
■　可燃ゴミ……………………………………………………………
●紙くず、レシートなどの感熱紙、紙おむつ（汚物は取り除いてください）、汚れた

新聞紙や段ボール、汚れをきれいに落とすことができないなどの限られたその他
プラスチック製品（納豆の容器など）などが対象になります。

●生ゴミは入れないでください。（生ごみ処理機で乾燥させたものを除く）
■　生ゴミ………………………………………………………………………………………
●優良な堆肥となりますので、家庭での処理をお願いします。
●村では、コンポストや電気分解式の生ゴミ処理機を購入する際、購入費の一部を

補助していますので、この制度をご活用ください。
■　その他プラスチック………………………………………………………………………
●プラマークがあるもので、手で握って形が変わる
　物など軟質系のプラスチック。
　（お菓子やパンの袋、レジ袋、ラップなど）
●プリンのカップやペットボトルのキャップなどの硬い形状の硬質プ

ラスチックは埋立ゴミへ。
●汚れているものは水洗いしてください。
■　ペットボトル………………………………………………………………………………
●ジュース・酒・醤油などが入っているもので、PET
　のマークが付いているものが対象になります。このマークが付いていないものは、埋立ゴミと

して出してください。
●ボトルの中を軽く水洗いし、キャップは埋立ゴミ、ラベルはその他プラスチックとして出して

ください。
※スーパーマーケットなどの回収もご利用ください。
■　びん類………………………………………………………………………………………
●ふたとふたの受け部分（中栓）をはずし、中を洗ってください。
●びんの色の分別は、びんの口を上から見ることで簡単にできます。
●びんに貼ってある紙は剥がさなくても構いませんが、びんに巻いてある紙やラベルは取り除いてください。
●ラムネのびんは、ふたを取り、中のビー玉を取り除いてください。
●専用の袋に入れ、「茶色びん」「透明びん」「その他びん」の該当するところに○を付け、必ず名前を書いて出

してください。
●割れたびんも入れて構いませんが、できるだけ割らないようにしてください。
●化粧品のびん・油用のびん・ガラスコップ・陶磁器類・クリスタル製ガラス・耐熱ガラス食器などは埋立ゴミ

としてコンテナに入れて出してください。

ゴミの分け方と出し方　袋には必ず名前を書いてください

このマークのあるもので軟質系のものが対象です

このマークのあるものが対象です

茶色のびん…表面が茶色のもの。

Brown Bottles…The outside of the bottle is brown.無色透明のびん…表面に色がなくて透き通っているもの。

Clear, Colorless Bottles…The outside is colorless, and transparent.

その他の色のびん…表面に青・緑・黒・紫・白・黄などの色が付いているもの。

Other Bottles…Bottles whose outside is colored blue, green, black, purple, white, 
yellow, etc.

■表面がギザギザやザラザラのガラス模様などが付いているびんも対象。

■Also applies to bottles where the outside has a jagged or ragged glass pattern.

■淡く色がかかっているびんも対象。

■Also applies to bottles with a faint color.

■ Burnable Garbage ……………………………………
●Applicable to thermal paper such as paper waste and receipts, disposable 

diapers (remove filth), dirty newspaper and cardboard, and other limited 
plastic products (such as containers for delivery) that cannot remove dirt 
cleanly. 

●Kitchen waste (excluding that which has been dried using a garbage disposer)
■ Kitchen Waste ……………………………………………………………
●We ask that you process it at home, as it makes for good compost. 
●Please use this system because the village subsidizes a part of the 

purchaser's expenses when purchasing compost and electrolytic garbage 
disposal.

■ Other Plastics ……………………………………………………………
●A soft plastic type that has a plastic mark, 
 and changes shape when grasped by hand.
 (Candy wrappers, bread bags, shopping bags, wraps, etc.)
●Hard, shaped plastic such as pudding cups and plastic bottle 

caps go to landfills
●Please rinse away dirt with water
■ Plastic Bottles ……………………………………………………………
●Applies to juice, alcohol, and soy sauce containers, 
 anything with the PET mark on it.  Please dispose of anything without this mark as 

landfill garbage.
●Lightly rinse the inside of the bottle, throw away the cap as landfill garbage, and 

throw away with the label together with other plastic.
※These may also be collected at supermarkets.
■ Bottles ……………………………………………………………………
●Remove the lid and the lid receiving part (inner plug), and rinse the inside.
●Separate by bottle color. This can be easily identified by looking into the bottle from above the 

opening.
●Labels affixed to the bottle do not need to be removed, but please remove any paper or labels 

wrapped around the bottle.
●For Ramune bottles, please remove the cap and the marble inside of the bottle.
●Place in their respective bags, mark "Brown Bottle", "Clear Bottle", or "Other Bottle" with a circle, 

and be sure to write your name on it.
●It's fine to place broken or cracked bottles in the bags, but please refrain from doing so as much as 

possible.
●Please place items such as makeup bottles, oil bottles, glass cups, porcelain, crystal glass, and heat-

resistant tableware into a container and dispose of as landfill garbage.

　How to Separate Garbage   Be sure to write your name on the bag

Items with this mark that are soft, flexible.

Items with this mark.
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■　缶類…………………………………………………………………………………………
●スチール缶とアルミ缶には、それぞれ右のマークが
　付いています。
●マークがないものや判断に困るものは埋立ゴミとして出してください。
●タバコの吸い殻は入れないでください。
●スプレー缶以外は必ず一度缶の中を水洗いしてください。
●スプレー缶は使いきり、穴を開けて中のガスを抜いてから出してください。
●ペンキ等の塗料は使いきり、乾燥させて埋立ゴミとして出してください。
■　衣類（綿製品） ……………………………………………………………………………
●衣類が対象になります。
●カッパなどのナイロン製品、ダウン製品、布団、マット類、毛糸類、革製品は収集できま

せん。粗大ゴミの回収時に出してください。
●汚れている、濡れている、カビているものは収集できません。
●可燃ゴミ以外の指定ゴミ袋（その他プラやペットボトルなど）を利用して出してください。
■　埋立ゴミ……………………………………………………………………………………
●各自で収獲用コンテナなどをご用意いただき、コンテナに名前を書いて出してくだ

さい。
●硬質系プラスチック、化粧品のびん類、使い切り乾燥させたペンキ缶など。
●おもちゃなどは電池を抜いて出してください。
●小型家電・鉄くずは粗大ゴミとして出してください。
■　粗大ゴミ（有料回収） ……………………………………………………………………
●収集は、4月・8月・11月・12月に行います。カレンダーで日程の確認を!!
●電子レンジ、ドライヤー、トースターなどの小型家電は有料回収になります。
●履物、カバンなど細かいものはそれぞれ袋に入れてください。
■　紙類…………………………………………………………………………………………
●「新聞紙・折込広告」「その他雑誌・単行本・コピー用紙」「ダンボール」「牛乳パッ

ク」などのほか、アイスやお菓子類の箱、トイレットペーパーの芯などの雑紙が
対象になります。

●レシートなどの感熱紙、複写式の紙、カーボン紙、アルミ加工されているものは
可燃ゴミへ。

●十字にひもをかけて、しっかりと縛ってください。
●アイスやお菓子類の箱など十字にひもをかけて出せない雑紙は紙袋に入れて出してください。
●紙類は濡らさないようにしてください。
■　白色トレー（容器トレー） ………………………………………………………………
●発泡スチロール製のものが対象になります。
●色の付いたものやビニールなどが付いているものは、その他プラスチックとし出し

てください。
●汚れているものは水洗いしてください。
※スーパーマーケットなどの回収もご利用ください。
■　乾電池・蛍光管 ……………………………………………………………………………
●乾電池の収集場所は、役場玄関、JA野辺山支所様入口、ストックヤードです。
　備え付けの回収箱に出してください。
●蛍光管や電球は、ストックヤードへ持ち込んでください。蛍光管はひもで縛り、電球

は袋に入れて出してください。
●ボタン電池は、安全性が確認されていないため販売店へ。
■　ストックヤード……………………………………………………………………………
●持込は紙類、びん類、缶類、ペットボトル、容器トレー、乾電池、蛍光管になります。
●中を洗ってきれいな状態で出してください。

このマークのあるものが対象です

このマークのあるものが対象です

※ストックヤード位置図P24参照

■ Cans ………………………………………………………………………
●Steel and aluminum cans have their respective 
 mark, shown on the right.
●If there is no mark or you are unsure, please dispose of it as landfill 

garbage.
●Please do not put cigarette butts inside of the cans.
●Be sure to rinse the inside of the can once, with the exception of spray cans.
●Completely exhaust the content of the spray can, open a hole, remove the gas, then throw away.
●Use up the paint materials in paint cans, dry, and throw away as landfill garbage.
■ Clothing (Cotton Products) ………………………………………………
●Clothes are applicable.
●Nylon products such as kappa, down products, futons, mats, wool count, and 

leather products cannot be collected. Please dispose of as large garbage.
●Articles that are soiled, wet, or have mold on them will not be collected.
●Dispose of in the specified garbage bag (Other Plastic Bottles, etc.), with the 

exception of burnable garbage.
■ Landfill Garbage …………………………………………………………
●Place each into a storage container, and write your name on the container.
●Items such as hard plastics, makeup bottles, and used-up and dried paint cans.
●Please remove the batteries from items such as toys.
●Please dispose of small electronics and iron scraps as large garbage.
■ Large Garbage (Collection Fee) …………………………………………
●Large garbage is collected in April, August, November, and December. Be 

sure to confirm the dates on your calendar!
●Small electronics such as microwaves, dryers, and toasters will be collected 

at a fee.
●Please place intricate articles such as clothing and bags in their own bags.
■ Paper ……………………………………………………………………
●Items such as newspapers, insert advertisements, other miscellaneous 

magazines, books, copy paper, cardboard, milk packs, boxes for ice 
cream and sweets, and other papers such a toilet paper cores.

●Heat-sensitive paper such as receipts, double-copy paper, carbon 
paper, and aluminum-processed paper are burnable garbage.

●Tie tightly with a cross-shaped string tie.
●For paper that cannot be thrown away in the string-cross bundle, such as ice cream or sweets boxes, 

put in a paper bag and throw away.
●Do not let the paper get wet.
■ White Trays (Container Trays) …………………………………………
●Items such as styrofoam products.
● Dispose of items with color, or those that have vinyl, as other plastics.
● Rinse away dirt with water.
※Can also be collected at supermarkets.
■ Dry batteries and Fluorescent Tubes ……………………………………
●The dry battery collection locations are at the entrance to the government 

office, the entrance at the JA Nobeyama branch, and the stockyard.
Throw away in the provided collection box.
●Bring fluorescent tubes and light bulbs to the stockyard. Throw away fluorescent 

tubes and bulbs in a bag.
●Return button-type batteries to the retail store, as they have not been confirmed 

to be safe.
■ Stockyard ………………………………………………………………
●You can bring in papers, bottles, cans, plastic bottles, container trays, dry batteries, and fluorescent 

tubes.
●Please rinse the inside and throw away in a clean condition.

Items with this mark are applicable.

※ Please refer to page 24 for a diagram of the stockyard location.

Items with this mark are applicable.
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