
できるだけ短いすっきしりした文章で、会社について紹介し、製品やサービス

の概要を説明します。説明文は、読み手が製品やサービスについてもっとも知

りたいと思うような文章にするよう心がけます。 
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 〇ごみ出しには村の指定袋を使用してください。 

 〇種類は下記の２つです。 

 ※大きなごみや古紙類等、そのまま出せるものもあります(各ページ参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 〇指定ごみ袋販売店舗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 袋 について 

袋サイズ 大：30ℓ 小：20ℓ 

袋サイズ 大：45ℓ 小：30ℓ 

もえるごみ袋（緑文字） 

もえないごみ袋（赤文字） 

もえないごみ袋で出すごみ 

○金属類（空き缶、鍋、やかん等） 

 陶器、小型家電、ガラス類等………４ページ 
 

○プラスチック製容器包装 ………５-６ページ 
 

○ビン類…………………………………７ページ 
 

○ペットボトル…………………………８ページ 

村ではごみ処理経費の一部がもえる
ごみ袋に転嫁され、１ℓ１円の処理手数

料を付加しています（20ℓ袋20円・30ℓ

袋30円）。この手数料は、ごみ処理経

費に充てられています。 

２ 



 

もえるごみーもえるごみ袋に入れ、記名して指定日にだすー 

 「大きなもえるごみ」は 

        「もえないごみ」 で出す。 

     例：プラスチック製の漬物桶、 
        雪かき、そり、ポリタンク等 

 出し方：直接名前を書いて出す。 

 食用廃油（植物油） 

 ・少量の場合、凝固剤で固めてもえるごみ袋で出す。 

 ・大量の場合、村体育館入口横に設置の廃油専用回  

   収ＢＯＸに投入。※容器は持ち帰る。植物油に限る  

  （ラード不可、ゴミや水の混ざった油不可）。 

３ 

生ごみ 

 

 

 

 

 
水分をよく切って！ 

古紙で出せない紙類 

 

 

 
 

 
写真、紙コップ、圧着ハ
ガキ、洗剤の空き箱等 

衣 類・布 類 

 

 

 

 
 

カーテン等 
長いものは裁断する 

プラスチック類 

 

 
 
 

歯ブラシ、スポンジ,タッパー,クリアファイルなど 
 

マークのないプラスチック製品 

ゴム製品 

 

 

 

 
ゴム手袋、ゴム長靴 
ホース、ボールなど 

※ホースは５０㎝位に切る 

革製品 

 
 
 
 
 
金属部分は取り外して 

燃えないゴミへ 

紙おむつ、保冷剤など 
 

 
 
 

 
乾燥剤、使い捨てカイロ等 

※紙おむつの汚物は 
トイレに流す 

おもちゃ、ぬいぐるみ 

 

 

 

 
少しでも金属が使われて
るものは燃えないごみ 

注意！ 
  

 

剪定枝・板切れ 

        ⇒もえないごみ  

長さ60ｃｍ以下で 一束30 

ｃｍ位にしばってだす 
 

ビデオ・ＣＤ/ＤＶＤ/ブルー

レイディスク 

        ⇒もえないごみ 

ビデオ・ＣＤ/ＤＶＤ/ブルー

レイディスクのケース 

        ⇒もえるごみ 



 

もえないごみ  

一個の大きさが約４０～５０ｃｍ位のものは名前を書きそのまま出す。 

・ポット、炊飯器、幼児用三輪車、一斗缶、 

 掛け時計、 扇風機、プランター など 

・割れたガラスや陶器、包丁等刃物 

 チェンソーや刈払い機の刃 等 

・蛍光灯は購入時のケースに入れて出 

 す。割れている物は蛍光管だけで  

 「もえないごみ指定袋」で出す。 

４ 

・缶は中身を出し切り  

 軽くすすぐ。 

 

・スプレー缶、カセ 

 ットボンベは使い 

 切り、必ず穴をあ 

空き缶、やかん、フライパン、アルミホイル、その他金属類 

ガラス類、陶器類、電球、小型家電、CD・DVD等 

・割れたガラスや陶器 

 は危険物。 

・CD/DVD,ビデオテー 

 プカセットテープは 

 もえないごみ、 

 ケースはもえるごみ。 

 

 

鉄線、電線、針金ハンガー類はひも

で縛り袋に入れず、名前を書いてそ

のまま出す。 

板切れや剪定

枝は長さ60cm

位で、30cm位

の束にして名

前を書いて出

す出す。 

傘は名前を付け

てそのまま出す。 

－もえないごみ袋に入れ、記名して指定日に出す－ 

危険物  -段ボールに入れて縛り「危険物と書き、 

      記名してもえないごみの指定日に出す- 



 

 

対象となるもの 

・汚れていたら軽くすすぐか 

 ふき取る 

・はがれないラベルは 

 そのままでもＯＫ 

もえないごみ袋に名前と  

 プ と書いて出す 

－「プラスチック製容器包装」とは － 
商品を入れるものまたは包むもので、中身がなくなった時に不要となるものです。 

材質はプラスチックでも、プラマークのないもの、商品の容器や包装ではないプラスチック製品は、 

「もえるごみ」です。また、汚れが落ちない「プラごみ」も「もえるごみ」です。 

歯ブラシ、スポンジ、タッパー、クリアーファイルなどのプラスチック製品は「もえるごみ」 

汚れの落

ちないもの

はもえるご

み 

シャンプー・リンス、洗剤、

ソースなどの容器など 

肉・魚などの白トレイ、卵・果物・豆腐・弁当などのパック、

カップ麺の容器、プリン・ヨーグルト容器など 

お菓子やパンの袋、日用品の包みや

袋、外装フィルムなど 
薬(錠剤）のシート、果物のネット、ペットボト

ルのラベルやキャップ、プチプチなど 

５ 

パック、カップトレイなど ボトル類 

袋、外装フィルムなど その他 

間違いが多い品目 

－もえないごみ袋に プ と書き、記名して指定日に出す－ 

プラスチック製容器包装 

二重袋で出さ

ない 



６ 

 

   

                            

  ① もえないごみの袋で出す。          
  もえなごみの袋に砕いて入れて プ と書き名前を 

    書いて出す。 

  ② 箱のまましばり名前を書いて出す。 
      〇箱は１個づつしばる。 

      〇箱の中に発泡スチロールを詰めてもＯＫ。 

      〇三辺の合計は１ｍ以下が目安。 
           ※三辺の合計が１ｍ以上になる場合、割ってもえないごみ  

      袋に入れるか、１メートル以下に割ってしばって出す。 

三辺の合計１ｍ以下 

   白トレイ（食品トレイ）の出し方 
 

 

 

 

 

 
 

洗って 

乾かす。 

もえないごみ袋

に プ と書いて

出す。 

（他のプラごみ

といっしょに出

してください） 

 発泡スチロールの出し方 

 白トレイ（食品トレイ）の出し方 

シールやラップ

を剥がす。 

汚れの落ちないプラスチックはもえるごみで出す。 

 

白色トレイはスーパー等買ったお店の回収ボックスでも返せます。 

事業活動で大量に出る発泡スチロールは産業廃棄物です。一般廃棄物収集

運搬許可業者（11ページ参照）に処理を依頼することをお勧めします。 

ー（発泡スチロール・白トレイ）ー 

プラスチック製容器包装 



７ 

 

古紙類 －種類別にしっかりと縛って出す－ 
 〇新聞      〇雑誌    〇段ボール       〇紙パック 

 

   

 

 

 

  

 〇その他の紙(雑紙) 

紙以外を 

取り除く。 

チラシ、包装紙、紙の菓

子箱、コピー用紙、名

刺、メモ用紙等 

 
かさばらないよ

うにする。 

 

紙袋に入れてしっ

かりしばるか、 

まとめてしばる。 

次のような紙はリサイクルできません。 

「もえるごみ」で出して下さい。 
写真、ＦＡＸ用紙、感熱紙、油紙、カーボン

紙、内側が加工されている紙（ジュース

やお酒の紙パック、カップ麺のふた、紙

コップ等）、匂いのついた紙（洗剤箱、線

香の箱等） 

ガラスびん    －もえないごみ袋で色別に分けて記名して出すー 

 

古紙類     －種類別にしっかりしばって出す－ 

キャップ、栓、コルクは取る。 

（ラベルははがさなくても良い） 
中は出し切り 

良くすすぐ。 

３色に分けてもえないごみ袋に入れ、 

名前を書きビン（資源物）の日に出す。 

区別がつかない色等はその他で出す。 

茶 色 その他 

茶色の一升び

ん、ビールび

ん、牛乳びん等のリ

ターナブルびんは

販売店に返す。 

次の物は入れない 

・農薬のびん  → 

・コップ 

・板ガラス    →   

・電球 

   

農協の回収

に出す 

もえないごみ

又は危険物 



８ 

 

ペットボトル  -ペットボトル(資源）の日に指定の方法で出すー 

ジュース・水、酒、醤

油等のペットボトル 

 キャップと 

ラベルをはずす 
 

（はずした 

キャップと

ラベルは

「プラ 

ごみ」 

水で 

 すすぐ 
もえないごみ袋に入

れて記名して出す。 

専用ネット

があるス

テーション

は直接専用

ネットに入

れる。 

 汚れが落ちない

ペットボトルは

燃えるごみ 

油や油分の入っていた

ボトルはプラスチック

製容器包装で出す。 

有害ごみ―もえないごみの日に指定の方法で出すー 

● 灰  
   練炭、豆炭などの灰は、ふるいなどで灰だけにし、丈夫な袋に入れて     
   「灰」と明記し、記名して「もえないごみ」の日に出す。 
 

● 乾電池 （充電式乾電池含む）  
      クリーンステーションに設置されている専用の一斗缶に入れる。 
      またコイン電池、ボタン電池も専用の一斗缶に入れてください。 
 

● モバイルバッテリー等 
  モバイルバッテリー、電動工具の充電バッテリー、充電式首掛け扇風機、 
   ブルートゥースイヤホン（スピーカー）等は丈夫な袋に「バッテリー」と明記し 
   記名して「もえないごみ」の日に出す。 
     

● 蛍光灯 
   砕かずに買った時の梱包容器に入れ、記名して「もえないごみ」の日に出す。 
   割れたものはそれだけでもえないごみ袋に入れて出す。 

販売店等にご相談ください 
●テレビ・エアコン・洗濯機・冷凍冷蔵庫 
  （家電リサイクル法対象商品） 
    家電小売店が引き取り、メーカーが回収をします。 

●バッテリー・タイヤ・消火器・ピアノ 
    取扱店にご相談ください。 

●パソコン  
    購入したメーカーや販売店が回収をします。 
   （春・秋の小型家電回収でも回収します） 

●バイク  メーカーが自主回収を行います。 



  

粗大ごみ －春・秋の回収、エコパーク寒川持ち込みー 

①春・秋の粗大ごみ回収(有料）に出す。 

②直接エコパーク寒川に持ち込む。（料金等 

 下記参照） 

③村内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼す 

 る。（11ページ参照、料金は各業者に確認し 

 てください。） 

 

 

エコパーク寒川に持ち込む場合下記のとおり料金がかかります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

上記「粗大ごみ」の他にも以下のごみはエコパーク寒川に持ち込むことが出来ます。 
 

●エコパーク寒川に「持ち込める」ごみ 
 

①もえるごみ・もえないごみ ２６円／１０kg 

 分別方法はクリーンステーションに出す場合と同じです。（指定袋は不要） 

②犬・猫の死がい ５２０円／１体 
 

●エコパーク寒川に「持ち込めない」ごみ 
 

以下のものはエコパーク寒川に持ち込みできません。 
 

・各ステーションで回収している「資源物」のうち、 

 「ペットボトル・古紙・プラスチック製容器包装」 

・大量の木くず、刈り草等 

・大型の動物の死骸 

・適正処理困難物（下記の物は販売店や回収業者に依頼ください） 

９ 



  

事業所から出るごみの処理 
  

 民宿、飲食店、事業所等から事業活動に伴い出るごみで「産業廃棄物」とし

て定められている物は「産業廃棄物処理業者」に依頼するなどして処理しなけ

ればなりません。ただし、生ごみ等の一般家庭と同様のごみ（事業系一般廃棄

物）はステーションに出すことが出来ますが、量が多い場合などは下記の方法

での処理を推奨します。 
  

１ 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。 

   （11ページ参照、処理料金等は業者と相談下さい。） 
 

２ エコパーク寒川へ直接搬入する。 

  ●「もえるごみ」「もえないごみ」…10kgあたり26円 

  ●「粗大ごみ」…10kgあたり523円 

  ※直接搬入できるもの…「もえるごみ」「もえないごみ」 

    「有害ごみ」「粗大ごみ」 
     資源ごみ類（紙類、ガラスびん、ペットボトル、プラスティック製 

    容器包装は搬入できません。） 

 

   

  は家庭ごみと同様の方法で指定のクリーンステーションに搬出できます。 

 
 

村では生ごみ減量や子育て応援の一環として下記の事業を行っています。 

  

●生ごみ処理機器購入費補助金交付事業 

 世帯での生ごみ処理機等の購入費用を補助します。 

  ・コンポスト １世帯２台まで、代金の1/2（限度額4,000円） 

  ・電動生ごみ処理機 １世帯１台、代金の1/2（限度額20,000円） 
 

●ごみ等集積施設整備事業費補助金交付事業 

 地域のクリーンステーションの新設や修繕費用を補助します。 

  ・クリーンステーション新設 補助率70％（限度額500,000円） 

  ・クリーンステーション修繕 補助率30％（限度額500,000円） 
 

●出生等お祝い事業 

 「出生届」の提出時又は「1歳未満の赤ちゃん 

 の転入届」の提出時に下記の物品を進呈しています。  

  ・村指定もえるごみ袋(２０L、20枚入り)３ロール 

10 

資源ごみ類（発泡スチロールや段ボール等）は一般廃棄物収集運搬

許可業者に処理を依頼してください。 

ごみ減量等に関する支援事業 

 



  

11 



野焼きやごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」で禁止されています。違反

した場合５年以下の懲役もしくは1,000万円以

下の罰金またはその両方といった厳しい罰則が

科されます。 

ごみの出し方に迷ったら、役場民生課住民係に

確認しましょう。 

ごみに関してご不明な点や 

お困りなことがありましたら 

役場民生課住民係まで 

お問い合わせください。 
 

野沢温泉村役場 民生課住民係  

☎0269-85-3112 

 

ポイ捨て、山間地や道路脇への投棄な

ど、ごみの不法投棄が見受けられます。 

不法投棄は景観を損ねるだけでなく地球

環境をも汚染しています。村では各機関

と連携し不法投棄監視員や職員によるパ

トロールを随時行っています。 

 

野焼きで発生する臭いや煙により「洗濯

物が干せない」「窓が開けられない」と

いった苦情が寄せられます。法律で規制

されていない農業などでの焼却も、風向

きや時間帯に注意し、近所の方に声をか

け、消えるまで監視するなど最低限のマ

ナーを守りましょう。 


