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Reduce
発生抑制
ゴミも資源も
もとから減らす

Reuse
再使用
繰り返し使う

Recycle
再生利用
資源として
再び利用する
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集 積 場 収 集 日
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１週 もやせるゴミ もやせるゴミ 缶・金属類等 もやせるゴミ もやせるゴミ

第２週 もやせるゴミ もやせるゴミ もやせるゴミ もやせるゴミ

第３週 もやせるゴミ もやせるゴミ 缶・金属類等 もやせるゴミ もやせるゴミ

第４週 もやせるゴミ もやせるゴミ もやせるゴミ もやせるゴミ

第５週 もやせるゴミ もやせるゴミ
乾電池（年２回）

※ゴミカレンダーで必ず
確認を

もやせるゴミ もやせるゴミ

・�もやせるゴミの収集日は、月曜・木曜コースと、火曜・金曜コースとがあります。
　（自治区によって異なります。）
・缶・金属類の収集日は、毎月第１・第３水曜日です。
・乾電池の収集日は、収集カレンダーで確認してください。（第５水曜日予定）
　集積場に設置する袋に乾電池だけを入れてください。
●月曜日・木曜日コース●
　外城田（勝田の一部を除く）・下外城田（公園通りを除く）・有田（久保の一部・伊勢団地・妙法
寺の一部・荒子団地を除く）・田辺・三ツ橋・上町の一部
●火曜日・金曜日コース●
　田丸（田辺・三ツ橋・上町の一部を除く）・久保の一部・伊勢団地・妙法寺の一部・荒子団地・公
園通り・勝田の一部

ゴミ集積場　決められた日の朝８時 30分までに出してください。

もやせるゴミの出し方
町指定袋（赤）に入れて、口をしばって集積場へ出してください。

水切りをしっかりと行う
ことでゴミの減量化に繋
がります。ご協力をお願
いします。

指定袋 ( 赤 ) 紙くず・ボロぎれ

革製品・靴・鞄

紙オムツ

プラスチック製品
(ハンガー・ボウルなど )

プラスチック製のおもちゃ
剪定枝

汚物を
取り除く

(ネジくらいの小さな金属なら、お
もちゃについたままで出せます。)

長さ 60cm以内、太さ 10cm
以内に切り袋に入れるか、ひ
もで束ねてください。

必ず水切りをしてください。
紙・布に
しみこませた油

ぬいぐるみ
カセットテープ・ＣＤ
ビデオテープ (ケースを含む )

ゴム製品

水切りした生ゴミ
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缶・金属類等の出し方
指定カゴ に入れてください。※袋などから出して入れてください。

●�刃物などは危険なので口の広い空き缶等に入れるか、紙や布で包んで出し
てください。

●空き缶は洗ってから、出してください。
●クリスタルガラスは、「缶・金属類等」のカゴに入れてください。
●�ガラス類と金属類が一体となっているものは「缶・金属類等」のカゴに入
れてください。

●家電製品は60cm以内のものに限ります。
●�スプレー缶やカセットボンベ等は使い切ってから、穴を開けずに出してく
ださい。どうしても使いきれない場合は、「中身が入っています」などの
表示をして出してください。

年２回の収集です。
収集日の２週間前に回収袋を
集積場に設置しますので、
乾電池だけを入れてください。
※�充電ができる電池は、家電量販店へ相談
してください。
※�乾電池の収集日は、ゴミカレンダーで確
認してください。

鍋焼きうどんの
アルミ容器

電球 ナイフ・フォーク等

アルミ缶・スチール缶

ドライヤー

携帯電話・充電器

ビンのフタ（金属製）

懐中電灯

ひげ剃り

乾電池

スプレー缶・カセットボンベ等

掃除機

扇風機

灰皿・置物などの
クリスタルガラス製品

はさみ

※個人情報の取り扱いには
　お気をつけください。

使い切ってから、穴を開けず
に出してください。

※�カッティングがされて
　いるもの

刃物は
布や紙で
包む

空き缶に
入れる

カミソリの刃など

電子レンジ 炊飯器

ゲーム機

鍋

眼鏡

フライパン 刃物

指定カゴ

口の広い空き缶等に入れる

小型家電 (一辺最大の長さが 60cm以内 )

缶・金属類等
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リサイクルステーション
リサイクルできる古紙・布類・その他プラスチック製容器
包装類・ペットボトル・ビン類・ガラス類・陶磁器類は分
別してリサイクルステーションに出してください。

中身を洗って、キャップは必ず取り外してください。透明・茶色・その
他の色に分けて指定カゴに入れてください。
(プラスチックキャップは「その他プラスチック製容器包装類」の袋に
入れてリサイクルステーションへ、また金属キャップは集積場の「缶・
金属類等」のカゴへ出してください。)

割れたビンでも、色別に分けてそれぞれの指定カゴに入れてください。

指定カゴには、ビンだけを入れてください。(袋などに入れたまま指定
カゴに入れないでください。)

マジックなどで落書きしたビンは、資源ビンとして出せません。
(缶・金属類等へ)

一升ビンやビールビンなどはなるべく販売店に引き取ってもらうように
しましょう。

※必ず中身を洗ってください。
※多少の油汚れなどが付いていても、リサイクルができます。(ドレッシングのビンなど)
※�マニキュアや接着剤が入っているビン、農薬などの薬品が混入していたビンは「リサイ
クル不可」などの表示をして「缶・金属類」へ出してください。
※�乳白色のビン(陶磁器のような白色のビン)については「ガラス・くずビン類」へ出して
ください。
※耐熱ガラス・板ガラスは「ガラス・くずビン類」に入れてください。

リ サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン 収 集 日
火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１週 その他プラスチック類 ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

第２週 その他プラスチック類
資源ビン

ガラス・くずビン類
陶磁器類

ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

第３週 その他プラスチック類 ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

第４週 その他プラスチック類
資源ビン

ガラス・くずビン類
陶磁器類

ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

第５週 その他プラスチック類 ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

・古紙・布類の収集日は、木曜コースと金曜コースがあります。(地区により異なります。)
・資源ビン、ガラス・くずビン類、陶磁器類の収集日は、第２・第４水曜日です。

自治会に加入されていない方は田丸保育所正門横のリサイクルステーションをご利用ください。

リサイクルステーション

玉城町

プラスチック類
ビ ン 類

資源ビン
３種類に色分けして指定カゴ（白色・茶色・青色）へ入れてください。

【収集日】第２・第４水曜日

その１

その２

その３

その４

その５

これは
　守って！

※�ラベルは無理に取る必要
はありません。

キャップは
はずして
それぞれ分別
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●�板ガラス、すりガラス、
　耐熱ガラス(コーヒーサイホン、
　ほ乳ビン、耐熱ガラスコップ等)

●�茶碗、湯のみ、
　植木鉢（素焼きのもの）
　土鍋等の陶磁器類

ガラス・くずびん類

陶磁器類

指定カゴ（青色・水色）へ入れてください。※袋などから出して入れてください。

指定カゴ（オレンジ色・黄色）へ入れてください。※袋などから出して入れてください。

缶・金属類等 へ出してください。

缶・金属類等 へ出してください。

収集できるもの

収集できるもの

収集できないもの

収集できないもの

【収集日】第２・第４水曜日

【収集日】第２・第４水曜日

指定カゴ

指定カゴ

※プラスチック製のものは
　もやせるゴミです。

網入りガラス、フィルム付きガラス
ガラス製のなべ蓋などで金属等の部分が
取り外しできないもの( 　 )

農薬・劇薬容器として使用して
いたビン

●ひどい汚れがついて取れない陶磁器類
●陶磁器類以外のものと一体となっているもの

クリスタルガラス ガラス以外のものと一体となっ
ているもの

ガラス食器

茶碗・湯のみ

植木鉢

板ガラスなど

土鍋等

ガラス類

陶磁器類

( 　 )置物、灰皿、コップ等に使われていてカッ
ティングがされている。
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容器包装以外のプラスチック
類は、もやせるゴミとして出
してください。

汚れているものは、水洗いし
て乾燥させてください。
（汚れのひどいものは、もやせる
ゴミとして出してください。）

ラベル等が剥がせない場合は
そのまま出してください。
プラスチック製のふた以外
は、取り除いてください。
（金属のキャップは「缶・金属類等」
のカゴに入れてください。）

汚れたままでは
出さないで
ください。

その他プラスチック製容器包装類

推奨袋（緑）に入れて、口をしばって出してください。
【収集日】毎週火・金曜日

その１

その２

その３

これは守って！

金属の
キャップは

「缶・金属類等」
へ

店頭回収も利用しましょう！
キャップ類

発泡スチロール

カップ類

ラップ類

チューブ類 ボトル類
スーパー等
の袋

ヨーグルト・プリン・
アイスクリーム等

三連ヨーグルト・納豆・カップ麺・
肉・魚等の包装用フィルム等

歯磨き粉・ケチャップ・
マヨネーズ等

タバコのオーバーラップ・
トイレットペーパーの袋・
インスタントラーメン・
お菓子・
米の袋等
※中が銀色の物も
　リサイクルできます

玉子のケース・豆腐・カレー・
味噌・海苔・茶・菓子等

インスタント食品・肉・魚・
野菜・惣菜のトレイ等

チューブや洗剤のキャップ・
ペットボトルのフタ・
インスタントコーヒーのフタ・
菓子缶のフタ・
入浴剤のフタ等

シャンプー・リンス・ソース・
洗剤・食用油・ワックス等

※ポンプ・ノズルは、もやせるゴミへ出してください

最近のスーパーマーケットやホームセンターでは、
食品トレイ・ペットボトル・アルミ缶・牛乳パック・
乾電池・ボタン電池・バッテリー等を店頭で回収し
ている販売店もあります。店頭回収に出す場合は、
それぞれの店の「出し方」の指示に従いましょう。

レジ袋

バケツ からし 物干し

ストロー

ビデオテープ

スプーン・
フォーク

洗面器
ＣＤ・ＭＤ・
ビデオのケース

ビニールホース

調味料等

クリーニング
の袋

おもちゃ

弁当箱
（プラスチック製） 汚れたラップ

プラスチック
ハンガー

プラスチック製カップ
ハンドクリーム

等
フィルムケース

発泡スチロール容器・カップ

ポリ袋

プラスチック容器

※電池やライターなどの危険物、注射針などの医療系廃棄物を絶対に混ぜないでください！

これらのものはプラスチック製容器包装類には出さないで！

形は容器でも、それ自体
が商品であるもの

プラスチック製容器包装ではあ
るが、きれいにできないもの

容器や袋ではない
プラスチック製品 分別にまようもの

「その他プラスチック製容器包装類」に入れずに「もやせるゴミ」として出してください。

推奨袋（緑）
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カーテン、布団、
毛糸、毛布、

わた、じゅうたん
等は

出せません。

布　類

古紙類

出し方

出し方

古 着
タオル
シーツ

新 聞 紙
・折込チラシ

段ボール
厚紙（ボール紙）は雑
誌類に出してください

雑 誌 類
雑誌・書籍・厚紙など

紙パック

【収集日】
田丸・有田地区…………毎週木曜日
外城田・下外城田地区…毎週金曜日

これは守って
！

紙以外のものは取り除いてください！ 紙製品でも次のものはリサイクルできません！

●�古着・タオル・シーツなどをまとめて、一人で簡単に持て
る重さにして、ひもで十文字に縛って出してください。

●�ぬれたり汚れているものは、もやせるゴミとして出してく
ださい。

●ボタン・ファスナーは取り除く必要はありません。

●一人で簡単に持てる重さにまとめて、ひもで十文字に縛ってください。
●ぬれたり汚れているものは、必ず抜いてください。
※新聞と折込チラシは一緒に縛って出せます。

●一人で簡単に持てる重さにまとめて、ひもで十文字に縛ってください。
●ぬれたり汚れているものは、必ず抜いてください。
※ガムテープ、発泡スチロール、金属等は必ず取り除いてください。

●一人で簡単に持てる重さにまとめて、ひもで十文字に縛ってください。
●ぬれたり汚れているものは、必ず抜いてください。
※菓子箱は雑誌と一緒に出してください。

●粘着テープ類　●ファイルの金具　●フィルム類
●セロハン　　　●発泡スチロール　●ワッペン類
※�金属類（クリップ・ホッチキスの針等）は「缶・金属類
等」に出し、それ以外のものはもやせるゴミに出してく
ださい。

●紙コップなどのワックス加工紙　●油紙　●写真
●防水加工紙　●感熱紙（ファックス用紙）
●ノーカーボン紙　●ビニールコート紙
●窓のついた封筒
（ビニールの窓だけ取れば雑誌類に出せます。）

●よく洗って、乾かし、開いて、ひもで十文字に
　縛ってください。
●牛乳パックなど内側が白いものに限ります。
　（500cc以上の紙パック）
※中が茶色や銀色の紙パックはリサイクルできま
　せん。（もやせるゴミへ）

※�ダウンジャケットや羽毛布団などの羽毛製品（ダウン率　表示50％以
上）は玉城町社会福祉協議会へお持ち込みいただけます。

袋に入れて出さないでください。

１. 水でよく
　　すすぐ

２. 切り開いて乾かす

３. ひもで十文字に
　　縛る
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キャップを
はずしてください。
（キャップはその他プラへ）
※�ラベルは無理に取る
　必要はありません。

すすいで乾燥させて
ください。

押しつぶして
ください。

袋に入れず、ペットボトル
だけ出してください。

ペットボトル

廃蛍光管・鏡

出し方　※キャップは必ずはずしてください。

【収集日】毎週木曜日

その１ その２ その３ その４

さっと
すすいで
水切り

砂や石の
つかない所で
してね

袋などから
出して
いれてね

※�取りはずしたキャップ・ラベルはその他プラスチッ
ク製容器包装類の袋へ入れて出してください。

※ほかのものを混ぜないでください。
ラベルに材質マークの付いたものだけを出してください。
このマークが付いていないものとは、混ぜないでください。

※�飲食用以外のものを入れて使用したペットボトルは出さ
ないでください。
薬剤を詰めて使用したもの、着色したり、テープなどを張りつけたも
のは出さないでください。

※�汚れているものや、中身が洗っても取り除けないような
ものについては、「もやせるゴミ」へ出してください。

PET ボトルの見分け方

PET マーク
を確認

材質表示マークを
確認してください。

マークのない場合の見分け方

PET ボトル 塩ビボトル

●�ペットボトルのキャップは町公共施設５箇所（役場厚生棟、保健福祉会館、中央公民館、アスピア玉城ふれあいの館、
玉城病院）に回収容器を設置し、回収していますので、分別回収にご協力ください。

役場厚生棟・保健福祉会館・中央公民館に設置されている回収容器に出してください。
ダンボールのカバーなどに入れずに、そのまま回収容器に入れてください。
※割れてしまったものについてもリサイクルできますのでそのまま回収容器に入れてください。

対象となるもの 対象とならないもの

※ダンボールのカバーは、はずしてください。 ※「缶・金属類等」へ出してください。

丸管

体温計（水銀式）

鏡

直管

Ｕ管 ボール管
グロー球 白熱電球・LED電球

ヘソ 点線



ゴ
ミ
の
分
別

危険

農薬

ルールを守って
ゴミを出しましょう
ルールを守って
ゴミを出しましょう

明野

近鉄
へんばや

信号

ＪＡ伊勢
小俣支店
ＪＡ伊勢
小俣支店

橋
合
相

小俣支店

至伊勢市
小俣総合支所

県道鳥羽松阪線

橋
合
相

至明野

伊勢広域環境組合
清掃工場

㈱小橋電気
踏切

場 所
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きちんと分別して出そう

※野焼きは禁止されています。ご家庭でゴミを燃やすのはやめましょう。

ゴミの出し方

伊勢広域環境組合清掃工場に直接持ち込めるもの

種
　
類

可燃物、木製家具、金属製品、電気製品、自転車、ストーブ　等

注
　
意

◆受付時間　８時30分～16時45分（平日）
◆�ストーブ等は、燃料を抜き取ってから、出してく
ださい。

◆�スプレー缶は、使いきってから穴を開けずに出
してください。

◆�運搬時にゴミが飛散しないように、荷台にシー
ト等を被せ持ち込んでください。

◆家電４品目、パソコンは出せません。

もやせるゴミ………………有料
金属その他・粗大ゴミ……有料
粗大ゴミを直接運び込むことができない場合
は、役場税務住民課生活環境室にお申込みい
ただきましたら回収することもできます。
（有料）
引越し・大掃除に伴う一時多量廃棄物はご遠
慮ください。

お
問
い
合
わ
せ
先

伊勢広域環境組合清掃工場
伊勢市西豊浜町 653番地　TEL�37-1218

自分で産業廃棄物処理施設等で処理するもの

ゴ
ミ
の
区
分

農薬等の薬物、液状のもの、危険物、事業系廃棄物、産業廃棄物、業者に発注し解
体した建設廃材など

注
　
意

・�小規模のブロック塀の取り壊し、瓦のふき替えなども業者に発注した場合は産業廃棄物となります。
（業者が自ら処理することになります。）

・�事業系（スーパー、飲食店、事務所など）のゴミは、事業者で責任をもって適正な処理を行ってくださ
い。（事業者自ら処理できない場合は、廃棄物処理許可業者に処理を委託することができます。）

・タイヤは、タイヤ販売店かガソリンスタンド店などにお問い合わせください。
・エンジン付農機具は、金物回収業者などへお問い合わせください。



家
電
リ
サ
イ
ク
ル

指 定 引 取 所
（最寄りの場所）

ラッキープラザ
夏山金属 (株 )

ＭＥＧＡドン・キホーテ

エディオン

ゆりかご園
参宮線

県道伊勢松阪線
ひな野
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家電４品目［テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び
衣類乾燥機・エアコン（室外機含む）］の排出方法

収集運搬の流れ

家電リサイクル券の貼付場所

家電４品目[テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン（室外機含む）]を排出す
る場合、次のいずれかの方法で行ってください。

①小売店を利用する場合
小売店が引取りをします。収集運搬料金と再商品化料金は小売店へ支払うことになります。詳し
くは、購入された小売店へおたずねください。

②直接、指定引取所へ自己搬入する場合
再商品化料金を郵便局で振込み、リサイクル券を貼付して指定引取所へ搬入してください。
※郵便局での振込時間は9：00～16：00です。

①の場合 小売店

②の場合

排
出
者
（
消
費
者
）

伊
勢
方
面

伊勢方面指定引取所

夏山金属（株）
伊勢市上地町 2685
TEL25-1101
受け入れ時間
9：00～ 16：00
（12：00～ 13：00を除く）

エアコン

洗濯機・衣類乾燥機冷蔵庫・冷凍庫テレビ
右側面上部

右側面上部 右側面上部右側面上部

右側面上部

室内機貼付用
バーコードシール
を貼付

郵便局

小売店

（1）リサイクル券を購入

（2）リサイクル券を貼付

（3）指定引取所へ搬入 指定引取所

リサイクル券



パ
ソ
コ
ン
リ
サ
イ
ク
ル

ゴ
ミ
の
減
量
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平成16年４月１日から、パソコンはゴミとして回収しません。また、伊勢広域環境組合清掃工場へも搬入できませ
ん。パソコンリサイクルについては、所有のパソコンメーカーにお問い合わせください。
平成15年10月以降に購入されたパソコンでＰＣリサイクルマークがついているものに
ついては、購入時にリサイクル料金を負担していますのでリサイクル料金は不要です。
なお、ＰＣリサイクルマークのないものはリサイクル料金が必要です。

①所有のパソコンメーカーの受付窓口に、回収の申し込みをします。
②パソコンメーカーから、ゆうパック伝票が送付されます。
③�パソコン等を梱包し、ゆうパック伝票を貼付し、郵便局に引き取りの依頼をするか、郵便局
に直接持ち込みます。（郵便料金の支払いは不要です。）

生ゴミが出た場合は「EMぼかし」「生ゴミ処理機」「コンポス
ト」などで肥料にして、花作りや野菜作りに役立てましょう。

コンポスト容器を使えば、生ゴミを堆
肥化することができます。庭のあるご
家庭なら、穴を掘って埋めるだけでも
処理できます。

ＥＭぼかしとは・・・？
生ゴミに混ぜると、生ゴミが発酵
し、悪臭が抑えられるだけでなく良
質な肥料になります。「生ゴミのぼ
かしあえ」から出る液は、トイレや
川をきれいにする働きがあります。

生ゴミ処理機やコンポスト、水切り容器は購入費用の一部を補助する
制度がありますので、ぜひご利用ください。なお、ご利用の際は事前
申請が必要です。（購入店の指定はありません。）

②伝票送付（ゆうパック）

③引き取り依頼（ゆうパック）または持ち込み

①回収依頼（ＰＣリサイクルマークの無いものはリサイクル料金支払い）排
出
者（
消
費
者
）

手続きの流れ

パソコンの排出方法

こんな方法もある！ゴミの減量

パソコンリサイクル

生ゴミ処理いろいろ

排出手続きと自主回収

PCメーカー

パソコンメーカー受付窓口

郵便局

ゆうパック

▲PCリサイクルマーク

リサイクル

リサイクル工場

・デスクトップパソコン　・ノートパソコン
・パソコン用ディスプレイ（ブラウン管タイプ及び液晶タイプ）
・キーボード、マウス、ケーブルなどパソコンを
　購入したときに同梱されていたもの
　（ただし、それだけを処分したい
　場合は「缶・金属類等」へ）

・プリンター、スキャナー、外付けドライブ等の周辺機器
・フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどの媒体
・ワープロ専用機　・携帯用モバイル　等

対象となるもの

コンポスト容器を活用しよう

生ゴミ処理機や粉砕機などのご購入の際には補助金をご利用できます。

対象とならないもの

※詳しくは一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会ホームページをご覧ください。《http://www.pc3r.jp》電話03-5282-7685

生ゴミの水分は
よく切りましょう！

上から土を
かぶせます。

時々かきまぜて、
空気を入れましょう。

数ヶ月たてば
できあがり！

上限 20,000 円 上限 20,000 円 上限 2,000 円

生ゴミ処理機

購入費用の２分の１を補助

コンポスト 水切り容器



50
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別
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

あ アイロン 缶・金属類等

アイロン台 粗大ゴミ

アコーディオンカーテン 粗大ゴミ

畦波【あぜなみ】 処理困難物 販売店にご相談ください

編み機 粗大ゴミ

アルバム（プラスチック製） もやせるゴミ

安全ピン 缶・金属類等

アンテナ（家庭用・車載用等） 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

アンプ 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

い 石 処理困難物 自然物のため、ごみとして受け取りません

衣装缶 粗大ゴミ

衣装ケース（プラスチック製） もやせるゴミ 指定袋に入りきらないものは粗大ゴミ

いす 粗大ゴミ

一輪車 粗大ゴミ

一斗缶 缶・金属類等

衣服（羽毛・わた） もやせるゴミ

衣服（天然繊維・化学繊維製） 布類

衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品

入れ歯 缶・金属類等

インクカートリッジ もやせるゴミ できるだけ家電量販店の回収ボックスを利用

う ウインド型エアコン 家電リサイクル法対象品

植木鉢（陶磁器類） 陶磁器類 土は取り除く

植木鉢（プラスチック・樹脂製） もやせるゴミ 土は取り除く

うちわ（竹製・プラスチック製） もやせるゴミ

腕時計 缶・金属類等 中の電池は抜く

乳母車【うばぐるま】 粗大ゴミ

え エアコン（室外機含む） 家電リサイクル法対象品

枝（庭木を剪定した木くず） もやせるゴミ

乾燥させる※長さ60cm太さ10cm以内に切る
ひもで束ねれば、袋に入れなくても出せる
伊勢広域清掃工場へ直接搬入の場合※長さ４m太さ
10cm以内に切り、粗大ゴミとして搬入

エレクトーン 粗大ゴミ

塩化ビニールボトル（ソース・食用油等） その他プラ 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

エンジンオイル 処理困難物 販売店へご相談いただくか、紙や布に吸い取らせて、もやせるゴミへ

延長コード 缶・金属類等

鉛筆 もやせるゴミ

もやせるゴミ Ｐ１

缶・金属類等 Ｐ２

乾電池 Ｐ２

ビン類 Ｐ３

ガラス類 Ｐ４

陶磁器類 Ｐ４

その他プラ Ｐ５

布類 Ｐ６

古紙類 Ｐ６

ペットボトル Ｐ７

廃蛍光管・鏡 P７

粗大ゴミ P８

処理困難物 P８

家電リサイクル法対象品 P９

パソコン P10

※出し方については、各種類のページをご覧ください。
※その他プラ…その他プラスチック製容器包装類

50 音別　分別表
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

え 鉛筆削り（小型手動・手動・電動等） 缶・金属類等 電池を使う物は、中の電池を抜く

お オートバイ（スクーターを含む） 処理困難物 自動二輪リサイクル　廃棄二輪車取扱店へ

おしゃぶり もやせるゴミ

落ち葉 もやせるゴミ 乾燥させる※野焼きは原則禁止

おもちゃ（金属製） 缶・金属類等 電池を使う物は、中の電池を抜く

おもちゃ（プラスチック製） もやせるゴミ ネジやバネ程度の金属が付いていてもそのまま出せる
モーターは取り外して缶・金属類等へ

おもちゃ（木製） もやせるゴミ ネジやバネ程度の金属が付いていてもそのまま出せる

オルガン 粗大ゴミ

温水器 粗大ゴミ

か カーオーディオ 缶・金属類等

カーテン もやせるゴミ

カーペット 粗大ゴミ 細かく切れば指定袋に入れて、もやせるゴミとしても出せる

貝殻 もやせるゴミ

懐中電灯 缶・金属類等 中の電池は抜く

カイロ（使い捨て型） もやせるゴミ 危険なので、熱のない状態にする

カイロ（使い捨て型）の外装 その他プラ

カギ 缶・金属類等 できればペンチなどで曲げておく

ガクブチ もやせるゴミ ガラス部分はガラス類へ

傘 缶・金属類等 布・ナイロン部分は、もやせるゴミへ

菓子の空き箱（紙製） 古紙類（雑誌類）

菓子の個包装（プラスチック製） その他プラ

菓子の外装（プラスチック製） その他プラ

ガスマット（アルミ製） 缶・金属類等

ガスレンジ 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

カセット式ガスボンベ 缶・金属類等 使い切ってから、穴を開けずに出してください

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

カセット式コンロ 缶・金属類等 着火用の電池が入っている物は、中の電池を抜く

カセットテープ（ケースを含む） もやせるゴミ

カチューシャ もやせるゴミ 中に金属フレームが入っている物は缶・金属類等へ

カッターナイフ 缶・金属類等

カッパ（レインコート） もやせるゴミ

カップ（紙製）（アイス・ヨーグルト等） もやせるゴミ

カップ（プラスチック製）（プリン・アイス等） その他プラ

カップの外包装フィルム その他プラ

カップのフタ（アルミ製） 缶・金属類等

カップのフタ（紙製） もやせるゴミ

カップのフタ（プラスチックと紙の張り合わせ）もやせるゴミ

カップのフタ（プラスチック製） その他プラ

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

カップ麺の外包装フィルム その他プラ

カップ麺の中の容器・スープの袋・かやくの袋 その他プラ

カップ麺容器のフタ（紙製） もやせるゴミ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

か かばん もやせるゴミ

がびょう 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

花瓶（ガラス製） ガラス類 クリスタルのものは缶・金属類等へ

花瓶（陶磁器製） 陶磁器類

鎌【かま】 缶・金属類等

紙おむつ もやせるゴミ

紙製コップ・皿等 もやせるゴミ

カミソリの柄 もやせるゴミ 金属の部分が多い物は缶・金属類等へ

カミソリの刃 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

紙パック（500cc未満のもの） 古紙類（雑誌類）

紙パック（内側が白以外のもの） もやせるゴミ

紙パック（内側が白色で500cc以上のもの）古紙類（紙パック）

紙袋（お店で商品を入れた袋） 古紙類（雑誌類）

カメラ 缶・金属類等

カメラのケース もやせるゴミ

カラーボックス 粗大ゴミ

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） 缶・金属類等

ガラス食器（耐熱ガラス製も含む） ガラス類

缶（アルミ・スチール共に） 缶・金属類等

換気扇 粗大ゴミ

缶切り 缶・金属類等

乾燥剤（食品に入っているもの） もやせるゴミ 危険な物もあるので、水にぬれないようにする

乾電池 乾電池 収集日はゴミカレンダーで確認する
もしくは家電量販店の店頭回収を利用する

感熱紙 もやせるゴミ

缶のフタ・プルトップ（アルミ・スチール共に）缶・金属類等

き キーボード（パソコン用） 缶・金属類等 PC本体をリサイクルに出す場合はそれに同梱する

脚立 粗大ゴミ

キャッシュカード もやせるゴミ 必ずハサミで裁断しておく

鏡台 粗大ゴミ

金庫 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ
耐火性金庫は専門業者へご相談ください

く 空気入れ（自転車用等） 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

クーラーボックス もやせるゴミ 指定ゴミ袋に入らなければ粗大ゴミ

くぎ 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

草・花 もやせるゴミ 乾燥させる

草刈り機 粗大ゴミ

草刈り機の刃 缶・金属類等 危険なので口の広い空き缶等に入れるか、紙や布で包む

櫛（木製・プラスチック製） もやせるゴミ 金属製の物は缶・金属類等へ

串（焼き鳥・だんごの竹串等） もやせるゴミ

薬（錠剤・カプセル）のプラスチックシート その他プラ

薬袋（病院や薬局でもらう薬を入れる袋）古紙類（雑誌類） 薬そのものを包んでいる袋は、もやせるゴミ

果物等を包んだ発泡スチロール製ネット その他プラ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

く 口紅の容器（金属製） 缶・金属類等

口紅の容器（プラスチック製） もやせるゴミ

靴（革・合成ゴム等全種） もやせるゴミ

靴下 もやせるゴミ

クッション もやせるゴミ

靴の空き箱 古紙類（雑誌類）

熊手【くまで】（金属製） 缶・金属類等

クリアファイル もやせるゴミ 各ページの中紙は古紙類（雑誌類）へ

クリーニングの紙袋・台紙 古紙類（雑誌類）

クリーニングのポリ袋 もやせるゴミ

クレジットカード もやせるゴミ 必ずハサミで裁断しておく

クレヨン もやせるゴミ

クレヨンケース（紙製） 古紙類（雑誌類）

クレヨンケース（プラスチック製） その他プラ

グロー球 缶・金属類等

グローブ もやせるゴミ

鍬【くわ】類の金属部分 缶・金属類等

鍬【くわ】類の木製部分 粗大ゴミ 指定袋に入る長さに切れば、もやせるゴミに出せる

軍手 もやせるゴミ

け 蛍光管 廃蛍光管・鏡 役場厚生棟・保健福祉会館・中央公民館へ出してくださ
い。もしくは家電量販店の店頭回収を利用する

蛍光管の外箱 古紙類 段ボール状の物は「段ボール類」へ、厚紙の物は「雑誌類」へ

蛍光管の外箱の上の包装フィルム その他プラ

携帯電話 缶・金属類等 できるだけ販売店に返すようにする

携帯電話の充電器 缶・金属類等 〃

ゲーム機 缶・金属類等 携帯ゲーム機の場合、電池は抜いておく

ゲームソフト（カートリッジ型・CD型等全種）もやせるゴミ

消しゴム もやせるゴミ

消しゴムの包装フィルム その他プラ

消しゴムの枠紙 もやせるゴミ

化粧品携帯ポーチ もやせるゴミ

化粧品の紙箱 古紙類（雑誌類）

下駄箱 粗大ゴミ

剣山 缶・金属類等

こ 工具 缶・金属類等

紅茶（ティーバッグ型）の個別包装紙 古紙類（雑誌類）

紅茶の外箱の上のフィルム その他プラ

紅茶のティーバッグ もやせるゴミ しっかり水切りする

小型家電製品 缶・金属類等 長辺が60cm以内の小型家電類が対象

こたつ・こたつの板・こたつ布団 粗大ゴミ

コップ（ガラス製・耐熱ガラス製） ガラス類

コップ（プラスチック製） もやせるゴミ

コピー機（家庭用サイズのもの） 粗大ゴミ 長辺が60cm以内のものは缶・金属類等へ

ゴミ箱（家庭用プラスチック製） もやせるゴミ 指定袋に入らなければ粗大ゴミ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

こ ゴム製品（手袋・長靴・ホース・マット等） もやせるゴミ

米缶 粗大ゴミ

米の古袋（紙製） もやせるゴミ

米の袋（プラスチック製） その他プラ

ゴルフクラブ 粗大ゴミ

ゴルフバッグ 粗大ゴミ

ゴルフボール もやせるゴミ

コンバイン 処理困難物 販売店にご相談ください

コンポ 缶・金属類等 電池を使う物は、中の電池を抜く。長辺が60cmを超え
るものは粗大ゴミ

コンポスト 粗大ゴミ

さ サーフボード 粗大ゴミ

在宅医療廃棄物 処理困難物 医療機関にご相談ください

サッカーボール もやせるゴミ

サッシ 粗大ゴミ

雑誌 古紙類（雑誌類）

ざぶとん もやせるゴミ

皿（ガラス製・耐熱ガラス製） ガラス類

皿（陶器製） 陶磁器類

皿（プラスチック製・紙製） もやせるゴミ

ざる（金属製） 缶・金属類等

ざる（プラスチック製） もやせるゴミ

三脚（カメラ用・ビデオカメラ用） 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

サンダル もやせるゴミ

三輪車 粗大ゴミ

し CD（ケース含む） もやせるゴミ

シーツ 布類

磁石 缶・金属類等 若葉マークなどのマグネットシートは、もやせるゴミへ

七輪 缶・金属類等

湿布剤 もやせるゴミ

自転車 粗大ゴミ

芝刈り機（個人使用のものに限る） 粗大ゴミ

シャープペンシル（プラスチック製） もやせるゴミ 金属製の物は缶・金属類等へ

写真 もやせるゴミ

写真のネガフィルム もやせるゴミ

ジャングルジム（子供用、プラスチック製）粗大ゴミ 指定ゴミ袋に入るプラスチック製品であれば、もやせるゴミ

シャンプーの詰め替えパック その他プラ

シャンプーのボトル（プラスチック製） その他プラ

シャンプーボトルのノズル もやせるゴミ

じゅうたん 粗大ゴミ 細かく切れば指定袋に入れて、もやせるゴミとしても出せる

充電式電池 缶・金属類等 できるだけ家電量販店等の店頭回収を利用する

朱肉 もやせるゴミ

消火器 処理困難物 専門業者へ持ち込む（有料）

定規（金属製） 缶・金属類等
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

し 定規（プラスチック製） もやせるゴミ

定規（木製） もやせるゴミ

障子 粗大ゴミ

照明機器（蛍光管・白熱電球は取り外す） 粗大ゴミ

じょうろ（プラスチック製） もやせるゴミ 金属製の物は缶・金属類等へ

食用油 もやせるゴミ 紙にしみこませるか、凝固剤で固め紙に包む

食器洗い乾燥機 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

食器棚 粗大ゴミ

新聞紙 古紙類（新聞紙）

す 水槽 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

水筒（金属製） 缶・金属類等

水筒（プラスチック製） もやせるゴミ

炊飯器 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

スキー・スノーボード道具（板・靴・ストック）粗大ゴミ

スキーウェア（スノーボードのウェア） 布類

スケート靴 缶・金属類等

硯石 缶・金属類等 プラスチックなら、もやせるゴミへ

ストーブ 缶・金属類等 燃料を抜き取る
長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

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 古紙類（雑誌類）

ストロー もやせるゴミ

ストローの袋（紙製） 古紙類（雑誌類）

ストローの袋（プラスチック製） その他プラ

スピーカー 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

スプーン（金属製） 缶・金属類等

スプーン（陶磁器製） 陶磁器類

スプーン（プラスチック製） もやせるゴミ

スプレー缶 缶・金属類等 使い切ってから、穴を開けずに出してください

スプレー缶のキャップ（プラスチック製）その他プラ

スポンジ もやせるゴミ

せ セーター もやせるゴミ

精米器 粗大ゴミ

生理用品 もやせるゴミ

生理用品の包装（外袋、個袋） その他プラ

石鹸の個袋（プラスチック製） その他プラ

石鹸の外箱（紙製） 古紙類（雑誌類）

接着剤の紙箱 古紙類（雑誌類）

接着剤のチューブ（金属製） 缶・金属類等

接着剤のチューブ（プラスチック製） もやせるゴミ

接着剤のビン 缶・金属類等 中身は紙や布に染み込ませ乾燥させて、もやせるゴミへ
（乾燥は屋外で火気厳禁にて行う）

セロテープの外箱 古紙類（雑誌類）

セロハン紙 もやせるゴミ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

せ 洗剤容器（塩化ビニール製・プラスチック製）その他プラ

洗濯機 家電リサイクル法対象品

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、もやせるゴミへ

洗濯のりの容器のキャップ（プラスチック製） その他プラ

洗濯ばさみ（プラスチック製・木製） もやせるゴミ 金属製のものは缶・金属類等へ

扇風機 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

洗面器 もやせるゴミ

そ ぞうきん もやせるゴミ

掃除機 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

ソファー 粗大ゴミ

た 体温計（デジタル式） 缶・金属類等 中の電池は抜く、水銀式は廃蛍光管・鏡へ出す

体重計 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

タイヤ（自動車のタイヤ）・ホイール 処理困難物 販売店または専門業者へご相談ください

田植機 処理困難物 販売店または専門業者へご相談ください

ダウンジャケット 布類

タオル 布類

畳 粗大ゴミ

棚 粗大ゴミ

タバコの空き箱 古紙類（雑誌類）

タバコの吸殻 もやせるゴミ

タバコの外袋フィルム その他プラ

タバコの箱の中の銀紙 もやせるゴミ

卵パック（プラスチック製） その他プラ

卵パックの台（紙製） 古紙類（雑誌類）

タンス 粗大ゴミ

断熱材 処理困難物 販売店にご相談ください

ダンボール 古紙類（ダンボール） 金属・ガムテープ等は取り除く

ち チェーンソー（エンジン型・電動型） 粗大ゴミ

チャイルドシート 粗大ゴミ

茶の袋（アルミと紙の合わさったもの） もやせるゴミ

茶碗 陶磁器類 プラスチック製のものは、もやせるゴミへ

注射針 処理困難物 医療機関へ返却

チューブ
（ケチャップ・マヨネーズ・ねりわさび等） その他プラ 中が洗えないようなら、もやせるゴミへ

チューブのフタ その他プラ

チリトリ（金属製） 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

チリトリ（プラスチック製） もやせるゴミ

つ 杖（金属製） 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

杖（木製） もやせるゴミ 指定袋に入るサイズに切る

机 粗大ゴミ

土 処理困難物 自然物のため、ゴミとして受け取りません

爪切り 缶・金属類等

釣り糸 もやせるゴミ 金属製の釣り糸は缶・金属類等へ

釣り竿（グラスファイバー・カーボンファイバー）粗大ゴミ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

つ 釣り針 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

て DVD（ケース・DVD-RAMを含む） もやせるゴミ

DVDビデオカメラ 缶・金属類等

DVDプレイヤー 缶・金属類等

ティッシュペーパー もやせるゴミ

ティッシュボックス（紙箱） 古紙類（雑誌類）

ティッシュボックス（紙箱）取り出し口のフィルム もやせるゴミ

ティッシュボックスの外包装フィルム その他プラ

手鏡 廃蛍光管・鏡

手紙 古紙類（雑誌類）

デジタルカメラ 缶・金属類等

手袋 もやせるゴミ

テレビ（ブラウン管・プラズマ・液晶） 家電リサイクル法対象品

テレビ台 粗大ゴミ

テレホンカード もやせるゴミ

電気あんま機 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

電気カーペット 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

電気カミソリ 缶・金属類等

電気ポット 缶・金属類等

電気毛布 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

電球（白熱電球・豆球・グロー球・LED電球） 缶・金属類等

電子レンジ 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

電卓（計算機） 缶・金属類等 中の電池は抜く

電動歯ブラシ 缶・金属類等 〃

電話機 缶・金属類等

と トイレットペーパーの芯 古紙類（雑誌類）

トイレットペーパーの外袋（プラスチック製）その他プラ

豆腐のパック その他プラ

トースター 缶・金属類等

時計 缶・金属類等 中の電池は抜く

トタン（ビニールトタン含む） 粗大ゴミ

土鍋 陶磁器類

扉 粗大ゴミ

ドライヤー 缶・金属類等

トラクターの爪 処理困難物 販売店にご相談ください

ドラム缶 粗大ゴミ

トレイ（発泡スチロール） その他プラ 店頭回収を利用する

な 流し台 粗大ゴミ

鍋（金属製） 缶・金属類等

鍋のふた 缶・金属類等 ふた全体が耐熱ガラスでできている物はガラス類へ

鍋焼きうどんのアルミ製器 缶・金属類等

なわとびのなわ もやせるゴミ

ぬ ぬいぐるみ もやせるゴミ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

ね ネクタイ もやせるゴミ

粘土（紙粘土・油粘土） もやせるゴミ

の 農機具（エンジン付） 処理困難物 販売店にご相談ください

農薬 処理困難物 〃

ノート 古紙類（雑誌類）

ノコギリ 缶・金属類等 危険なので紙や布で包んで出す。
長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

は ハーモニカ 缶・金属類等

バインダー もやせるゴミ できれば金属部分は取り出して缶・金属類等へ

はがき 古紙類（雑誌類）

バケツ（金属製） 缶・金属類等

バケツ（プラスチック製） もやせるゴミ

はさみ 缶・金属類等 すべてプラスチックの場合は、もやせるゴミへ

パソコン パソコンリサイクル （P10）を参照

パック（食品用） その他プラ

パックの上のラップフィルム その他プラ

バッテリー（自動車用等） 粗大ゴミ 伊勢広域清掃工場へ直接持ち込む

バット（金属製） 粗大ゴミ

バット（木製） 粗大ゴミ 60cmくらいの長さに切れば、もやせるゴミとして出せる

発泡スチロール その他プラ

花火 もやせるゴミ 水に漬けて消火する（未使用の物は1日水につける）

花火の外袋 その他プラ

歯ブラシ もやせるゴミ 電動歯ブラシは電池を抜いて缶・金属類等へ

針 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

ハンガー（金属製） 缶・金属類等

ハンガー（木製・プラスチック製） もやせるゴミ

ひ PDA（小型携帯端末・機能限定型携帯パソコン） 缶・金属類等

ビデオカメラ 缶・金属類等

ビデオテープ（ケースを含む） もやせるゴミ

ビデオデッキ 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

ビニール製品（ひも･テープ・ホース等） もやせるゴミ

ビニール鉢（購入苗が入っているビニールポット）その他プラ

ビン（飲食用ビン） ビン類 一升ビンや牛乳ビンはできるかぎりお店に引き取ってもらう

ビン（化粧品・キャンドルのビン・塗り薬のビン等）ビン類

ビンのコルク栓 もやせるゴミ

ビンのフタ（金属製）（一升ビン・ジャム等）缶・金属類等

ビンのフタ（プラスチック製） その他プラ 販売店回収の牛乳ビンのフタはビンにつけて返却する

ふ ファックス 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

ファンヒーター 缶・金属類等 燃料を抜き取りタンク内を水洗いする、長辺が60cmを
超えるものは粗大ゴミ

フィルムの外箱（紙製） 古紙類（雑誌類）

フィルムの筒型ケース もやせるゴミ

封筒 古紙類（雑誌類） 窓つき封筒は窓の部分を切り取る※窓部分は、もやせるゴミへ

フォーク（金属製） 缶・金属類等
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

ふ フォーク（プラスチック製） もやせるゴミ

ふきん もやせるゴミ

ぷちぷち（気泡緩衝材・エアーパッキン） その他プラ

ブックカバー（購入品でビニール製等） もやせるゴミ

ブックカバー（書籍の外カバー装丁） もやせるゴミ

ブックカバー（本屋で付けられたもの） 古紙類（雑誌類）

筆 もやせるゴミ

布団 粗大ゴミ

布団カバー 布類

布団乾燥機 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

布団干し 粗大ゴミ

フライパン 缶・金属類等

ブラインド 粗大ゴミ

ブラシ もやせるゴミ

プラスチックボトル（ソース・食用油等） その他プラ

プラスチックボトルのフタ その他プラ

プラモデル もやせるゴミ

プラモデルの外箱（紙製） 古紙類（雑誌類）

プラモデルの箱の中仕切り（プラスチック製）その他プラ

プラモデルのバリ（格子状の固定枠） もやせるゴミ

ブランコ 粗大ゴミ

プランター（プラスチック製・樹脂製） もやせるゴミ 土は取り除く

プリンター 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

ブルーシート もやせるゴミ

ふろしき（布製） 布類

ふろしき（プラスチック製・ビニール製） もやせるゴミ

フロッピーディスク（ケース含む） もやせるゴミ

ぶんちん 缶・金属類等

へ ベッド 粗大ゴミ

ペットボトル（ジュース・ソース・食用油等）ペットボトル 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

ベニヤ板 粗大ゴミ

ベビーカー 粗大ゴミ

ベビーバス もやせるゴミ 指定袋に入らなければ粗大ゴミ

ベビーベッド 粗大ゴミ

ベルト もやせるゴミ できれば金属部分は切り取って缶・金属類等へ

ヘルメット（オープンフェイス・フルフェイス等） もやせるゴミ 金属製の物は缶・金属類等へ

ペンキの空き缶 缶・金属類等 できるかぎり古布でふきとる

弁当箱（金属製） 缶・金属類等

弁当箱（プラスチック製） もやせるゴミ

弁当容器（コンビニ等）の外包装フィルム その他プラ

弁当容器（コンビニ等・紙製） もやせるゴミ

弁当容器（コンビニ等・プラスチック製） その他プラ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

ほ ほうき 粗大ゴミ 60cmくらいの長さに切れば、もやせるゴミとして出せる

帽子 もやせるゴミ

包丁 缶・金属類等 危険なので紙や布で包む

ボールペン（プラスチック製） もやせるゴミ 金属製の物は缶・金属類等へ

ポケットティッシュの個袋 その他プラ

歩行器 粗大ゴミ

ポスター 古紙類（雑誌類） 丸めずに折りたたむ

ボタン電池 乾電池 収集日はゴミカレンダーで確認する
もしくは家電量販店の店頭回収を利用する

補聴器 缶・金属類等

ホッチキス 缶・金属類等

ホッチキスの針 缶・金属類等 危険なので、フタのある缶などに入れる

ほ乳ビン（耐熱ガラス製） ガラス類

ほ乳ビン（プラスチック製） もやせるゴミ

ポリタンク もやせるゴミ 指定袋に入らなければ粗大ゴミへ

保冷剤 もやせるゴミ

本（書籍） 古紙類（雑誌類）

本棚 粗大ゴミ 木製・プラスチック製のものは分解して、指定袋に入れ
ば、もやせるゴミとしても出せる

ポンプ（灯油等を注入する手動ポンプ） もやせるゴミ

ま マーカーペン もやせるゴミ

マウス 缶・金属類等 PC本体をリサイクルに出す場合はそれに同梱する

マグネット（若葉マーク等） もやせるゴミ

まくら（わた・そば殻・プラチューブ等全種）もやせるゴミ

マッチ（使用済み） もやせるゴミ

マッチ（未使用） もやせるゴミ １日水につけおきする

マッチ箱 もやせるゴミ

マットレス 粗大ゴミ

まな板（プラスチック製・木製） もやせるゴミ

マニキュアのビン 缶・金属類等 リサイクル不可と表示

魔法ビン 缶・金属類等

マヨネーズのキャップ その他プラ

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 洗っても汚れが落ちない物は、もやせるゴミへ

み ミキサー 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

ミシン 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

水枕 もやせるゴミ 金属部分は缶・金属類等へ

む 虫メガネ 缶・金属類等 ガラス製で、レンズだけのものはガラス類へ

め 名刺 古紙類（雑誌類） ビニールコーティングのものは、もやせるゴミ

メガネ 缶・金属類等 ガラス製で、レンズだけのものはガラス類へ

メジャー（目盛り部分が金属製） 缶・金属類等

メジャー（目盛り部分が布製・ビニール製） もやせるゴミ

綿棒 もやせるゴミ

綿棒の容器（プラスチック製） その他プラ
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具 体 例 分 類 区 分 備 考（ワンポイント）

も 毛布 もやせるゴミ

物干し竿 粗大ゴミ

物干し台 粗大ゴミ

モバイルバッテリー 缶・金属類等 できるだけ家電量販店等の店頭回収を利用する

や やかん 缶・金属類等

野菜等を入れた網・ネット その他プラ

野菜の結束テープ（プラスチック製） もやせるゴミ

野菜の外袋（プラスチック製） その他プラ

ゆ 湯沸器 粗大ゴミ

ら ライター（ジッポ型） 缶・金属類等 危険なので、完全に中のオイルをぬく

ライター（使いきり型） もやせるゴミ 危険なので、完全に中のガスをぬく

ラケット（金属製） 缶・金属類等 ガットが張ってある物はできるだけ外しておく
外したガットは、もやせるゴミへ

ラケット（木製・ゴム製・カーボン製・ポリマー製） 粗大ゴミ 60cmくらいの長さに切れば、もやせるゴミとして出せる

ラジカセ（CD・MD） 缶・金属類等 電池を使う物は、中の電池を抜く

ラップ（お店で包装されたもの） その他プラ

ラップ（家庭で使用したもの） もやせるゴミ

ラップケースの刃（金属製） 缶・金属類等

ラップの芯 古紙類（雑誌類）

ラップの外箱（紙刃を含む・紙製） 古紙類（雑誌類）

ラップの外箱の外の包装フィルム その他プラ

ランドセル もやせるゴミ

り リール 缶・金属類等

リコーダー
（プラスチック製・樹脂製・木製・象牙製） もやせるゴミ

リヤカー 粗大ゴミ

旅行かばん 粗大ゴミ

る ルームランナー 粗大ゴミ

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル法対象品

レコード もやせるゴミ

レコードプレーヤー 缶・金属類等 長辺が60cmを超えるものは粗大ゴミ

レシート 古紙類（雑誌類） 感熱紙は、もやせるゴミへ

レジ袋 その他プラ

レジャーシート（ビニール製等） もやせるゴミ

レトルトパック その他プラ

レトルトパックの外箱（紙製） 古紙類（雑誌類）

レンガ 処理困難物

ろ ローソク もやせるゴミ

わ わた入り衣類（半天・ズボン等） もやせるゴミ

輪ゴム もやせるゴミ

輪ゴムの外箱（紙製） 古紙類（雑誌類）
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