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リサイクル施設（長門市清掃工場内）

プラスチック問題解決のための
取り組みを行っています。

バイオマス原料を使った
ゴミ袋を導入しています。



　地球規模での温暖化や天然資源の枯渇への懸念など環境問題が深刻化する中で、その一因で
ある大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムを見直し、環境への負荷の少ない循
環型社会への構造転換を図ることが求められています。 
　平成30年度の長門市のごみ排出量は1万5，042ｔ（事業ごみを含む）で、市民一人当たり1日
に換算すると約1,213ｇを排出していることになります。 そのうち資源化量は4,367ｔで、排出
量に占める割合（リサイクル率）は約29.0％となっています。 排出量は減少傾向にありますが、全
国平均や山口県平均を上回っており、ごみ減量及び再資源化のさらなる取り組みが必要です。 
　本市では、ごみ減量とリサイクルを一層推進するため、平成29年4月から新たに資源ごみとし
て「プラスチック製容器包装類」と「紙製容器包装類」の分別収集を始めています。
　また、長門市の指定ごみ袋にはカーボン・ニュートラルであるバイオプラスチックを10％使
用して循環型社会形成を推進しています。
　市民の皆さんには、日ごろの生活から「３Ｒ」を意識して、より一層のごみ減量とリサイクルの
推進に協力をお願いします。 

はじめに

ごみ処理の数値目標
① 1人 1日当たりのごみ排出量の減少

② リサイクル率の増加

平成30年度　1,213g ／人日

令和3年度までに、1,044g ／人日へ減量

平成30年度　29.0%

令和 3年度までに、36.1％へ

3Rの推進にご協力を !
　3R とは、「ごみ発生抑制（Reduce）」「再使用（Reuse）」「再資源化（Recycle）」の 3 つ
の言葉の頭文字をとったものです。3R は、限りある資源をできるだけ有効に使い、環境へ
の負担を少なくする「循環型社会」のキーワードとなっており、これに取り組むことが資源
の有効活用とごみの減量になるとともに、地球温暖化の防止につながります。

　ごみの減量と資源の有効活用を実施し、環境にやさしい生活を始めましょう。
　できることから始めよう !　3Rの実践 !!

　家庭や外出先などで、次のようなことを実施して、環境にやさしい生活を始めましょう。

・買い物の際には、マイバックを持参しレジ袋は断りましょう。
・商品を購入する際には、過剰包装や不要な包装は断りましょう。
・食材などを買うときは、できるだけバラ売りで必要な量だけ買いましょう。
・食べ残し、調理くずが出ないように量などを工夫して調理しましょう。

・フリーマーケットやリサイクルショップを活用しましょう。
・詰め替え容器がある商品については詰め替え容器を選びましょう。
・ビン類は、繰り返し使うことができる容器（リターナブル容器）の商品を選びましょう。

・資源化できるものは分別しましょう。
・リサイクルされた商品を積極的に使いましょう。

リデュース

リユース

リサイクル

（ごみの量を減らそう）

（繰り返し使おう）

（資源として活かそう）

リデュース リユース リサイクル
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ごみに関する基本ルール

● ごみは、収集日の決められた時間までに出してください。

● 祝日・休日の収集は休みの場合があります。詳しくはごみ収集カレンダーをご確認ください。

● ごみ収集日は、地域ごとに異なりますので、毎年度配布するごみ収集カレンダーや市ホームペー
ジで確認してください。

● お住まいの決められたごみステーション以外は利用できません。

● 「燃えるごみ」は、週２回の決められた日に、燃えるごみのステーションへ出してください。

● 「プラスチック製容器包装類」「紙製容器包装類」「古紙・衣類」は、週２回の燃えるごみの日（一
部地区を除く）に、燃えるごみのステーションへ出してください。

● 「ビン・缶・ペットボトル」は、月２回の決められた日に、資源ごみのステーションの各コン
テナに分別して出してください。

● 「燃えないごみ」「電池類」は、月１回の決められた日に、燃えないごみのステーションへ出し
てください。

● 「燃えるごみ」「燃えないごみ」の指定袋に入らない大きなごみは、「粗大ごみ」になります。
粗大ごみの収集日に決められたステーションへ出してください。

● ごみの収集時間は決まっておりません。ごみの量や交通事情によって早くなったり遅くなった
りすることがあります。ごみ出しは決められた時間までに各ステーションへ出してください。
（再収集は行いません。ごみ出しが間に合わなかった場合は、次回の収集日に出すか直接各清
掃工場へ持ち込んでください。）

ごみ収集に関すること

●家庭から排出されるごみの約４０％は、生ごみです。生ごみとは調理くず、食べ残し、手つか
ずの食品などのことです。
① 生ごみは、ごみ袋に入れる前に簡単な水切りを！！
　生ごみは多くの水分を含んでおり簡単な水切りを行うことでごみ減量につながります。また、
水切りを行うことにより悪臭の発生抑制につながります。
② 不要な食品の購入を控える！！
　不要な食品の購入を控えることにより、不要な出費を抑えることができるとともに、ごみの減
量につながります。
③ 資源ごみは分別してリサイクルへ！！
　資源ごみは適正に分別して、それぞれの指定の収集日に出したり拠点回収を利用することによ
り「燃えるごみ」「燃えないごみ」の減量につながります。また、資源ごみで出すことで、それ
ぞれの指定袋の購入を控えることができます。

ごみの減量ワンポイントアドバイス
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平成２９年４月１日から、長門市清掃工場内のリサイクル施設稼働にあわせて、ごみの分別・収
集方法の見直しを実施しています。新しいごみ分別収集にご理解とご協力をお願いいたします。

分別区分が増えています1
　今まで「燃えるごみ」として収集していたものから、「プラスチック製容器包装類」「紙製容器
包装類」を資源ごみとして収集しています。

利便性向上のため分別収集・拠点回収を設置しています2
① 「燃えないごみ」「資源ごみ」として出していただいていたものの中で「ガラス・陶磁器類」
　「ビン・缶・ペットボトル」「ペットボトルキャップ」を拠点回収品目にしています。
② 拠点回収をしていた電池類を「燃えないごみ」の収集日に収集しています。

蛍光灯（管）の拠点回収をしています3
　「燃えないごみ」として収集していた蛍光灯（管）について、含まれる水銀の適正な処理及び
回収を行うため拠点回収としています。拠点回収実施に伴い、「燃えないごみ」としての排出が
できませんのでご注意ください。ご不便をおかけしますがご協力お願いいたします。
　なお、割れてしまった蛍光灯（管）については、「燃えないごみ」として出してください。

ごみ出しのポイント

新しい分別区分一覧

分別区分 指定容器等 収集頻度 出す場所
燃えるごみ 指定袋

週２回
燃えるごみ
ステーション

プラスチック製容器包装類 無色透明袋
紙製容器包装類

紐でくくって 週２回
（一部地区を除く）古紙・古着類

燃えないごみ 指定袋
月１回 燃えないごみ

ステーション電池類 専用コンテナ
またはレジ袋等

ビン・缶・ペットボトル 専用コンテナ 月２回 資源ごみステーション

粗大ごみ そのまま ３ヶ月に１回
（一部地区を除く） 粗大ごみステーション

ガラス・陶磁器類

専用コンテナ 拠点施設の開庁日・
開庁時間

拠点回収
（P18参照）

小型家電
ペットボトルキャップ
ビン・缶・ペットボトル
蛍光灯（管）
※ごみステーションは必ずお住いの決められた場所をご利用ください。
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ごみ・資源物の分別チャート

分別スタート
資源物になりますか？

資源物の
種類は
何ですか？

ビン・缶・ペットボトル

新聞・雑誌・段ボール・紙パックなど

プラスチック製容器包装類

紙製容器包装類

使用済電池類

蛍光灯（管）・小型家電・ペットボトルキャップ

燃えるごみ
ですか？

指定袋に
入りますか？

指定袋に
入りますか？

●缶やビン・ペットボトルですか？
●新聞・雑誌・段ボール等の再生可能な紙ですか？
●プラスチック製・紙製の容器や包装ですか？
●蛍光灯（管）・電池類・小型家電ですか？

危険品・特殊なごみですか？
●事業ごみ・建築廃材（ブロックなど）・薬品・
　農薬・引火性や爆発の恐れのある物・医療機器
　・耐火金庫・バッテリー・大型農機具・漁具・
　バイク・原付などですか？
●パソコンや家電リサイクル法の対象品ですか？

電化製品ですか？
●家電リサイクル法対象商品（冷蔵庫（冷凍庫）・
　テレビ・エアコン・洗濯機（洗濯乾燥機を含む））
　ですか？
●パソコン本体及びディスプレイ等の付属品ですか？

資源物として再利用します

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ごみの分別は、この
チャートでばっちり分別

ペットボトルは
どこに捨てるの？

ペットボトルは
資源として再利用
するのよ。
このチャートを
たどってしっかり
分別しよう。

資源ごみ資源ごみ
（ビン・缶・ペットボトル）（ビン・缶・ペットボトル）

資源ごみ資源ごみ
（古紙・衣類）（古紙・衣類）

99ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

1010ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

資源ごみ資源ごみ
（プラスチック製容器包装類）（プラスチック製容器包装類）1111ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

資源ごみ資源ごみ
（紙製容器包装類）（紙製容器包装類）1212ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

拠点回収に
ついて
拠点回収に
ついて 1818ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

収集・処理
できないもの
収集・処理
できないもの
専門業者へ引取を
お願いして下さい
専門業者へ引取を
お願いして下さい

1919ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

燃えるごみ燃えるごみ 77ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

燃えないごみ燃えないごみ 88ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

粗大ごみ粗大ごみ 1717ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

使用済電池類使用済電池類 1616ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ
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ペットボトルは
どこに捨てるの？

ペットボトルは
資源として再利用
するのよ。
このチャートを
たどってしっかり
分別しよう。

資源ごみ資源ごみ
（ビン・缶・ペットボトル）（ビン・缶・ペットボトル）

資源ごみ資源ごみ
（古紙・衣類）（古紙・衣類）

99ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

1010ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

資源ごみ資源ごみ
（プラスチック製容器包装類）（プラスチック製容器包装類）1111ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

資源ごみ資源ごみ
（紙製容器包装類）（紙製容器包装類）1212ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

拠点回収に
ついて
拠点回収に
ついて 1818ペ

ー
ジ

ペ
ー
ジ

収集・処理
できないもの
収集・処理
できないもの
専門業者へ引取を
お願いして下さい
専門業者へ引取を
お願いして下さい

1919ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

燃えるごみ燃えるごみ 77ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

燃えないごみ燃えないごみ 88ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

粗大ごみ粗大ごみ 1717ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

使用済電池類使用済電池類 1616ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

6ごみの分け方・出し方



対象となるもの（例）

燃えるごみ
　必ず「燃えるごみ」の指定袋に入れて出してください。
指定袋に入らないものは、粗大ごみとして出してください。

※水気をよく切る
※食用油は紙や布にしみこませるか、固形
剤で固める

※必ず袋に入れてください
※上記以外に板切れ等で燃
　えるごみの袋に入るもの

※上記以外に、ティッシュ
などの再利用ができない
紙製品が燃えるごみ

※上記以外にカーペットや
下着・ストッキング・タ
オル・雑巾・ふきんなど
が燃えるごみ

※ファスナー等の少量の金属はそのまま出せます
※大きなものは小さく切って出すか粗大ごみに出す

台所ごみ

プラスチック製品 草・木類

紙 類 布 類汚れが取れないプラスチック製・
紙製容器包装類

革・ゴム製品

生ごみ

プラスチック製
容器

落葉
庭草

剪定枝

紙おむつ
トイレットペーパー等の芯

紙コップ ぬいぐるみ カーペット

タッパー
スポンジ

CD・DVDなど

食用油 割り箸 ゴムホース カバン ゴム手袋 鞄

プラスチック製
のおもちゃ

プラスチック製
のバケツ類 ポリタンク

テープ類ストロー

プラスチック製
ハンガー

プラスチック製
スプーン
フォーク

歯ブラシ

〔 燃えるごみステーションへ 〕

対象となるもの（例）

燃えないごみ
　必ず「燃えないごみ」の指定袋に入れて出してください。
指定袋に入らないものは、粗大ごみとして出してください。

ガラス・陶磁器類

金  属  類

小型電化製品（家電4品目以外）

ガラス・コップ・陶磁器食器（割れたものを含む）など
鏡 電球

点灯管

※ガラス・陶器類は拠点回収もしています。（18ページ）

※指定袋に入らないものは粗大ごみとして出してください。
※小型家電は拠点回収もしています。（18ページへ）

蛍光灯 → 割れているもの
　　　　  以外は収集しま
　　　　  せん。

※一斗カンやオイルなど
　の缶類の中身は必ず使
　い切ってから出してく
　ださい。

金属製の調理器具など

金属製の
バケツ・たらい 針金 一斗カン オイル・塗料などの

入っている缶類

包丁など 金属バット ハサミかさ
金属製の
フォークなど

〔 燃えないごみステーションへ 〕

※蛍光灯（管）は、拠点回収に出してください。（18ページへ）
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対象となるもの（例）

燃えないごみ
　必ず「燃えないごみ」の指定袋に入れて出してください。
指定袋に入らないものは、粗大ごみとして出してください。

ガラス・陶磁器類

金  属  類

小型電化製品（家電4品目以外）

ガラス・コップ・陶磁器食器（割れたものを含む）など
鏡 電球

点灯管

※ガラス・陶器類は拠点回収もしています。（18ページ）

※指定袋に入らないものは粗大ごみとして出してください。
※小型家電は拠点回収もしています。（18ページへ）

蛍光灯 → 割れているもの
　　　　  以外は収集しま
　　　　  せん。

※一斗カンやオイルなど
　の缶類の中身は必ず使
　い切ってから出してく
　ださい。

金属製の調理器具など

金属製の
バケツ・たらい 針金 一斗カン オイル・塗料などの

入っている缶類

包丁など 金属バット ハサミかさ
金属製の
フォークなど

〔 燃えないごみステーションへ 〕

※蛍光灯（管）は、拠点回収に出してください。（18ページへ）
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資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）
種類別に指定のコンテナに入れて出してください。

ビン（無色）

缶　類 ペットボトル

ビン（茶色） ビン（その他色）

※農薬などの薬品の入ったビンは燃えないごみです
※プラスチックのフタは「プラスチック製容器包装類」、金属のフタは「燃えないごみ」に出して
　ください。
※ビンのラベルは、剥がしにくい部分はそのまま出してください。
※グラス・コップ・化粧品のビンは燃えないゴミです。

※スプレー缶類は、穴をあけて出してください。
※飲料・お茶・スプレー缶・缶詰め・菓子缶
　などが対象です。

※飲料・調味料などのペットボトルが対象
　です。
※ラベル、フタは「プラスチック製容器包装」
　に出してください。

必ずフタ・ラベルをはがし
ゆすいでください

ゆすいでください ゆすいでください

ゆすいでください

ゆすいでください
必ずふたを取り 必ずふたを取り 必ずふたを取り

〔 資源ごみステーションへ 〕
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資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）
種類別に指定のコンテナに入れて出してください。

ビン（無色）

缶　類 ペットボトル

ビン（茶色） ビン（その他色）

※農薬などの薬品の入ったビンは燃えないごみです
※プラスチックのフタは「プラスチック製容器包装類」、金属のフタは「燃えないごみ」に出して
　ください。
※ビンのラベルは、剥がしにくい部分はそのまま出してください。
※グラス・コップ・化粧品のビンは燃えないゴミです。

※スプレー缶類は、穴をあけて出してください。
※飲料・お茶・スプレー缶・缶詰め・菓子缶
　などが対象です。

※飲料・調味料などのペットボトルが対象
　です。
※ラベル、フタは「プラスチック製容器包装」
　に出してください。

必ずフタ・ラベルをはがし
ゆすいでください

ゆすいでください ゆすいでください

ゆすいでください

ゆすいでください
必ずふたを取り 必ずふたを取り 必ずふたを取り

〔 資源ごみステーションへ 〕
資源ごみ（古紙・衣類）

必ず種類別にひもで縛って出してください。

新　聞 雑誌・雑紙（チラシ・封筒・書籍）

ダンボール

牛乳パックなどの内側が白色のパック類

衣類

※カーボン紙、感熱紙、ダイレクトメール
　のプラスチック封筒は燃えるごみです。

●内側が銀色の紙パックは「紙製容器包装類」に出して下さい（１２ページ参照）
●中を水洗いし、ハサミなどで切り開いて乾かしてから、まとめて縛って出してください。

ダンボール

〔 燃えるごみステーションへ 〕（一部地区を除く）

このマークが
目印です！

※袋に入れたり、ガムテープで束ねたりしないでください。
※雨の日に出すことはできるだけ避けてください。

シーツ・下着・タオルなど
入れないでください
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資源ごみ（プラスチック製容器包装類）

ボトル類 カップ麺 トレイ ネット ラベル 薬の容器

袋

汚れているもの 商品そのもの 商品の付属品 二重袋は収集しません!!
ご注意ください

フィルム 緩衝剤 ふた 弁当ガラ チューブ

これらの対象外品は「燃えるごみ」に出してください

対象となるもの（例）

対象とならないもの（例）

出  し  方

商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包装）
のうち、ペットボトル以外のプラスチック製
のもので、その商品が消費されたり取り出さ
れた場合に不要になるものです。

このマークが
目印です！

中身を使い切ってきれいにする 無色透明の袋に入れる 「燃えるごみ」の収集日に
「燃えるごみ」のステーションへ出す

※洗剤の計量スプーンや
　ストロー・スプーン・
　フォーク・乾燥剤など

〔 燃えるごみステーションへ 〕

※乾いた状態で袋に入れてください

資源ごみ（紙製容器包装類）

紙  箱

台  紙

カップ

紙  袋

ふ  た

包装紙

内側が銀色のパック

紙  缶

汚れているもの 内側が白色の紙パック 商品の付属品

対象となるもの（例）

対象とならないもの（例）

出  し  方

商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包装）
のうち、内側が白色の紙パック以外の紙製の
もので、その商品が消費されたり取り出され
た場合に不要になるものです。

このマークが
目印です！

中身を使い切ってきれいにする ひもで縛る
紙製容器包装の紙袋にまとめたり、
大きなものではさんだりする

※ガムテープで束ねないでください

「燃えるごみ」の収集日に「燃えるごみ」の
ステーション（一部地区を除く）へ出す
（コンテナがある場合はコンテナへ）

※内側が白色のパックは古紙に
　出してください（P.10 参照）

※トイレットペーパーやラップの芯、
　封筒

※セロテープは取り除いてください
　破れていても大丈夫です

※プラスチック
　の注ぎ口は
　取り除いて
　ください

※紙製の取手以外は取り除いてください

〔 燃えるごみステーションへ 〕

※雨の日に出すことは
　できるだけ避けてください。
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資源ごみ（紙製容器包装類）

紙  箱

台  紙

カップ

紙  袋

ふ  た

包装紙

内側が銀色のパック

紙  缶

汚れているもの 内側が白色の紙パック 商品の付属品

対象となるもの（例）

対象とならないもの（例）

出  し  方

商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包装）
のうち、内側が白色の紙パック以外の紙製の
もので、その商品が消費されたり取り出され
た場合に不要になるものです。

このマークが
目印です！

中身を使い切ってきれいにする ひもで縛る
紙製容器包装の紙袋にまとめたり、
大きなものではさんだりする

※ガムテープで束ねないでください

「燃えるごみ」の収集日に「燃えるごみ」の
ステーション（一部地区を除く）へ出す
（コンテナがある場合はコンテナへ）

※内側が白色のパックは古紙に
　出してください（P.10 参照）

※トイレットペーパーやラップの芯、
　封筒

※セロテープは取り除いてください
　破れていても大丈夫です

※プラスチック
　の注ぎ口は
　取り除いて
　ください

※紙製の取手以外は取り除いてください

〔 燃えるごみステーションへ 〕

※雨の日に出すことは
　できるだけ避けてください。
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容器包装類の分類例

本体部分に

上の台紙部分に

ラベル部分に

本体部分に

ふた
カップ

スプーン
スプーンの袋

外装フィルム

外装フィルム：PE、PP
スープの袋：PE、M
具の袋：PE、M

キャップ
ラベル

箱底部分に

箱

取出し口フィルム
外装フィルム

本体部分に

本体

ストローの袋

プラスチック製容器包装類
ペットボトル

カップ
ふた

カップ麺のカップはプラスチック製容器包装類の
場合もあります。表示をよく確認しましょう。

識別マークは、個別表示のほか、一括して表示されているものもあります。

紙製容器包装類

台紙

■ペットボトル

■カップ麺

■ジュース

■プリン

■お土産等の菓子箱

キャップ

ラベル

プラスチック製容器包装類
カップ・ふた

カップ

紙製容器包装類
紙箱

プラスチック製容器包装類
ストローの袋

燃えるごみ
ストロー

■ティッシュ

燃えるごみ
ティッシュ

紙製容器包装類
紙箱

紙製容器包装類
台紙

紙製容器包装類
箱・包装紙

プラスチック製容器包装類
取出口のフィルム

プラスチック製容器包装類
外包装フィルム

プラスチック製容器包装類

燃えるごみ
プラスチック製容器包装

外包装フィルム

プラスチック製容器包装類
個包装・トレー・袋

紙製容器包装類
ふた

プラスチック製容器包装類
外包装フィルム

プラスチック製容器包装類
袋

本体

プラスチック製容器包装類

※拠点回収もしています（P.18）

包装紙の商品説明欄に

箱
包装紙

個包装
トレー
袋

乾燥剤 燃えるごみ
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容器包装類の分類例

本体部分に

上の台紙部分に

ラベル部分に

本体部分に

ふた
カップ

スプーン
スプーンの袋

外装フィルム

外装フィルム：PE、PP
スープの袋：PE、M
具の袋：PE、M

キャップ
ラベル

箱底部分に

箱

取出し口フィルム
外装フィルム

本体部分に

本体

ストローの袋

プラスチック製容器包装類
ペットボトル

カップ
ふた

カップ麺のカップはプラスチック製容器包装類の
場合もあります。表示をよく確認しましょう。

識別マークは、個別表示のほか、一括して表示されているものもあります。

紙製容器包装類

台紙

■ペットボトル

■カップ麺

■ジュース

■プリン

■お土産等の菓子箱

キャップ

ラベル

プラスチック製容器包装類
カップ・ふた

カップ

紙製容器包装類
紙箱

プラスチック製容器包装類
ストローの袋

燃えるごみ
ストロー

■ティッシュ

燃えるごみ
ティッシュ

紙製容器包装類
紙箱

紙製容器包装類
台紙

紙製容器包装類
箱・包装紙

プラスチック製容器包装類
取出口のフィルム

プラスチック製容器包装類
外包装フィルム

プラスチック製容器包装類

燃えるごみ
プラスチック製容器包装

外包装フィルム

プラスチック製容器包装類
個包装・トレー・袋

紙製容器包装類
ふた

プラスチック製容器包装類
外包装フィルム

プラスチック製容器包装類
袋

本体

プラスチック製容器包装類

※拠点回収もしています（P.18）

包装紙の商品説明欄に

箱
包装紙

個包装
トレー
袋

乾燥剤 燃えるごみ
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容器包装分別Q & A
Ｑ１

Ａ１ 分別した袋に入っているほかのものを汚さない程度まで洗ってください。食器洗いの残り水
で洗うと汚れが落ちやすいです。また、マヨネーズ等のチューブ式の容器は、切り開いて洗っ
ていただいても大丈夫です。できる限りきれいにしてください。汚れているところを切り取っ
て出していただいても大丈夫です。

汚れているものは洗って出すとのことですがどの程度きれいにすればいいですか？

Ｑ５

Ａ５ 指定袋ではありません。市販の「無色透明」の袋を使ってください。大きさは排出量に応じ
たものを利用してください。（大きさの指定はありません。）

「プラスチック製容器包装類」の袋は指定袋ですか？

Ｑ３

Ａ３ 今まで通りです。現在分別していただいているものに変更はありません。今回の変更点は「燃
えるごみ」から、「プラスチック製容器包装類」「紙製容器包装類」を新たに分けていただく
ことになります。

ペットボトルのラベルとフタは「プラスチック製容器包装類」ですが、本体は今ま
でどおりの資源ごみでいいですか？

Ｑ４

Ａ４ 悪臭の発生防止等の工夫をされているものは今まで通りで構いません。レジ袋単体で処分す
る場合には「プラスチック製容器包装類」として出してください。

今まで、「生ごみ」をレジ袋に入れて「燃えるごみ」に出していましたが、今後は「生
ごみ」を燃えるごみの指定袋に直接入れないとだめですか？

Ｑ６

Ａ６ 「プラスチック製容器包装類」についている紙製シールなどで、はがれないものは、そのま
ま出してください。

汚れているもの、中身が残っているものはリサイクルできません。中身を使い切ったり、汚れ
を落としてから出してください。どうしても汚れの落ちないものは、「燃えるごみ」に出して
ください。

「プラスチック製容器包装類」に紙製のシール（商品ラベル等）が付いていますが、
はがさないといいけませんか？

Ｑ２

Ａ２ 汚れの落ちないものは、「燃えるごみ」として処分してください。

汚れの落ちないものはどうしたらいいですか？

分別の注意点

汚れているものはリサイクルできません１

「プラスチック製容器包装類」を無色透明袋に入れる際には、必ずばらばらの状態で入れてく
ださい。レジ袋等にまとめたものを無色透明袋に入れて出されているものは収集をしませんの
でご注意ください。

二重袋はやめましょう２

「紙製容器包装類」をまとめる際に、ガムテープ等でまとめないようにしてください。必ず紐
で十字に縛るか紙製容器包装の紙袋等にまとめて入れて出してください。また、紙袋等にまと
める際にも口をテープで留めないようにしてください。

テープ等で留めるのはやめましょう３
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容器包装分別Q & A
Ｑ１

Ａ１ 分別した袋に入っているほかのものを汚さない程度まで洗ってください。食器洗いの残り水
で洗うと汚れが落ちやすいです。また、マヨネーズ等のチューブ式の容器は、切り開いて洗っ
ていただいても大丈夫です。できる限りきれいにしてください。汚れているところを切り取っ
て出していただいても大丈夫です。

汚れているものは洗って出すとのことですがどの程度きれいにすればいいですか？

Ｑ５

Ａ５ 指定袋ではありません。市販の「無色透明」の袋を使ってください。大きさは排出量に応じ
たものを利用してください。（大きさの指定はありません。）

「プラスチック製容器包装類」の袋は指定袋ですか？

Ｑ３

Ａ３ 今まで通りです。現在分別していただいているものに変更はありません。今回の変更点は「燃
えるごみ」から、「プラスチック製容器包装類」「紙製容器包装類」を新たに分けていただく
ことになります。

ペットボトルのラベルとフタは「プラスチック製容器包装類」ですが、本体は今ま
でどおりの資源ごみでいいですか？

Ｑ４

Ａ４ 悪臭の発生防止等の工夫をされているものは今まで通りで構いません。レジ袋単体で処分す
る場合には「プラスチック製容器包装類」として出してください。

今まで、「生ごみ」をレジ袋に入れて「燃えるごみ」に出していましたが、今後は「生
ごみ」を燃えるごみの指定袋に直接入れないとだめですか？

Ｑ６

Ａ６ 「プラスチック製容器包装類」についている紙製シールなどで、はがれないものは、そのま
ま出してください。

汚れているもの、中身が残っているものはリサイクルできません。中身を使い切ったり、汚れ
を落としてから出してください。どうしても汚れの落ちないものは、「燃えるごみ」に出して
ください。

「プラスチック製容器包装類」に紙製のシール（商品ラベル等）が付いていますが、
はがさないといいけませんか？

Ｑ２

Ａ２ 汚れの落ちないものは、「燃えるごみ」として処分してください。

汚れの落ちないものはどうしたらいいですか？

分別の注意点

汚れているものはリサイクルできません１

「プラスチック製容器包装類」を無色透明袋に入れる際には、必ずばらばらの状態で入れてく
ださい。レジ袋等にまとめたものを無色透明袋に入れて出されているものは収集をしませんの
でご注意ください。

二重袋はやめましょう２

「紙製容器包装類」をまとめる際に、ガムテープ等でまとめないようにしてください。必ず紐
で十字に縛るか紙製容器包装の紙袋等にまとめて入れて出してください。また、紙袋等にまと
める際にも口をテープで留めないようにしてください。

テープ等で留めるのはやめましょう３

　拠点のみでの回収していた電池類について、「燃えないごみ」の収集日にも収集して
います！詳細については以下のとおりとなりますのでご利用ください。

「燃えないごみ」の収集日（月1回）
各地区で決められた「燃えないごみ」の収集日に出してください

紙製容器包装用コンテナがある場合は、そのコンテナに袋から
出して、コンテナがない場合はレジ袋等に入れて出してください

「燃えないごみ」のステーション

※ 専用折り畳みコンテナへ出される場合は必ず袋から出してください。
※ コンテナのない場合は「燃えないごみ」の指定袋に入れずに、レジ袋等に入れて、
　 そのままステーションへ出してください。

「燃えないごみ」の収集へ出す場合

① 「燃えないごみ」の収集日に出す

② 専用コンテナまたはレジ袋に入れ
　 て出す

各拠点へ出す場合

① 各拠点の決められた場所（コンテ
 　ナ等）に出す。

② 必ず袋から出してコンテナへ入れ
　 てください。

収 集 日1

排出場所2

排出方法3

■コンテナに出す場合

■レジ袋等で出す場合

電池類

直接コンテナに入れる

レジ袋等に入れて出す

○×スーパー

資源ごみ（電池類）
〔 燃えないごみステーション又は拠点回収場所へ 〕

資源ごみの店頭回収について

回収品目 
 店舗名 トレイ ペットボトル 缶 牛乳等の

紙パック
その他

（透明プラスチック）

長門地区
フジ長門店 全色 アルミ ○ ○
ゆめマート板持店 全色 ○ ○
ゆめマート南仙崎店 全色 ○ ○

三隅地区 サンマート三隅店 全色 ○
油谷地区 サンマート人丸店 全色 ○

スーパー等で資源ごみを回収されていますので、ご利用ください。

※お店の都合により変更される場合があります。
令和 2年 3月現在
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粗大ごみ

ふとん

ソファーイス

オルガン

タンス

じゅうたん

たたみ

テレビラック

スポーツ用品

ござ

オーディオ

ベビーカー

本だな

波板トタン

クーラー
ボックス

ストーブ

チャイルド
シート

机

オーディオ
ラック

ベット

ファンヒーター

スプリング
マットレス

自転車

食器棚

扇風機

対象となるもの（例）

「燃えるごみ」「燃えないごみ」の　
指定袋に入らないもの が対象です

※家庭から排出されるものが対象です（事業所から排出される場合、燃えるごみは萩・長門
　清掃工場（はなもゆ）、燃えないごみは長門市清掃工場へ持ち込んでください。）
※タンス・食器棚等出される際は必ず中身を空にして出してください。
※石油ストーブ・ファンヒーター内の灯油は必ず空にしてください。
　上記以外にも「燃えるごみ」「燃えないごみ」の指定袋に入らないものが対象です。
直接持ち込みされる場合
　燃える粗大ごみは、萩長門清掃工場「はなもゆ」へ
　燃えない粗大ごみは、長門市清掃工場へ
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拠点回収場所について　　　　　　　

資源ごみ拠点回収協力店一覧

回収品目

拠点名称
ガラス

陶磁器類 乾電池 蛍光灯（管） 小型家電
資源ごみ

（ビン・缶・
ペットボトル）

ペットボトル
キャップ

長
門
地
区

長門市役所 × ○ × ○※ × ×
通公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
仙崎公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中央公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
俵山公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三
隅
地
区

三隅支所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三隅公民館 × ○ ○ ○※ × ×
宗頭文化センター ○ ○ ○ ○※ ○ ○
山口県漁協野波瀬支店 × ○ × × × ×
豊原コミュニティーセンター × ○ × × × ×

日
置
地
区

日置支所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
日置農村環境改善センター ○ ○ × ○※ ○ ○
山口県漁協黄波戸支店 × ○ ○ × × ×

油
谷
地
区

油谷支所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇津賀出張所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
向津具出張所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ラポールゆや（油谷中央公民館） × × × ○※ × ×

長門市清掃工場（大垰） ○ ○ ○ ○ ○ ○

 協力店名　　　　　　　　　　　 
回収品目 乾電池類 蛍光灯 小型家電

長門地区

ナフコ長門店 買替時 買替時 買替時
㈲河野電気商会 買替時 買替時 −
あきさと電器 買替時 買替時 買替時
とうどうデンキ㈲長門店 買替時 買替時 買替時
フタバデンキ㈲ 常時 常時 常時
㈲山陰電気商会 常時 常時 −
西日本電気工事㈱ 買替時 買替時 買替時
㈲村田電気商会 買替時 買替時 買替時
エレショップなかはら 買替時 買替時 買替時
コトブキ電気 − − 買替時

三隅地区
村田デンキ 買替時 買替時 買替時
サンデンキ 常時 常時 常時

日置地区 岡部電気商会 買替時 買替時 −

油谷地区
ナフコ油谷店 買替時 買替時 買替時
とうどうデンキ㈲ 買替時 買替時 買替時
にしじま家電ネットワーク 買替時 買替時 買替時

※ 回収ボックス（縦２０㎝×横４０㎝）に入るものに限る。
※ 長門市清掃工場では、重量により有料となる場合があります。（令和 2 年 3 月現在）

令和 2 年 3 月現在　変わる場合もあります

（回収品目以外は出さないで）
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収集・処理できないもの収集・処理できないもの
処理できないもの 処分方法

家電リサイクル法に指定されているもの
　・テレビ
　・冷蔵庫
　・冷凍庫
　・エアコン
　・洗濯機
　・衣類乾燥機

1、購入、買い替え時
購入、買い替えの際は古い物の引き取りを
依頼してください

2、自分でリサイクル券を購入し処分する
事前に郵便局でリサイクル券を購入し、指
定引取場所（注１）へ持ち込んでください

3、回収を依頼する
回収事業所（注２）へ回収を依頼してくださ
い

※運送費、事務費及びリサイクル券購入費が必
　要になります

廃バッテリー・廃タイヤ・バンパー・ホイール
など車の部品 購入元、専門業者へ処分を依頼してください

パソコンリサイクル対象商品
　・ノートパソコン
　・デスクトップパソコン（本体）
　・ディスプレイ（ブラウン管・液晶）
　・ディスプレイ一体型パソコン

各パソコンメーカーへお問い合わせください。
小型家電回収ボックス（投入口 40㎝× 20㎝）に
入るものは、使用済小型家電として回収します。

産業廃棄物
※「萩・長門清掃工場」「長門市清掃工場」で受
け入れ可能と認められたものを除く

専門の廃棄物処理業者へ処理を依頼してください

原付・バイク

　　　販売店等へお問い合わせください。

耐火金庫

プラスチック製農業資材
　・ハウス用のビニール
　・マルチ
　・畦シート
　・苗箱　など

大型農機具

医療廃棄物

農薬・薬品類

プラスチック製漁具・漁網　など

建築廃材
 コンクリートブロック・瓦・タイル　など

消火器

（注１）中国名鉄運送㈱ 萩営業所　萩市大字椿東 2918-3　TEL 0838-22-0707
（注２）村田商店　　　　　　　　 長門市西深川 3244-2　TEL 0837-22-3015
　　 　㈲ 長門清掃管理センター　 長門市西深川 2579-1　TEL 0837-22-3923
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収集・処理できないもの収集・処理できないもの

燃えるごみの直接搬入について

燃えないごみ・資源ごみの直接搬入について

ごみの直接搬入について

萩・長門清掃工場「はなもゆ」
所 在 地　　萩市大字山田２４０６
受付時間　　月曜日～土曜日　８時30分～ 16時 30分
電話番号　　０８３８‐２６‐８７１６

長門市清掃工場
所 在 地　　長門市渋木10361‐2
受付時間　　月曜日～金曜日　8時 30分～ 16時 30分
　　　　　　土曜日　　　　　8時 30分～ 12時
電話番号　　２５‐３２３０
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ごみ処理手数料について
　各清掃工場への直接搬入を行った際の処理手数料です

※ 各施設の搬入基準を守って持ち込みを行いましょう
※ 萩・長門清掃工場「はなもゆ」への搬入の際には「ごみ処理申込書」の記入を
　 お願いしております。
※ 長門市清掃工場への「資源ごみ」の搬入は無料です。

燃えるごみ
萩・長門清掃工場「はなもゆ」処理手数料

※表示手数料には消費税が含まれています

家庭ごみ
１０㎏まで １００円
１０㎏を超えるときは、その超える１０㎏につき
又はその端数ごとに １００円

事業系ごみ
（一般廃棄物）

１０㎏まで １７０円
１０㎏を超えるときは、その超える１０㎏につき
又はその端数ごとに １７０円

産業廃棄物
１０㎏まで ２２０円
１０㎏を超えるときは、その超える１０㎏につき
又はその端数ごとに ２２０円

燃えないごみ・資源ごみ
長門市清掃工場　処理手数料

※表示手数料には消費税が含まれていません

家庭ごみ
１００㎏まで無料
１００㎏を超えるときは、その超える１００㎏までごとに 
２００円

事業系ごみ
（一般廃棄物） １００㎏までごとに ４００円

産業廃棄物 １００㎏までごとに ５５０円

資源ごみ 無料
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ごみ分別早見表（50音順）

品目 分別区分
あ アイスクリーム容器

（プラスチック製） プラ

アイスクリーム容器（紙製） 紙
アイスノン（保冷剤） 燃える

アイロン 燃えない※
アイロン台 粗大

空き缶 資源※
アクセサリー（金属製） 燃えない

アクセサリー
（木・紙・プラスチック製） 燃える

アコーディオンカーテン 粗大
アタッシュケース 燃えない

圧力なべ 燃えない
油（自動車のオイル等） 処理困難

油（食用廃油） 燃える
油紙（パラフィン紙） 燃える

油ビン（カン・ビン類） 燃えない
油ビン（プラスチックボトル類） 燃える

雨具（カッパ）（ビニール製） 燃える
雨戸 粗大

編み機 粗大
網戸 粗大

網戸の網 燃える
編み針（竹製） 燃える

アルバム 燃える
アルミ缶 資源※

品目 分別区分
あ アルミコーティング袋

（菓子の袋） プラ

アルミサッシ 粗大
アルミ製なべ 燃えない

アルミ箔（はく）
アルミホイル 燃える

アルミホイールタイヤ 処理困難
アルミレンジフード 燃える

安全ピン 燃えない
アンテナ（テレビ用） 粗大
アンテナ（ラジオ等） 燃えない
アンプ（ステレオ用） 燃えない

あんま機 燃えない※
い 石うす 処理困難

衣装ケース（金属製） 燃えない
衣装ケース

（竹・紙・プラスチック製） 燃える

いす（プラスチック・木製） 燃える
いす

（木・プラスチック製以外） 燃えない

板きれ 燃える
一升びん 資源※
一斗缶 燃えない

一輪車（スポーツ用） 燃えない
一輪車（ネコ車） 粗大

犬の首輪 燃える

分別区分 ごみの区分 分別区分 ごみの区分
燃える 燃えるごみ 古紙類 古紙類

燃えない 燃えないごみ 拠点回収 拠点でのみ回収しているもの
粗大 粗大ごみ メーカー引渡 製造メーカーへお問い合わせてください
資源 資源ごみ 家電 家電リサイクル法対象商品
プラ プラスチック製容器包装類

処理困難 市の処理施設で処理できないものです
製造元・販売元等へお問い合わせください紙 紙製容器包装類

衣類 衣類

ごみ分別早見表の見方
分別区分について

ごみ出し時の注意点
・指定袋に入らないものは粗大ごみとして出してください。
・分別区分に※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
い 鋳物鍋 燃えない

衣類
（肌着、ストッキング類以外） 資源

衣類乾燥機 家電
入れ歯 燃える

印鑑（木・プラスチック製） 燃える
インクパック 燃える
インターホン 燃えない※

う 植木の枝（剪定したもの等） 燃える
植木鉢（プラスチック製） 燃える

植木鉢（焼き物） 燃えない※
植木用支柱（金属製） 燃えない

植木用支柱（プラスチック） 燃える
ウエットスーツ 燃える
ウォークマン 燃えない※

浮き輪・浮き袋 燃える
うちわ・せんす 燃える

腕時計 燃えない
乳母車 粗大

ウレタンマット 燃える
え AC アダプタ

（小型家電の附属品） 燃えない※

MD 燃える
エアキャップ

（クッション材） プラ

エアコン 家電
エアマット 燃える

映写機 燃えない※
液晶テレビ 家電

枝木 燃える
絵の具チューブ（金属製） 燃える

絵の具チューブ
（プラスチック製） プラ

絵本 古紙類
エレクトーン 粗大

塩化ビニール管
（家庭から出るもの） 燃える

延長コード 燃えない
鉛筆 燃える

鉛筆削り器 燃えない
お 押しピン（がびょう） 燃えない

おたま（ひしゃく）（金属製） 燃えない

品目 分別区分
オイル（車） 処理困難

オイルエレメント（車） 処理困難
オイル缶 燃えない

王冠（ビンのふた）（金属製） 燃えない
応接セット 粗大

オーディオセット 粗大
オートバイ（50cc 以上） 処理困難

オーブントースター 燃えない※
オーブンレンジ 粗大

桶（金属製） 燃えない
桶（プラスチック製・木製） 燃える

おたま（ひしゃく）
（プラスチック・木製） 燃える

落ち葉 燃える
斧（おの） 燃えない

おまる（プラスチック） 燃える
おむつ（おしめ） 燃える

おもちゃ（金属製） 燃えない
おもちゃ

（布・木・プラスチック製） 燃える

折りたたみいす（金属製） 燃えない
オルガン 粗大

オルゴール 燃えない
おろしがね 燃えない

音楽用キーボード 燃えない※
温水器 粗大
温度計 燃えない

温度計（水銀） 生活環境課まで
お持ち下さい（拠点）

温風ヒーター 粗大
か カーステレオ 燃えない※

カーテン 燃える
カーテンレール 燃えない

カーペット 粗大
カーボン紙 燃える

貝殻 燃える
懐中電灯 燃えない※

買物袋（レジ袋） プラ
カイロ（金属製） 燃えない

カイロ（使い捨て） 燃える
化学薬品 処理困難

鏡（割れたものも含む） 燃えない※
※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
か 鍵（かぎ） 燃えない

家具 粗大
学習机 粗大

ガスマット 燃える
ガス湯沸し器 燃えない
ガスライター 燃える
ガスレンジ 粗大

カセットコンロ 燃えない
カセットテープ 燃える
カセットデッキ 燃えない※

カセットボンベ（卓上） 資源※
カタログ 古紙類

楽器（金属製） 燃えない
楽器

（プラスチック・木製） 燃える

カッターナイフ 燃えない
カッパ（雨具） 燃える

カップラーメン（外袋） プラ
カップラーメンのスープ袋 プラ
カップラーメンフタ（紙） 紙

カップラーメンフタ
（プラスチック） プラ

カップラーメン容器（紙） 紙
カップラーメン容器
（プラスチック） プラ

かつら 燃える
金づち 燃えない

かばん（バッグ） 燃える
画びょう 燃えない

花瓶（ガラス、陶器類） 燃えない※
鎌（かま） 燃えない

髪（髪の毛） 燃える
紙おむつ 燃える
紙くず 燃える

紙コップ、紙皿 燃える
かみそり 燃えない

紙パック（牛乳パック等） 古紙類
額縁（金属製） 燃えない
額縁（木製） 燃える

かけ布団 粗大
傘 燃えない

傘たて（金属製） 燃えない

品目 分別区分
か 傘立て

（プラスチック・木製） 燃える

菓子缶 資源※
加湿器 燃えない※

菓子箱（紙製） 紙
菓子袋

（アルミコーティング袋） プラ

菓子袋（紙袋） 紙
カスタネット

（木・プラスチック製） 燃える

ガステーブル（ガスこんろ） 粗大
ガスボンベ

（カセットボンベ以外） 処理困難

缶（菓子、茶、海苔、
粉ミルクなど） 資源※

缶（スチール缶） 資源※
換気扇 燃えない※

換気扇フードカバー 燃える
缶切り 燃えない

缶ジュースの缶 資源※
緩衝材（果物、家電製品） プラ

乾燥剤 燃える
缶づめの上フタ 資源※

缶づめの缶 資源※
乾電池 燃えない
感熱紙 燃える
紙袋 紙

カメラ 燃えない※
蚊帳（かや） 燃える

カラーボックス 粗大
カラオケセット 粗大
ガラス（破片） 燃えない※

ガラスコップ・食器 燃えない※
ガラスびん 資源※

刈込機
（モーター・エンジン製） 粗大

革製品 燃える
瓦（かわら） 処理困難

缶 資源※
花器（陶磁器製） 燃えない※

花器（プラスチック製） 燃える
き キーボード（音楽用） 燃えない※

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
き キーボード（パソコン用） 燃えない※

キーホルダー 燃えない
木くず 燃える

ギター（木製） 燃える
木づち 燃える

キッチンスケール 燃えない
キッチンタイマー 燃えない

キッチンワゴン（金属製） 燃えない
キッチンワゴン

（プラスチック・木製） 粗大

着物 資源
脚立（きゃたつ） 粗大

キャップ（金属製） 燃えない
キャップ（プラスチック製） プラ※

急須（きゅうす） 燃えない※
給湯器（台所用） 燃えない

牛乳パック 資源
牛乳びん 資源※

鏡台（ドレッサー） 粗大
業務用電気製品（コピー機等） 処理困難

魚網 処理困難
金庫（手提げ用） 燃えない

く 空気入れ（金属製・電動式） 燃えない
空気入れ（プラスチック製） 燃える

クーラーバック 燃える
クーラーボックス 燃える

くぎ 燃えない
釘抜き 燃えない

草 燃える
草刈り機（エンジン付） 粗大

草刈り機の刃 燃えない
くさり 燃えない

串（金属製） 燃えない
櫛・串

（木・竹・プラスチック製） 燃える

薬（錠剤）のシート プラ
薬のビン（のみ薬） 資源※

薬のプラスチックケース
（目薬・消毒薬等） プラ

薬箱（木製） 燃える
口紅 燃える

口紅ケース 燃える

品目 分別区分
く くつ 燃える

クッション 燃える
靴べら（金属製） 燃えない

靴べら（プラスチック製） 燃える
グラス 燃えない※

クラッカー（パーティー用） 燃える
クリーニング後の
衣類保護ビニール 燃える

クリスマスツリー 燃える
クリスマスツリーの飾り

（複合素材） 燃える

クリップ（金属製） 燃えない
車椅子 粗大

クレジットカード
（キャッシュカード） 燃える

クレヨン 燃える
クレンザー等の容器（紙製） 紙

クレンザー等の容器
（プラスチック製） プラ

グローブ（野球用） 燃える
グローランプ（球） 燃えない

くわ（家庭用） 燃えない
軍手 燃える
薬

（家庭用医薬品の中身のみ） 燃える

薬のアルミ系の台紙 プラ
薬のアルミ系の容器、袋 プラ

け 蛍光管（蛍光灯） 拠点回収※
蛍光ペン 燃える

携帯電話（充電池） 燃えない※
携帯電話（本体） 燃えない※

携帯トイレ 燃える
計量ばかり 燃えない

ゲートボールのスティック
（木製） 燃える

ケーブル 燃えない
ゲーム機・専用ソフト

（家庭用） 燃えない※

消しゴム 燃える
化粧品の容器（チューブ） プラ

化粧品びん（すりガラス製） 燃えない※
毛糸 燃える

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）

25 ごみの分け方・出し方



品目 分別区分
け 化粧品びん（陶器製） 燃えない※

下駄（げた） 燃える
下駄箱 粗大

ケチャップの容器 プラ
血圧計（電動式） 燃えない※

血圧計（電動式以外） 処理困難
毛抜き（金属製） 燃えない

玄関泥落としマット 燃える
玄関マット（布製） 燃える
健康器具（電動式） 燃えない※

健康器具（プラスチック製） 燃える
建築廃材 処理困難
顕微鏡 燃えない

こ 碁石 燃えない※
鯉のぼり 燃える
工具箱 燃えない

工具類（ドライバーなど） 燃えない
コルク抜き 燃えない

ゴルフクラブ 粗大
ゴルフシューズ 燃える
ゴルフバッグ 粗大
ゴルフボール 燃える
ゴルフマット 燃える

コンクリートブロック 処理困難
コンセント 燃えない

コンタクトレンズ 燃える
コンパクト（化粧道具） 燃える

コンパス（製図用 / 方位用） 燃えない
広告紙（チラシ） 古紙類

ゴーグル 燃える
コードリール 燃えない

コード類 燃えない
コーヒーメーカー 燃えない※

黒板 燃える
ござ 燃える

こたつ・こたつ板 粗大
こたつ掛け布団・毛布 燃える

こたつ敷き（ウレタン系・布製） 燃える
こたつの電熱器具 燃えない※

コップ
（木・紙・プラスチック製） 燃える

コップ（陶器・ガラス製） 燃えない※

品目 分別区分
こ コップ（金属製） 燃えない

碁盤（木製） 燃える
コピー機（家庭用） 燃えない※

こま 燃える
ごみ箱（金属） 燃えない

ごみ箱（プラスチック・木製） 燃える
ゴム手袋 燃える

ゴムホース 燃える
ゴムマット 燃える

米ぬか 燃える
米びつ 粗大

米袋（紙製） 紙
米袋（プラスチック類） プラ

コルク 燃える
さ サーフボード 粗大

座いす 粗大
サイドボード 粗大
サインペン 燃える

杯（プラスチック製） 燃える
杯（陶磁器類 / ガラス製） 燃えない※

酒カップのビン 資源※
酒パック 紙
酒びん 資源※
さし金 燃えない
座卓 燃える

サッシ 粗大
雑誌類 古紙類

殺虫剤スプレー缶 資源※
殺虫剤のビン（家庭園芸用） 燃えない
殺虫剤のプラスチック製容器

（家庭園芸用） プラ

座布団 燃える
皿（陶磁器類 / ガラス製） 燃えない※

ざる（金属製） 燃えない
ざる（竹・プラスチック製） 燃える
三脚（カメラ、ビデオ用） 燃えない

サングラス
（レンズがプラスチック） 燃える

サンダル 燃える
残飯 燃える

三輪車（子供用） 粗大
し CD 燃える

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
し シーツ 燃える

シェーバー（電気かみそり） 燃えない※
磁石 燃えない

辞書、辞典 古紙類
しちりん（七輪） 燃えない

自転車 粗大
自転車の空気入れ 燃えない
自転車のタイヤ 燃える

竹刀（木刀） 燃える
シャープペンシル 燃える
写真のフィルム 燃える

シャベル（金属製） 燃えない
シャベル（プラスチック） 燃える

しゃもじ
（木・プラスチック製） 燃える

シャンプー・リンス容器
（容器のポンプ・詰め替え袋） プラ

ジューサー（ミキサー） 燃えない※
ジュースびん 資源※
じゅうたん 粗大

充電器（小型家電の附属品） 燃えない※
充電式電池 燃えない※

収納ケース（金属製） 燃えない
収納ケース

（紙・木・プラスチック製） 燃える

朱肉 燃える
瞬間湯沸器（台所用） 燃えない

消火器 処理困難
定規（金属製以外） 燃える

定規（金属製） 燃えない
将棋の駒・盤

（木・プラスチック製） 燃える

室内アンテナ（テレビ用） 燃えない
湿布 燃える

新聞紙 古紙類
焼却灰 燃える
障子 燃える

浄水器 燃えない※
消石灰 燃える

照明器具 粗大
ジョウロ（プラスチック製） 燃える

ジョウロ（金属製） 燃えない

品目 分別区分
し 食卓テーブル 粗大

食用油 燃える
除湿機 燃えない※

除湿剤（紙製） 燃える
除湿剤の容器

（プラスチック製） 燃える

食器（ガラス・陶器製） 燃えない※
食器（金属製） 燃えない

食器（プラスチック・木製） 燃える
食器洗乾燥機 燃えない※
食器乾燥機 燃えない※

食器棚 粗大
書類 古紙類

書類（機密文書等） 燃える
人工芝 燃える

す 水槽（ガラス） 燃えない
水槽（プラスチック製） 燃える
水筒（金属製・魔法瓶） 燃えない
水筒（プラスチック製） 燃える

炊飯器 燃えない※
スーツ（背広） 衣類
スーツケース 粗大

姿見 燃えない
スキー板・靴・ストック 粗大
スキーウェア・グローブ

（手袋） 燃える

スケール（定規）（金属製） 燃えない
スケール（定規）

（プラスチック・竹製） 燃える

スコップ（金属） 燃えない
スコップ（プラスチック製） 燃える

硯（すずり） 燃えない
すだれ（竹製・プラスチック製） 燃える

スタンプ台 燃えない
スチール缶 資源※

スチール整理棚 粗大
ステレオ（ミニコンポ含む） 燃えない※

ステンレスパイプ棚 粗大
ストーブ 粗大

ストッキング 燃える
ストロー 燃える
砂時計 燃えない

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
す スノーボード 粗大

すのこ（プラスチック・木製） 燃える
スパナ 燃えない

スピーカー 燃えない※
スプーン 燃えない

スプリングマットレス 粗大
スプレー缶（塗料） 燃えない

スプレー缶（塗料以外） 資源※
すべり台（幼児用） 粗大

スポンジ（スポンジたわし） 燃える
ズボンプレッサー 燃えない※

すみ（炭・墨） 燃える
スライド（映写機） 粗大

スリッパ 燃える
整理棚（金属製） 粗大
整理棚（木製） 粗大

生理用品 燃える
せ 石油ストーブ（自然燃焼型） 粗大

石油ファンヒーター 粗大
石油ポンプ（電動式） 燃えない※

石油ポンプ（電動式以外） 燃える
石灰 燃える

せっけん 燃える
セーター 衣類

背広（スーツ） 衣類
洗剤の容器（紙製） 紙

洗剤の容器
（プラスチック製） プラ

洗濯機 家電
洗濯ばさみ 燃える

洗濯物干し竿 粗大
洗濯物干しスタンド 粗大

洗濯物干し台 粗大
剪定ばさみ 燃えない

栓抜き 燃えない
扇風機 燃えない※

洗面器（金属製） 燃えない
洗面器（プラスチック製） 燃える

そ 双眼鏡 燃えない
ぞうきん 燃える
掃除機 燃えない※
ぞうり 燃える

品目 分別区分
そ ソーラー温水器 粗大

ソケット 燃えない
ソファー 粗大

そり（プラスチック製） 燃える
そろばん 燃える

造花 燃える
た 体温計（水銀） 生活環境課まで

お持ち下さい（拠点）

台車 粗大
体温計（電子体温計） 燃えない※

体重計（ヘルスメーター） 燃えない
タイヤ 処理困難

タイヤチェーン 燃えない
太陽熱温水器 粗大

ダイレクトメール 燃える
タオル 燃える
竹串 燃える

たたみ 粗大
脱臭剤 燃える

脱臭剤の容器（プラスチック製） プラ
タッパー（台所用品） 燃える

たばこの吸殻 燃える
卵のから 燃える

卵のパック プラ
たも網 燃えない

たらい（金属） 燃えない
たらい（プラスチック製） 燃える

たわし類 燃える
単行本 古紙類
タンス 粗大

ダンベル 燃えない
ダンボール 古紙類

ち チェーン 燃えない
地球儀 燃える

チャイルドシート 粗大
茶がら 燃える

チャッカマン 燃える
茶筒（金属） 資源※

茶わん（陶器類） 燃えない※
茶わん（プラスチック製） 燃える

チューブ（ゴム） 燃える
彫刻刀 燃えない

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
ち 調味料の缶・びん 資源※

調味料の容器（プラスチック製） プラ
調味料の容器（紙） 紙

チラシ 古紙類
ちり紙 燃える

ちりとり（プラスチック製） 燃える
つ 杖（ステッキ）（木製） 燃える

使い捨てカイロ 燃える
使い捨てライター 燃える

机 粗大
壷（つぼ） 燃えない※
つまようじ 燃える

積み木
（木・プラスチック製） 燃える

詰め替えパック プラ
つめ切り・つめヤスリ 燃えない

釣り糸 燃える
釣り竿 燃えない
釣り針 燃えない

て テープレコーダ 燃えない※
手押し車 粗大

デジタルカメラ 燃えない※
デスクマット（ビニール製） 燃える

鉄板（料理用） 燃えない
鉄くず 燃えない

テニスボール 燃える
手袋 燃える

テレビ 家電
テレビ台 粗大
T シャツ 衣類
定期入れ 燃える
テーブル 粗大

テーブルクロス 燃える
テレホンカード 燃える

天眼鏡（虫めがね） 燃えない
電気あんか 燃えない※
電気温水器 粗大

電気カーペット 粗大
電気蚊とり機 燃えない※
電気カミソリ 燃えない

電気コード、ケーブル 燃えない
電気こたつ 粗大

品目 分別区分
て 電気スタンド 燃えない※

電気ストーブ 燃えない※
電気製品（小型） 燃えない※

電気製品（テレビ、冷蔵庫、
洗濯機、エアコンを除く） 粗大

電動かんな（家庭用） 燃えない※
電動工具（ドリル等・家庭用） 燃えない※

電気ポット 燃えない※
電気毛布 燃えない

電球 燃えない
電球（蛍光管ではない） 燃えない

電子オルガン 粗大
電子体温計（デジタル） 燃えない※

電子手帳 燃えない※
電子ピアノ 粗大
電子レンジ 粗大

電線 処理困難
天体望遠鏡 粗大

電卓 燃えない※
電池 燃えない※

テント（家庭用） 燃えない
電動カー 処理困難
電動工具 燃えない※

電動歯ブラシ 燃えない※
てんぷら油 燃える

てんぷらガード
（アルミ・ホイル製） 燃える

電話機（FAX 付きを含む。） 燃えない※
と 砥石（といし） 燃えない

戸板 粗大
トイレコーナー（金属） 燃えない

トイレコーナー
（プラスチック製） 燃える

陶磁器 燃えない※
動物の毛 燃える

豆腐の容器 プラ
トースター 燃えない※

時計類（腕時計・置時計など） 燃えない
登山靴 燃える

塗装スプレー缶
（事業活動に係らないもの） 燃えない

戸棚 粗大
※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
と トタン

（事業活動に係らないもの） 粗大

土鍋 燃えない※
ドライバー（家庭用工具） 燃えない

ドライヤー 燃えない※
ドラム缶（事業所のものは除く） 粗大

トランプ
（紙製・プラスチック製） 燃える

鳥かご 燃えない
塗料缶

（事業活動に係らないもの） 燃えない

ドリンクびん 資源※
トレイ類（食品用など） プラ

トレーニング器具 粗大
ドレッサー（鏡台） 粗大

トロフィー 燃える
ドアノブ 燃えない

な ナイフ 燃えない
長靴 燃える

流しのコーナー（金属） 燃えない
流しのコーナー

（プラスチック製） 燃える

なた 燃えない
納豆の容器（紙製） 紙

納豆の容器
（プラスチック製） プラ

鍋（なべ） 燃えない
鍋敷き（布製・木製） 燃える

鍋焼きうどんのアルミ容器 燃える
なみいた

（トタン・ビニール製トタン） 粗大

生ごみ 燃える
縄（なわ） 燃える

に 二段ベッド 粗大
荷造りひも

（ビニール・ナイロン製） 燃える

入浴剤の袋・容器（紙製） 紙
入浴剤の袋・容器

（缶製容器） 資源※

入浴剤の袋・容器
（プラスチック製容器） プラ

ぬ ぬいぐるみ 燃える

品目 分別区分
ぬ ぬい針 燃えない

布類 燃える
ネジ 燃えない

ね ネット（くだもの、野菜） プラ
寝袋 燃える

粘着テープ・シート 燃える
粘土（ねんど） 燃える

の 農機具 処理困難
農業用ビニールハウス 処理困難
農業用ビニールロープ 処理困難

農薬 処理困難
農薬のビン（家庭園芸用） 燃えない
農薬のプラスチック製容器

（家庭園芸用） プラ

ノート 燃える
のこぎり 燃えない

のり（でんぷんのり）の
チューブ プラ

海苔のビン・缶 資源※
海苔のプラスチック製容器 プラ

は 灰 燃える
廃油（食用油） 燃える

バイク 処理困難
廃材（建築廃材） 処理困難

パイプいす 燃えない
パイプベッド 粗大

廃油（食用以外） 処理困難
バインダーファイル

（金具付き） 燃えない

はがま 燃えない
はかり（金属製） 燃えない

はけ（木製） 燃える
バケツ（金属） 燃えない

バケツ（プラスチック製） 燃える
はさみ 燃えない

はし（金属製） 燃えない
はし（金属製以外） 燃える

はしご 粗大
バスマット（布製） 燃える

パソコン メーカー
引渡※

パソコンのキーボード 燃えない※
※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
は パソコンのプリンター 燃えない※

パソコンラック 粗大
肌着 燃える

バッグ（かばん） 燃える
バッテリー 処理困難

バット（野球用 / 玩具用）
（金属製） 燃えない

バット（野球用 / 玩具用）
（プラスチック製） 燃える

バット（野球用 / 玩具用）
（木製） 燃える

バット（料理用角バット）
（金属製） 燃えない

発泡スチロール（電気製品の
クッション材など）の容器 プラ

花火（使用済みのものに限る） 燃える
パネルヒーター 燃えない※

歯ブラシ 燃える
歯ブラシ（電動） 燃えない※
歯磨きチューブ プラ

刃物 燃えない
バーベキューコンロ 燃えない

バーベキュー用金網・鉄板 燃えない
ハーモニカ 燃えない

針 燃えない
針金 燃えない

ハンガー（金属製） 燃えない
ハンガー

（木・プラスチック製） 燃える

ハンドバッグ 燃える
ハンドミキサー 燃えない※

ハンマー 燃えない
ひ PP バンド 燃える

ピアニカ 燃える
ピアノ 処理困難

BS チューナー 燃えない※
ビー玉 燃えない※

ビーチパラソル 粗大
ビールびん 資源※
ひげそり 燃えない

ビデオカメラ 燃えない※
ビデオケース 燃える

品目 分別区分
ひ ビデオテープ 燃える

ビデオデッキ 燃えない※
ビニールシート（農業用） 処理困難

ビニールシート
（家庭用・風呂敷等） 燃える

ビニールひも 燃える
ビニール袋 燃える

肥料袋（家庭園芸用） 燃える
ピンセット 燃えない

びん類 資源※
びんの蓋（金属製） 燃えない

びんの蓋（プラスチック製） プラ
ふ ファックス機 燃えない※

ファミコン（本体） 燃えない※
ファミコンソフト 燃えない
ファンシーケース 燃える
ファンヒーター 粗大

フィルム（写真用） 燃える
フィルム（ネガ・8 ミリ） 燃える

風鈴 燃えない
フォーク（金属製） 燃えない

フォーク（木・プラスチック製） 燃える
ふすま 燃える

ふた（金属製） 燃えない
ふた（木） 燃える

筆 燃える
ふとん 粗大

ふとん乾燥機 燃えない※
フライパン 燃えない
ブラインド

（事業活動に係らないもの） 粗大

ぶらさがり健康機 粗大
プラモデル 燃える

フラワースタンド 燃える
ブランコ（幼児用） 粗大

プランター（プラスチック製） 燃える
プリンター（パソコン用） 燃えない※

プリンの容器（プラスチック製） プラ
プルトップ式のふた 資源

ふろしき 燃える
ブロック（おもちゃ） 燃える

ブロック（コンクリート製） 処理困難
※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
ふ フロッピーディスク

（ケースも含む） 燃える

風呂のふた
（木・プラスチック製） 燃える

風呂のふた
（木・プラスチック製以外） 燃えない

風呂マット（プラスチック製） 燃える
文鎮 燃えない

噴霧器（家庭園芸用消毒器） 燃えない
へ ヘアーブラシ

（木・プラスチック製） 燃える

ペーパーナイフ（金属製） 燃えない
ベッド 粗大

ペットボトル 資源※
ペットボトルのふた

（金属製） 燃えない

ペットボトルのふた
（プラスチック製） プラ※

ヘッドホン 燃えない
ペット用の固まる砂 燃える

ベニヤ板 燃える
ベビーカー 粗大

ベビーふとん 燃える
ベビーベッド 粗大

ヘルスメーター 燃えない
ベルト（ズボン用） 燃える

ヘルメット 燃える
ペンキの缶 燃えない

便座 燃えない
ペンチ 燃えない

弁当箱（家庭用）（金属製） 燃えない
弁当箱（家庭用）

（木・プラスチック製） 燃える

ペンライト 燃えない※
ほ 包丁 燃えない

芳香剤の容器
（プラスチック類） プラ

ほうき（竹製） 燃える
芳香剤の容器

（プラスチック類以外） 燃えない

ぼうし 燃える
包丁研ぎ機 燃えない※

品目 分別区分
ほ ホース（ゴム・ビニール製） 燃える

ホースリール 燃える
ポータブルトイレ 粗大

盆飾り（プラスチック製・木製） 燃える
本立て（プラスチック製） 燃える

ボート（ゴム・ビニール製） 燃える
ボール（球）類 燃える

ボール（料理用）（ガラス製） 燃えない※
ボール（料理用）（金属製） 燃えない

ボール（料理用）
（プラスチック製） 燃える

ボールペン 燃える
ホーローなべ 燃えない
木刀（竹刀） 燃える

歩行器（子供用） 燃えない
ボタン電池 燃えない※

ホッチキス・ホッチキスの針 燃えない
ポット（魔法びん） 燃えない

ホットプレート 燃えない※
ほ乳びん（ガラス製） 燃えない※

ほ乳びん（キャップ部分） 燃える
ほ乳びん（プラスチック製） 燃える

ポリタンク 燃える
ポリバケツ 燃える
ポリ容器 燃える
保冷剤 燃える

ホワイトボード 燃えない
本 古紙類

盆（金属製） 燃えない
盆（木・プラスチック製） 燃える

本棚 粗大
ま 麻雀パイ・マット 燃える

マイク 燃えない※
マウス（パソコン） 燃えない※

まき尺（メジャー）（金属製） 燃えない
まき尺（メジャー）（布製） 燃える

まくら 燃える
マジックペン・マーカーペン 燃える

マッサージ機 粗大
マットレス 粗大

まな板（木・プラスチック製） 燃える
魔法ビン（ポット） 燃えない

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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品目 分別区分
ま 豆電球 燃えない

マヨネーズの容器 プラ
マルチシート（農業用） 処理困難

マンガ本 古紙類
万年筆 燃える
万歩計 燃えない※

み みがき剤の容器（紙製） 紙
みがき剤の容器

（プラスチック製） プラ

ミキサー 燃えない※
ミシン（卓上式ミシン） 燃えない※

ミニカー 燃えない
耳かき（金属製） 燃えない

耳かき（竹・プラスチック製） 燃える
ミルク缶 資源※

む 虫かご（金属製） 燃えない
虫かご（木・プラスチック製） 燃える

蒸し器（金属製） 燃えない
蒸し器（木製） 燃える

虫めがね 燃える
むしろ 燃える

め めがね 燃える
メガホン

（紙・プラスチック製） 燃える

メジャー（金属製） 燃えない
も 毛布 燃える

毛布（電気） 燃えない※
木片・木材 燃える
もちつき機 粗大

モップ（柄付きモップ） 燃えない
物干し竿・台 粗大

や やかん（ケトル） 燃えない
野菜くず 燃える

やすり（紙） 燃える
やすり（金属） 燃えない

ゆ 浴衣（ゆかた） 衣類
湯たんぽ（金属製） 燃えない

湯たんぽ（プラスチック製） 燃える
湯飲み茶碗 燃えない※

湯沸器 粗大
よ 洋服ダンス 粗大

洋服ブラシ（木・プラスチック製） 燃える

品目 分別区分
よ ヨーグルトの容器（紙） 紙

ヨーグルトの容器（プラスチック） プラ
汚れの落ちないびん・缶 燃えない

ら ライスハイザー（米びつ） 粗大
ライター（使い捨て） 燃える

ラケット
（木・プラスチック製） 燃える

ラジオ 燃えない※
ラジカセ 燃えない※

ラップ（食品用） 燃える
ランチジャー 燃えない
ランドセル 燃える

ランプ 燃えない
り リール（釣り具） 燃えない

リコーダー（笛） 燃える
リモコン 燃えない※

リュックサック 燃える
料理くず 燃える

リンス（容器） プラ
る ルーズリーフ 燃える

ルーペ 燃えない
れ 冷蔵庫（家庭用） 家電

冷凍庫（家庭用） 家電
冷凍食品の袋・容器 プラ

レコード針 燃えない
レコード盤 燃える

レジ袋 プラ
レジャーシート 燃える

レンズ 燃えない
ろ 老眼鏡（めがね） 燃えない

ローソク 燃える
ロープ（綿・麻製） 燃える
ローラースケート 燃えない

わ 輪ゴム 燃える
ワゴン 粗大

ワッペン 燃える
割りばし 燃える

割れたビン類 燃えない※
Y シャツ 衣類

腕章（布・プラスチック製） 燃える
ワープロ（家庭用） 燃えない※

※印のあるものは拠点回収も実施しておりますのでご利用ください（詳細は 18 ページをご覧ください）
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生活環境課からのお知らせ

ごみの不法投棄・野焼きは違法行為です
● 決められた場所以外に生ごみや空き缶・ペットボトルなどの生活ごみや、釣りの
ごみ・バーベキューのごみなどを捨てる行為は違法です。不法投棄はやめましょ
う。ごみの不法投棄は５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金が科せられま
す。市民のみなさんできれいな長門市を！！

● 野焼きは法律で禁止されています。農林業、漁業などを営むためにやむを得ない
焼却や、宗教上の行事を行う場合、日常生活を営むため通常行う軽微な場合の焼
却など一部の例外規定を除き禁止されています。また、ドラム缶・ブロックを積
み上げただけの炉や、設備が十分でない焼却炉での焼却も野外焼却と同じ行為と
みなされます。違反者には罰則規定が適用される場合があります。（例外規定さ
れている焼却を行う場合でも、煙や臭いで近隣の迷惑にならないよう、規模や風
向きなど十分注意してください。）野焼きも、５年以下の懲役もしくは１千万円
以下の罰金が科せられます。

生ごみ処理機・コンポスト容器の購入補助金
　市では、生ごみ減量化を推進するために家庭用生ごみ処理機、コンポスト容器の
購入補助を行っています。申請は生活環境課、各支所総合窓口班で受け付けていま
すので利用してください。なお、商品を購入する際には、事前に手続きが必要とな
りますので、問い合わせください。

リサイクル掲示板について
　市では、家庭から出るごみ削減と不用品の有効利用を進めるため、リサイクル情
報掲示板を設置しています。
　申し込み、情報の掲示は、生活環境課、各支所、出張所、市ホームページで行っ
ています。市内に住所を有する人で、無償で壊れていない不用品を譲りたい人、譲っ
てほしい人は活用してください。

清掃ボランティア活動の支援について
　地域や団体でごみ回収や環境美化活動を行われる際に、ごみ袋や用具を提供・貸出
します。また集められたごみ等も回収しますので、必要な場合は、お知らせください。

※市役所や消防署に「野焼きをしたい」との申請がありますが、廃掃法で禁止されて
　いるので許可はできません！
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圧縮梱包機

計量機

手選別コンベア

長門市清掃工場
リサイクル施設内


