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具体例 分類区分 （備考）ワンポイント

1. 食べ物・飲み物関係（食器以外）
あ アイスキャンデーの棒（木製） 燃えるごみ
え 塩化ビニールボトル（ソース・食用油等） その他プラ 洗って乾燥させる　※塩ビボトルはペットボトルではありません
塩化ビニールボトルのフタ その他プラ 洗って乾燥させる

か 貝殻（家庭から排出に限る） 燃えるごみ
菓子・そうめん等の空き箱（木製） 燃えるごみ
菓子の空き箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
菓子の個包装（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる
菓子の外袋（プラスチック製） その他プラ
菓子箱・缶の中仕切り（紙製） 燃えるごみ
菓子箱・缶の中仕切り（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる
カップ (プラスチック製 )( プリン・アイス等 ) その他プラ 洗って乾燥させる
カップ (紙製 )( アイス・ヨーグルト等 ) 燃えるごみ
カップの外包装フィルム その他プラ
カップの台紙 燃えるごみ
カップのフタ (アルミ製） 燃えないごみ 洗って乾燥させる
カップのフタ (紙製） 燃えるごみ
カップのフタ（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる
カップのフタ（プラスチックと紙の張り合わせ）燃えるごみ
カップのフタ（プラスチックとアルミの張り合わせ）その他プラ 洗って乾燥させる
カップめんの外包装フィルム その他プラ 洗って乾燥させる
カップめんの中の容器・スープ・かやくの袋 その他プラ 中を洗って乾燥させる　※洗っても汚れが落ちない物は燃えるごみへ
カップめん容器のフタ（紙製） 燃えるごみ
かまぼこの板 燃えるごみ
紙パック（内側が白色のもの） 紙類（紙パック） ひもで十文字にしばる
紙パック（内側が白色以外のもの） 燃えるごみ
ガムの個包装（紙製） 燃えるごみ
缶（アルミ ･スチール） カン 洗って乾燥させる（粉ミルク・食用油・茶の缶等も出せる）
缶のフタ・プルトップ（アルミ ･スチール） 燃えないごみ 洗って乾燥させる
乾燥剤（食品に入っているもの） 燃えるごみ ※危険なものもあるので、水にぬれないようにする

く 串（焼き鳥、だんごの竹串等） 燃えるごみ
果物等を包んだ発泡スチロール製ネット その他プラ

こ 紅茶の外箱の上のフィルム その他プラ
紅茶 (ティーバック型 )の個別包装紙 燃えるごみ
紅茶のティーバック 燃えるごみ
米缶 粗大ごみ
米の袋（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる　
米の古袋（紙製） 燃えるごみ

し 食用油 燃えるごみ 紙にしみこませるか、凝固剤で固め紙に包む
す ストロー 燃えるごみ
ストローの袋（紙製） 燃えるごみ
ストローの袋（プラスチック製） その他プラ
スプーン（プラスチック製） 燃えるごみ コンビニ弁当や粉ミルクなどのスプーンも燃えるごみ

た 卵パック（プラスチック製） その他プラ
卵パックの台（紙製） 紙類（その他の紙）ひもで十文字にしばる

ち 茶の袋（アルミと紙の合わさったもの） 燃えるごみ
チューブ（ケチャップ・マヨネーズ・練りわさび等）その他プラ 中を洗って乾燥させる　※洗っても汚れがおちない場合は燃えるごみへ
チューブのフタ その他プラ 洗って乾燥させる
チューブの外袋 その他プラ

と 豆腐のパック その他プラ 中を洗って乾燥させる　
豆腐のパックのフタ その他プラ 洗って乾燥させる

し 白いトレイ（発泡スチロール） 白色トレイ 洗って乾燥させる※洗っても汚れが落ちない場合は燃えるごみへ
な 鍋焼きうどんのアルミ製品 燃えないごみ 洗って乾燥させる
は バターの外箱（紙製） 紙類（その他の紙） 雑誌の間に挟む
バターの容器（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる　※洗っても汚れが落ちない場合は燃えるごみへ
パック（イチゴ・ぶどう・ミニトマト等のプラスチックパック） その他プラ 洗って乾燥させる
パックの上のラップフィルム その他プラ 洗って乾燥させる

ひ ビン（インスタントコーヒー・ジュース・一升瓶等の飲食用ビン） ビン類 中を洗って乾燥させる (牛乳ビンや一升瓶はお店に引き取ってもらう )※飲食用以外のビンはガラス類へ
ビンのコルク栓 燃えるごみ
ビンのフタ（プラスチック製）（インスタントコーヒー等） その他プラ 洗って乾燥させる（販売店回収の牛乳ビンのフタはビンに付けて返却する）
ビンのフタ（金属製）（一升瓶・ジャム等） 燃えないごみ
ビンのフタ（紙製）（牛乳ビン等） 燃えるごみ

ふ フォーク（プラスチック製） 燃えるごみ コンビ二弁当等のもの
プラスチックボトル（ソース・食用油等） その他プラ 洗って乾燥させる　※プラボトルはペットボトルではありません
プラスチックボトルのフタ その他プラ 洗って乾燥させる

へ ペットボトル（ジュース ･酒類 ･しょうゆ ･本みりんなど） ペットボトル 中を洗って乾燥させる　※塩化ビニールやプラスチック製のボトルはその他プラへ
ペットボトルのフタ その他プラ 洗って乾燥させる
弁当容器（コンビニ等・紙製） 燃えるごみ
弁当容器（コンビニ等・プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる
弁当容器（コンビニ等）の緑のギザギザ（バラン）燃えるごみ 容器包装ではないのでリサイクルできない
弁当容器（コンビニ等）の外包装フィルム その他プラ 洗って乾燥させる

ま マーガリンの外箱（紙製） 紙類（その他の紙） 雑誌の間に挟む
マーガリンの容器（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる　※洗っても汚れが落ちない場合は燃えるごみへ
マヨネーズの外袋（プラスチック製） その他プラ
マヨネーズのチューブ その他プラ 中を洗って乾燥させる　※洗っても汚れが落ちない場合は燃えるごみへ
マヨネーズのキャップ その他プラ 洗って乾燥させる

や 野菜の結束テープ（プラスチック製） 燃えるごみ
野菜の外装（プラスチック製） その他プラ
野菜等を入れた網・ネット その他プラ

ら ラップ（お店で包装されたもの） その他プラ 洗って乾燥させる (値札等は取り外す )
れ レトルトパック その他プラ 中を洗って乾燥させる
レトルトパックの外箱（紙製） 紙類（その他の紙） 雑誌の間に挟む※ビニールコーティングのものは燃えるごみへ

わ 割りばし 燃えるごみ
割りばしの個袋（紙製） 燃えるごみ
割りばしの個袋（プラスチック製） その他プラ

2. 台所用品関係（電気を使用しない物）
か ガスマット（アルミ製） 燃えないごみ
ガスレンジ 粗大ごみ
カセット式ガスボンベ カン ※危険なので穴を開け（火気の無い所で）ガスを抜く
カセット式コンロ 粗大ごみ
カセット式ガスボンベのキャップ（プラスチック製） その他プラ
ガラス食器（耐熱ガラス製も含む） ガラス類
缶切り 燃えないごみ

こ コップ（プラスチック製） 燃えるごみ
コップ（ガラス製・耐熱ガラス製） ガラス類

さ 皿（ガラス製・耐熱ガラス製） ガラス類
皿（陶器製） ガラス類
皿（プラスチック製・紙製） 燃えるごみ
ざる（プラスチック製） 燃えるごみ
ざる（金属製） 燃えないごみ

し 食器棚 粗大ごみ
す スプーン（金属製） 燃えないごみ
スプーン（陶磁器製） ガラス類
スポンジ 燃えるごみ

ち 茶碗 ガラス類 プラスチック製のものは燃えるごみへ

1. 食べ物・飲み物関係（食器以外）
2. 台所用品関係（電気を使用しない物）
3. 家電製品・機械関係
4. 家具関係
5. 日常生活品関係
6. 作業用具関係
7. 趣味・レジャー関係

燃えるごみ
カン ･燃えないごみ
その他プラ
ビン類 ･ガラス類
ペットボトル
紙類
発泡スチロール ･白色トレイ

布類
粗大ごみ（有料ごみ）
家電リサイクル法対象品
パソコン
処理困難物
自動二輪リサイクル
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と 土鍋 ガラス類
な 流し台 粗大ごみ
鍋（金属製） 燃えないごみ
鍋のふた（金属製・金属とガラスが一体化した物） 燃えないごみ ふた全体が耐熱ガラスでできている物はガラス類へ

ふ フォーク（金属製） 燃えないごみ
フライパン 燃えないごみ

ま まな板（プラスチック製・木製） 燃えるごみ
や やかん 燃えないごみ
ゆ 湯沸器 粗大ごみ
ら ラップ（家庭で使用したもの） 燃えるごみ
ラップケースの刃（金属製） 燃えないごみ
ラップの芯 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
ラップの外箱 (紙刃を含む・紙製 ) 紙類（その他の紙）〃　　　　　　※金属製の刃は取り外すこと
ラップの外箱の外の包装フイルム その他プラ

３．家電製品・機械関係
あ アイロン 粗大ごみ
アンテナ（家庭用・車載用等） 粗大ごみ ※車載用アンテナは燃えないごみへ
アンプ 粗大ごみ

い 衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品
う ウインドファン（冷風扇） 粗大ごみ 窓等に取付ける水冷扇風機（エアコン機能の無い物）
ウインド型エアコン 家電リサイクル法対象品
腕時計 燃えないごみ 中の電池は抜く

え エアコン（室外機含む） 家電リサイクル法対象品
ＭＤ ( ケース含む ) 燃えるごみ
ＭＯ (ケース含む ) 燃えるごみ
エレクトーン 粗大ごみ
延長コード 燃えないごみ コードリールは粗大ごみへ
鉛筆削り（小型手動・手動・電動等） 燃えないごみ 電池を使う物は、中の電池を抜く

お オートバイ（スクーター含む） 自動二輪リサイクル 廃棄二輪車取扱店へ
オルガン 粗大ごみ
温水器 粗大ごみ

か 懐中電灯 燃えないごみ 中の電池は抜く
カーオーディオ 粗大ごみ
カセットテープ（ケース含む） 燃えるごみ
カメラ 燃えないごみ
カメラのケース 燃えるごみ
換気扇 粗大ごみ
乾電池 燃えないごみ 袋に入れて出す。（小中学校も回収しています）

き キーボード（パソコン用） 粗大ごみ ＰＣ本体をリサイクルに出す場合はそれに同梱する
く 草刈り機 粗大ごみ
草刈り機の刃 燃えないごみ
グロー球 ガラス類 球がプラスチック製のものは燃えるごみへ

け 蛍光管 ガラス類
蛍光管の外箱 紙類（その他の紙）段ボール状の物は紙類（ダンボール）へ※ひもで十文字にしばる
蛍光管の外箱の上の包装フィルム その他プラ
携帯電話 燃えないごみ できるだけ販売店に返すようにする
携帯電話の充電器 燃えないごみ
ゲーム機 粗大ごみ
携帯ゲーム機 燃えないごみ 電池を抜いておく
ゲームソフト（カートリッジ型・ＣＤ型等全種）燃えるごみ

こ 小型家電製品（ドライヤー・髭剃り・目覚し時計など）燃えないごみ
こたつ・こたつ板・こたつ布団 粗大ごみ
コピー機（家庭用サイズのもの） 粗大ごみ
コンバイン 処理困難物
コンポ 粗大ごみ 電池を使う物は、中の電池を抜く

し ＣＤ（ケースを含む） 燃えるごみ

し 芝刈り機（個人使用のものに限る） 粗大ごみ
照明機器（蛍光管・白熱電球は取り外す） 粗大ごみ
食器洗い乾燥機 粗大ごみ

す 炊飯器 粗大ごみ
ストーブ 粗大ごみ ※燃料を抜き取る
スピーカー 粗大ごみ

せ 洗濯機 家電リサイクル法対象品
扇風機 粗大ごみ
精米機 粗大ごみ ※家庭用に限る。

そ 掃除機 粗大ごみ
た 体温計（デジタル式） 燃えないごみ 中の電池は抜く※水銀式体温計はクリーンセンターなんとうか南勢最終処分場へ持ち込むこと
体重計 燃えないごみ
田植機 処理困難物

ち チェンソー（エンジン型・電動型） 粗大ごみ
て DVD( ケース・DVD-RAMを含む ) 燃えるごみ
DVDビデオカメラ 粗大ごみ
DVDプレイヤー 粗大ごみ
デジタルカメラ 燃えないごみ
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） 家電リサイクル法対象品
電気あんま機 粗大ごみ
電気カーペット 粗大ごみ
電気カミソリ（シェイバー） 燃えないごみ
電気ポット 粗大ごみ
電気毛布 粗大ごみ
電球（白熱電球・豆球・グロー球） ガラス類
電子レンジ 粗大ごみ
電卓（計算機） 燃えないごみ 中の電池は抜く
電動歯ブラシ 燃えないごみ 中の電池は抜く
電話機 粗大ごみ

と 時計（掛け時計） 燃えないごみ 長辺（直径）が20cmを超えるものは粗大ごみへ
トースター 粗大ごみ
ドライヤー 燃えないごみ
トラクター 処理困難物

な 生ごみ処理機 粗大ごみ
の 農機具（エンジン付） 処理困難物 ※小型のものはクリーンセンターなんとう、南勢最終処分場までお問い合わせ下さい。
は パソコン パソコンリサイクル メーカーに電話をして回収依頼をする
バッテリー（自動車など） 処理困難物

ひ PDA(小型携帯端末・機能限定型携帯パソコン ) 燃えないごみ パソコンリサイクルの対象外
ビデオカメラ 粗大ごみ
ビデオテープ（ケース含む） 燃えるごみ
ビデオデッキ 粗大ごみ

ふ ファックス 粗大ごみ
ファンヒーター 粗大ごみ ※燃料を抜き取る
布団乾燥機 粗大ごみ
プリンター 粗大ごみ
プリンターのインクカートリッジ 燃えるごみ できるだけ家電製品店の回収ボックスを利用
フロッピーディスク（ケース含む） 燃えるごみ

ま マウス 燃えないごみ PC本体をリサイクルに出す場合はそれに同梱する
み ミキサー 粗大ごみ
ミシン 粗大ごみ

ら ラジカセ（CD・MD） 粗大ごみ 電池を使う物は、中の電池を抜く
る ルームランナー 粗大ごみ
れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル法対象品
レコード 燃えるごみ
レコードプレイヤー 粗大ごみ

わ ワープロ 粗大ごみ
ワープロインクリボン 燃えるごみ
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わ ワープロインクリボンの個袋（プラスチック製）その他プラ
ワープロインクリボンの外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む

4. 家具関係
い いす 粗大ごみ
か 鏡台 粗大ごみ
さ サッシ 粗大ごみ
し 障子 粗大ごみ
そ ソファー 粗大ごみ
た 畳 粗大ごみ
棚 粗大ごみ
タンス 粗大ごみ

つ 机 粗大ごみ
て テレビ台 粗大ごみ
と 扉 粗大ごみ
へ ベット 粗大ごみ
ほ 本棚 粗大ごみ 木製・プラスチック製のものは分解して燃えるごみとしても出せる

5. 日常生活品関係
あ アイロン台 粗大ごみ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ
安全ピン 燃えないごみ ※フタのある容器に入れる

い 衣装缶 粗大ごみ
衣装ケース（プラスチック製） 燃えるごみ 一斗缶の大きさを超えるものは粗大ごみへ
一斗缶 燃えないごみ
一輪車 粗大ごみ
衣類（天然繊維・化学繊維製） 布類 汚れているものは洗う（ひもで十文字にしばる）
衣服（羽毛・わた） 燃えるごみ
入れ歯 燃えないごみ できるだけ日本入れ歯リサイクル協会へ郵送を

う うちわ（竹製・プラスチック製） 燃えるごみ
乳母車【うばぐるま】 粗大ごみ

え 枝（庭木を剪定した木くず） 燃えるごみ 長さ50cm太さ15cm以下に切る。
鉛筆 燃えるごみ

お おしゃぶり 燃えるごみ
落ち葉 燃えるごみ

か カイロ（使い捨て型）の外装 その他プラ
カイロ（使い捨て型） 燃えるごみ ※危険なので熱のない状態にする
カギ 燃えないごみ
ガクブチ 燃えるごみ ガラス部分はガラス類へ
傘の骨 燃えないごみ 布・ナイロンは燃えるごみへ
カチューシャ 燃えるごみ 中に金属フレームが入っている物は燃えないごみへ
カッターナイフ 燃えないごみ
カッパ（レインコート） 燃えるごみ
かばん 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らない物は粗大ごみ※金属製は燃えないごみへ
がびょう 燃えないごみ ※危険なのでフタのあるカンなどに入れる
花瓶（ガラス製） ガラス類 金属製は燃えないごみへ
花瓶（陶磁器製） ガラス類
カーペット 粗大ごみ 細かく切れば燃えるごみとしても出せる
紙おむつ 燃えるごみ 汚物はトイレに流す
紙製コップ・皿等 燃えるごみ
カミソリの柄 燃えるごみ 金属の部分が多い物は燃えないごみへ
カミソリの刃 燃えないごみ ※危険なので、フタのあるカンなどに入れる
紙袋（お店で商品を入れる袋） 燃えるごみ
ガラス（板ガラス・耐熱ガラス） ガラス類
ガラス（クリスタルガラス） ガラス類
カラーボックス 粗大ごみ
瓦 ガラス類 クリーンセンターなんとう・南勢最終処分場へ持ち込むこと※業者の方は持ち込みできない

か 感熱紙 燃えるごみ ※感熱紙は紙類としてリサイクルできない
き キャッシュカード 燃えるごみ ※必ずハサミで裁断しておく
銀行の紙袋 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む

く 空気入れ（自転車用等） 粗大ごみ
草・花 燃えるごみ
櫛（木製・プラスチック製） 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみへ
薬（錠剤・カプセル）のプラスチックシート その他プラ 箱などにプラのマークが無い物は燃えるごみへ
薬袋（病院や薬局でもらう薬を入れる袋） 紙類（その他の紙）薬そのものを包んでいる袋は燃えるごみへ※雑誌の間に挟む
クッション 燃えるごみ
口紅の容器（プラスチック製） 燃えるごみ
口紅の容器（金属製） 燃えないごみ
口紅の容器（ガラス製） ガラス類
靴（革・合成ゴム等全種） 燃えるごみ
靴の空き箱 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
靴下 燃えるごみ
靴下の外袋（プラスチック製） その他プラ
靴下の帯巻き（紙製） 燃えるごみ
クリヤファイル 燃えるごみ
クリーニングのポリ袋 燃えるごみ サービスの提供に伴う包装なのでその他プラに該当しない
クリーニングの紙袋・台紙 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
クレジットカード 燃えるごみ ※必ずハサミで裁断しておく

け 消しゴム 燃えるごみ 「プラスチック消しゴム」と書かれていても燃えるごみへ
消しゴムの枠紙 燃えるごみ
消しゴムの包装フィルム その他プラ
化粧品の紙箱 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
化粧品携帯ポーチ 燃えるごみ
下駄箱 粗大ごみ

こ 小型金庫 粗大ごみ
ゴム製品（手袋・長靴・ホース・マット等） 燃えるごみ
ごみ箱（家庭用プラスチック製） 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らない物は粗大ごみへ
コンポスト容器 粗大ごみ

さ ざぶとん 燃えるごみ
サンダル 燃えるごみ
三輪車 粗大ごみ

し 磁石 燃えないごみ 若葉マーク等のマグネットシートは燃えるごみへ
下着（電話帳より大きいもの） 布類 汚れているものは洗う（ひもで十文字にしばる）
シーツ 布類 　〃
湿布剤 燃えるごみ
湿布剤の外箱（アルミと紙を張り合わさったもの）燃えるごみ
湿布剤の表面に張られた薄いフィルム 燃えるごみ
湿布剤の外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
自転車 粗大ごみ
シャープペンシル（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみへ
シャンプーのボトル（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる
シャンプーのボトルのノズル 燃えるごみ バネが使われているのでリサイクルできない
シャンプーの詰め替えパック その他プラ 中を洗って乾燥させる
じゅうたん 粗大ごみ 細かく切れば燃えるごみとしても出せる
朱肉 燃えるごみ
消火器 処理困難物 専門業者へ持ち込む（有料）
定規（木製） 燃えるごみ
定規（プラスチック製） 燃えるごみ 容器包装ではないのでリサイクルできない
定規（金属製） 燃えないごみ
じょうろ（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみへ
新聞紙 紙類（新聞紙） ひもで十文字にしばる

す 水筒（金属製・魔法瓶） 燃えないごみ
水筒（プラスチック製） 燃えるごみ 内筒が金属製のものは燃えないごみへ
ストッキング（化学繊維製） 燃えるごみ
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す ストッキングの外袋（プラスチック製） その他プラ
ストッキングの中の台紙 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
スプレー缶 カン ※危険なので、穴を開け（火気の無い所で）ガスを抜く
スプレー缶等のガス抜き 燃えないごみ
スプレー缶のキャップ（プラスチック製） その他プラ
スリッパ 燃えるごみ

せ 生理用品 燃えるごみ
生理用品の包装（外袋・個袋） その他プラ
石鹸の外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
石鹸の個袋（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる
接着剤の紙袋 燃えるごみ
接着剤のチューブ（プラスチック製） 燃えるごみ
接着剤のチューブ（金属製） 燃えないごみ 中身を使い切る
接着剤のビン ガラス類 中身は紙や布に染込ませ乾燥させて燃えるごみへ（乾燥は屋外で火気厳禁にて行う）
セロハン紙 燃えるごみ
セロテープの外箱 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
洗剤の計量カップ 燃えるごみ
洗剤容器（塩化ビニール製・プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる
洗剤容器（紙製） 燃えるごみ
洗濯のりの容器（プラスチック製） その他プラ 内側に付着した洗剤が取れない場合は燃えるごみへ
洗濯のりの容器のキャップ（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる
洗濯ばさみ（プラスチック製・木製） 燃えるごみ 金属製のものは燃えないごみへ
洗面器 燃えるごみ 金属製のものは燃えないごみへ

そ ぞうきん 燃えるごみ
た ダウンジャケット 燃えるごみ
タオル 布類 ひもで十文字にしばる
タバコの外装フィルム その他プラ
タバコの空き箱 燃えるごみ
タバコの箱の中の銀紙 燃えるごみ
タバコの吸殻 燃えるごみ
ダンボール 紙類（ダンボール）ひもで十文字にしばる※金属・ガムテープ等は取り除く

ち チャイルドシート 粗大ごみ
チラシ（新聞の折込広告） 紙類（その他の紙）ひもで十文字にしばる※新聞の折込み広告以外の広告は燃えるごみへ
チリトリ（プラスチック製） 燃えるごみ
チリトリ（金属製） 燃えないごみ 一斗缶の大きさを超えるものは粗大ごみへ

つ 杖（木製） 燃えるごみ 指定ごみ袋に入るサイズに切る
杖（金属製） 粗大ごみ
爪切り 燃えないごみ

て ティッシュボックスの外包装フィルム その他プラ
ティッシュボックス（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
ティッシュボックス（紙箱）取り出し口のフィルム 燃えるごみ
テッシュペーパー 燃えるごみ
手鏡 ガラス類
手紙 燃えるごみ
手袋 燃えるごみ
テレホンカード 燃えるごみ

と トイレットペーパーの芯 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
トイレットペーパーの外袋（プラスチック製） その他プラ

ね ネクタイ 燃えるごみ
の ノート 紙類（雑誌） ひもで十文字にしばる
は バインダー 燃えるごみ 金属部分は取り外して燃えないごみへ
はがき 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む※ビニールコーティング及び写真貼付ハガキは燃えるごみへ
バケツ（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製の取っ手は取り外して燃えないごみへ
バケツ（金属製） 燃えないごみ
はさみ 燃えないごみ
発泡スチロール 発泡スチロール 中を洗って乾燥させる（ラベル等は剥す）※洗っても汚れがおちない場合は燃えるごみへ
歯ブラシの包装パック（プラスチック製） その他プラ

は 歯ブラシの包装パックの中の台紙 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
歯ブラシ 燃えるごみ 電動歯ブラシは電池を抜いて燃えないごみへ
歯磨き粉のチューブ（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる※洗っても汚れが落ちない物は燃えるごみへ
針 燃えないごみ ※危険なので、フタのあるカンなどに入れる
ハンガー（木製・プラスチック製） 燃えるごみ
ハンガー (金属製 ) 燃えないごみ

ひ ビニール製品（ひも・テープ・ホース等） 燃えるごみ
ビン（化粧品・塗り薬のビン等） ガラス類
ビンのフタ（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる

ふ 封筒 燃えるごみ
ふきん 燃えるごみ
プチプチ（気泡緩衝材・エアーキャップ） その他プラ
筆 燃えるごみ
布団 粗大ごみ
布団カバー 布類 ひもで十文字にしばる
布団干し 粗大ごみ
ブラインド 粗大ごみ
ブラシ 燃えるごみ
ブルーシート 粗大ごみ 50cmぐらいの長さに切れば燃えるごみとして出せる
ふろしき（布製） 布類 ひもで十文字にしばる
ふろしき（プラスチック製・ビニール製） 燃えるごみ

へ ベニア板 粗大ごみ
ベビーカー 粗大ごみ
ベビーバス 粗大ごみ
ベビーベット 粗大ごみ
ベルト 燃えるごみ できれば金属部分は取り外して燃えないごみへ
ヘルメット（オープンフェイス・フルフェイス等）燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみへ
弁当箱（プラスチック製） 燃えるごみ
弁当箱（金属製） 燃えないごみ

ほ ほうき 粗大ごみ 50cmくらいの長さに切れば燃えるごみとして出せる
帽子 燃えるごみ
包丁 燃えないごみ ※危険なので厚紙・布で巻く
ポケットテッシュ数個の外袋 その他プラ
ポケットテッシュの個袋 その他プラ
歩行器 粗大ごみ
補聴器 燃えないごみ 乾電池は抜き取る
ホッチキス 燃えないごみ
ホッチキスの空き箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
ホッチキスの針 燃えないごみ ※危険なので、フタのあるカンなどに入れる
ホッチキスの針の空き箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
ほ乳ビン（耐熱ガラス製） ガラス類 洗って乾燥させる
ほ乳ビン（プラスチック製） 燃えるごみ
ポリ容器（灯油などを入れる容器） 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らない物は粗大ごみへ※家庭用に限る
ボールペン（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製の物は燃えないごみへ
ボールペン数本の包装パック その他プラ
ボールペン数本の包装パックの中の台紙 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
保冷剤 燃えるごみ
ポンプ（灯油などを注入する手動ポンプ） 燃えるごみ

ま マーカーペン 燃えるごみ
マグネット（若葉マーク等） 燃えるごみ
まくら（わた・そば殻・プラチューブ等全種） 燃えるごみ
マッチ（使用済み） 燃えるごみ
マッチ箱 燃えるごみ
マットレス 粗大ごみ

み 水枕 燃えるごみ 金属部分は燃えないごみへ
む 虫メガネ ガラス類 プラスチックレンズは燃えるごみへ
め 名刺 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む※ビニールコーティングのものは燃えるごみへ
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め メガネ ガラス類 プラスチックレンズは燃えるごみへ
目薬の外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
目薬の容器（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる※洗っても汚れが落ちない物は燃えるごみへ
目薬の携帯用ケース（プラスチック製） 燃えるごみ
メジャー（目盛り部分が布製・ビニール製） 燃えるごみ
メジャー（目盛り部分が金属製） 燃えないごみ
綿棒の容器（プラスチック製） その他プラ
綿棒 燃えるごみ

も 物干し竿 粗大ごみ
物干し台 粗大ごみ

ら ライター（使いきり型） 燃えるごみ ※危険なので、完全に中のガスを抜く
ライター（ジッポ型） 燃えないごみ ※危険なので、中のオイルを抜く
ランドセル 燃えるごみ

り 旅行かばん 粗大ごみ 一斗缶以下の大きさは燃えるごみへ
れ レシート 燃えるごみ
レジ袋 その他プラ

ろ ローソク 燃えるごみ
わ 輪ゴム 燃えるごみ
輪ゴムの外箱（紙製） 燃えるごみ

6. 作業用具関係
あ 雨どい（プラスチック製） 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るサイズに切れば燃えるごみに出せる※業者の方は持ち込みできない
雨どい（金属製） 粗大ごみ ごみ袋に入る大きさに切れば燃えないごみで出せる※業者の方は持ち込みできない

か 鎌【かま】 燃えないごみ 柄の部分は、可能ならば取り外して指定ごみ袋に入る長さに切り燃えるごみへ
がれき類 粗大ごみ クリーンセンターなんとう・南勢最終処分場へ持ち込む※業者の方は持ち込みできない

き 脚立 粗大ごみ
魚網【ぎょもう】 処理困難物

く 熊手【くまで】・鍬【くわ】 粗大ごみ
鍬【くわ】類の金属部分 燃えないごみ
鍬【くわ】類の木製部分 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るサイズに切れば燃えるごみに出せる
軍手 燃えるごみ
くぎ 燃えないごみ ※危険なので、フタのあるカンなどに入れる

こ 工具 燃えないごみ
せ 石膏ボード 粗大ごみ ※業者の方は持ち込みできない
と トタン（プラスチック製） 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るサイズに切れば燃えるごみに出せる※業者の方は持ち込みできない
トタン（金属製） 粗大ごみ ごみ袋に入るサイズに切れば燃えないごみに出せる※業者の方は持ち込みできない
ドラム缶 粗大ごみ 中身を空にして出す※業者の方は持ち込みできない

の 農薬 処理困難物 農協か販売店にお問合せください
農業用資材（畦波【あぜなみ】・マルチ・ビニール類）処理困難物
ノコギリ 燃えないごみ

ふ ブロック（穴開きコンクリートブロック等） 粗大ごみ クリーンセンターなんとう・南勢最終処分場へ持ち込む※業者の方は持ち込みできない
へ ペンキの空き缶 燃えないごみ 極力古布でふきとる
り リヤカー 粗大ごみ
れ レンガ 粗大ごみ クリーンセンターなんとう・南勢最終処分場へ持ち込む※業者の方は持ち込みできない

7. 趣味・レジャー関係
あ 編み機 粗大ごみ
アルバム（プラスチック製） 燃えるごみ 容器包装ではないのでリサイクルできない

う 植木鉢（陶磁器製） ガラス類 土は取り除く
植木鉢（プラスチック製・樹脂製） 燃えるごみ 土は取り除く

え 絵の具のチューブ（プラスチック製） その他プラ 中を洗って乾燥させる※洗っても汚れが落ちない物は燃えるごみへ
絵の具のチューブ（金属製） 燃えないごみ 中身を使い切る
絵の具のチューブのキャップ（プラスチック製）その他プラ 洗って乾燥させる
エンジンオイル 処理困難物 販売店へ問い合わせるか、紙や布に吸い込ませて燃えるごみへ

お おもちゃ（木製） 燃えるごみ ネジやバネ程度の金属がついていてもそのまま出せる
おもちゃ（プラスチック製） 燃えるごみ 　〃　※モーターは取り外して燃えないごみへ
おもちゃ（金属製） 燃えないごみ 電池を使う物は、中の電池を抜く※長辺が20cmを超える物は粗大ごみへ

く クーラーボックス 粗大ごみ
クレヨン 燃えるごみ
クレヨンケース（プラスチック製） その他プラ 洗って乾燥させる
クレヨンケース（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
グローブ 燃えるごみ

け 剣山 燃えないごみ
こ ゴルフクラブ 粗大ごみ
ゴルフバック 粗大ごみ

さ サッカーボール 燃えるごみ
雑誌 紙類（雑誌） ひもで十文字にしばる
サーフボード 粗大ごみ
三脚（カメラ用・ビデオカメラ用） 燃えないごみ

し 写真 燃えるごみ
写真のネガフィルム 燃えるごみ
写真のネガフィルムが入っていたビニールシート 燃えるごみ
週刊誌 紙類（雑誌） ひもで十文字にしばる

す スキーウェア（スノーボードのウェア） 燃えるごみ
スキー・スノーボード道具（板・靴・ストック）粗大ごみ
スケート靴 燃えないごみ

た タイヤ（自動車のタイヤ）・ホイール付タイヤ 処理困難物 専門業者へ依頼してください※ホイールのみは粗大ごみ
つ 釣り糸 燃えるごみ 金属製の釣り糸は燃えないごみへ
釣り竿（グラスファイバー・カーボンファイバー）粗大ごみ
釣り針 燃えないごみ ※危険なので、フタのあるカンなどに入れる

な なわとびのなわ 燃えるごみ
ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ
ね 粘土（紙粘土・油粘土） 燃えるごみ
は 花火の外袋 その他プラ
花火（使用済み） 燃えるごみ ※水につけて消火する
ハーモニカ 燃えないごみ
バット（木製） 粗大ごみ 50cmぐらいの長さに切れば燃えるごみとして出せる
バット（金属製） 粗大ごみ

ひ ピアニカ 粗大ごみ
ふ フィルムの外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
フィルムの筒型ケース 燃えるごみ
ブックカバー（本屋で付けられたもの） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
ブックカバー（書籍の外カバー装丁） 燃えるごみ
ブックカバー（購入品でビニール製等） 燃えるごみ
プラモデル 燃えるごみ
プラモデルのバリ（格子状の固定枠） 燃えるごみ
プラモデルの外箱（紙製） 紙類（その他の紙）雑誌の間に挟む
プラモデルの箱の中仕切り（プラスチック製） その他プラ
ブランコ 粗大ごみ
プランター（プラスチック製・樹脂製） 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らない物は粗大ごみへ
ぶんちん 燃えないごみ

ほ ポスター 紙類（その他の紙）ひもで十文字にしばる※丸めずに折りたたむ
本（書籍） 紙類（雑誌） ひもで十文字にしばる

ら ラケット（木製・ゴム製・カーボン製。ポリマー製）粗大ごみ 50cmぐらいの長さに切れば燃えるごみとして出せる
ラケット（金属製） 粗大ごみ ガットの張ってある物はできるだけ外しておく※外したガットは燃えるごみへ

り リコーダー（プラスチック製・樹脂製・木製・象牙製）燃えるごみ
リール 燃えないごみ

れ レジャーシート（ビニール製） 燃えるごみ
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問合せ先

クリーンセンターなんとう
☎（0596）76-1233

南勢クリーンセンター
☎（0599）66-0057

南勢最終処分場
☎（0599）65-3082

南伊勢町全図

❶

度会町

大紀町

志摩市

扌至伊勢市

南伊勢町

❶クリーンセンターなんとう
❷さいたエコセンター
❸南勢最終処分場
❹きりはらコンポストセンター
❺南勢クリーンセンター

廃棄物処理施設

❷
❸

❹

❺ ●	町役場南勢庁舎

●	
町役場南島庁舎

平成22年 2月


