴムマット,ごむまっと 可燃ごみ（緑の袋） 住 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

141 かこゴルフバッグ・クラブ ゴルフバッグ・クラブ,ごるふばっぐ,くらぶ 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
販売店、専門業者にご相談いただくか高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

142 かこゴーグル ゴーグル,ごーぐる 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

143 ささサインペン サインペン,さいんぺん 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

144 ささ三脚 三脚,さんきゃく 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

145 ささ三輪車 三輪車,さんりんしゃ 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

146 ささ座椅子 座椅子,ざいす 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

147 ささ雑誌 雑誌,ざっし 雑誌（黄緑の袋） 日用品

148 ささ座布団 座布団,ざぶとん 可燃ごみ（緑の袋） 住
50ｃｍ角以下に切るか折りたたみ、ほどけないようにヒモでしっかりしばって袋に入れてだし

てください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

149 ささざる（木製） ざる,ざる 可燃ごみ（緑の袋） 食 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

150 ささざる（金属製） ざる 不燃ごみ（黄色の袋） 食 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

151 さしシェーバー（ひげそり） シェーバー（ひげそり）,しぇーばー,ひげそり 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

152 さしシップ シップ,しっぷ 可燃ごみ（緑の袋） 医療品

153 さし竹刀 竹刀,しない 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
細かく切断して袋へ入れて出してください。

154 さし写真 写真,しゃしん 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品

155 さし写真器、カメラ 写真器、カメラ,しゃしんき、かめら 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

156 さしシャンプー等の容器 シャンプー等の容器,しゃんぷーとうのようき 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

157 さしシュレッターくず しゅれったー 可燃ごみ（緑の袋） 住 飛散しないよう袋の口をしっかり縛ってください。
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158 さし消火器 消火器,しょうかき 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

159 さし障子 障子,しょうじ 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

160 さし食器棚（木・プラスチック製） 食器棚,しょっきだな 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

161 さし食器棚（金属製） しょっきだな 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

162 さし新聞紙 新聞紙,しんぶんし
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）
日用品

163 さしＣＤ・ＬＤ・ＭＤ・ＤＶＤ
ＣＤ・ＬＤ・ＭＤ・ＤＶＤ,しーでぃー,えるでぃー,えむ

でぃー,でぃーぶいでぃー
可燃ごみ（緑の袋） 電気製品

164 さしＣＤ・ＬＤプレーヤー
ＣＤ・ＬＤプレーヤー,しーでぃー,えるでぃーぷれー

やー
不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

165 さしシール シール,しーる 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

166 さし磁石 磁石,じしゃく 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

167 さし自転車 自転車,じてんしゃ 粗大ごみ
乗り物（自動車ほ

か）
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

168 さし自動車部品、パーツ じどうしゃぶひん、ぱーつ 収集できません
趣味、レジャー用

品
販売店、専門業者にご相談ください。

169 さしじゅうたん じゅうたん,じゅうたん 可燃ごみ（緑の袋） 住
50ｃｍ角以下に切るか折りたたみ、ほどけないようにヒモでしっかりしばって袋に入れてだし

てください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

170 さしジューサー（電動） ジューサー,じゅーさー 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

171 さしジュース等の紙パック ジュース等の紙パック,じゅーすとうのかみぱっく 可燃ごみ（緑の袋） 食
内面がアルミ貼りのものは可燃ごみ。そうでないものは中を洗い切り開いて乾かして、公民館の

回収ボックスへ入れてください。

172 さし除湿剤 除湿剤,じょしつざい 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

173 さす水槽 水槽,すいそう 粗大ごみ ペット 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

174 さす水中眼鏡 水中眼鏡,すいちゅうめがね 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

175 さす水筒 水筒,すいとう 不燃ごみ（黄色の袋） 食

176 さす炊飯器 炊飯器,すいはんき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

177 さすスキー板、ストック スキー板,すきーいた 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

178 さすスキーウェアー スキーウェアー,すきーうぇあー,すきーうえあー 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
金具がついている場合は取り外してください。金具は不燃ごみ（黄）へ。

179 さすスキー靴 スキー靴,すきーぐつ 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

180 さすスコップ スコップ,すこっぷ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ

ガーデニング、農

業
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

181 さすステッカー ステッカー,すてっかー 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

182 さすステレオ ステレオ,すてれお
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

183 さすストッキング ストッキング,すとっきんぐ 可燃ごみ（緑の袋） 衣

184 さすストロー ストロー,すとろー 可燃ごみ（緑の袋） 食

185 さすストーブ ストーブ,すとーぶ 粗大ごみ 住 灯油は完全に抜き取って、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

186 さすスニーカー スニーカー,すにーかー 可燃ごみ（緑の袋） 衣

187 さすスノーダンプ スノーダンプ,すのーだんぷ 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。
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188 さすスノーボード スノーボード,すのーぼーど 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

189 さすスピーカー スピーカー,すぴーかー 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

190 さすスプリングマット スプリングマット,すぷりんぐまっと 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

191 さすスプレー缶 スプレー缶,すぷれーかん 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 破裂防止のため中身を完全に使い切り、穴を開けて出してください。

192 さすスプーン・フォーク（金属製） スプーン・フォーク,すぷーん,ふぉーく 不燃ごみ（黄色の袋） 食

193 さすスプーン・フォーク（木・プラ製） すぷーん・ふぉーく 可燃ごみ（緑の袋） 食

194 さすスポンジ スポンジ,すぽんじ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

195 さすスマートフォン すまーとふぉん 収集できません 電気製品 販売店・専門業者にご相談ください。

196 さすスリッパ スリッパ,すりっぱ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

197 さすスレート材 スレート,すれーと 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

198 さすスーツケース スーツケース,すーつけーす 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

199 させ石綿 せきめん 収集できません その他 販売店、専門業者にご相談ください。

200 させせともの（陶器） せともの,せともの 不燃ごみ（黄色の袋） 食

201 させセメント セメント,せめんと 収集できません 住 産業廃棄物処理業者にご相談ください。

202 させセロハンテープ セロハンテープ,せろはんてーぷ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

203 させ洗剤容器（ポンプ式） 洗剤容器（ポンプ式）,せんざいようき,ぽんぷ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

204 させ洗剤容器（紙箱製） 洗剤容器（紙箱製）,せんざいようき,ぽんぷ,かみばこ その他紙（オレンジの袋） 日用品 「紙」マークのついた物のみ対象です。

205 させ洗濯機 洗濯機,せんたくき 収集できません 電気製品
家電販売店へご相談いただくか、郵便局でリサイクル券を購入し指定回収場所へ直接運搬してく

ださい。家電リサイクル法対象品

206 させ洗濯ばさみ 洗濯ばさみ,せんたくばさみ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

207 させ剪定枝 剪定枝,せんていえだ 可燃ごみ（緑の袋）
ガーデニング、農

業

収集に出す場合は細かく切断して袋へ入れて出してください。量が多い・大きい場合は若狭広域

クリーンセンターへ直接搬入してください。持ち込む場合は直径10ｃｍ・長さ3ｍ以内の物が対

象。

208 させ剪定はさみ 剪定はさみ,せんていはさみ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ

ガーデニング、農

業
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

209 させ扇風機 扇風機,せんぷうき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

210 さそ双眼鏡 双眼鏡,そうがんきょう 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味、レジャー用

品

211 さそ掃除機 掃除機,そうじき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

212 さそソファー ソファー,そふぁー 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

213 さそそり そり,そり 粗大ごみ
趣味、レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

214 さそぞうり、スリッパ ぞうり,ぞうり 可燃ごみ（緑の袋） 衣

215 たた体温計（水銀） 体温計（水銀）,たいおんけい,すいぎんたいおんけい 不燃ごみ（黄色の袋） 医療品 割れないように覆って出してください。

216 たた体温計（電子） 体温計（電子）,たいおんけい,電子たいおんけい 不燃ごみ（黄色の袋） 医療品

217 たた体脂肪計 体脂肪計,たいしぼうけい 不燃ごみ（黄色の袋） 医療品

218 たた体重計（ヘルスメーター）
体重計（ヘルスメーター）,たいじゅうけい,へるすめー

たー
不燃ごみ（黄色の袋） 医療品

219 たたタイヤ タイヤ,たいや 収集できません 乗り物用品 販売店、専門業者にご相談ください。

220 たたタオル タオル,たおる 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

221 たたタオルケット たおるけっと 可燃ごみ（緑の袋） 日用品
50ｃｍ角以下に切るか折りたたみ、ほどけないようにヒモでしっかりしばって袋に入れてだし

てください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。
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222 たた高枝切はさみ 高枝切はさみ,たかえだきりはさみ,せんていばさみ 粗大ごみ
ガーデニング、農

業用品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

223 たた畳 畳,たたみ 粗大ごみ 住

若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。（1日あたり5枚。それ以上の場合はク

リーンセンターへお問い合わせの上、搬入してください）建築、解体など工事で発生した物は産

業廃棄物として処理してください。

224 たたタッパー容器 タッパー容器,たっぱーようき 可燃ごみ（緑の袋） 食

225 たた建具類（木・プラ製） 建具類,たてぐるい 粗大ごみ 住
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。建築、解体など工事で発生した物は産業廃

棄物として処理してください。

226 たた建具類（金属製） たてぐるい 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

227 たたタブレット端末 たぶれっとたんまつ 収集できません 電気製品 販売店・専門店にご相談ください。

228 たたタンス タンス,たんす 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

229 たた台車 台車,だいしゃ 粗大ごみ 日用品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

230 たたダンボール ダンボール,だんぼーる ダンボール 日用品 袋には入れず、ひもで縛って出してください。

231 たちチェンソー チェンソー,ちぇんそー 粗大ごみ
ガーデニング、農

業
販売店、専門業者にご相談頂くか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

232 たちチャイルドシート チャイルドシート,ちゃいるどしーと 粗大ごみ
乗り物（自動車ほ

か）
金具がついている場合は取り外し、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

233 たちちゃぶ台 ちゃぶ台,ちゃぶだい 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

234 たち茶碗 茶碗,ちゃわん 不燃ごみ（黄色の袋） 食

235 たちちりとり（プラスチック製） ちりとり,ちりとり 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ搬入してください。

236 たちちりとり（金属製） ちりとり 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品
切断し袋に入れてだしてください。袋に入らない場合は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入し

てください。

237 たつ杖（木・プラ製） 杖,つえ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品
収集に出す場合は切断して袋へ入れて出してください。切断しない場合は若狭広域クリーンセン

ターへ直接搬入してください。

238 たつ杖（金属製） つえ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品
収集に出す場合は切断して袋へ入れて第sて下さい。切断しない場合は高浜町リサイクルセン

ターへ直接搬入してください。

239 たつ使い捨てカイロ 使い捨てカイロ,つかいすてかいろ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

240 たつ机、テーブル（木・プラ製） 机（木・スチール）,つくえ 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

241 たつ机、テーブル（金属製） つくえ 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

242 たつ爪きり 爪きり,つめきり 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

243 たつ釣り竿 釣り竿,つりざお 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

244 たてティッシュ箱 ティッシュの箱,てぃっしゅのはこ その他紙（オレンジの袋） 日用品 取り口のフィルムは可燃（緑）に入れて出してください。

245 たて鉄アレイ 鉄アレイ,てつあれい 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさ・重さの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

246 たてテレビ（液晶・ブラウン管） テレビ,てれび 収集できません 電気製品
家電販売店へご相談いただくか、郵便局でリサイクル券を購入し指定回収場所へ直接運搬してく

ださい。家電リサイクル法対象品

247 たてテント テント,てんと 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

248 たて天ぷら油（家庭用） 天ぷら油,てんぷらあぶら 廃食用油 食
少量の場合は紙や布に吸わせてたり、市販の薬品で固形化し可燃ごみ（緑）として出してくださ

い。一定の量がある場合は回収専用容器を役場住民生活課でお渡ししています。。

249 たてテーブルタップ（電気コード）
テーブルタップ（電気コード）,てーぶるたっぷ,でんき

こーど
不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品
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250 たて電化製品 電化製品,でんかせいひん
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品

袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。また、家電リサ

イクル法の対象品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）は大きさに関わらず回収できませんの

で、郵便局でリサイクル券を購入し指定業者へ回収してもらうか、家電販売店へご相談くださ

い。

251 たて電気カーペット 電気カーペット,でんきかーぺっと
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

252 たて電気コード 電気コード,でんきこーど 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

253 たて電気ごたつ 電気ごたつ,でんきごたつ 粗大ごみ 電気製品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

254 たて電気柵 電柵、でんさく 収集できません
ガーデニング、農

業用品
販売店、専門業者にご相談ください。

255 たて電気毛布 電気毛布,でんきもうふ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

256 たて電球（白熱灯・蛍光灯） 電球,でんきゅう 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、購入時に梱包してある箱等に入れて出してください。

257 たて電球（LED） 電球型蛍光灯,でんきゅうがたけいこうとう 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、購入時に梱包してある箱等に入れて出してください。

258 たて電子辞書 電子辞書,でんしじしょ 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

259 たて電子手帳 電子手帳,でんしてちょう 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

260 たて電話機 電話機,でんわき 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

261 たと陶器 陶器・陶磁器,とうき、とうじき 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

262 たと時計 時計,とけい 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

263 たと鳥かご（金属製） 鳥かご,とりかご 不燃ごみ（黄色の袋） ペット

264 たと鳥かご（プラ製） とりかご 可燃ごみ（緑の袋） ペット 水洗いし、袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

265 たと塗料缶（家庭用） 塗料缶（家庭用）,とりょうかん 不燃ごみ（黄色の袋） 住 中身は使い切り、水洗いをして出してください。

266 たと塗料類、ペンキ 塗料類,とりょうるい 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

267 たとトースター トースター,とーすたー 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

268 たと土鍋 土鍋,どなべ 不燃ごみ（黄色の袋） 食

269 たと波板（トタン、金属製） トタン,とたん 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

270 たと波板（ポリ波板） トタン,とたん 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

271 ななナイフ ナイフ,ないふ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋が破れないように刃を覆って出してください。

272 なな長靴 ながぐつ 可燃ごみ（緑の袋） 住 金具がついている場合は取り外してください。金具は不燃ごみ（黄）へ

273 なな流し台 流し台,ながしだい 粗大ごみ 住 素材がホーロー製の物は引取りできませんので、販売店・専門業者にご相談ください。

274 ななナタ ナタ,なた 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
袋が破れないように刃を覆って出してください。

275 なななべ なべ,なべ 不燃ごみ（黄色の袋） 食 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

276 なな生ごみ 生ごみ,なまごみ 可燃ごみ（緑の袋） 食 水をよく切って出してください。

277 なぬぬいぐるみ ぬいぐるみ,ぬいぐるみ 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

278 なぬ布類 ぬのるい 可燃ごみ（緑の袋） 衣 金具がついている場合は取り外してください。金具は不燃ごみへ。

279 なね寝袋 寝袋,ねぶくろ 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

280 なの農機具 農機具,のうきぐ 収集できません
ガーデニング、農

業
販売店、専門業者にご相談ください。

281 なの農薬、薬品 農薬類,のうやくるい 収集できません
ガーデニング、農

業
販売店、専門業者にご相談ください。

282 なの農薬のビン 農薬瓶,のうやくびん 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業

中身は使い切り、水洗いをして出してください。ビン類（茶色）の袋には入れないでください。

薬品は回収できません。
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283 なののこぎり のこぎり,のこぎり 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
袋が破れないように刃を覆って出してください。

284 なの海苔の瓶（ガラス製） 海苔の瓶（ガラス製）,のりのびん ビン類（茶色の袋） 日用品
フタをはずし、水洗いをして出してください。金属製のフタは「不燃ごみ」、プラスチックのフ

タは「可燃ごみ」へ。

285 なのノート ノート,のーと 雑誌（黄緑の袋） 日用品

286 はは廃食用油 はいしょくようあぶら 可燃ごみ（緑の袋） 食
少量の場合は紙や布に吸わせたり、市販の薬品」で固形化し可燃ごみ（緑）として出してくださ

い。一定の量がある場合は、回収専用容器を役場（住民生活課）でお渡ししています。

287 はは廃油（機械油） 廃油（機械油）,はいゆ 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

288 はははがき はがき,はがき
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）
日用品

289 はははきもの はきもの,はきもの 可燃ごみ（緑の袋） 衣

290 はは箸（木・プラ製） 箸,はし 可燃ごみ（緑の袋） 食

291 はは箸（金属製） はし 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

292 はは発泡スチロール 発泡スチロール,はっぽうすちろーる 可燃ごみ（緑の袋） 食
少量の場合は可燃ごみの袋（緑）に入れて出してください。大量の場合は高浜町リサイクルセン

ター直接搬入してください。

293 はは花火 花火,はなび 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
発火しないよう、水によくつけてから出してください。

294 はは歯ブラシ 歯ブラシ,はぶらし 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

295 はは刃物 刃物,はもの 不燃ごみ（黄色の袋）
ガーデニング、農

業
袋が破れないように刃を覆って出してください。

296 はは針 針,はり 不燃ごみ（黄色の袋） 衣 袋が破れないように先を覆って出してください。

297 はは針金 針金,はりがね 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

298 ははハロゲンヒーター ハロゲンヒーター,はろげんひーたー
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

299 ははハンガー（プラスチック製） ハンガー,はんがー 可燃ごみ（緑の袋） 衣

300 ははハンガー（金属製） ハンガー,はんがー 不燃ごみ（黄色の袋） 衣

301 ははバイク バイク,ばいく 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

302 ははバイク部品、パーツ ばいくぶひん、ぱーつ 収集できません
趣味、レジャー用

品
販売店、専門業者にご相談ください。

303 ははバケツ（プラスチック類） バケツ,ばけつ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

304 ははバケツ（金属製） バケツ,ばけつ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

305 ははバッテリー バッテリー,ばってりー 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

306 ははバット（野球用　金属製） バット（野球用）,ばっと,やきゅう 粗大ごみ
趣味・レジャー用

品
高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

307 ははバット（料理用　金属製） バット（料理用）,ばっと,りょうり 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

308 ははバット（野球用　木製） ばっと 粗大ごみ
趣味、レジャー用

品
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

309 ははバット（料理用　プラ製） ばっと 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

310 ははバンパー（「自動車、バイク） ばんぱー 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

311 ははパソコン（モニター含む） パソコン,ぱそこん 収集できません 電気製品
各メーカーでリサイクル対応しています。メーカーもしくは、パソコン３R推進協会へお問い合

わせください。
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312 ははパンフレット パンフレット,ぱんふれっと
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）
日用品

313 はひ火鉢 火鉢,ひばち 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

314 はひ肥料の袋（家庭菜園等） 肥料の袋,ひりょうのふくろ 可燃ごみ（緑の袋）
ガーデニング、農

業
中身を空にして出してください。

315 はひビデオテープ類 ビデオテープ類,びでおてーぷ 可燃ごみ（緑の袋） 電気製品

316 はひビデオデッキ ビデオ機器,びでおきき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

317 はひビニール製シート類 ビニール製シート類,びにーるせいしーとるい 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 長いものは小さく切って袋へ入れるか、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

318 はひビニールホース ビニールホース,びにーるほーす 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

319 はひビン（飲食物・食品用） びん（飲食物のびん）,びん ビン類（茶色の袋） 食

キャップをはずし、中を洗って出してください。金属製のキャップは「不燃ごみ」、コルクやプ

ラスチックのフタは「可燃ごみ」へ。割れたビン、ガラス、陶器、農薬等のビンは不燃ごみ

（黄）へ。

320 はひビン（飲食物以外のびん） びん（飲食物以外のびん）,びん ビン類（茶色の袋） 食

キャップをはずし、中を洗って出してください。金属製のキャップは「不燃ごみ」、コルクやプ

ラスチックのフタは「可燃ごみ」へ。割れたビン、ガラス、陶器、農薬等のビンは不燃ごみ

（黄）へ

321 はひビール瓶 ビール瓶,びーるびん ビン類（茶色の袋） 食 販売店、専門業者にご相談するか、ビン類（茶色の袋）に入れて出してください。

322 はひＰＰバンド ＰＰバンド,ぴーぴーばんど 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 長いものは小さく切って袋へ入れて出してください。

323 はふ肥料の袋（農業用） ふりょうのふくろ 収集できません
ガーデニング、農

業用品
販売店、専門業者にご相談ください。

324 はふファイル（紙製） ファイル（紙製）,ふぁいる 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 金具は取り除き、不燃ごみ（黄色の袋）へ出してください。

325 はふファイル（プラスチック製） ファイル（プラスチック製）,ふぁいる 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 金具は取り除き、不燃ごみ（黄色の袋）へ出してください。

326 はふふすま ふすま,ふすま 粗大ごみ 住
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。建築、解体など工事で発生した物は産業廃

棄物として処理してください。

327 はふ筆 筆,ふで 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

328 はふふとん ふとん,ふとん 粗大ごみ 住
若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。（1日あたり5枚。それ以上の場合はク

リーンセンターへお問い合わせの上、搬入してください）

329 はふ風呂窯、バスタブ 風呂釜,ふろがま 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

330 はふフロッピーディスク フロッピーディスク,ふろっぴーでぃすく 可燃ごみ（緑の袋） 電気製品

331 はふ風呂用ふた 風呂用ふた,ふろようふた 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 長いものは小さく切って入れるか、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

332 はふ仏壇 仏壇,ぶつだん 粗大ごみ その他
販売店、専門業者にご相談いただくか、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。建

築、解体など工事で発生した物は産業廃棄物として処理してください。

333 はふブラインド ブラインド,ぶらいんど 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

334 はふブラシ（木・プラ製） ブラシ,ぶらし 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

335 はふブラシ（金属製） ぶらし 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

336 はふブロック ブロック,ぶろっく 収集できません 住
役場で申請のうえ、不燃物処分地へ搬入してください。建築、解体など工事で発生した物は産業

廃棄物として処理してください。

337 はふプリンター（家庭用） プリンター機器,ぷりんたーきき
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
日用品

袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。業務用機器は販

売店、専門業者へご相談ください。

338 はへヘッドホン ヘッドホン,へっどほん 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

339 はへヘルメット ヘルメット,へるめっと 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

340 はへベッド（木・プラ製） ベッド（台座部分）,べっど 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

341 はへベッド（金属製） べっど 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。
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342 はへベビーカー ベビーカー,べびーかー 粗大ごみ 日用品
金属がついている場合はとりはずし若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。金属は

不燃ごみ（黄）として出してください。

343 はへ便器 便器,べんき 粗大ごみ 住
販売店、専門業者にご相談ご相談頂くか、洗った後、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入して

ください。

344 はへ便座 便座,べんざ
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ
住

販売店、専門業者にご相談ご相談頂くか、洗った後、不燃ごみ（黄色の袋）へ入れてください。

袋に入らない場合は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

345 はへペットフード缶詰 ペットフード缶詰,ぺっとふーど,かんづめ 缶類（半透明の袋） ペット 中身を空にして、中を洗って出してください。

346 はへペットボトル ペットボトル,ぺっとぼとる
ペットボトル（ピンクの

袋）
食

キャップ、ラベルをはずし、中を水洗いして出してください。キャップ、ラベルは「可燃ごみ

（緑の袋）」へ。

347 はへペット用ゲージ ペット用の檻,ぺっとようのおり 粗大ごみ ペット 水洗いして高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

348 はほホイール（自動車用） ホイール（自動車用）,ほいーる 収集できません
乗り物（自動車ほ

か）
販売店、専門業者にご相談ください。

349 はほ方位磁石 方位磁石,ほういじしゃく 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

350 はほほうき ほうき,ほうき 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 長いものは小さく切って入れるか、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

351 はほ包丁・刃物 包丁・刃物,ほうちょう,はもの 不燃ごみ（黄色の袋） 食 袋が破れないように刃を覆って出してください。

352 はほ本 本,ほん 雑誌（黄緑の袋）
趣味・レジャー用

品

353 はほホース（ゴム製） ホース,ほーす 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 長いものは小さく切って入れるか、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

354 はほホース（塩ビ（PVC）製） ほーす 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 長いものは小さく切って入れるか、高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

355 はほホースリール（プラ製） ほーすりーる 可燃ごみ（緑の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

356 はほホースリール（金属製） ほーすりーる 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

357 はほボイラー ボイラー,ぼいらー 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

358 はほボウル（台所用品　金属製） ボウル（台所用品）,ぼうる 不燃ごみ（黄色の袋） 食

359 はほボウル（台所用品　プラ製） ぼうる 可燃ごみ（緑の袋） 食

360 はほ盆（木製） 盆,ぼん 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

361 はほ盆（金属製） 盆,ぼん 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

362 はほボール（球） ボール（球）,ぼーる 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
破裂防止のため、空気の入っている物は空気を抜いてください。

363 はほボールペン ボールペン,ぼーるぺん 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

364 はほポスター ポスター,ぽすたー
新聞・古紙チラシ（水色の

袋）

趣味・レジャー用

品

365 はほポット・魔法瓶 ポット・魔法瓶,ぽっと,まほうびん 不燃ごみ（黄色の袋） 食

366 はほポリタンク ポリタンク,ぽりたんく 可燃ごみ（緑の袋） 住
中を空にして出してください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入

してください。

367 まままくら まくら,まくら 可燃ごみ（緑の袋） 住

368 ままマジックペン（プラスチック製） マジック,まじっく 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

369 ままマジックペン（金属、ガラス製） マジック,まじっく 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

370 ままマッサージ機類 マッサージ機類,まっさーじきるい 粗大ごみ 電気製品
販売店、専門業者にご相談いただくか高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。小型

の物は不燃ごみ（黄色の袋）で出してください。

371 ままマット マット,まっと 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

372 まままな板 まな板,まないた 可燃ごみ（緑の袋） 食

373 まま魔法瓶、ポット 魔法瓶,まほうびん 不燃ごみ（黄色の袋） 食 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ搬入してください。

374 ままマヨネーズの容器 マヨネーズの容器,まよねーずのようき 可燃ごみ（緑の袋） 食

375 まみミシン ミシン,みしん 粗大ごみ 電気製品 袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。
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376 まむ虫めがね 虫めがね,むしめがね 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

377 まめめがね めがね,めがね 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

378 まも毛布 毛布,もうふ 可燃ごみ（緑の袋） 住
50ｃｍ角以下に切るか折りたたみ、ほどけないようにヒモでしっかりしばって袋に入れてだし

てください。袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

379 まも物干し竿（木・プラ製） 物干し竿,ものほしざお 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

380 まも物干し竿（金属製） ものほしざお 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

381 まもモルタル モルタル,もるたる 収集できません 住
役場で申請のうえ、不燃物処分地へ搬入してください。建築、解体など工事で発生した物は産業

廃棄物として処理してください。

382 やややかん やかん,やかん 不燃ごみ（黄色の袋） 食

383 やや薬品類 薬品類,やくひんるい 収集できません その他 販売店、専門業者にご相談ください。

384 やゆ有刺鉄線 有刺鉄線,ゆうしてっせん 収集できません 住 販売店、専門業者にご相談ください。

385 やゆ湯たんぽ（プラスチック製） 湯たんぽ,ゆたんぽ 可燃ごみ（緑の袋） 日用品

386 やゆ湯たんぽ（金属製） 湯たんぽ,ゆたんぽ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

387 やゆ湯のみ 湯のみ,ゆのみ 不燃ごみ（黄色の袋） 食

388 やよ洋服 洋服,ようふく 可燃ごみ（緑の袋） 衣

389 ららライター ライター,らいたー 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
引火する可能性があるため、ガスを抜いてから出してください。

390 ららラケット（木製） ラケット,らけっと 可燃ごみ（緑の袋）
趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

391 ららラケット（金属製） ラケット,らけっと 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

392 ららラジオ ラジオ,らじお 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品

393 ららランドセル ランドセル,らんどせる 可燃ごみ（緑の袋） 衣
金具がついている場合は取り外し、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。金具は

不燃ごみへ

394 らりリチウムイオン電池 りちうむ 有害ごみ 電気製品 専用の袋はありませんので、スーパーの袋等に入れてだしてください。

395 らりリモコン リモコン,りもこん 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品
電池は取り外してください。電池は取り外して有害ごみとして処分してください。（「乾電池」

を参照）

396 らりリュックサック リュックサック,りゅっくさっく 可燃ごみ（緑の袋） 衣
金具がついている場合は取り外し、若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。金具は

不燃ごみへ。

397 らるルーペ ルーペ,るーぺ 不燃ごみ（黄色の袋） 日用品

398 られ冷蔵庫（冷凍庫） 冷蔵庫（冷凍庫）,れいぞうこ,れいとうこ 収集できません 電気製品
家電販売店へご相談いただくか、郵便局でリサイクル券を購入し指定回収場所へ直接運搬してく

ださい。家電リサイクル法対象品

399 られレコード レコード,れこーど 不燃ごみ（黄色の袋）
趣味・レジャー用

品

400 られレコードプレーヤー れこーどぷれーやー
不燃ごみ（黄色の袋）・粗

大ごみ

趣味、レジャー用

品
袋に入らない大きさの物は高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

401 られレトルト食品容器 レトルト食品容器,れとるとしょっきようき 可燃ごみ（緑の袋） 食 中を洗って出してください。

402 られレンガ レンガ,れんが 収集できません 住
役場で申請のうえ、不燃物処分地へ搬入してください。建築、解体など工事で発生した物はは産

業廃棄物として処理してください。

403 らろロッカー、棚（木製、プラ製） ロッカー,ろっかー 粗大ごみ 住 若狭広域クリーンセンターへ直接搬入してください。

404 らろロッカー、棚（金属製） ろっかー、たな 粗大ごみ 住 高浜町リサイクルセンターへ直接搬入してください。

405 わわ割れたびん 割れたびん,われたびん 不燃ごみ（黄色の袋） その他

406 わわワープロ ワープロ,わーぷろ 不燃ごみ（黄色の袋） 電気製品


