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ごみを減らすための３つのR（アール）

・買い物のときはマイバッグやかごを
持参してレジ袋はもらわない。
・不用な包装は断る。
・使い捨て商品は買わない、使わない。
・バラ売り、計り売りを利用する。
・必要なものだけを買う。EDUCE

EUSEEUSE

・修理して再び使う。
・詰め替え商品を利用する。
・欲しい人に譲る。
・フリーマーケットやリサイクル
ショップを活用する。

ECYCLE

・各自治区に設置のリサイクルス
テーションを活用する。
・集団回収を活用する。
・スーパーの回収を活用する。

わたしたちがすべきこと

REDUCE（リデュース）・REUSE（リユース）・RECYCLE（リサイクル）

ごみになるものを

　　買わない

もう一度使う

もう一度資源に戻す

（再生利用）

ごみになるものを

　　買わない

もう一度使う

もう一度資源に戻す

（再生利用）
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こういったものがリサイクルできます。
カン、ビン、新聞・雑誌、ペットボトル、牛乳パック、トレイ、
布、段ボール、プラスチック、ガラス類、陶磁器類など。
これらをリサイクルすれば資源として生まれ変わります。

リサイクルできるものは何？

資源にするための出し方は

①キャップ（ふた）を取り除きます。
②中をしっかりと洗い、水切りします。
③押しつぶして回収箱へ入れてください。　
　（袋から出して入れましょう。）

ペットボトルの出し方
→出し方の詳細は、４ページをご覧ください。

①洗って、乾かします。
②割れたものも出せます。
陶磁器類は、コンクリートブロックやレ
ンガの骨材として、再商品化されます。

陶磁器類の出し方
→出し方の詳細は、７ページをご覧ください。

①中面が銀色になっているものは出せません。
②中をよくすすぎます。
③切り開き、よく乾かして出してください。

牛乳パックの出し方
→出し方の詳細は、６ページをご覧ください。

・透明・茶色・その他の色の３種類に分けて
　同色のカゴにビンだけを出してください。  

・ビールビンや一升ビン、牛乳ビンなど洗っ  
て繰り返し使えるものをリターナブルビン
といいます。

 
①中を洗い、しっかり水切りしてください。
②リターナブルビンは販売店に返却しましょう。

③割れたものはガラス・くずビン類へ。

ビンの出し方
→出し方の詳細は、４ページをご覧ください。

①紙についた次のものを取り除きます。

②次のようなものは出せません。
　　
粘着テープ類・金属類（クリップなど）・
プラスチック類

　　窓のついた封筒・ワックス加工紙（紙コップなど）・
油紙 ・写真・ビニールコート紙・合成紙・防水加工紙・
感熱紙など

③種類別に分けます。
　新聞紙、雑誌類、段ボール
※段ボールは、金具、シールなどを取り除きます。

④一人で持てる重さにヒモで十文字にしばりま
しょう。

古紙の出し方
→出し方の詳細は、６ページをご覧ください。

①異物を取り除きます。
②洗って、乾かします。
③割れたものも出せます。
ガラス類は、道路工事等で使われる路床材として、再商
品化されます。

ガラス・くずビン類の出し方
→出し方の詳細は、５ページをご覧ください。

①異物を取り除きます。
②洗って、乾かします。
③色・柄のついているものも出せます。
④汚れなど取り除けない場合は、可燃ごみとして
　出しましょう。

発泡スチロールトレイの出し方
→出し方の詳細は、７ページをご覧ください。

①異物は混ぜないようにしてください。（カーペッ
　ト類・ビニールクロス・カーテン・布団・わた
　入りなどのものは出せません。）
②洗濯してから出しましょう。
③ボタン、ファスナーは取り除く必要は
　ありません。

古着類の出し方
→出し方の詳細は、５ページをご覧ください。
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火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１

第２

第３

第４

資源ビン
ガラス・くずビン類

陶磁器類

資源ビン
ガラス・くずビン類

陶磁器類

第５

その他プラスチック類

その他プラスチック類

その他プラスチック類

その他プラスチック類

その他プラスチック類

ペットボトル
古紙・布類

ペットボトル
古紙・布類

ペットボトル
古紙・布類

ペットボトル
古紙・布類

ペットボトル
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

その他プラスチック類
古紙・布類

集団回収を活用してください。

生ごみは「コンポスト」「生ごみ処理機」「ＥＭぼかし」などで肥料にして、花作りや野菜作りに
役立てましょう。

リサイクルステーションへはその他プラスチック類、ペットボトル、ビン類、ガラス類、陶磁器
類、古紙類、布類に分別して出してください。

 ・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。）
、は日集収の類器磁陶、類ンビずく・スラガ、ンビ源資・ 第２・第４水曜日です。

　町の回収以外にも各種団体による集団回収があります。
　集団回収をした団体には、町から３円／ kgの助成制度があります。これらは各種団体の運営
資金となり、いろいろな行事が行われています。

生ごみの処理

こんな方法もある！ごみの減量

リサイクルステーション収集日

リサイクルステーションを活用してください

ＥＭぼかしとは・・・？
生ごみに混ぜると、生ごみが発酵し、悪臭が抑えられるだけでなく良質な肥料になります。「生ごみ
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。

生ごみ処理機の購入費を補助します。
生ごみ処理機・コンポストの購入費の２分の１（上限２万円）及び水切り容器の購入費の２分の
１（上限2千円）を補助する制度もありますので、ご利用ください。※購入店の指定はありません。
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リサイクルできるペットボトルの出し方

ペットボトル 収集日…毎週木曜日

る必要はありません。）

役場厚生棟、

りをしてください。）

ください。）

を入れてください。）

シングタイプ調味料を充てんするためのペットボトルも出せます。（平成２０年４月改正）

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、ご協力ください。

その①

その②

その③

その④

その⑤

その⑥

資源ビン類

リサイクルできるビンの出し方

入れるときは、袋から出して入れてください。）

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

リサイクルできるもの

化粧品ビンも
対象です。

透  明 茶 色
その他の色

3 種類に色分けして各カゴに出す

→ →

→→
キャップを
はずして。

さっとすすい
で、水切り。

砂や石のつかない
所でしてね。

は、ガラス・くずビン類として出してください。

カゴ カゴへ

（はずすのが難しいリング等は、無理にとる必要はありません。）

食用及び化粧品ビン（乳白色の化粧品ビンは除く）
※中身や汚れが取り除けないもの及び農薬・殺虫剤ビンは、カン・金属類としてごみ集積場へ出してください。
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ガラス・くずビン類 収集日…第２・第４水曜日

リサイクルできないもの  カン・金属類へ出す。

リサイクルできるもの  リサイクルステーションのカゴ（水色ツートン）へ入れる。

の化粧品ビン、割れたビン）、

物、灰皿、コップな
どに使われていて
カッティングがされ
ている。）

ガラス・くずビン類専用カゴ
ガラス食器 板ガラス 乳白色の化粧品ビン

一体になっているも
の（編み入りガラス、
車のフロントガラス、
鏡、異物のついたガ
ラス製鍋蓋など）

クリスタルガラス 鍋蓋

布類
リサイクルできる布類の出し方

収集日　田丸・有田地区…………毎週木曜日
（田丸地区の一部は毎週金曜日）

　　　　外城田・下外城田地区…毎週金曜日

すか、外せない場合は、可燃ごみとして出してください。

出せません。

て出してください。

その①
その②
その③
その④
その⑤

その⑥

木綿製品 ウエス、製紙製布など
布類は
こんなものに
生まれ変わります

麻製品 ナフキン紙など毛織製品 毛布、洋服の生地の原料など

絹製品 家庭用ハタキなど化学繊維製品 布団綿の原料など

布団、

毛糸、
カーテン、

わた、
じゅうたんは
出せません。

！
これは守って！！
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古紙類
リサイクルできる古紙類の出し方

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

新聞紙
広　告

雑誌類

ください。
段ボール

　（５００cc以上の紙パック）

出せません。

出せません。

ものは出せません。

出せません。

紙パック

（クリップなど）

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

新聞紙 新聞紙、週刊誌、マンガ本

ダンボール ダンボール、トイレットペーパーのしん棒

雑誌 Yシャツ、洗剤・靴などの箱

コピー用紙 ちり紙、トイレットペーパー、コピー用紙

古紙は
こんなものに

生まれ変わります

牛乳パックは、上質パルプからで
きていて、リサイクルすると牛乳
パック３０枚からトイレットペー
パーを５個つくることができます。

内牛



玉城町　ごみ減量化読本 7

陶磁器類
リサイクルできるもの リサイクルステーションのカゴ（黄色のツートン）へ入れる。

収集日…第２・第４水曜日

リサイクルできないもの
製植木鉢、陶磁器類以外のものと一体となっているもの

陶磁器専用カゴ湯のみ 植木鉢 土鍋

リサイクルできるその他プラスチック製容器包装類の出し方

として出してください。）
取れない

パーのレジ袋などに入れて出しても結構です。）

もやせるごみ

汚れ

割れたものも出せます。

その他プラスチック製容器包装類 収集日…毎週火・金曜日

その①

その②
その③

その他プラゴミ指定袋

プラスチック容器
（トレー・卵パック） 袋（レジ袋） トレー（カップ・魚トレー） ボトル（洗剤・シャンプー） キャップ
プラスチック容器

（トレー・卵パック） 袋（レジ袋） トレー（カップ・魚トレー） ボトル（洗剤・シャンプー） キャップ

ラーメン

出すことができるその他プラスチック製容器包装類

！
これは守って！！

ハンガー、子どものおもちゃ、洗面器、バケツ等硬いプラスチック類及び
歯磨き粉のチューブ、CD、MD、ビデオテープ、ラップなどはもやせる
ごみとしてごみ集積場へ出してください。
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類
種

集積場に出すもの

もやせるごみ カン・金属類

分
区
の
み
ご

生ごみ、庭木くず、

紙おむつ、リサイクルできない紙類、布類、

容器包装以外のプラスチック類（子どものおもちゃ、

バケツ、洗面器など）

・
・一辺の長さが 60㎝未満の電化製品
・灰皿置物等のクリスタルガラス製品
・金属等の部品が取り外しできないガラス製品 
・ビン等で中身や汚れが取り除けないもの

意
注

リサイクルステーションに出せないごみは
ごみの出し方 ※野焼きは禁止されています。ご家庭でごみを燃やすのはや

めましょう。

類
種

分
区

役場厚生棟・保健福祉会館・中央公民館に出すもの

蛍光管及び鏡専用回収容器が設置してあります。
割れた蛍光管もリサイクルできますので、そのまま回収容器へ入れてください。鏡は、枠・金具は
付いたままでかまいません。
回収容器に入らない大きい鏡は、粗大ごみとして出してください。
電球は、カン・金属類として出してください。

カン・鍋・やかん・その他金属類

× 対象とならないもの対象となるもの

丸管
白熱電球

直管 U管 ボール管 体温計
グロー球
※カン金属類へ出す。

粉
き
が
み
は

MD

・町の指定ごみ袋で出してください。
・生ごみは、十分に水切りをしてから出してくだ
さい。

・紙おむつは 便をとってください。
・木の枝は、太さ１０ｃｍ未満、長さ６０ｃｍ未
満にしてください。

・一度に多量の燃やせるごみが出た場合は、直接
伊勢広域清掃工場に持ち込んでください。

・指定のカゴに入れて出してください。
・金属製のキャップは容器から取り外してカン、
金属類のカゴに出してください。

・スプレー缶は、必ず使い切ってから出してください。
・くぎ、針、カミソリの刃等は、口の広い空缶に入
れて出してください。
・ガラスの割れ物、刃物などのケガのしやすいも
のは、むき出しにしないで紙に包み、「危険物」
と明記して、他のゴミと区別して出してください。

意
注

廃蛍光管・鏡
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伊勢広域環境組合清掃工場に直接持ち込むもの

可燃物、金属製品、木製家具、電器製品、ガラス製品、自転車など

注
　
意

・ストーブなどは、燃料を抜き取り、水洗いして出
してください。

・スプレーカンは、必ず使い切ってから出してくだ
　さい。
・ごみが飛散しないように、荷台にシートなどを被
せるなどして持ち込んでください。

・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機
は持ち込めません。（詳しくは11ページに掲載）

・伊勢広域環境組合清掃工場は、平日午前８時３０
分～１２時、午後１時～４時４５分まで受け付け
ています。（有料）

粗大ごみをご自宅へ回収に伺う方法もあります（有
料）粗大ごみを清掃工場に直接持ち込むことができ
ない場合は、役場生活福祉課窓口までお申し込みく
ださい。（廃棄する粗大ごみのリストと料金をお
持ちください。）

お
問
い
合
せ
先

伊勢広域環境組合
℡　０５９６－３７－１２１８

　自分で産業廃棄物処理施設等で処理するもの

分
区
の
み
ご

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）のごみは、事業者で責任をもって適正な処理を行ってくだ
さい。（事業者自らが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。

危険

農薬

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

㈱井坂商店

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

粗
大
ご
み
等
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１週 もやせるごみ もやせるごみ カン・金属類 もやせるごみ もやせるごみ

第２週 もやせるごみ もやせるごみ もやせるごみ もやせるごみ

第３週 もやせるごみ もやせるごみ カン・金属類 もやせるごみ もやせるごみ

第４週 もやせるごみ もやせるごみ もやせるごみ もやせるごみ

第５週 もやせるごみ もやせるごみ
乾電池（年２回）
※ごみカレンダーで  
　必ず確認を

もやせるごみ もやせるごみ

・もやせるごみの収集日は、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。）
・カン・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、第５水曜日が基本ですが、回収日は収集カレンダーで確認してください。
集積場に設置する袋に乾電池だけを入れてください。

・決められたごみを決められた日の朝８時３０分までに出してください。
　収集日に関係なくごみを出すと町の美観を損ねるだけでなく、周辺や他の利用者に迷惑をかけ
　ることになります。
・リサイクルステーションに出すごみが出されていた場合は、収集しません。

集積場のルールを守りましょう。

集積場収集日

●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

玉城町では、「地球温暖化防止」と「世界の子供たちにワクチンを届ける」ため、町内の公共施
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、ペットボトルキャップ回収事業を行っています。ぜひペットボトルキャップ
回収にご協力ください。

キャップ回収の際の注意事項
＊汚れたキャップは洗ってください。
＊付着しているシール等は取り除いてください。
＊飲料用ペットボトルが対象です。（調味料、洗剤など対象外
　です）
＊回収ボックスにはキャップ以外の物を入れないでください。

ペットボトルキャップの回収にご協力ください！
ごみと CO2 を削減し、世界の子どもたちにワクチンを届けよう！

・キャップ 400個で約 10円
になります。

・約 800個でポリオワクチン 1人分になり
ます。

・キャップ 400個をゴミとして焼却すると
3,150kg のCO2が発生します。
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＊再商品化等料金は、製造メーカーにより若干異なる場合があります。郵便局でご確認ください。
＊再商品化等料金には、リサイクル費用の他に別途振込手数料１２０円がかかります。

家電品目の出し方

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機の家電品目は再商品化等料金（リサイクル費用）
を払い、決められた指定引取場所等に出して頂くことになります。出し方は次の方法があります。

①小売店を利用する方法
　購入した小売店、同じものを買い換えする小売店に引き取りを求めることができます。（小
売店引き取り義務）再商品化等料金（リサイクル費用）と収集運搬費を支払い、引き取って
もらう出し方です。

②直接、指定引取場所へ搬入する方法
　ご自身で直接、指定引取場所へ搬入する場合は郵便局で再商品化等料金を振込み、受け取っ
たリサイクル券を付けて、下記の指定引取場所へ搬入してください。この場合収集運搬料金
は不要です。

　指定引取場所
　　夏山金属㈱　伊勢市上地町２６８５　      ℡　０５９６－２５－１１０１
　　協和運送㈲　松阪市上川町３１１４－１　℡　０５９８－６１－０８８８

③家電リサイクル受付センターを利用する方法

　

小売店の利用ができない、直接搬入できない場合は、家電リサイクル受付センターへご連
絡ください。この場合は郵便局で再商品化等料金を振込み、受け取ったリサイクル券を付け
て、回収時に収集運搬料金を支払うことになります。
　引取り日は、家電リサイクル受付センターにご確認ください。また、撤去作業を伴うもの
については、追加料金がかかる場合があります。冷蔵庫を廃棄する場合は、中身をきれいに
してください。

　家電リサイクル受付センター（日本通運㈱伊勢支店）
　　℡　０５９６－２８－５１８６
　　引取申込受付時間　　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

ごみの出し方

料　金
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パソコンリサイクル
　家庭用パソコンは、「資源有効利用促進法」に基づき、回収・リサイクルをする制度が開始さ
れていますので、ごみ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。

【手続き方法】
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パソコンなどを梱包し、ゆうパック伝票を貼付し、郵便局に引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。）

対象とならないもの

対象となるもの

ラウン管タイプ、液晶タイプ）

れていたもの（ただし、それだけを処分したい場合は、不燃ごみです。）

排
出
者
（
消
費
者
）

①回収依頼
  （PCリサイクルマークのないものは
     リサイクル料金支払い）

②伝票送付（ゆうパック）

③引き取り依頼（ゆうパック）

③持ち込み

または

排
出
手
続
き
と

メ

カ

の
自
主
回
収

パソコンメーカー
受付窓口

ＰＣメーカー

リサイクル工場

リサイクル

郵便局

〒 ゆうパック リサイクル
ＰＣリサイクルマーク

メーカー不明の場合など詳しくは、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

イ
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種類別 50音順分別表

品名 出し方 備考

あ

油（食用油） 可燃ごみ　 布や紙にしみこませるか固形化して出す

い

板ガラス ガラスくずびん類

一升びん 資源びん類 （なるべく販売店へ返却）

入れ歯 缶・金属類 できるだけ保健福祉会館回収ボックスへ

衣類 布類 （出し方 P5 参照）
衣類乾燥機（電気衣類乾燥機【ドラム式】、
ガス衣類乾燥機） 受入出来ない ※ 家電４品目　（出し方 P11 参照）

う

ウォーターベッド 受入出来ない ※販売店などに引き取りを依頼　

え

エアークッション（梱包材） プラスチック製容器包装

エアコン 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

絵の具のチューブ（金属製） 缶・金属類 中身を使い切ってから出す

絵の具のチューブ（プラ製） プラスチック製容器包装 中身を使い切ってから出す

エレクトーン 粗大ごみ

お

おもちゃ（プラスチック・木製） 可燃ごみ　

おもちゃ（金属製） 缶・金属類

落ち葉 可燃ごみ　

オルガン 粗大ごみ

温度計 ( 水銀温度計） 廃蛍光管

温度計 ( 電子温度計） 缶・金属類

温風ヒーター 缶・金属類

か

カーペット 粗大ごみ

カミソリ・カッター刃 缶・金属類 フタのある缶に入れて

鏡 蛍光管回収容器へ 役場・中央公民館・保健福祉会館へ（出し方 P ８参照）

かさ 缶・金属類 布・ナイロン部分は可燃ごみ

カイロ（使い捨て型） 可燃ごみ　

加湿器 缶・金属類

カセットボンベ 缶・金属類 必ず使い切ってから出す

ガラス ガラスくずびん類

ガラス製品（コップ、皿など） ガラスくずびん類

ガラス製品（クリスタルガラス製） 缶・金属類

緩衝材（プラ製） プラスチック製容器包装

乾燥機（食器用、布団用） 缶・金属類 60㎝以上のものは粗大ごみ

乾燥機（衣類乾燥機） 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）
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乾燥剤 可燃ごみ

乾電池 廃乾電池

き

木の枝・幹（直径10㎝以内、長さ60㎝以内）可燃ごみ ひもで束ねて出す

牛乳パック 紙パック ひもで束ねて出す

木の枝・幹（直径 10㎝以内、4m 以内）粗大ごみ ひもで束ねて出す

金庫（手さげ金庫） 缶・金属類

く

空気清浄器 缶・金属類

くぎ 缶・金属類 フタのある缶に入れる

口紅の容器（プラスチック製） 可燃ごみ

口紅の容器（金属製） 缶・金属類

靴 可燃ごみ

薬（可燃） 可燃ごみ

果物などのネット プラスチック製容器包装

クリーニングのビニール袋 可燃ごみ

クリスタルガラス製品 缶・金属類

け

蛍光管（環型、直型） 廃蛍光管　 （出し方Ｐ８参照）

電球 缶・金属類

化粧品のびん 資源びん類 中身を使い切ってから出す（乳白色のものはガラス・くずビン類へ）

こ

コピー機 粗大ごみ

米の古袋 可燃ごみ

さ

材木類（長さ4m以下、直径10cm以下）粗大ごみ

雑誌 雑誌類 ひもで十字にしばって出す

殺虫剤スプレー缶 缶・金属類 必ず使い切ってから出す

し

シャンプーボトル（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中を洗って乾燥（ふたの部分は可燃ごみ）

週刊誌 雑誌類 ひもで十字にしばって出す

新聞紙 新聞 ひもで十字にしばって出す

シリカゲル（乾燥剤） 可燃ごみ

ＣＤ（ケースを含む） 可燃ごみ

写真 可燃ごみ

じゅうたん（60㎝を超えるもの） 粗大ごみ

じゅうたん（60㎝以下のもの） 可燃ごみ

す

ストーブ 缶・金属類 灯油は抜いてから出す

スプリングマットレス 粗大ごみ

水筒（魔法瓶） 缶・金属類
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スプレー缶 缶・金属類 必ず使い切ってから出す

せ

せともの類 陶磁器類

洗剤（漂白剤など） 可燃ごみ　 液体のものは布か紙にしみこませて出す

洗濯機（乾燥機付きのものを含む） 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

そ

掃除機 缶・金属類

惣菜の容器（プラ製） プラスチック製容器包装

即席めんの袋（プラ製） プラスチック製容器包装

ソファー 粗大ごみ

た

体温計〈水銀の入っているもの） 廃蛍光管

体温計〈電池式） 缶・金属類

タイヤ（125cc 未満） 粗大ごみ

卓上コンロ 缶・金属類 カセットボンベは使い切ってから出す

畳 粗大ごみ

脱酸素剤（菓子などに入っているもの）可燃ごみ

卵パック（プラスチック製） プラスチック製容器包装

段ボール 段ボール 伝票などは外して出す

ち

茶碗　 陶磁器類

茶碗（木製、プラスチック製）　 可燃ごみ

チラシ（新聞折込広告） 雑誌類

つ

土（鉢植えなどから出たもの等） 受入出来ない

釣竿 缶・金属類 60cm 以上のものは粗大ごみ

て

テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

電気カーペット 粗大ごみ

電気（照明器具） 粗大ごみ

電球 缶・金属類

電子オルガン・ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 缶・金属類

電池 廃乾電池

電動カート 粗大ごみ

電動車いす 粗大ごみ

と

陶磁器 陶磁器類

土なべ 陶磁器類

ドリンクビン 資源びん類 中を洗って乾燥（３色に分別）

時計 缶・金属類
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トレイ（食品用発泡スチロール製） プラスチック製容器包装 スーパーなどの回収ボックスも利用できます

トレイ（食品用プラ製） プラスチック製容器包装

な

苗木のプラ製ポット 可燃ごみ 土などを取り除く

鍋（土鍋） 陶磁器類

に

ニカド電池 廃乾電池

庭木（長さ 4m 以下、直径 10cm 以下）粗大ごみ

ぬ

布類 可燃ごみ （リサイクルできるものは P5 参照）

の

ノートパソコン 受入出来ない 「パソコン３Ｒ推進協会」03-5282-7685

は

パソコンキーボード 缶・金属類

パソコン本体（デスクトップ型） 受入出来ない 「パソコン３Ｒ推進協会」03-5282-7685

発泡スチロール製の容器包装（箱・緩衝材など） プラスチック製容器包装 容器包装でない発泡スチロールは可燃ごみ

バッテリー 粗大ごみ 直接伊勢広域で受入れ

花火 可燃ごみ 水にひたしてから出す　

針 缶・金属類 フタのある缶に入れる

ひ

ビン（飲料用） 資源びん類 中を洗って乾燥（３色に分別）

ビールびん 資源びん類 （なるべく販売店へ返却）

火鉢 陶磁器類

肥料 可燃ごみ

ふ

ファンヒーター 缶・金属類 灯油は必ず抜く

プリンター 缶・金属類

プリンターのインクカートリッジ 可燃ごみ

ぺ

ペットボトル ペットボトル

ヘアスプレー 缶・金属類 中身を使い切ってから出す

ベルト 可燃ごみ 金属を取り除く

弁当の容器（コンビニなどの弁当容器）プラスチック製容器包装

ほ

ホイールキャップ 缶・金属類

ポータブルプレーヤー（ラジオ、CD、MP3など） 缶・金属類

ボタン電池 廃乾電池

ポリ容器 可燃ごみ

保冷剤 可燃ごみ

ま

丸太（長さ 4m 以下、直径 10cm 以下）粗大ごみ



み

みかんなどの網・ネット プラスチック製容器包装

む

虫かご 可燃ごみ

蒸し器 缶・金属類 木製、竹製のせいろは可燃ごみへ　

め

メガネ 缶・金属類

も

木材（長さ 4m 以下、直径 10cm 以下）粗大ごみ

木炭 可燃ごみ

や

薬品（可燃医薬品） 可燃ごみ

ら

ライター 可燃ごみ 必ず使い切ってから出す

り

リチウム電池 廃乾電池

れ

冷温庫 粗大ごみ

冷水器 粗大ごみ

冷蔵庫（冷凍冷蔵庫） 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

冷凍庫 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

冷房機器（エアコン） 受入出来ない ※ 家電４品目（出し方 P11 参照）

わ

ワ－プロ 缶・金属類
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三重県ごみゼロキャラクター（ゼロ吉ファミリー）
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このパンフレットは再生紙を使用しています。

お問い合わせ先お問い合わせ先
玉城町役場 生活福祉課
TEL　0596-58-8203
FAX　0596-58-4494

https://kizuna.town.tamaki.mie.jp

玉夢君
（ターム君）

城之介
（じょうのすけ）


