
新聞 雑紙かん プラ

ごみと資源の

分別早見表付き
※P19～

ごみの分別にご協力ください

お住まいの地区の収集日を記入してご利用ください。

令和 4年 4月から知多南部広域環境センター（武豊町内）の供用が開始されます。
それに伴い、可燃ごみ及び一部の粗大ごみの処理方法が変わります。

令和4年度～

家庭用

分け方・出し方
BOOK

曜日

可燃ごみ

曜日

ミックスペーパー
プラスチック製容器包装

曜日

分別ごみ

第 週

知多南部衛生組合・美浜町・南知多町・知多南部広域環境組合



中継施設 (知多南部広域環境組合 ) …5ページ

▶可燃ごみ……9ページ

▶ミックスペーパー……10ページ
▶プラスチック製容器包装…11ページ

▶可燃性／不燃性粗大ごみ……12ページ

▶木製／資源粗大ごみ……13ページ

▶埋立ごみ……14ページ

▶資源ごみ……15・16ページ

▶草・剪定枝・竹……17ページ

ごみ処理の流れ

ごみの出し方

知多南部
クリーンセンター内
（直接搬入）

ストックヤード(知多南部衛生組合) …6ページ

知多南部リサイクルステーション  …7・8ページ

計　量
100 円 /10 ㎏

知多南部広域環境組合

計　量
100 円 /10 ㎏

知多南部衛生組合

各地区の分別収集 ………4ページ各地区のごみ集積所………3ページ

火・金
家庭ごみ収集場所

曜日

曜日水
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☞ 詳細は 9ページ

※それぞれの収集日程などの詳細については、町広報をご覧ください。　※出し方等の詳細は、当該ページで確認してください。

各地区のごみ集積所・分  別収集に出せるもの令和4年4月から

可燃ごみ　各地区のごみ集積所へ出すもの
☞ 詳細は 15・16ページ資源ごみ　各地区の分別収集へ出すもの

☞ 詳細は 10ページミックスペーパー　各地区のごみ集積所へ出すもの

☞ 詳細は 11ページプラスチック製容器包装　各地区のごみ集積所へ出すもの

電話番号 0569-62-0402
電話番号 0569-82-1111
電話番号 0569-65-0711

知多南部衛生組合
美浜町（環境課）
南知多町（環境課）

台所のごみ （残飯・貝殻など） びん類 （飲食用・化粧用）

ペットボトル （飲食用）
紙類・布類

その他

缶類

スニーカー、ブーツなど

はがき・封筒類

カップ・パック類 トレイ類 ボトル類 袋類 チューブ類・その他

紙袋・紙箱類 チラシ類 写真・レシート

まくら

ぬいぐるみ

プラスチック製
ハンガー

レタートレー

座布団

ヘルメット

カーテン

ガス抜きキャップで
ガスを抜いてください。

ガスを使い切って
ください。

刃物類は刃の部分を布やテープ
などで保護してください。

ショルダーバッグ、
ランドセルなど

プラスチック類

はきもの・かばん類 その他

草・剪定枝・竹など 紙おむつ

小型家電 不燃ごみ乾電池

蛍光灯

ガラス・陶磁器類

スプレー缶

スチール缶（飲食用）

指定袋
家庭用可燃ごみ

指定袋
家庭用可燃ごみ45リットル

無色透明

その他

アルミ缶（飲食用）

ライター

新聞

雑誌

布類

ダンボール

紙パック

一升びん（緑・茶色）
ビールびん

生きびん

茶色

金属類

GAS

紙おむつ紙おむつ
紙おむつ紙おむつ
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☞ 詳細は 9ページ

知多南部クリーンセン ターに持ち込めるもの令和4年4月から

台所のごみ （残飯・貝殻など）

スニーカー、ブーツなど

ショルダーバッグ、
ランドセルなど

プラスチック類

はきもの・かばん類 その他

☞ 詳細は 12ページ

処理手数料がかかります。

知多南部広域環境組合 中継施設

☞ 詳細は 13ページ木製粗大ごみ・資源粗大ごみ

☞ 詳細は 14ページ

知多南部衛生組合 ストックヤード

10㎏あたり100円

電話番号 0569-84-1007▶▶ ▶▶可燃ごみ 可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ 電話番号 0569-62-0402木製粗大ごみ・資源粗大ごみ 埋立ごみ

［知多南部クリーンセンター内］

（武豊町の知多南部広域環境組合につながります。）

［知多南部クリーンセンター内］

知多南部クリーン センター ○搬入量に応じた処理手数料が必要となります。(10 ㎏未満の場合は10 ㎏に切り上げ計算 )
○処理手数料の支払い方法は、現金のみで当日清算です。
○中継施設とストックヤードは別々の清算となります。（積み合わせの場合、計量・支払いが2回になります）
○資源ごみと積み合わせて搬入した場合、資源ごみを知多南部クリーンセンター内で下ろすことは
　できません。
　資源ごみは、知多南部リサイクルステーションで受け入れます。

所在地／南知多町大字内海字樫木７７番地の１

月曜日～金曜日（祝日を含む）　午前8：45 ～ 12：00　午後1：00 ～ 4：15
第 2・4土曜日（祝日を含む）    午前 8：45 ～ 12：00　

可燃ごみ

可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ

搬入時間
（受付）

まくら

ぬいぐるみ

座布団

ヘルメット

ふとん 畳 カーペット ソファー・座いす ギター ブロック かわら

※大量の搬入はできません。

れんが ボーリング玉 物干し土台 火鉢

埋立ごみ

ベッドフレーム 木製の机 木製のタンス カラーボックス

ガスコンロ 石油ストーブ 掃除機 傘 自転車

紙おむつ

草・剪定枝・竹など

指定袋
家庭用可燃ごみ

紙おむつ紙おむつ

カーテン

レタートレー

プラスチック製
ハンガー

紙おむつ紙おむつ

指定袋
家庭用可燃ごみ45リットル
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知多南部リサイクルス テーションに出せるもの令和4年4月から 電話番号 0569-62-0402

知多南部リサイクルステーション
所在地／南知多町大字内海字池田 17番地

月曜日～金曜日（祝日を含む）
午前8：45 ～ 12：00　午後1：00 ～ 4：15

第 2・4土曜日（祝日を含む）
午前8：45 ～ 12：00　

搬入時間（受付）

☞ 詳細は 17ページ

☞ 詳細は 10ページ

☞ 詳細は 11ページ
プラスチック製容器包装

はがき・封筒類

カップ・パック類 トレイ類 ボトル類 袋類 チューブ類・その他

紙袋・紙箱類 チラシ類 写真・レシート

ミックスペーパー

草・剪定枝・竹
☞ 詳細は 15・16ページ

びん類 （飲食用・化粧用）

ペットボトル （飲食用）
紙類・布類

その他

缶類

ガス抜きキャップで
ガスを抜いてください。

ガスを使い切って
ください。

刃物類は刃の部分を布やテープ
などで保護してください。小型家電 不燃ごみ乾電池

蛍光灯

ガラス・陶磁器類

スプレー缶

スチール缶（飲食用）

無色透明

その他

アルミ缶（飲食用）

ライター

新聞

雑誌

布類

ダンボール

紙パック

一升びん（緑・茶色）
ビールびん

生きびん

茶色

金属類

GAS

草・葉 枝・木 竹・笹

資源ごみ

知多南部
リサイクルステーション

知多南部
クリーンセンター

内海駅東

樫木

南知多
グリーンバレイ

内海高校

すいせんロード

●

276

276

276

52

52

52

名鉄内海駅
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各地区のごみ集積所 知多南部クリーンセンター（中継施設） 知多南部広域環境センター出せる場所

台所のごみ （残飯・貝殻など） プラスチック類

新聞

雑誌 紙パック（中が白いもの）

・生ごみは、できる限り堆肥化して使ってください。
・水分をよく切り、袋の口元をしっかりしばって出してください。
・食用油は、廃油回収時に出してください。（少量であれば紙、布にしめら
せるか、市販の固める薬剤で固めて可燃ごみとして出してください。）

・プラスチック製容器包装ではないものは、可燃ごみとして出
してください。
・町の指定袋に入らない大きさのものは、粗大ごみです。

・　  マークがついているもの（お菓子の箱
など）の他、投げ込みチラシ、包装紙、写
真、（窓付き）封筒、紙袋、メモ帳などの紙
があります。
※このほかにも、レシートや宅配伝票など
のカーボン紙、カレンダーやポスターなど
のプラスチックコート紙や合成紙なども
対象です。
※ホッチキスやクリップなどで留められた
書類やビニール袋に入った投げ込みチラ
シもそのまま出すことができます。

町の指定袋に入れて、ミックスペーパーの収集日に
各地区のごみ集積所へ出してください。雨の日でも
収集します。

各地区の分別収集に出すか、知多南部リサイクル
ステーションに持ち込んでください。

再生品に汚れが移ってしまうので、リサイクルに
適しません。

○各地区のごみ集積所に出す場合、必ず町の指定袋（可燃ごみ）に入れてください。（紙おむつを除く）
○知多南部クリーンセンター（中継施設）または、知多南部広域環境センターへ直接搬入する際は町の指定
袋（可燃ごみ）に入れる必要はありませんが、臭いの強いごみや散らばりやすいごみは、袋に入れて
　搬入してください。袋に入れる際は、中身がわかるように、透明（半透明）の袋に入れてください。
○詳しくは、知多南部広域環境組合（☎0569-84-1007）にお問い合わせください。

知多南部リサイクルステーションに直接搬入もでき
ます。町の指定袋に入れてください。雨の日でも持
ち込めます。

はきもの・かばん類 その他

・金具部分はできるだけ取り外し、分別収集のその他（金属
類）として出してください。

・町の指定袋に入れば布団なども可燃ごみとして各地区のご
み集積所に出すことができます。（町の指定袋に入らない大
きさのものは、可燃性粗大ごみです。）

・汚れた紙…使ったティッシュ、紙おむつなど
※紙おむつの出し方は、9 ページをご覧ください。

紙おむつ

・草類や葉などを可燃ごみとして出す場合は、町の指定袋に入
れて出してください。
・剪定枝や竹は、上記サイズ内にして45リットルの町の指定袋
を１枚巻き付けて出してください。
・知多南部リサイクルステーションに直接搬入する場合は、処
理手数料が無料です。袋に入れる必要もありません。

・大人、子どもが使用した紙おむつは、市販の透明または半透明の
袋に「紙おむつ」と記載し、各地区のごみ集積所に出してください。
・旧可燃ごみ指定袋（美浜町/緑・南知多町/黄）には入れて出
さないでください。
※ペット用の紙おむつは、対象外です。
※中継施設、広域環境センターへ直接搬入する場合は、処理
手数料が10㎏ごとに100円が掛かります。

知多南部リサイクルステーション出せる場所

出し方

ミックスペーパーとして出せない紙は？

資源分別収集品目 汚れた紙

可燃ごみとして出してください

各地区のごみ集積所 

各地区のごみ集積所 知多南部リサイクルステーション

はがき・封筒類
紙袋・紙箱類

チラシ類 写真・レシート
スニーカー、ブーツなど

レタートレー
プラスチック製
ハンガー

ショルダーバッグ、
ランドセルなど カーテンぬいぐるみ

座布団 ヘルメット

☞ 3ページ

☞ 詳細は 17ページ

☞ 8ページ出し方 各地区のごみ集積所 知多南部クリーンセンター（中継施設）☞ 3ページ ☞ 5ページ

まくら

草・剪定枝・竹など

可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ ミックスペーパーミックスペーパーミックスペーパーミックスペーパーミックスペーパーミックスペーパー

長さ60cm以下

直径
60cm
以下

指定袋
家庭用可燃ごみ

ダンボール

紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ
指定袋

家庭用可燃ごみ45リットル
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出せる場所

その他

出せる場所

※洗っても汚れが取れない場合、可燃ごみとして出してください。

●ミックスペーパー
●プラスチック製容器包装
●資源ごみ
●資源粗大ごみ
●草・剪定枝・竹

知多南部リサイクルステーション

町の指定袋に入れて、ミックスペーパーと同じ収集
日に各地区のごみ集積所へ出してください。雨の日
でも収集します。

二重袋（専用袋にごみ入りの
小袋を入れること）で出さな
いでください

選別作業の手間が
かかり、処理費用
が高くなります。

異物が入るとリサイクルできず、全てごみになります。危険ごみの混入は、作業
員のけがや処理工場での事故の原因になります。

プラスチック製容器包装以外のものを絶対に入れないでください！

知多南部リサイクルステーションに直接搬入もでき
ます。町の指定袋に入れてください。雨の日でも持
ち込めます。

知多南部クリーンセンター (中継施設 )
または、知多南部広域環境センター (武豊町内 )に直接搬入することもできます。

出し方 各地区のごみ集積所 

中身を空にする。 水で洗って汚れを落とす。

知多南部リサイクルステーション☞ 3ページ ☞ 8ページ ☞ 5ページ出し方

知多南部リサイクルステーション

知多南部クリーンセンター（中継施設） 知多南部広域環境センター

カップ・パック類 トレイ類 ボトル類 袋類 チューブ類・その他

○10 ㎏あたり100 円の処理手数料がかかります。
○知多南部広域環境組合が処理を担当するごみです。知多南部衛生組合が処理を担当する木製粗大ご
み・資源粗大ごみ(☞ 13 ページ) とは、別計量となります。
○可燃性・不燃性粗大ごみと木製・資源粗大ごみは別々の清算となります。（積み合わせの場合、計量・
支払いが 2 回になります。）
○分別をしていなかったり、受入可能なサイズを超える場合、受入をお断りします。
○材質や形状により、受入できないものがあります。
　詳しくは、知多南部広域環境組合 (☎0569-84-1007) へお問い合わせください。

ふとん 畳 カーペット プラスチック製
衣装ケース

座いす ガラステーブル ソファー ギター 事務いす

プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装 可燃性・不燃性 粗大ごみ可燃性・不燃性 粗大ごみ可燃性・不燃性 粗大ごみ可燃性・不燃性 粗大ごみ可燃性・不燃性 粗大ごみ可燃性・不燃性 粗大ごみ

二重、三重袋にしないで
指定袋に入れて出す。

××× ×

可燃性粗大ごみの一例 縦250 ㎝ × 横 150 ㎝ × 奥行 100 ㎝以下のもの
※木材については、直径 20 ㎝以下のもの

縦 200 ㎝ × 横 150 ㎝ × 奥行 100 ㎝以下のもの不燃性粗大ごみの一例

商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装物でその商品
を使ったり取り出したあと、不要になるものが対象です。このマークが目印

各地区のごみ集積所 
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知多南部クリーンセンター (ストックヤード )出せる場所

その他

出せる場所

知多南部クリーンセンター (ストックヤード)に直接搬入してください。 ☞ 6ページ出し方

知多南部リサイクルステーション

知多南部クリーンセンター（ストックヤード）

○10 ㎏あたり100 円の処理手数料がかかります。
○受入可能なサイズは、概ねコンクリートブロック2 個分 (40 ㎝ ×40 ㎝ ×20 ㎝ ) までです。
○搬入できる量は、軽トラック半車( 約 175 ㎏ ) 程度までです。
　継続的な搬入はできません。
○建築廃材やリフォーム( 重機や専門的な機械を使用したDIY 含む) で生じた埋立ごみは、
　受入できません。
○石膏ボード始め石膏を含む製品は、埋立時に危険ガス( 硫化水素 ) が発生する可能性が
　あるため受入できません。
○その他材質や形状、搬入量により、受入できないものがあります。
　詳しくは、知多南部衛生組合 (☎0569-62-0402) へお問い合わせください。

○10 ㎏あたり100 円の処理手数料がかかります。
○知多南部衛生組合が処理を担当するごみです。知多南部広域環境組合が処理を担当する可燃性
粗大ごみ・不燃性粗大ごみ (☞ 12 ページ ) とは、別計量となります。
○可燃性・不燃性粗大ごみと木製・資源粗大ごみは別々の清算となります。（積み合わせの場合、計量・
支払いが2 回になります。
○分別をしていなかったり、受入可能なサイズを超える場合、受入をお断りします。
○傘は、布・ビニール部分を取り外してから出してください。
○ストーブ類は、中の燃料を使い切ってから出してください。
○材質や形状により、受入できないものがあります。
　詳しくは、知多南部衛生組合 (☎0569-62-0402) へお問い合わせください。

資源粗大ごみの一例

木製粗大ごみの一例

ベッドフレーム 木製の机 木製のタンス カラーボックス

ガスコンロ 石油ストーブ 掃除機 傘 自転車

縦 250 ㎝ × 横 150 ㎝ × 奥行 100 ㎝以下のもの

縦 200 ㎝ × 横 150 ㎝ × 奥行 100 ㎝以下のもの

知多南部クリーンセンター (ストックヤード)に直接搬入してください。

◎自然物であり「ごみ」という扱いはしておりませんが、ガーデニングや庭の手入れで不要となっ
　た土や石については、上記の基準内で受入します。

☞ 6ページ出し方

ボーリング玉

ブロック かわら れんが

物干し土台 火鉢

家庭で不要となった土や石の処分

木製・資源 粗大ごみ木製・資源 粗大ごみ木製・資源 粗大ごみ木製・資源 粗大ごみ 埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみ

埋立ごみ ※大量の搬入はできません。

13 14



○中身を取り出し、簡単に水洗い
してください。
○王冠などは、その他 ( 金属類 ) 
です。
○農薬や化学薬品のびんは、その
他( ガラス・陶磁器類 )
 　です。

出せる場所

その他

○スプレー缶やカセットボンベは、処理す
る際に火災や爆発の原因になるので、
必ず中身を使い切るか、抜いてくださ
い。穴開けは不要です。
○アルミ缶・スチール缶は、中身を取り出し、
簡単に水洗いしてください。

　ふたは、その他( 金属類 )
　です。

○　 マークのついたものに限ります。
○簡単に水洗いしてください。
○ふた、ラベルは必ず取ってプラスチック
製容器包装として出してください。

○ウォーターサーバー用の大型ボトルは、リ
サイクルできません。

　販売店等にご相談いただくか、
　可燃ごみとして出してください。

○折込広告も新聞紙と一緒に出すことができます。
○ダンボールのとめ金、ガムテープ、ビニールなどは、はずしてください。
○汚れている布類は、洗濯してから出してください。洗濯せずに可燃ごみとして出すこともできます。
○作業服、和服はリサイクルできません。可燃ごみとして出してください。
○紙パックは、中が白いものに限ります。水洗いし、乾燥してから平らに開いて出してください。
○裏が銀色( アルミ付き) の紙パックは、ミックスペーパーに出してください。
○各地区の分別収集へ出す場合、紙類・布類は持ち運べる厚さにし、十文字にしばってください。
　また雨天の場合は次回の分別収集に出してください。
○知多南部リサイクルステーションには、雨天の時でも紙類・布類を搬入することができます。
　また、衣類は十文字に縛らず出せます。

○ライターは、処理する際に火災の原因になるので、必ずガスを使い切ってください。
○小型家電とは、分別収集のコンテナ( たて30 ㎝ × よこ40 ㎝× 高さ35 ㎝ ) に分解せず入る大きさの家電です。
　コンテナに入らない大きさのものは資源粗大ごみです。
○不燃ごみとは、複合製品のごみです。例 : めがね…レンズ( ガラス)＋フレーム( プラスチック・鉄 )
○刃物類は、刃の部分を布やテープなどで保護してください。

出し方

知多南部リサイクルステーション

決められた日時に各地区の分別収集へ出してくださ
い。ただし、紙類・布類は濡れると資源化の妨げ
になるため、雨の日は出せません。

知多南部リサイクルステーションに直接搬入もでき
ます。
全ての品目が雨の日でも持ち込めます。

出し方 各地区の分別収集 知多南部リサイクルステーション☞ 4ページ ☞ 7ページ

紙類・布類

びん類 （飲食用・化粧用）

缶類 

ペットボトル （飲食用）

その他

スプレー缶 アルミ缶（飲食用） スチール缶（飲食用）

金属類

小型家電

ライター

乾電池

ガラス・陶磁器類

不燃ごみ 分別収集のコンテナ

一升びん（緑・茶色）
ビールびん その他茶色無色透明

新聞 雑誌 布類 ダンボール紙パック

資源ごみ資源ごみ資源ごみ資源ごみ

生きびん

GAS

生きびん

蛍光灯

各地区の分別収集
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出せる場所

草・葉

枝・木 竹・笹

○「草・葉」「枝・木」「竹・笹」それぞれ分けて搬入してください。混ざっ
た状態では、リサイクルすることができません。また、可燃ごみや缶類な
どを絶対入れないでください。
○木を搬入する場合、枝を払ってから搬入してください。
○知多南部リサイクルステーションに搬入できるものの大きさは、長さ180 ㎝、
太さ（断面の直径）15 ㎝までとなります。

○野菜類や花類は水分量が多く、腐敗しやすいためリサイクルできません。
また腐敗により悪臭発生の原因にもなります。
　可燃ごみとして出してください。
○植物の種類により、搬入できないものがあります。
　詳しくは、知多南部衛生組合（☎0569-62-0402）
　までお問い合わせください。

●自分の土地などで不法投棄を見つけた場合は、片付ける前に警察に通報し、役場の環境課に相談して
ください。
●通報の有無に関わらず、不法投棄者が特定できない場合、その土地の所有者が不法投棄ごみを
　処分しなければなりません。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条【清潔の保持等】
　※通報した場合でも、警察や役場環境課が片付けるわけではありません。

出し方
『資源ごみ』として知多南部リサ
イクルステーションに直接搬入す
る場合は、処理手数料は無料で
す。

★受入できないものの一例となります。処理方法の確認は、知多南部衛生組合または、役場環境課まで

『可燃ごみ』として町の指定袋に
入れるか 45リットルの町の指定袋
1枚を巻き付けて各地区のごみ集
積所に出してください。

『可燃ごみ』として知多南部クリー
ンセンター(中継施設)に直接搬
入する場合は、10㎏あたり100円
の処理手数料がかかります。

出し方 各地区のごみ集積所 

各地区のごみ集積所へ出す場合の荷姿 

知多南部リサイクルステーションへ直接搬入する場合の注意事項

知多南部クリーンセンター（中継施設） 知多南部リサイクルステーション
☞ 3ページ ☞ 8ページ☞ 5ページ

知多南部クリーンセンター（中継施設） 知多南部リサイクルステーション

搬入できないもの（可燃ごみに出してください。）
不法投棄は犯罪です。絶対にしないでください！

受入できないもの

家電リサイクル法の対象物は、家電小
売店か、買い替える小売店で処理して
ください。詳細は、(財)家電製品協会
ホームページをご覧ください。

販売店または処理業者などにご相談
の上、処理してください。

車の部品・付属品は受入できません。
販売店などにご相談ください。

漁業によって生じた産業廃棄物は、受
入できません。漁業協同組合や処理業
者にご相談ください。

FRP(繊維強化プラスチック)を使用し
た製品は、受入できません。

パチンコ・スロット台は、家庭向けに整
備してあるものも受入できません。

エンジンを搭載した機械類は、受入でき
ません。販売店などにご相談ください。

電気温水器は、受入できません。販売
店などにご相談ください。

業者・個人を問わず、建築廃材は受入
できません。

農業によって生じた産業廃棄物は、受
入できません。営農センターや処理業
者にご相談ください。

耐火金庫は、処理困難物となり、受入
できません。販売店などにご相談くだ
さい。

ピアノ線を使用した製品は、処理困難
物となり、受入できません。販売店など
にご相談ください。

草・剪定枝・竹草・剪定枝・竹草・剪定枝・竹草・剪定枝・竹

直径
60cm
以下

指定袋
家庭用可燃ごみ

野菜類 毒性のある植物 　特定外来種の植物花類 根菜・球根・果実

家電4品目

キャベツ・ネギ・
白菜 など

パンジー・
ヒマワリ など

タケノコ・チューリップ・
ミカン など

キョウチクトウ・アジサイ・
スイートピーなど

オオキンケイギクなど

テレビ

冷蔵庫
冷凍庫

衣類乾燥機・
洗濯機

エアコン

シンナー
！

A

消火器
タイヤ

危険物
（発火性のもの、毒物）の
入った缶

（一輪車のタイヤは除く） ガスボンベ

バッテリー

各地区のごみ集積所 

※下ろす時に袋から出してください。

指定袋
家庭用可燃ごみ45リットル

長さ60cm以下長さ60cm以下
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2019

家 庭 ご み 分 別 早 見 表

五十音 品　　目 分別区分 分　　類 備　　考

あ

油（食用） 可燃ごみ 油処理剤で固める	
紙や布に染み込ませる	

油揚げの袋 プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

油の容器

ガラス製 資源ごみ ガラス・陶磁器類

金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

雨どい 可燃性粗大ごみ
網（バーベキュー用） 資源ごみ 金属類

網戸の枠 資源粗大ごみ 網は取り外して可燃ごみ

飴の外袋・個別包装 プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

アルバム ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

アルミホイル 資源ごみ 不燃ごみ

アルミホイルの外箱・芯 ミックスペーパー
アルミ缶（飲食用） 飲食用 資源ごみ アルミ缶 中を水で洗ってから出す

アルミ缶（飲食用以外） 飲食用以外 資源ごみ 金属類

安全靴 可燃ごみ
アンテナ（テレビ用） 資源粗大ごみ

い

ＥＴＣ車載ユニット 資源ごみ 小型家電

衣装ケース 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

一輪車 運搬・遊具 資源粗大ごみ
一升びん（茶色・緑色のみ） 資源ごみ 生きびん

一斗缶 資源粗大ごみ
糸・毛糸 可燃ごみ
犬小屋 木・プラ製 可燃性粗大ごみ
衣服・衣類 資源ごみ 布類

医薬品の錠剤シート プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

医薬品容器 プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

イヤフォン・ヘッドフォン 資源ごみ 小型家電

衣類乾燥機 受入不可 特定４品目 家電リサイクル法対象物

インクカートリッジ 家庭用	
プリンター 可燃ごみ 店頭の回収ボックスもご利用ください

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

い
インターフォン 資源ごみ 小型家電

飲料パック（ＬＬパック） 内側が銀色 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

う

ウインドウファン 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

ウインドブレーカー 資源ごみ 布類

植木鉢
陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類 大型のものは埋立ごみ

プラ製 可燃ごみ
ウェットティッシュ 可燃ごみ
ウォーキングマシン 資源粗大ごみ
浮き輪 可燃ごみ
臼（うす） 石・木 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

団扇（うちわ） 可燃ごみ
ウッドデッキ 木製粗大ごみ
腕時計 資源ごみ 小型家電

乳母車 不燃性粗大ごみ
羽毛布団 可燃性粗大ごみ

え

エアコン 受入不可 特定４品目 家電リサイクル法対象物

エアロバイク 資源粗大ごみ
液晶テレビ 受入不可 特定４品目 家電リサイクル法対象物

液状のもの（廃油・廃液・汚泥・汚水・し尿等） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

枝 草・剪定枝・竹 長さ180㎝、太さ15㎝まで

絵本 資源ごみ 雑誌

エレクトーン 資源粗大ごみ

園芸用支柱
金属製 資源粗大ごみ
プラ製 可燃ごみ

エンジンオイル 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

エンジン付きのもの（耕運機、バイク等） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

延長コード 資源ごみ 小型家電

鉛筆・色鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り器
電動式 資源ごみ 小型家電

手動式 資源ごみ 不燃ごみ

塩ビパイプ 可燃性粗大ごみ
ＦＲＰ製品（波板・船・サーフボード） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ＬＥＤライト（電球型・直管型等） 資源ごみ 小型家電

ＭＤ（ケース含む） 可燃ごみ
ＭＤプレーヤー 資源ごみ 小型家電

ＳＤカード 資源ごみ 小型家電 データを消してから出す

お

オイル 機械関係 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

オイル缶 資源ごみ 金属類 中身は空にする

オイルヒーター 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

大型ショーケース（ガラス製） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

種　類 出せるところ 種　類 出せるところ 種　類 出せるところ

可燃ごみ 各地区のごみ集積所・中継施設 資源ごみ 各地区の分別収集
知多南部リサイクルステーション

ミックス
ペーパー

各地区のごみ集積所
知多南部リサイクルステーション

草･剪定枝・竹 知多南部リサイクルステーション 可燃性
粗大ごみ

中継施設
（知多南部クリーンセンター内）

不燃性
粗大ごみ

中継施設
（知多南部クリーンセンター内）

木製
粗大ごみ

ストックヤード
（知多南部クリーンセンター内）

資源
粗大ごみ

ストックヤード
（知多南部クリーンセンター内）

プラスチック
製容器包装

各地区のごみ集積所
知多南部リサイクルステーション

受入不可 収集・受入・処理ができないもの 水銀製品 知多南部クリーンセンター
町役場環境課 埋立ごみ ストックヤード

（知多南部クリーンセンター内）

令和 4年度版
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

お

オーディオ機器 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

オーディオラック 不燃性粗大ごみ
オートバイ（原動機付自転車を含む） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

オーブントースター 資源ごみ 小型家電

オーブンレンジ 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

お菓子の空き箱 紙製 ミックスペーパー
お菓子の缶 金属製 資源ごみ 缶類

お菓子の袋 プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

置時計 資源ごみ 小型家電

桶 木・プラ製 可燃ごみ
落ち葉 草・剪定枝・竹
お茶の葉・ティーバッグ 可燃ごみ
斧 資源粗大ごみ
帯 可燃ごみ

お盆
金属製 資源ごみ 金属類

木・プラ製 可燃ごみ
おまる 可燃性粗大ごみ
おむつ 紙・布製 可燃ごみ

おもちゃ

金属製 資源ごみ 金属類

電池式 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ・電池は外す

木・プラ製 可燃ごみ
金属とプラ	
の複合品 資源ごみ 不燃ごみ

おもちゃの空き箱 紙製 ミックスペーパー

折りたたみイス・机
木製 木製粗大ごみ
金属製 資源粗大ごみ

オルガン 不燃性粗大ごみ
オルゴール 資源ごみ 不燃ごみ

温水便座 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

温度計
水銀使用 水銀製品 有害ごみ 知多南部クリーンセンターまたは、町役

場環境課へ直接持ち込む

デジタル 資源ごみ 小型家電

か

ガーゼ 可燃ごみ
カーテン（レースを含む） 可燃ごみ
カーテンレール 資源粗大ごみ

カード類
紙製 ミックスペーパー
プラ製 可燃ごみ

カーナビ・カーコンポ 資源ごみ 小型家電

カーペット（じゅうたん） 可燃性粗大ごみ
カーボン紙 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

貝殻 可燃ごみ
懐中電灯 資源ごみ 小型家電

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

か

カイロ

使い捨て 可燃ごみ
白金触媒式 資源ごみ 不燃ごみ 燃料は空にする

充電式 資源ごみ 小型家電

鏡・ガラス 資源ごみ ガラス・陶磁器類 大型のものは埋立ごみ

家具

金属製 資源粗大ごみ
木製 木製粗大ごみ
プラ製 可燃性粗大ごみ

学習机 木製粗大ごみ

額縁

金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ
木製 可燃ごみ

上記素材の複合品 資源ごみ 不燃ごみ

掛け時計 資源ごみ 小型家電

かご
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ

傘
長傘 資源粗大ごみ 布・ビニール部分を取り外して、骨の状

態にする	
布とビニールは可燃ごみ折り畳み 資源ごみ 金属類

傘立て

金属製 資源粗大ごみ
ガラス	
陶磁器 埋立ごみ
木製 木製粗大ごみ

加湿器 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

菓子等の缶 資源ごみ 缶類

菓子等の中仕切り プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

菓子の空き箱 紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ガス給湯器 資源粗大ごみ
ガスコンロ 資源粗大ごみ
ガスストーブ・ガスファンヒーター 資源粗大ごみ
ガス台 資源粗大ごみ

ガスボンベ
カセット	
コンロ用 資源ごみ スプレー缶 使い切ってから出す

大型のもの 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ガスレンジ 資源粗大ごみ
カセットコンロ 資源ごみ 金属類

カセットテープ（ケースも含む） 可燃ごみ
カセットデッキ 資源ごみ 小型家電

カセット式ガスボンベのフタ プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ガソリン 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

カタログ 資源ごみ 雑誌

楽器 金属製 資源粗大ごみ
カッターナイフ 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか

ら出す

カッパ（雨具） 可燃ごみ

21 22



23 24

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

か

金槌（かなづち） 資源ごみ 不燃ごみ

カヌー 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

かばん 可燃ごみ

花瓶
ガラス	
陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類

プラ製 可燃ごみ
紙（シュレッダーにかけたもの） ミックスペーパー
紙おむつ 可燃ごみ 透明または半透明の袋に入れ、「おむつ」

と袋に記載する

紙くず（使用済みティッシュ等） 可燃ごみ
紙コップ・紙皿 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

カミソリ 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか
ら出す

紙ねんど 可燃ごみ
紙パック（内側が銀色） ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

紙袋 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

カメラ 資源ごみ 小型家電

火薬類・引火性・発火性のもの 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

画用紙 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

カラーボックス 木製粗大ごみ
カラオケ装置 資源粗大ごみ
ガラス製品 資源ごみ ガラス・陶磁器類

カレンダー ミックスペーパー
革製品 可燃ごみ
瓦（かわら） 埋立ごみ 大量の搬入は不可

換気扇 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

緩衝材（シート状・プチプチ） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

乾燥剤 可燃ごみ
缶詰の缶 資源ごみ 缶類 ふたは資源ごみ（金属類）

乾電池 資源ごみ 乾電池

感熱紙 ミックスペーパー

き

キーボード
楽器 資源粗大ごみ

パソコン用 資源ごみ 小型家電

キーホルダー

金属製 資源ごみ 金属類

布・プラ製 可燃ごみ
上記素材	
の複合品 資源ごみ 不燃ごみ

ギター 不燃性粗大ごみ
木の根 可燃性粗大ごみ 直径20㎝以内にする

着物 可燃ごみ
脚立 資源粗大ごみ
キャビネット 不燃性粗大ごみ
キャリーケース 不燃性粗大ごみ
急須 陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

き

給湯器 資源粗大ごみ
牛乳パック 資源ごみ 紙パック

牛乳びん 資源ごみ びん類

給油ポンプ
手動式 可燃ごみ
電動式 資源ごみ 小型家電

教科書 資源ごみ 雑誌

鏡台 不燃性粗大ごみ
業務用機械器具 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

漁業用機具・網など 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

金庫
手持ち 資源ごみ 金属類 小銭トレー（プラ製）は可燃ごみ

耐火 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

金属のかたまり（歯車、クランク軸等） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

く

空気清浄器 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

クーラー（エアコン） 受入不可 特定４品目 販売店・専門処理業者に相談

クーラーボックス 可燃ごみ 大型のものは可燃性粗大ごみ

釘（クギ） 資源ごみ 金属類

草 草・剪定枝・竹 土は払って除く	
花は可燃ごみ

草刈機
本体 資源粗大ごみ 燃料は空にする

刃 資源ごみ 金属類

薬 錠剤	
カプセル 可燃ごみ

薬の紙袋 紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

薬のびん
化学薬品 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

医薬品 資源ごみ びん類 汚れが取れない場合は、ガラス・陶磁器類

薬の包装シート
プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

靴 可燃ごみ
靴下 可燃ごみ
クッション 可燃ごみ
グラスウール 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

クリアファイル 可燃ごみ

車いす
手動式 資源粗大ごみ
電動式 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

車の座席 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

グローブ（革） 可燃ごみ
鍬（くわ） 資源粗大ごみ
軍手 可燃ごみ

け

蛍光灯・蛍光管 資源ごみ 蛍光灯

携帯電話・スマートフォン・ＰＨＳ 資源ごみ 小型家電 データを消してから出す

毛糸 可燃ごみ
計量カップ・スプーン 金属製 資源ごみ 金属類
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

け

計量カップ・スプーン 木・プラ製 可燃ごみ
ケージ 資源粗大ごみ
ゲーム機 資源ごみ 小型家電

ゲームソフト
ディスク 可燃ごみ
カセット 資源ごみ 小型家電

劇薬 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

化粧品の容器
びん 資源ごみ びん類 汚れが取れない場合は、ガラス・陶磁器類

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

下駄箱 木製粗大ごみ

血圧計

水銀使用 水銀製品 有害ごみ 知多南部クリーンセンターまたは、町役
場環境課へ直接持ち込む

水銀不使用 資源ごみ 不燃ごみ

デジタル 資源ごみ 小型家電

玄関マット 可燃ごみ
建築廃材（コンクリート・レンガ・タイル・石膏ボード等） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

原動機付き自転車 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

こ

碁石 埋立ごみ
工具 資源ごみ 金属類 木やプラがついているものは不燃ごみ

工具箱
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ
コード 資源ごみ 小型家電

コーヒーメーカー 資源ごみ 小型家電

ござ 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

炬燵（こたつ）
天板・脚部 可燃性粗大ごみ
布団 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

コップ
ガラス 資源ごみ ガラス・陶磁器類

プラ製 可燃ごみ
粉ミルクの缶 資源ごみ 缶類 缶の種類を確認して出す

コピー機（家庭用） 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

コピー用紙 ミックスペーパー

ごみ箱
金属製 資源ごみ 金属類 大型のものは資源粗大ごみ

木・プラ製 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

ゴムホース 可燃ごみ １本あたり60㎝以内にカットする

ゴムボート 可燃ごみ
ゴム製品（手袋・長靴） 可燃ごみ
米びつ 資源粗大ごみ

米袋
紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ゴルフ用品 バッグ 可燃性粗大ごみ
ゴルフ用品 クラブ 資源粗大ごみ
コンクリートがら・ブロック 埋立ごみ 大量の搬入は不可

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

こ

コンパス（文房具） 資源ごみ 不燃ごみ

コンビニ弁当容器 プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

コンビニ弁当容器の外包装フィルム プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

コンポ 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

さ

サーフボード
FRP製 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ポリ・発泡 可燃性粗大ごみ
座椅子 不燃性粗大ごみ
サイドボード 木製粗大ごみ
財布 可燃ごみ
作業着 可燃ごみ
酒パック（内側が白いもの） 資源ごみ 紙パック

酒パック（内側がアルミのもの） ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

酒パックの内ブタ・外ブタ プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

座卓 木製粗大ごみ
サッカーボール 可燃ごみ
サッシ 金属製 資源粗大ごみ ガラス付きも受入可能

雑誌・週刊誌 資源ごみ 雑誌

座布団 可燃ごみ

皿

ガラス	
陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類

紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 可燃ごみ

ざる
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ
三脚 資源粗大ごみ
産業廃棄物全般（特別管理一般廃棄物含む） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

サンダル 可燃ごみ
三面鏡 不燃性粗大ごみ
三輪車 資源粗大ごみ

し

ＣＤ・ＣＤケース 可燃ごみ
シーツ 資源ごみ 布類 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

シェーバー（電動髭剃り機） 資源ごみ 小型家電

色紙 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

磁石 資源ごみ 金属類

辞書・辞典 資源ごみ 雑誌

下着 資源ごみ 布類 可燃ごみとしても出せます

下敷き プラ製 可燃ごみ
自転車 資源粗大ごみ
自動販売機 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

芝刈機
手押し式 資源粗大ごみ
自走式 受入不可 販売店・専門処理業者に相談
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

し

事務用機器（事業用・レンタル・リース品含む） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

写真 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

車両関係部品（タイヤ、ホイール、座席、テールランプ、バンパー） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

シャンプー・リンスのボトル（容器） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

シャンプーハット 可燃ごみ
ジューサー 資源ごみ 小型家電

習字の半紙 ミックスペーパー
ジュースの缶 資源ごみ 缶類 缶の種類を確認して出す

絨毯（じゅうたん） 可燃性粗大ごみ
充電器 資源ごみ 小型家電

充電式電池 資源ごみ 乾電池

シュレッダーごみ ミックスペーパー
消火器 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

焼却灰（燃え殻） 埋立ごみ 大量の搬入は不可

照明器具

本体 資源粗大ごみ
電球	
蛍光灯 資源ごみ 蛍光灯

カバー 可燃ごみ
ショーケース（ガラス製） 埋立ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

食卓 木製粗大ごみ

食品トレイ
紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

除湿機 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

除湿剤 可燃ごみ
書籍（単行本・文庫本・雑誌・週刊誌など） 資源ごみ 雑誌

書棚 木製粗大ごみ
食器乾燥機・洗浄器 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

食器棚 資源粗大ごみ

食器類

ガラス・陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類

金属製 資源ごみ 金属類

木・プラ製 可燃ごみ
シルバーカー 不燃性粗大ごみ 電動式は受入不可

人工芝 可燃ごみ
シンナー類 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

新聞 資源ごみ 新聞

深夜電気温水器 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

食用油（天ぷら油など） 可燃ごみ 油処理剤で固める	
紙や布に染み込ませる	

す

水槽
ガラス 資源ごみ ガラス・陶磁器類

プラ製 可燃ごみ

水筒
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

す

炊飯器・炊飯ジャー 資源ごみ 小型家電

スーツ 資源ごみ 布類

スーツケース 不燃性粗大ごみ
姿見 不燃性粗大ごみ
鋤（すき） 資源粗大ごみ
スキー板 不燃性粗大ごみ
スキーウェア 可燃ごみ
スキャナー 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

スクーター（原動機付き自転車） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

スケートボード 不燃性粗大ごみ
スコップ 資源粗大ごみ
すだれ 竹・葦・	

ビニール 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

スチール缶
飲食用 資源ごみ スチール缶 簡単に水洗いしてから出す

飲食用以外 資源ごみ 金属類

スチール棚・スチール家具 資源粗大ごみ
ステレオ 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

ステレオラック
金属製 資源粗大ごみ
木製 木製粗大ごみ

ストーブ
石油 資源粗大ごみ 燃料は空にする

電気 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

ストッキング 可燃ごみ
ストロー 可燃ごみ

ストローの外袋
紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

スノーボード 不燃性粗大ごみ
すのこ 木製粗大ごみ
スピーカー 資源ごみ 小型家電

スプレー缶 資源ごみ スプレー缶 使い切ってから出す

滑り台 家庭用遊具 資源粗大ごみ
スポンジ 可燃ごみ
ズボンプレッサー 資源粗大ごみ
スマートフォン・携帯電話・ＰＨＳ 資源ごみ 小型家電 データを消してから出す

炭 可燃ごみ
スリッパラック 木・プラ製 可燃性粗大ごみ
すり鉢 資源ごみ ガラス・陶磁器類 大型のものは埋立ごみ

スレート 埋立ごみ 大量の搬入は不可

せ

生理用品 可燃ごみ
セーター 資源ごみ 布類

石油ファンヒーター 資源ごみ 金属類 大型のものは資源粗大ごみ
燃料は空にする

石膏ボード（プラスターボード） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

せ

セロハンテープのカッター台 資源ごみ 不燃ごみ

セロハンテープの芯 ミックスペーパー
洗剤容器（液体用ボトル・詰め替え用） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

扇子 可燃ごみ
洗濯機 受入不可 家電リサイクル法対象物

洗濯ばさみ（プラスチック） 可燃ごみ
剪定枝 草・剪定枝・竹 植物の種類により草・剪定枝として処理

できないものもある

扇風機 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

洗面器
金属製 資源ごみ 金属類

木・プラ製 可燃ごみ
洗面化粧台 資源粗大ごみ

そ

双眼鏡 資源ごみ 不燃ごみ

雑巾 可燃ごみ
掃除機 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

掃除機の紙パック 可燃ごみ
ソースの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ソケット 資源ごみ 不燃ごみ

ソファー 不燃性粗大ごみ
そろばん 可燃ごみ

た

体温計
水銀 水銀製品 有害ごみ 知多南部クリーンセンターまたは、町役

場環境課へ直接持ち込む

デジタル 資源ごみ 小型家電

耐火金庫 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

台紙 ミックスペーパー
台車 資源粗大ごみ

体重計
ばねばかり 資源ごみ 金属類

デジタル 資源ごみ 小型家電

台所マット 可燃ごみ
ダイニングセット 木製粗大ごみ
耐熱容器（ガラス） 資源ごみ ガラス・陶磁器類

タイヤ（ホイール付き）

自動車	
バイク 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

自転車 資源粗大ごみ
一輪車 資源ごみ 不燃ごみ 大型のものは不燃性粗大ごみ

タイヤチェーン
金属製 資源ごみ 金属類

非金属製 可燃ごみ
太陽光発電用パネル 受入不可
太陽熱温水器 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

タイル 埋立ごみ 大量の搬入は不可

ダウンジャケット 資源ごみ 布類

タオル 資源ごみ 布類 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

卓上コンロ 資源ごみ 金属類

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

た

竹 草・剪定枝・竹
竹ぼうき 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

畳 可燃性粗大ごみ

タッパー
プラ製 可燃ごみ
金属製 資源ごみ 金属類

建具 木製粗大ごみ 業者によって取り外したものは、事業系
ごみに該当

たばこの銀紙 ミックスペーパー
たばこの外包装フィルム プラスチック製容器包装
たばこの空き箱 ミックスペーパー
足袋（たび） 可燃ごみ
タブレット端末 資源ごみ 小型家電 データを消してから出す

卵のパック（プラスチック製） プラスチック製容器包装

たわし
亀の子 可燃ごみ
金属製 資源ごみ 不燃ごみ

たんす類 木製粗大ごみ
断熱材（グラスウール） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ダンベル・鉄アレイ 資源粗大ごみ
段ボール 資源ごみ 紙類

ち

チャイルドシート 不燃性粗大ごみ

茶碗
陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器類

木・プラ製 可燃ごみ

注射器
針 受入不可 医療施設・専門処理業者に相談

筒 可燃ごみ
彫刻刀 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか

ら出す

チラシ（投げ込み） ミックスペーパー
チラシ（新聞の折込広告） 資源ごみ 新聞

ちり取り

金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ
金属とプラ	
の複合品 資源ごみ 不燃ごみ

つ

使い捨てカイロ 可燃ごみ
使い捨てライター 資源ごみ ライター

机
木製 木製粗大ごみ
金属製 資源粗大ごみ

土・土砂 埋立ごみ 大量の搬入は不可

釣り竿 不燃性粗大ごみ
吊り棚 木製粗大ごみ
釣り道具（リール） 資源ごみ 金属類

て

DVD 本体・ケース 可燃ごみ
DVD プレイヤー 資源ごみ 小型家電

ディスプレイ 資源粗大ごみ
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

て

ティッシュの箱の外装フィルム プラスチック製容器包装
ティッシュペーパー 可燃ごみ
ティッシュペーパーの箱 ミックスペーパー
低反発クッション・枕 可燃ごみ
テーブル 木製粗大ごみ
テープレコーダー 資源ごみ 小型家電

デジタルカメラ 資源ごみ 小型家電

テニスボール 可燃ごみ
手袋 可燃ごみ
テレビ（ブラウン管式・薄型） 受入不可 家電リサイクル法対象物

テレビ台 木製粗大ごみ
テレホンカード 可燃ごみ
電化製品の空き箱（ダンボール） 資源ごみ ダンボール

電化製品の緩衝材（発泡スチロールなど） プラスチック製容器包装
点火灯（グロー球） 資源ごみ 不燃ごみ

電気温水器 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

電気カーペット 可燃性粗大ごみ
電気ポット・ケトル 資源ごみ 小型家電

電気毛布 可燃性粗大ごみ
電球 資源ごみ 蛍光灯 LED・白熱球は不燃ごみ

電子辞書 資源ごみ 小型家電

電子レンジ 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

電卓 資源ごみ 小型家電

電池（乾電池、リチウムイオン電池など） 資源ごみ 乾電池

テント 資源粗大ごみ 布は可燃ごみ

電動工具（ドライバー、ノコギリなど） 資源ごみ 小型家電

電動自転車 資源粗大ごみ
電動歯ブラシ 資源ごみ 小型家電

電話機 資源ごみ 小型家電

電話台 木製粗大ごみ
電話帳 資源ごみ 雑誌

と

砥石 埋立ごみ
トイレシート ペット用 可燃ごみ
トイレ砂 ペット用 可燃ごみ
トイレットペーパーの芯 ミックスペーパー
トイレの便座 プラ製 可燃ごみ
陶磁器類 資源ごみ ガラス・陶磁器類

豆腐のパック及びふた プラスチック製容器包装
灯油 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

灯油の容器 ポリタンク 可燃ごみ 中身は空にする

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

と

灯油の容器 携行缶 資源ごみ 金属類 中身は空にする

トースター 資源ごみ 小型家電

土管 埋立ごみ
時計・腕時計 資源ごみ 小型家電

土砂 埋立ごみ 大量の搬入は不可

トタン板 資源粗大ごみ
土鍋 資源ごみ ガラス・陶磁器類

ドライバー（工具） 資源ごみ 不燃ごみ

ドライヤー 資源ごみ 小型家電

ドラム缶 資源粗大ごみ

塗料
缶 資源ごみ 金属類

内容物 可燃ごみ 紙や布に染み込ませる

ドリンクのびん 資源ごみ びん類

ドリンクのびんのふた（金属製） 資源ごみ 金属類

ドレッシングの容器
びん 資源ごみ びん類 汚れが取れない場合は、ガラス・陶磁器類

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

な

ナイフ 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか
ら出す

苗木の黒カップ プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

長靴 可燃ごみ

流し台
シンク 資源粗大ごみ 業者によって取り外したものは、受入不可

木製部分 木製粗大ごみ 業者によって取り外したものは、受入不可

ナップサック 可燃ごみ

鍋
金属製 資源ごみ 金属類
陶磁器	
ガラス 資源ごみ ガラス・陶磁器類

鍋敷き 可燃ごみ
生ごみを入れたビニール袋 可燃ごみ

波板

カラー鉄板 資源粗大ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

ガラスネット	
ガラスクリア 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

スレート 埋立ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

ポリカ 可燃性粗大ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

縄 可燃ごみ 袋に入れる・束ねる（総重量2㎏以内）

なわとび 可燃ごみ

に

ニッカド電池 資源ごみ 乾電池

ニッケル水素電池 資源ごみ 乾電池

庭木 草・剪定枝・竹
人形 可燃ごみ

ぬ

ぬいぐるみ 可燃ごみ
縫い針 資源ごみ 金属類

布 資源ごみ 布類 端切れは可燃ごみ

布おむつ 可燃ごみ
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

ね

ネクタイ 資源ごみ 布類

猫砂 可燃ごみ
ネット（果物・野菜栽培用） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

寝袋 可燃ごみ
粘土（土・油・紙） 可燃ごみ

の

農機具類 受入不可 JA農機センターに相談	
販売店・専門処理業者に相談

農薬 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ノート 資源ごみ 雑誌

のこぎり 資源ごみ 不燃ごみ 刃のみは、資源ごみ

は

ハードディスク（外付け用） 資源ごみ 小型家電

バーベル 資源粗大ごみ
ハーモニカ 資源ごみ 不燃ごみ

灰 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

廃液（廃油・汚水・し尿等） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

バイク 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

灰皿
陶磁器	
ガラス 資源ごみ ガラス・陶磁器類

金属製 資源ごみ 金属類

パイプベッド・イス 資源粗大ごみ
廃油（食用以外） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

はがき（年賀状） ミックスペーパー

はかり

金属製 資源ごみ 金属類 大型のものは資源粗大ごみ

電池式 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

プラ製 資源ごみ 不燃ごみ

白熱球 資源ごみ 不燃ごみ

刷毛（はけ） 可燃ごみ

バケツ
プラ製 可燃ごみ 大型のものは可燃性粗大ごみ

金属製 資源ごみ 金属類 大型のものは資源粗大ごみ

はさみ 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか
ら出す

箸（はし） 可燃ごみ
梯子（はしご） 資源粗大ごみ
バスマット 可燃ごみ
パソコン（デスクトップ型、ノート型） 資源ごみ 小型家電 データを消してから出す	

モニター含む

肌着 資源ごみ 布類

パチンコ・パチスロ台 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

発煙筒 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

バッグ 可燃ごみ
バッテリー（自動車・バイク） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

法被 可燃ごみ

発泡スチロール
食品トレイ プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

緩衝材 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

は

花類 可燃ごみ 草・剪定枝類には出せません

花火 可燃ごみ 水に浸してから出す

歯ブラシ 可燃ごみ
刃物 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか

ら出す

針・針金 資源ごみ 金属類 注射針は除く

バリカン（電動式） 資源ごみ 小型家電

ハロゲンヒーター 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

ハンガー

金属製 資源ごみ 金属類

木・プラ製 可燃ごみ
金属と木の	
複合物 資源ごみ 不燃ごみ

半紙 ミックスペーパー
半田ごて 資源ごみ 小型家電

パンフレット ミックスペーパー

ひ

ＰＨＳ・携帯電話・スマートフォン 資源ごみ 小型家電

ピアノ
電子 不燃性粗大ごみ
ピアノ 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ビー玉 資源ごみ ガラス・陶磁器類

ビーチパラソル 資源粗大ごみ 布・ビニール部分を取り外して、骨の状態にする　
布とビニールは可燃ごみ

ビーチボール 可燃ごみ
ビールびん 資源ごみ 生きびん

ビールびんのふた 資源ごみ 金属類

ひげ剃り（Ｔ字カミソリ） 金属・プラ製 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか
ら出す

ビデオカメラ 資源ごみ 小型家電

ビデオテープ・ケース 可燃ごみ
ビデオデッキ 資源ごみ 小型家電

ビニールシート 可燃ごみ
ビニールテープ、ビニールひも 可燃ごみ
ビニール袋 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ビニールホース 可燃ごみ １本あたり60㎝以内にカットする

ビニールポット（植木用） プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

火鉢 埋立ごみ
百科事典 資源ごみ 雑誌

びん（飲料用） 資源ごみ びん類

ふ

FAX（ファクシミリ） 資源ごみ 小型家電

ファイル（文房具・紙製） ミックスペーパー

ファックス用紙
感熱紙 ミックスペーパー

感熱紙以外 ミックスペーパー
ファンヒーター 資源ごみ 金属類 大型のものは資源粗大ごみ

燃料は空にする

フードプロセッサー 資源ごみ 小型家電

封筒 紙製 ミックスペーパー
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

ふ

プール（子ども用遊具） 可燃ごみ
笛（リコーダー） 可燃ごみ

フォーク・スプーン

金属製 資源ごみ 金属類
ガラス	
陶磁器 資源ごみ ガラス・陶磁器

木・プラ製 可燃ごみ
布巾（ふきん） 可燃ごみ
ふすま 木製粗大ごみ
仏壇 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

筆箱
金属製 資源ごみ 金属類

木・布・プラ製 可燃ごみ
筆・筆ペン 可燃ごみ
布団 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

布団圧縮機 資源ごみ 小型家電

布団カバー 可燃ごみ
布団乾燥機 資源ごみ 小型家電

布団叩き・布団ばさみ 木・プラ製 可燃ごみ
フライパン 金属 資源ごみ 金属類

ブラインド
金属製 資源粗大ごみ
プラ製 可燃性粗大ごみ

プラスチック製品 可燃ごみ プラマークのあるものはプラ製容器

プラモデル 可燃ごみ

プランター
陶磁器製 埋立ごみ 大量の搬入は不可

プラ製 可燃ごみ
プリンター 家庭用 資源ごみ 小型家電

ブルーシート 可燃ごみ
古着・古布 資源ごみ 布類

風呂敷 資源ごみ 布類

ブロック
資材	

（コンクリート） 埋立ごみ 大量の搬入は不可

おもちゃ（木･プラ） 可燃ごみ
フロッピーディスク（ケースも含む） 可燃ごみ
風呂のふた 木・プラ製 可燃性粗大ごみ 指定袋に入るサイズは可燃ごみ

風呂のマット 可燃ごみ
プロパンガスボンベ 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

へ

ヘアアイロン 資源ごみ 小型家電

ヘアスプレーの缶 資源ごみ スプレー缶 使い切ってから出す

ベッド 木製粗大ごみ
ペットのふん 可燃ごみ
ペットフードの缶 資源ごみ 缶類 缶の種類を確認して出す

ペットフードの袋
紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

へ

ヘッドフォン 資源ごみ 小型家電

ペットボトル
ボトル 資源ごみ ペットボトル 中を水で洗ってから出す

ラベル	
キャップ プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ペット用の砂（トイレ用） 可燃ごみ
ベニヤ板 木製粗大ごみ
ベビーカー 不燃性粗大ごみ
ベビーバス 可燃性粗大ごみ
ベビーベッド 木製粗大ごみ
ベルト（ズボン用） 可燃ごみ
ヘルメット 可燃ごみ
便器 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ペンキの缶 資源ごみ 金属類 中身は空にする

ペンキの固形物 可燃ごみ

便座
木・プラ製 可燃ごみ
温水洗浄 資源ごみ 小型家電

弁当の容器
紙製 ミックスペーパー 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

弁当箱
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ

ほ

ホイール（自動車・オートバイ） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ほうき 可燃ごみ
芳香剤 可燃ごみ
包装紙 ミックスペーパー
包帯 可燃ごみ
包丁 資源ごみ 不燃ごみ 刃の部分を布やテープなどで保護してか

ら出す

ボウリングの球 埋立ごみ 大量の搬入は不可

ボウル
金属製 資源ごみ 金属類

プラ製 可燃ごみ

ホースドラム
金属製 資源粗大ごみ
プラ製 可燃性粗大ごみ

ボール（テニス・サッカー・野球等） 可燃ごみ
ボールペン 可燃ごみ
木刀 可燃性粗大ごみ
ポスター ミックスペーパー
ポスト（金属製） 資源ごみ 金属類

墓石 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ボタン電池 資源ごみ 乾電池

ホッチキス（紙綴器） 資源ごみ 不燃ごみ

ポット（魔法瓶） 資源ごみ 不燃ごみ

ホットカーペット 可燃性粗大ごみ
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

ほ

ホットプレート 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

ほ乳瓶
ガラス製 資源ごみ ガラス・陶磁器類

プラ製 可燃ごみ
ポリタンク 可燃ごみ
ポリバケツ 可燃ごみ 大型のものは可燃性粗大ごみ

保冷剤 可燃ごみ
ホワイトボード 不燃性粗大ごみ
本（書籍） 資源ごみ 雑誌

本棚
金属製 資源粗大ごみ
木製 木製粗大ごみ

ま

マイク 資源ごみ 小型家電

マウス（パソコン用） 資源ごみ 小型家電

マウスパッド 可燃ごみ
枕 可燃ごみ
枕カバー 資源ごみ 布類

枕木 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

マスク（布・不織布・ウレタン） 可燃ごみ
マッサージ機 手持ち 資源ごみ 小型家電

マッサージチェア 資源粗大ごみ
マッチ 可燃ごみ
マットレス（スプリングあり） 資源粗大ごみ
マットレス（スプリングなし） 可燃性粗大ごみ
窓付き封筒 ミックスペーパー
まな板 木・プラ製 可燃ごみ
マニキュア（びん） 資源ごみ ガラス・陶磁器類

マフラー（衣類） 資源ごみ 布類

豆電球 資源ごみ 蛍光灯

万歩計 資源ごみ 小型家電

み

ＭＤ（ミニディスク） 可燃ごみ
みかんのネット プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ミキサー 資源ごみ 小型家電

ミシン
電動式 資源ごみ 小型家電

非電動式 資源ごみ 金属類 大型のものは不燃性粗大ごみ

水切りネット 可燃ごみ
ミルクの缶 粉ミルク 資源ごみ 缶類 缶の種類を確認して出す

む

ムートン（羊の毛皮） 可燃ごみ
麦わら帽子 可燃ごみ
蒸し器 資源ごみ 金属類

虫よけ（電気式・電池式） 資源ごみ 小型家電

め 名刺 ミックスペーパー

五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

め

眼鏡・老眼鏡
プラ製 可燃ごみ

金属とプラ	
の複合物 資源ごみ 不燃ごみ

目覚まし時計 資源ごみ 小型家電

メジャー
金属製 資源ごみ 金属類

金属とプラ	
の複合物 資源ごみ 不燃ごみ

メモ用紙 ミックスペーパー

も

毛布 可燃性粗大ごみ
モーター 資源ごみ 小型家電 家電製品程度のもの

モーター（家電製品程度より大型のもの） 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

餅つき機 資源ごみ 小型家電

物置 資源粗大ごみ

物干し
台 埋立ごみ 大量の搬入は不可

支柱・竿 資源粗大ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

モバイルバッテリー 資源ごみ 乾電池

や

やかん 資源ごみ 金属類

薬品
化学薬品 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

家庭薬 可燃ごみ

薬品のびん
化学薬品	
農薬	など 受入不可 有毒物や危険物が入っていたものは受入

不可
消毒用のアル
コール	など 資源ごみ ガラス・陶磁器類

野菜類 可燃ごみ 草・剪定枝類には出せません

野菜くず 可燃ごみ
野菜の外装袋（ネットなど） プラ製 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

ヤシの葉 草・剪定枝・竹 剪定枝に分別して出す

やすり

金属製 資源ごみ 金属類

紙 可燃ごみ
金属とプラ	
の複合物 資源ごみ 不燃ごみ

ゆ

ＵＳＢメモリー 資源ごみ 小型家電

油圧式ジャッキ 資源ごみ 金属類 大型のものは受入不可

浴衣 資源ごみ 布類

湯たんぽ

金属製 資源ごみ 金属類

陶磁器製 資源ごみ ガラス・陶磁器類

プラ製 可燃ごみ
湯飲み 陶磁器製 資源ごみ ガラス・陶磁器類

指輪 資源ごみ 不燃ごみ

よ

洋服 資源ごみ 布類

浴槽 金属・FRP 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

よしず 木製粗大ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

ら

ライター ガス・オイル	
使い捨て 資源ごみ ライター 燃料は空にする

ラケット 木・プラ製 可燃ごみ
ラジオ・ラジカセ 資源ごみ 小型家電
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五十音 品　　目 分　別　区　分 分　　類 備　　考

ら

ランドセル 可燃ごみ
ランニングマシーン 資源粗大ごみ
ランプ（電化製品） 資源ごみ 小型家電

り

リール（釣り用） 資源ごみ 不燃ごみ 糸は外して可燃ごみ

リクライニングチェア 資源粗大ごみ
リチウムイオン電池 資源ごみ 乾電池

リモコン 資源ごみ 小型家電 電池を抜いて出す

リヤカー 木・アルミ製 資源粗大ごみ
リュックサック 可燃ごみ

る

ルアー（釣り用） 資源ごみ 不燃ごみ

ルーフキャリア 不燃性粗大ごみ 規定サイズを超えるものは受入不可

ルームランナー 資源粗大ごみ

れ

冷蔵庫・冷凍庫 受入不可 特定４品目 家電リサイクル法対象物

レコーダー（DVD・HDD） 資源ごみ 小型家電

レコードの袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装
レコード盤 可燃ごみ
レコードプレーヤー 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ

レシート ミックスペーパー
レジャーシート 可燃ごみ
レジ袋 プラスチック製容器包装
レトルト食品の袋 プラスチック製容器包装 汚れが取れない場合は、可燃ごみ

レンガ 埋立ごみ 大量の搬入は不可

練炭火鉢 埋立ごみ

ろ

ローソク 可燃ごみ

ロープ
繊維・プラ 可燃ごみ 袋に入れる・束ねる（総重量2㎏以内）

鉄製・鉛入り 受入不可 販売店・専門処理業者に相談

ローボード（テレビ台） 木製粗大ごみ
ローラースケート（ブレード） 資源ごみ 不燃ごみ

わ

ワープロ 資源ごみ 小型家電 大型のものは資源粗大ごみ
データを消してから出す

ワイシャツ 資源ごみ 布類

ワイヤー 資源粗大ごみ
ワインセラー（クーラー） 受入不可 特定４品目 家電リサイクル法対象物

綿（わた） 可燃ごみ
割り箸 可燃ごみ
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