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美しいあなんに！
ごみの分別にご協力を！！

　これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会によって、私たちの生活は豊かで便利
になりましたが、同時に一般家庭からも様々な種類のごみが大量に出され、その処理と環境
負荷が深刻化し、天然資源の枯渇なども懸念されています。
　その解決を図るためには、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利
用（リサイクル）の 3R（スリーアール）を推進し、ごみの減量化と資源化による循環型社
会をつくることが必要です。
　また、平成 26 年度から新ごみ処理施設「エコパーク阿南」の運営が始まります。そこで、
ごみの分別に対するご理解を深めていただくために、この分別ガイドブックを作成しました。
　家庭ごみを出すときに、この分別ガイドブックをご活用いただき、市民のみなさま一人ひ
とりが正しい分別排出にご協力をお願いいたします。

※エコパーク阿南  完成予想図
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★ごみは収集日当日の午前 8 時までに出してください。

※ここで使用している一部イラストの著作権は、
　経済産業省に帰属します。



3 ※ここで使用している一部イラストの著作権は、
　経済産業省に帰属します。

★ごみは収集日当日の午前 8 時までに出してください。
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出し方のポイント
－容器包装と容器包装以外のもの（商品）に分ける－

■ 落ち葉や草は一度に多量に出されますと収集できない場合があります。一度に
　 5 袋まで、多量の場合は、数回に分けて出してください。
　 また、土がついている場合は、土を落とし、乾燥させてから出してください。
 　袋の重さは 5kg 程度にしてください。

■ 可燃ごみのごみ袋についても、無色透明のポリ袋 (45ℓまで）を使用してください。
　 ただし、見られたら困るごみ、生理用品、台所の生ごみ等は小さく紙に包むか、レジ袋、
 　紙袋等を内袋として使用できますが内袋は最小限の使用をお願いします。
　■ 袋の重さは 5kg 程度にしてください。

■ 新聞紙、ダンボール類、その他紙類（雑誌）は
　 古紙の収集日に出してください。

■ 家庭用廃食用油を可燃ごみとして出すときは、凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませて出して
 　ください。
 　天ぷら油は再資源化のため、カラのペットボトルに入れ、公民館等備付の「天ぷら油回収箱」に
　 持ち込む方法をおすすめします。

▶ 天ぷら油回収箱の利用の仕方

天ぷら油回収箱設置場所

阿南市役所
那賀川支所
那賀川公民館
平島公民館
羽ノ浦支所
羽ノ浦公民館
春日野
西春日野

富岡公民館
ひまわり会館
大野公民館
加茂谷公民館
楠根公民館
宝田公民館
中野島公民館
長生公民館

黒津地公民館
中林公民館
見能林公民館
津乃峰公民館
橘公民館
鵠分館旧
福井公民館
椿公民館

寿隣保館
伊島
新野公民館

山口公民館

桑野公民館

環境管理事務所

使い終わった天ぷら油は油こし等で不純物を取り除き、空のペットボトルに入れてしっかり
キャップをした後、公民館等に設置されている「天ぷら油回収箱」に入れてください。

▶ ごみの飛散を防ぐために
・防鳥ネットやふた付きの容器を活用する。
・生ごみの量を減らす。
・生ごみが外から見えないようにする
   （ごみ袋の中心に入れる等）。

 可燃ごみの出し方



5 ※ここで使用している一部イラストの著作権は、
　経済産業省に帰属します。

 

◎ 粘着物の付いた封筒や圧着はがき
　◎ 防水加工紙
　（紙コップ・紙皿・紙製容器
　　　　コーティングされた紙）
　◎ 感熱紙（ファックス用紙・レシート）
　◎ カーボン紙（複写伝票）
　◎ 油紙　　◎ 写真
　◎ シュレッダーにかけた紙

◎ 捺染紙（アイロンプリント紙）
　◎ 複合素材の紙
　（ビニール・フィルム・アルミ箔を
　　　　　　　　張り合わせたもの）
　◎ 臭いのついた紙
　（石鹸の包装紙・洗剤・線香の紙箱）
　◎ その他
　（アルバム・ファイル【金具を外す】
　　　　　　金属が箔押しされた紙）

◎ 下記の紙類は古紙として収集できませんので可燃ごみ収集日に
     出してください。

紙の原料にならないもの（リサイクルできないもの）

FA X

■ 「新聞紙」、「ダンボール類」、「その他紙類」の 3 種類に分けてください。
■ 種類ごとに、ひもで十字にしばって出してください。
　 ※ひもの代わりに粘着テープを使用しないこと。袋には入れないこと。
　 　雨の日でも収集します。

種類ごとに分けて
置いてください

※新聞折込チラシは、新聞紙に
　入っていても収集します。

（雑誌、本、チラシ、コピー紙）（ダンボール、紙製米袋）

（注）内側をビニールコーティングしている
　　 ものは古紙として収集できません。
　　  可燃ごみです。

新   聞   紙 ダンボール類 その他紙類

◆ ノートやファイルに金具が付いている場合は、必ず、金具を外してから出して
　ください（外した金具は、不燃の収集日に出してください）。
◆ 牛乳パック（飲料用紙パック）は古紙として収集しておりません。

注
意
点

 古紙の出し方
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小型充電式電池（リサイクルマークで見分ける）
ニカド電池 コードレスホン、電動工具等

ニッケル水素電池 デジタルカメラ、電動アシスト自転車等

リチウムイオン電池 ノートパソコン、ゲーム機、携帯電話等

■ 「粗大」と表示して出してください。※表示が無ければ収集できない場合があります。

阿南市では収集できません。購入した販売店、メーカーに引取りを依頼してください。

■ 粗大で収集できるものは、乗り物、木製品、家具類、電化製品等です。

■ 袋に入らない不燃は、不要なものか判断が困難な
　 ため、「不燃」と表示して出してください。
　 ※表示が無ければ収集できない場合があります。

■ 電球、蛍光灯等は割れないように購入時の箱に入れるか、
 　新聞紙等で包み「危険」と表示して出してください。

容 器 包 装 対 象 外 のもの

リチウムイオン電池は収集できません。
　不要になったリチウムイオン電池は、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って
 リサイクル協力店へお持ちください（収集中、火災の原因となるため）。

■ 使用済みの乾電池は、端子部をセロハンテープ等で
　 絶縁し、透明ポリ袋（小袋）にいれて、その他の不燃
 　と袋を別にして出してください。

 電池の出し方について

■ 使用済みの「小型充電式電池」は、放電した後、端子部をセロハンテープ等で絶縁し、
　 できるだけリサイクル協力店に持ち込んでください。
　 注：小型充電式電池は、使い切りの乾電池に対して、繰り返して充電できる電池のことです。

（参考）一般社団法人 JBRC ☎ 03-6403-5673（ http://www.jbrc.net/hp/）

端子部を絶縁する

バケツ、ポリ容器等

粗大の出し方

不燃の出し方

 家電リサイクル法対象・パソコンリサイクル法対象のもの

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

デスクトップパソコン（本体）、
ノートパソコン、ディスプレイ（ブラウン管・液晶）

◎ 家電リサイクル法対象 ◎ パソコンリサイクル法対象

 電子レンジ
 食器乾燥機
 炊飯器
 アイロン
 たんす
 扇風機

ストーブ
ガステーブル
ドライヤー
チャイルドシート
ス プ リ ン グ マ ッ ト
オーディオ機器

電話機
自転車
ベッド
　　等

ニカド電池 ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

リサイクルマーク（例）

蛍光灯等電球



7 ※ここで使用している一部イラストの著作権は、
　経済産業省に帰属します。

■ プラスチック製の容器包装を出すことができます。プラスチック製であっても、ハンガー、
　 おもちゃなどそれ自身が商品であるものは出すことができません。
■ 「プラマーク」を確認してください。

■ キャップが付いているものはキャップを外してください。
■ 中身が入っていると収集できません。中身をカラにして出してください。
■ 汚れているものは、汚れを落としてから出してください。

容器包装対象外のもの

■ 衣類・布団類は不燃の収集日に収集します。

※衣類・布団類収集車が収集しています。
　衣類・布団類だけを袋に入れるか、ひもで束ねて出してください。

スプリング入りの
マットレス、
磁気マットレスは「粗大」

▶ ライターのガスの抜き方

■ 不要になったライターはガス抜きをしてから出してください。

① 周囲に火の気のないことを確認する。
② 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
③ 輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
④ 「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している。
　 （聞こえない場合は炎調整レバーをプラス方向にいっぱいに動かす。）
⑤ この状態のまま火の気が無く、風通しのよい屋外に半日から 1 日置く。
⑥ 念のために着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了です。

●ガスを抜いて小袋に入れる

不燃の出し方

容器包装対象のもの

このマークは
プラ容器包装の
対象になるもの

です。

プラマーク

 プラ容器包装の出し方

マットレス衣類

ふとん

ぬいぐるみござ カーペット

電気毛布

電気カーペット

食品・商品等の
カップ類

カップ類

ペットボトルの
キャップ・ラベル

（プラ製）

食品・商品等の袋類

袋　　類

洗剤・油・ドレッシング
調味料等のボトル類

ボトル類

肉・魚・野菜等の
トレイ類

トレイ類パック類

弁当・卵・豆腐等の
パック類

発泡
スチロール類

果物等のネット類

ネット類
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容器包装対象のもの

■ 商品が入っていた、空きビンを出すことができます。 割れたビンも出すことができます。

■ キャップは外して「不燃」に出してください。
■ 容器の中をカラにして水洗いしてください。
■ ビンの割れは新聞紙等で包み「ビンの割れ」と表示して出してください。

■ ボトルのキャップは外して「不燃」に出してください。
■ 容器の中をカラにして水洗いしてください。
■ スプレー缶類は、ガスを抜いて出してください。
　 ガスを抜くときは、専用器具を使用してください。

■ 商品が入っていた、空きカンを出すことができます。さびたカンも出すことができます。

■ 容器の中身をカラにして出してください。

■ ラベルの表示マーク「ペットボトル識別表示マーク」を確認し
てください。ペットボトルの収集日にはラベルに「ペットボト
ル識別表示マーク」の付いているボトルを出すことができます。

■ ラベルに「ペットボトル識別表示マーク」が無いプラスチック
製のボトルは、「プラ容器包装」の収集日に出してください。

■ 「ペットボトル識別表示マーク」を確認し、キャップとラベルを外し、水洗いしてください。
 　外したキャップ、ラベル（プラ製のもの）はプラ容器包装の収集日に出してください。

ペットボトル
識別表示マーク

飲料用
酒類・みりん
しょうゆ
のボトル

 カンの出し方

 ビンの出し方

 ペットボトルの出し方

▶ ペットボトルの分け方の手順
①キャップ、ラベルを外す ②容器の中を水洗い

プラ容器包装の収集日

キャップとラベル
（プラ製）

ペットボトルの収集日

ボトル本体

4ℓ程度の小さいカンは従
来どおりカンの収集日に
収集します。

 大きいカンは「不燃」の収集日に出してください。

飲料用
空きカン お菓子のカンカンヅメ

スプレー
カン類

飲料用・
食用の
空きビン

化粧ビン 割れた
ビン

表示してください。

穴を開ける時は使
い切ってから、専
用器具を使用して
ください。

一斗缶

ペンキ
オイルのカン ( ペール缶 )
・容量  18ℓ、20ℓ程度



9 ※ここで使用している一部イラストの著作権は、
　経済産業省に帰属します。

● 対象となる家電製品

● 対象となる機器

● パソコンの引渡し方法

● 費用について

★テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）
15 型以下
  1,785 円〜 3,270 円
 16 型以上
  2,835 円〜 3,795 円

※リサイクル料金 ( 大手メーカー公表、平成 25 年 4 月現在 )

1,575 円〜 9,450 円

170L 以下
  3,780 円〜 5,344 円
171L 以上
  4,830 円〜 5,869 円

2,520 円〜 3,444 円

★エアコン

★平成 15 年 9 月 30 日までに購入されたパソコンは
　排出時に「回収再資源化料金」が必要となります。 ※料金（大手メーカー公表）は各メーカーで異なる場合があります。

（参考）RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター　   　　　  ☎ 0120-319640 （http://www.rkc.aeha.or.jp/）

■ 排出する製品の製造メーカーの受付
　 窓口に直接申し込んでください。
　 自作パソコン、メーカー不在の場合は、
　 一般社団法人パソコン 3R 推進協会へ
　 お問い合わせください。

■ 平成 15 年 10 月 1 日以降に購入されたパソコンは、
「PC リサイクルマーク」が貼付され、事前に「回収再
資源化料金」が加算されているので、排出時に料金
は発生しません。

( 参考 ) 一般社団法人パソコン 3R 推進協会  ☎ 03-5282-7685 （http://www.pc3r.jp/）

★冷蔵庫　★冷凍庫

★洗濯機
★衣類乾燥機

★ ノートパソコン
★ デスクトップパソコン（本体）
★ パソコンモニター（液晶・CRT）

はい はい

いいえ いいえ

● 家電製品の引渡し方法

家電製品を
買い換える。

新しい家電製品の
購入時に引取ってもらう。
リサイクル料金、運搬料金が

必要です。

不要になった家電製品を
当時の購入した販売店に

引取りを依頼できる。

当時購入した販売店に
引取ってもらう。

リサイクル料金、運搬料金が
必要です。

指定引取り場所に自分で搬入する。
① 最寄りの郵便局に行き、
　 備付の「家電リサイクル券」に必要事項
　を記入しリサイクル料金を振込みます。
②指定引取り場所に連絡し、
　家電製品と家電リサイクル券を
　持ち込みます。

※ 指定引取り場所については「RKC 一般財団法人
　 家電製品協会 家電リサイクル券センター」に
　 お問い合わせください。

※料金については小売業者にお問い合わせください。

① 申し込み

②「エコゆうパック伝票」

③「エコゆうパック伝票」を添付し
      持ち込み、または引取り依頼
     （元箱等で梱包してください）

不
要
に
な
っ
た

パ
ソ
コ
ン

メ
ー
カ
ー

申
込
窓
口

郵

　便

　局

メ
ー
カ
ー
の  

再
資
源
化
セ
ン
タ
ー

市では処理できないごみ　家電リサイクル法対象のもの 阿南市では収集できません

市では処理できないごみ　パソコンリサイクル法対象のもの 阿南市では収集できません

回
収
再
資
源
化

料 

　
　
　

  

金

デスクトップパソコン（本体） 3,150円

ノートパソコン 3,150円

液晶ディスプレー（一体型を含む） 3,150円

ブラウン管ディスプレー（一体型を含む） 4,200円

※購入時の標準付属品
　（マウス、キーボード、ケーブル等）も
　一緒に回収します。

その他家電量販店等でも
処理できる場合がありますので、

最寄りの販売店に確認してください。
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

【あ】

アームスタンド 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

I H クッキングヒーター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

I H 調理器 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ＩＣレコーダ 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

アイスクリームの棒
◎ 木製 可燃ごみ

アイスクリームの棒
◎ プラスチック製 不　　燃 汚れを落としてください。

アイスクリームの容器・ふた
◎ 紙製 可燃ごみ

アイスクリームの容器・ふた
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてくだい。

アイスノン 不　　燃

アイスピック 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包み表示してください。

アイロン 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

アイロン台 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

   ごみの分別区分（五十音順）

市では処理できないごみ　市では処理できないごみ 阿南市では収集できません

あ

引越しのごみ 増改築のごみ 多量のごみ事業系ごみ 農業用ビニール

販売店、専門の処理業者等に引取りを依頼するなど、適切に処理してください。

タイヤ バッテリー

瓦 石ブロック 事業系一斗缶

農薬・劇薬
及び容器

プロパン
ガス

消火器農機具類自動車部品バイク

★家電リサイクル法対象のもの

★パソコンリサイクル
    法対象のもの
パソコン本体、ノートパソコン、
パソコンモニター（一体型含む）

テレビ、エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

灰
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

垢すり 不　　燃

空き缶
◎ アルミ製・スチール製 カ　　ン 中身をカラにして水洗いしてください。

空きビン（ 飲料用・食用・その他 ） ビ　　ン “キャップ ”は外して容器の中は洗って
ください。袋の重さは５kg 程度。

空きビン （ 割れたもの ） ビ　　ン
“割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

アクセサリー（ 装飾品 ）
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

アクセサリー（ 装飾品 ）
◎ プラスチック製 不　　燃

アクリル板（ 50cm 以下 ） 不　　燃

アクリル板（ 50cm 以上 ） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

アコーディオンカーテン 粗　　大 「粗大」と表示してください。

足下マット
◎ 布製

不　　燃
（衣類・布団類）

布団類だけで束ねるか、小さくたたんで
そのまま出してください。

足下マット（ 屋外用等 ）
◎ プラスチック製 不　　燃 「不燃」と表示してください。

アスベスト 収集不可 専門の処理業者に相談するか、引取りを
依頼してください。

アタッシュケース
◎ 革・金属製 不　　燃

アダプター 不　　燃

厚紙（ 未使用のもの ） 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。袋や
ダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

圧力鍋 不　　燃
（金物・鉄類）

油（ エンジンオイル・潤滑油 ） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

油（ 植物性食用油 ） 可燃ごみ

可燃ごみの収集日には、凝固剤で固めるか、
布や紙に染み込ませて出してください。
天ぷら油は、カラのペットボトルに入れ
て公民館等備付の天ぷら油回収箱に入れ
てください。

油（ 動物性食用油 ） 可燃ごみ

油紙 可燃ごみ

あぶら取り紙 可燃ごみ

あ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

網（ 漁業用 ） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

網
◎ 金属製

不　　燃
（ 金物・鉄類 ）

網（ みかん等の果物用網袋 ） プラ容器包装

編み機 粗　　大
家庭用のものに限る。

「粗大」と表示してください。

網戸（ 金属製の枠 ） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

網戸の網
◎ ナイロン製 不　　燃

編み針 不　　燃

飴の包装・つつみ
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。
中身をカラにしてください。

飴の包装・つつみ
◎ 紙製 可燃ごみ

アルバム 可燃ごみ 金具を外してください。

アルミ缶（ 飲料用・食用 ） カ　　ン
容器の中をカラにして水洗いしてくださ
い。

アルミキャップ 不　　燃

アルミコーティング袋   （ レトルト用 ）
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身をカラにして汚れを落としてください。

アルミサッシ
（ ガラス付き・枠のみ ） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

アルミ製品 不　　燃
（ 金物・鉄類 ） 汚れは取り除いてください。

アルミ鍋 不　　燃
（ 金物・鉄類 ） 汚れは取り除いてください。

アルミ箔 不　　燃

アルミ箔鍋（ うどん・ラーメン用 ） 不　　燃
中身をカラにして容器の汚れを落として
ください。

アルミホイール（ 自動車 ） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
自動車部品は収集できません。

アルミホイル（ 調理用 ） 不　　燃

アルミホイルの芯 古　　紙
（ その他紙類 ）

アルミホイルを取り除き、粘着テープを
使用せずにその他紙類と一緒にひもでし
ばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

あ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

アルミボトル（ 飲料用 ） カ　　ン
“キャップ ”は外して容器の中は洗って
ください。

泡だて器（ 手動 ） 不　　燃
（金物・鉄類）

泡だて器（ 電動 ） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

あんか（ 電気式 ） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

安全カミソリ 不　　燃
鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

安全ピン 不　　燃
鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

アンテナ（ ＢＳ・ＣＳ ） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

アンテナ
（ 地上波テレビ・VHF・UHF・無線 ） 粗　　大

「粗大」と表示してください。
長さの上限は 2m まで。

アンプ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

【い】

育毛剤の容器（ スプレー缶 ） カ　　ン

中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜いてください。
作業は風通しの良い屋外等で行ってくだ
さい。

育毛剤の容器
◎ ガラス製 ビ　　ン

“ キャップ ”を外し中身を使い切って汚
れを落としてください。

育毛剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「 プ ラ マ ー ク 」を 確 認 す る。　　　　    
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

生け花の保水スポンジ 不　　燃 水気を切って出してください。

石 収集不可
販売店、建築業者、処理業者に相談する
か、引取りを依頼してください。

衣装ケース
◎ 紙製・プラスチック製・金属製 不　　燃

移植ごて
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

移植ごて
◎ プラスチック製 不　　燃

いす
◎ 木製・プラスチック製・金属製 粗　　大

袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

板（ 木 )
（長さ50cm 角以内、厚さ 10cm 以内） 可燃ごみ

50cm 角程度より大きいものは「粗大」。
多量のごみは収集できません。

板（ 木 )
（ 長さ2m、幅1. 2m、厚さ10cm以上） 収集不可

あ~い
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

板 ( 木 )
（長さ 2m、幅 1. 2m、厚さ 10cm 以内）

粗　　大
「粗大」と表示してください。
長さの上限は 2m まで。 
多量の場合は収集できません。

板ガラス 不　　燃
“ガラス ”と表示して新聞紙等に包んで
ください。

一眼レフカメラ（ デジタル） 不　　燃 電池を外してください。

一眼レフカメラ（ フィルム） 不　　燃 電池を外してください。

一輪車（ 乗用） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

一輪車（ 荷物運搬用・ねこ車含む） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

一升ビン ビ　　ン

“キャップ ”は外して容器の中は洗って
ください。 
できるだけ購入した販売店に返却してく
ださい。

一斗缶（ 油・飲食用） 不　　燃

必ず中身を使い切ってください。
事業系は収集できません。
専門の処理業者に相談するか引取りを依
頼してください。

犬小屋 粗　　大
「粗大」と表示してください。
解体をお願いする場合があります。

イヤホン 不　　燃

医療器具 収集不可
医療系ごみは収集できません。
医療機関、専門の処理業者に相談するか
引取りを依頼してください。

衣類 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

衣類乾燥機 収集不可
家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

入れ歯 不　　燃

色鉛筆 可燃ごみ

色鉛筆が入っていたカン カ　　ン 中身をカラにしてください。

印鑑 不　　燃

インクカートリッジ 不　　燃
必ず中身を使い切って残存インクがない
状態でお出しください。

インクリボン 不　　燃

インターホン 不　　燃

インターロッキング（ ブロック） 収集不可

飲料用パック
◎ 紙製 可燃ごみ

い
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

飲料用パック
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

【う】

ウイスキーのビン ビ　　ン
“キャップ ”は外して容器の中は洗って
ください。袋の重さは 5kg 程度。

植木
（長さ 50cm、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

植木
（長さ 2m 以上、
　　　　　または太さ 10cm 以上）

収集不可

植木
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大

「粗大」と表示してください。
長さの上限は 2m まで。

植木の枝葉 可燃ごみ 一度に 5 袋まで（落ち葉・草含む）。

植木の台 粗　　大
「粗大」と表示してください。
解体をお願いする場合があります。

植木鉢
（素焼き・陶器・プラスチック製） 不　　燃

上敷き
◎ 布製

不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

ウェットスーツ 不　　燃 長さ 1m 以下に切ってください。

ウェットテッシュ（紙） 可燃ごみ

ウエットティッシュの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてください。

ウォッシャー液の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてください。

うがい薬の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてください。

浮き輪・浮き袋 不　　燃 空気を抜いてから出してください。

臼（木製、石臼） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか引
取りを依頼してください。

うちわ
◎ 竹製 可燃ごみ

うちわ
◎ プラスチック製 不　　燃

腕時計 不　　燃

乳母車 粗　　大 「粗大」と表示してください。

羽毛布団 不　　燃
（衣類・布団類）

小さくひもでしばって出してください。
「羽毛」と表示してください。

い~う
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

【え】

ＡＣアダプター 不　　燃

エアガン 不　　燃 BB 弾を抜いてください。ガス銃の場合
はガスを抜いてください。

エアキャップ（気泡緩衝材・プチプチ） プラ容器包装 長いものは、50cm 以下に切ってください。

エアコン 収集不可 家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取りを依頼してください（有料）。

エアロバイク（健康器具） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

栄養ドリンクのビン ビ　　ン “キャップ ”は外して容器の中は洗って
ください。袋の重さは 5kg 程度。

液晶ディスプレイ ( パソコン用） 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取り依頼してください。

“ PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものは無料。

液晶テレビ 収集不可 家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

ＳＤカード（記録媒体） 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

エスプレッソメーカー（直火式） 不　　燃

エスプレッソメーカー（電気） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

枝木（長さ 50cm、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ
長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
一度に 5 束まで（落ち葉・草含む）。
多量の場合は数回に分けてください。

枝木
（長さ2m以上または太さ10cm以上） 収集不可

枝木（長さ 2m、太さ 10cm 以内） 粗　　大
長さの上限は 2m まで。
一度に 5 束まで（落ち葉・草含む）。
多量の場合は、数回に分けてください。

枝切りばさみ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

絵の具チューブ
◎アルミ製 不　　燃 中身を使い切ってください。

エプロン
◎ 紙製 可燃ごみ

エプロン
◎ 布製

不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

エプロン
◎ ビニール製 不　　燃

絵本 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出す。雨の日でも収集
します。袋に入れずに出す。

え
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ＭＯディスク 不　　燃

ＭＯドライブ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ＭＤプレーヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ＭＤレコーダ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

エレキギター 粗　　大 「粗大」と表示してください。

エレキベース 粗　　大 「粗大」と表示してください。

エレクトーン 粗　　大 「粗大」と表示してください。

エンジン 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

延長コード（室内用） 不　　燃
（金物・鉄類） 長さ 1m 以下に切ってください。

塩ビ管 不　　燃 少量に限り収集します。
長さ 1m 以上 2m 以下のものは「粗大」。

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り（手動） 不　　燃

鉛筆削り（電動） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

【お】

オートバイ 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

オーブントースター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

オーブンレンジ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

オイル缶（機械用・食用）（4ℓ缶） カ　　ン 容器の中身をカラにしてください。
18ℓ、20ℓ缶、一斗缶は「不燃」。

オイル缶（機械用・食用）
（18ℓ、20ℓ缶、一斗缶） 不　　燃 容器の中身をカラにしてください。

4ℓ缶は「カン」。

オイルヒーター 粗　　大 「粗大」と表示してください。

おがくず 可燃ごみ 多量のごみは収集できません。

おけ 不　　燃 45ℓの袋に入らないものは「粗大」。

おしぼり 可燃ごみ

おしぼりの袋 プラ容器包装 中身をカラにする。

落ち葉 可燃ごみ 一度に 5 袋まで（枝木・草含む）。多量
の場合は、数回に分けて出してください。

お茶の缶 カ　　ン プラスチック製の中ぶたは「不燃」。

斧（おの） 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

帯（おび） 不　　燃

え~お
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

オブラート 可燃ごみ

おぼん
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

おぼん
◎ 木製・プラスチック製 不　　燃

おまる（携帯トイレ） 粗　　大 水洗いして「粗大」と表示してください。

おむつ 可燃ごみ 汚物はトイレに流してください。

おむつカバー 可燃ごみ

おもちゃ 不　　燃

折りたたみ椅子（いす） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

折りたたみ傘 不　　燃
（金物・鉄類）

折込広告チラシ（新聞折り込み） 古　　紙
（新聞紙）

粘着テープは使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

折りたたみテーブル 粗　　大 「粗大」と表示してください。

オルガン 粗　　大 「粗大」と表示してください。

温水器（ソーラー） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

温度計（電池式） 不　　燃

【か】

カーアンプ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーＭＤ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーカラーテレビ（車載用） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーＣＤプレーヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーステレオ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カースピーカー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーチューナー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーＤＶＤ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カーテン 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

カーテンレール 不　　燃

カード類 可燃ごみ 個人情報が記録されているものについて
は、切って出してください。

カーナビゲーションシステム 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

お

か
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

カーペット（電気式） 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

カーペット
◎ 布製

不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

カーボン紙 可燃ごみ

貝殻 可燃ごみ

懐中電灯 不　　燃 電池は外してください。

カイロ（使い捨て・白金式・金属製） 不　　燃

固形燃料 可燃ごみ

鏡（手鏡） 不　　燃

家具類 粗　　大 「粗大」と表示してください。

角材
（長さ 50cm、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

角材
（長さ2m以上、または太さ10cm以上） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、

引取りを依頼してください。

角材
（長さ 2m、太さ 10cm 以内） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

長さは上限 2m まで。

学習机 粗　　大 「粗大」と表示してください。

額縁 粗　　大 「粗大」と表示してください。

カケヤ ( 木製ハンマー） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

かご
◎ 竹製 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは「粗大」。

「粗大」と表示してください。

かご
◎プラスチック製 不　　燃

傘 不　　燃
（金物・鉄類）

袋に入れずにひもで束ねてそのままで出
してください。

加湿器 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

菓子の缶 カ　　ン 中身をカラにしてください。

菓子箱
◎ 紙製 可燃ごみ

菓子袋
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてください。

ガスオーブン 粗　　大
電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。 
業務用は収集できません。

ガスコンロ 粗　　大
電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。 
業務用は収集できません。

か



20

品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ガステーブル 粗　　大
電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。 
業務用は収集できません。

ガスボンベ 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

ガスライター 不　　燃 ガスを抜いて、他の不燃の袋とは別にし
て透明ポリ袋（小袋）で出してください。

カセットコンロ 粗　　大
電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。 
業務用は収集できません。

カセットテープ 不　　燃

カセットテープのケース 不　　燃

カセットデッキ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

カセットボンベ カ　　ン

中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜いてください。
作業は風通しの良い屋外等で行ってくだ
さい。

ガソリン 収集不可

カッターナイフ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んで表示してください。

合羽 不　　燃

カップめんの容器
◎ 紙製 可燃ごみ

カップめんの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてください。

家庭用吸入器 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

家庭用ゲーム機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

家庭用生ごみ処理機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

家庭用噴霧機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

家庭用マッサージ機器 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

家庭用ミシン 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

金槌 不　　燃
（金物・鉄類）

かばん
◎ 革・合成皮等 不　　燃

画鋲 不　　燃 危険のないよう新聞紙等で包んで中身を
表示してください。

花瓶
◎ ガラス・陶器・プラスチック製 不　　燃 “割れ物”は危険のないよう新聞紙等で

包んで中身を表示してください。

か
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

釜 不　　燃
（金物・鉄類）

鎌（かま） 不　　燃
（金物・鉄類）

45ℓの袋に入らないものは「粗大」。
「粗大」と表示してください。

かまど
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類） 「不燃」と表示してください。

紙おむつ 可燃ごみ 汚物はトイレに流してください。

紙コップ 可燃ごみ

紙皿 可燃ごみ

カミソリ 不　　燃 危険のないよう新聞紙等で包んで中身を
表示してください。

カミソリの刃 不　　燃
（金物・鉄類）

危険のないよう新聞紙等で包んで中身を
表示してください。

紙粘土 可燃ごみ

紙パック（牛乳パックなど） 可燃ごみ

ガムテープ 可燃ごみ

ガムの包み紙 可燃ごみ

カメラ（デジタルカメラ） 不　　燃 電池を外してください。

カメラ（フィルムカメラ） 不　　燃 電池を外してください。

画用紙 可燃ごみ 未使用のものは「古紙（その他紙類）」。

カラーコーン 不　　燃
「不燃」と表示してください。
コンクリートやセメントを詰めたものは
収集できません。

カラーボックス 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ガラス、ガラス製品 不　　燃 “ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。

カタログ 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープは使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

刈払い機 粗　　大 「粗大」と表示してください。

軽石（浴室用） 不　　燃

カレールウの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。

中身をカラにして汚れを落としてください。

カレンダー 古　　紙
（その他紙類）

金具を外してください。
粘着テープは使用せずにひもでしばって
出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

か
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

革ジャンパー・革ズボン 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

革製品 不　　燃

瓦 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

缶（飲料・食品用） カ　　ン 容器の中は洗ってください。

換気扇 粗　　大 自分で外したものに限る。
「粗大」と表示してください。

換気扇のカバー 不　　燃 自分で外したものに限り収集します。

缶切り 不　　燃
（金物・鉄類）

緩衝材（梱包用）
◎ 紙製 可燃ごみ

緩衝材（梱包用）
◎ プラスチック製 プラ容器包装 長いものは 50cm 程度に切ってください。

乾燥機（衣類用） 収集不可 家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

乾燥機（食器用） 粗　　大 業務用は収集できません。 
袋に入れずに「粗大」と表示してください。

乾燥機（布団用） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

乾燥剤 可燃ごみ 石灰は水に濡らさないでください（発火
の恐れあり）。

缶詰の缶（フタ含む） カ　　ン 容器の中は洗ってください。

乾電池（使い切り電池） 不　　燃

電池は端子部をセロハンテープ等で絶縁
し、他の不燃の袋とは別にして透明ポリ
袋（小袋）に入れてお出しください。
リチウムイオン電池は収集できません。
端子部をセロハンテープ等で絶縁し、リ
サイクル協力店に持ち込んでください。

感熱紙 可燃ごみ

【き】

木
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

多量のごみは収集できません。

木
（長さ 2m 以上、太さ 10cm 以上） 収集不可 専門の処理業者に相談するか、引取りを

依頼してください。

木
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大

長さの上限は 2m まで。
多量の場合は収集できません。

「粗大」と表示してください。

キーボード（電子楽器） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

キーボード（パソコン用） 不　　燃

か~き
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

キーボードユニット 不　　燃

木くず 可燃ごみ

ギター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

キッチンペーパー 可燃ごみ

杵（きね） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

木の板
（長さ 50cm 以内、厚さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

多量のごみは収集できません。

木の板
（長さ 2m、幅 1. 2m、厚さ 10cm 以上） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、

引取りを依頼してください。

木の板
（長さ 2m、幅 1. 2m、厚さ 10cm 以内） 粗　　大

長さの上限は 2m まで。
多量の場合は収集できません。

「粗大」と表示してください。

木の根（切り株） 可燃ごみ

長さ 30cm 直径 20cm 程度より大きい
ものは収集できません。
土を取り除いた後ごみ袋に入れてください。
一度に 5 袋まで（落ち葉・草含む）。

着物 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

脚立 粗　　大 「粗大」と表示してください。

キャッシュカード 可燃ごみ 個人情報の記録されていますのでカード
を切ってお出しください。

キャップ（金属製等） 不　　燃 ペットボトルのキャップは、「プラ容器
包装」にお出しください。

キャップ（ペットボトルのキャップ） プラ容器包装 ペットボトルのキャップは、「プラ容器
包装」に出してください。

キャリーカート 粗　　大 「粗大」と表示してください。

キャリーバッグ 不　　燃 「不燃」と表示してください。

キャリーバッグ（赤ちゃん用） 不　　燃 「不燃」と表示してください。

キャリーバッグ（旅行カバン用） 不　　燃 「不燃」と表示してください。

急須 不　　燃

牛乳パック 可燃ごみ スーパー等の店頭回収や団体回収に、ご
協力ください。

強化ガラス 不　　燃

教科書 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

鏡台 粗　　大 「粗大」と表示してください。

き
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

業務用ゲーム機 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

漁網 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

切り花 可燃ごみ “トゲ”のあるものは、危険のないよう
新聞紙等で包んで表示してください。

金魚ばち ( 水槽 ) 不　　燃

金庫（６０kg 以下） 粗　　大
「粗大」と表示してください。
大型金庫は販売店、専門の処理業者に相
談するか、引取りを依頼してください。

【く】

クーピー（色鉛筆） 可燃ごみ

クーラー 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

クーラーボックス 不　　燃

空気入れ 不　　燃
（金物・鉄類）

空気清浄機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

空気清浄機のフィルター 可燃ごみ

釘 不　　燃
（金物・鉄類）

危険のないよう新聞紙等で包んで表示し
てください。

草 可燃ごみ 一度に 5 袋まで（枝木・落ち葉含む）。
多量のごみは収集できません。

草刈鎌 不　　燃 鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

櫛
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

櫛
◎プラスチック製 不　　燃

串
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

危険のないよう新聞紙等で包んで表示し
てください。

串
◎ 竹製 可燃ごみ 先端を折るか、危険のないよう新聞紙等

で包んで表示してください。

薬のシート プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

薬のビン ビ　　ン

“キャップ”は外して容器の中は洗って
ください。
劇薬、農薬のビンは収集できません。
販売店に引取りを依頼してください。

き~く
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

薬の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。
中身を使い切る。

果物・野菜のネット プラ容器包装
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

果物かご 不　　燃

果物ナイフ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

果物のパック プラ容器包装
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

靴 不　　燃

靴下 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

クッション 不　　燃
（衣類・布団類）

衣類だけの袋に入れるか、ひもでしばっ
て出してください。

靴の中敷き 不　　燃

靴べら
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

靴べら
◎ プラスチック製・木製 不　　燃

グラス 不　　燃
”割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

クラッカー（パーティー用） 可燃ごみ 使用済みのものに限ります。

グランドピアノ 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

クリアファイル 不　　燃

クリップ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

クリップ
◎ プラスチック製 不　　燃

クリップ
◎ 木製 可燃ごみ

車いす（手押し） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

車いす（電動） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

クレジットカード 可燃ごみ
個人情報の記録されていますのでカード
を切って出してください。

クレヨン 可燃ごみ

く
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

グロー球（点灯管） 不　　燃

グローブ（ゴルフ） 不　　燃

グローブ（サッカー） 不　　燃

グローブ（野球） 不　　燃

鍬 粗　　大
「粗大」と表示してください。
鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

軍手 可燃ごみ

【け】

ゲートボールのクラブ 不　　燃

ケーブル（電気・通信用の線） 不　　燃 長さ1m 以下に切って出してください。
家庭用に限り収集します。

ケーブルテレビ用ＳＴＢ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ゲーム機（本体） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。
携帯型ゲーム機、ゲームソフトは「不燃」。

ゲームソフト 不　　燃

ゲーム用コントローラ 不　　燃

蛍光灯 不　　燃 元箱・新聞紙等などに包んでお出しくだ
さい。

蛍光灯カバー・蛍光灯の傘（照明器具） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

蛍光ペン 不　　燃

計算機 ( 電卓 ) 不　　燃
電池は外してセロハンテープで絶縁し、
他の不燃の袋とは別にして透明ポリ袋

（小袋）に入れてお出しください。

携帯型ゲーム機
（ゲームソフトも含む） 不　　燃 電池、バッテリーを外して出してくださ

い。

携帯電話 不　　燃

IC カードを抜き個人情報の記録は消去し
て、バッテリーを外して出してください。
携帯電話販売店のモバイル・リサイクル・
ネットワーク（MRN）では無料回収・再
資源化が行われています。
リチウムイオンバッテリーは収集できま
せん。端子部をセロハンテープ等で絶縁
し、リサイクル協力店に持ち込んでくだ
さい。

毛糸 可燃ごみ

軽油 収集不可

計量カップ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

く~け



27

品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

計量カップ
◎ プラスチック製 不　　燃

計量スプーン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

計量スプーン
◎ プラスチック製 不　　燃

計量ばかり 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

劇薬 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

劇薬の容器 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

化粧品の容器
◎ ガラス製 ビ　　ン 中身を使い切ってキャップは外し水洗い。

化粧品の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

下駄箱
◎ 金属・木製 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ケチャップのビン
◎ ガラス製 ビ　　ン “キャップ ”は外して容器の中は洗って

ください。袋の重さは 5kg 程度。

ケチャップの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

血圧計（電動） 粗　　大
電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。 
業務用は収集できません。

玄関マット ( 布製以外） 不　　燃 「不燃」と表示して出してください。
ひもでしばって出してください。

剣山 不　　燃
（金物・鉄類）

危険のないよう新聞紙等で包んで表示し
てください。

剣道着 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

鍵盤ハーモニカ 不　　燃

【こ】

コーキングガン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

コーキングガン
◎ プラスチック製 不　　燃

コーキングのカートリッジ 不　　燃 中身を使い切って出してください。

コート（衣類） 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

け~こ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

コードリール 不　　燃
（金物・鉄類） 「不燃」と表示してください。

コーヒーの容器
◎ ガラス製 ビ　　ン “キャップ”は外して容器の中は洗って

ください。袋の重さは 5kg 程度。

コーヒーの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

コーヒーメーカー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

コーヒーひき機（手動） 不　　燃

碁石 不　　燃

こいのぼり 不　　燃 長さ１m 以下に切ってお出しください。

こいのぼりのポール 粗　　大 長さ 2m 以下に切ってお出しください。

広角レンズ 不　　燃

香水のビン ビ　　ン 中身を使い切って汚れを落としてください。

氷枕 不　　燃 水を抜いて出してください。

黒板 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ござ 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

こたつ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

こたつ布団 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

コップ
◎ 紙製 可燃ごみ

コップ
◎ ガラス・陶器・プラスチック製 不　　燃

“割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

碁盤（足付きの立派なもの） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

碁盤（たためるもの） 不　　燃

コピー機（小型家庭用） 粗　　大 「粗大」と表示してください。業務用は
収集できません。

コピー用紙 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに、種類ごとにひ
もで十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

ゴム製品（タイヤを除く） 不　　燃

ゴムホース 不　　燃 長さ１m 以下に切ってお出しください。

米びつ（ハイザー） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

こ



29

品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

米袋（紙製、コーティングなし） 古　　紙
（ダンボール類）

粘着テープを使用せずに、種類ごとにひ
もで十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

小紋（着物） 不　　燃
（衣類・布団類）

衣類だけの袋に入れるか、ひもでしばっ
てそのまま出してください。

ゴルフクラブ 不　　燃
（金物・鉄類） ひもでしばって出してください。

ゴルフバック 不　　燃

コンクリート 収集不可
専門の処理業者に相談するか、引取りを
依頼してください。

コンタクトレンズ 可燃ごみ

コンタクトレンズ（使い捨て）の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。
中身をカラにしてください。

コンタクトレンズのケース 不　　燃

コンパクトフラッシュ 不　　燃
個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

コンポ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

コンロ ( 電気・ガス・カセットコンロ ) 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
業務用は収集できません。

【さ】

サーキュレーター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

サーフボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

サイクリングマシーン 粗　　大 「粗大」と表示してください。

座いす 粗　　大 「粗大」と表示してください。

サイドボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

材木
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ

日曜大工で出たものに限ります。
長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
多量のごみは収集できません。

材木
（長さ 2m 以上、または太さ 10cm 以上） 収集不可

専門の処理業者に相談するか、引取りを
依頼してください。

材木（長さ 2m、太さ 10cm 以内） 粗　　大
日曜大工で出たものに限ります。上限は
長さ 2m まで。多量のごみは収集できま
せん。「粗大」と表示してください。

酒ビン ビ　　ン
“キャップ”は外して容器の中は洗って
ください。袋の重さは 5kg 程度。

先割れスプーン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

こ

さ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

先割れスプーン
◎ プラスチック製 不　　燃

酒カップ（1 合ビン容器） ビ　　ン
“キャップ”は外して容器の中は水洗い
してください。袋の重さは 5kg 程度。

酒パック
◎ 紙製 可燃ごみ

酒類のボトル（ペットボトル） ペットボトル
ラベルの表示マーク「ペットボトル識別
表示マーク」を確認し、キャップ・ラベ
ルは外し水洗いしてください。

サッカーボール 不　　燃

雑誌 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずにひもで十字にし
ばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

さびた缶 カ　　ン 中身をカラにしてください。

座布団 不　　燃
（衣類・布団類） ひもでしばって出してください。

皿（陶磁器等） 不　　燃
“ 割れ物 ”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

サラダ油 可燃ごみ

凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませ
て出してください。
サラダ油は、カラのペットボトルに入れ
公民館等備付の天ぷら油回収箱に入れて
ください。

サラダ油の容器
◎ ガラス製 ビ　　ン

中身を使い切ってキャップは外し水洗い
してください。袋の重さは 5kg 程度。

サラダ油の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

ざる
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

ざる
◎ プラスチック製 不　　燃

三角コーナー
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

三角コーナー
◎ プラスチック製 不　　燃

三脚 不　　燃 45ℓの袋に入らないものは「粗大」。
「粗大」と表示してください。

サングラス 不　　燃

さ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

参考書 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せず種類ごとにひもで
十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

サンダル 不　　燃

三輪車 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

【し】

CRT ディスプレイ（パソコン用） 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取りを依頼してください。

“ PC リサイクルマーク”　が付与されて
いるものは無料。

ＣＳアンテナ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ＣＳ専用アンテナ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ＣＳデジタルチューナ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

シーツ 不　　燃
（衣類・布団類）

ひもでしばってそのまま出すか、衣類だ
けの袋に入れてください。

CD 不　　燃

CD ケース 不　　燃

CD ドライブ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

CD プレーヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

CD ラジカセ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。
電池を外してください。

地下たび 不　　燃

磁気マット 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
スポンジだけのマットは「不燃（衣類・
布団類）」。

事業系ごみ 収集不可 専門の処理業者に相談するか、引取りを
依頼してください。

辞書（書籍） 古　　紙
（その他紙類）

ビニールカバーは外す。
粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

辞書（電子辞書） 不　　燃 電池を外してください。

下敷き 不　　燃

七輪 不　　燃

湿気取りの容器 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 
容器の中の水を抜いて出してください。

湿布 可燃ごみ

さ~し
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

湿布の袋
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身を使い切って出してください。

辞典 古　　紙
（その他紙類）

ビニールカバーは外してください。
粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

自転車 粗　　大 「粗大」と表示してください。

自転車の空気入れ 不　　燃
（金物・鉄類）

自動車 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

自動車部品 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

自動二輪車 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

竹刀
◎ カーボン製・竹製 粗　　大 「粗大」と表示してください。

芝刈り機 粗　　大 「粗大」と表示してください。
業務用、乗用は収集できません。

ジャージ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

シャープペンシル 不　　燃

ジャーポット 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

蛇口 不　　燃
（金物・鉄類）

ジャケット 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

写真 可燃ごみ

写真のネガフィルム 不　　燃

写真のフィルム（ＡＰＳ） 不　　燃

シャツ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

シャベル ( 園芸用 )
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

シャベル ( 園芸用 )
◎ プラスチック製 不　　燃

ジャムの容器（ビン）
◎ ガラス製 ビ　　ン 中身をカラにしてキャップは外し水洗い

してください。袋の重さは 5kg 程度。

ジャムの容器（ビン）のふた 不　　燃

し
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ジャンパー 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

シャンプーの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

ジューサーミキサー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

ジュースの缶
◎ アルミ製・スチール製 カ　　ン 容器の中は洗ってください。

ジュースのビン ビ　　ン 中身をカラにしてキャップは外して水洗い。
袋の重さは 5kg 程度。

ジュースのボトル
◎ ペットボトル ペットボトル ラベルの表示マークを確認し、キャップ・

ラベルは外し水洗いしてください。

じゅうたん 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

週刊誌 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

充電器（家庭用） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

柔道着 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

柔軟剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身を使い切って汚れを落としてください。

ジュラルミンケース 不　　燃

シュレッダー（電動、家庭用） 粗　　大 「粗大」と表示してください。 
手動のものは「不燃」。

シュレッダーダスト（紙） 可燃ごみ 袋の空気を抜いて出してください。

消火器 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

浄化槽 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

将棋盤（折りたたみ式） 不　　燃

焼却灰 収集不可

障子 粗　　大
日曜大工で出たものに限ります。

「粗大」と表示してください。
事業用は収集できません。

障子紙 可燃ごみ

浄水器 不　　燃

浄水器のカートリッジ 不　　燃

し
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

焼酎のボトル（ペットボトル） ペットボトル
ラベルの表示マークを確認し、キャップ・
ラベルは外し水洗いしてください。

照明器具 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

しょうゆのボトル ( ペットボトル ) ペットボトル
ラベルの表示マークを確認し、キャップ・
ラベルは外し水洗いしてください。

しょうゆビン ビ　　ン
中身をカラにしてキャップは外して水洗い。
袋の重さは 5kg 程度。

じょうろ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類） 「不燃」と表示してください。

じょうろ
◎ プラスチック製 不　　燃 「不燃」と表示してください。

食品・商品の袋類
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

食品くず 可燃ごみ
十分に水分を切って出してください。袋
の重さは 5kg 程度。

食品用ネット類 プラ容器包装

食用油（植物性） 可燃ごみ

可燃ごみの収集日に出す場合は、凝固剤
で固めるか、布や紙に染み込ませて出し
てください。
天ぷら油は、カラのペットボトルに入れ
公民館等備付の天ぷら油回収箱に入れて
ください。

食用油の缶（家庭用） カ　　ン
中身をカラにしてください。
一斗缶は「不燃」。

食用油のビン ビ　　ン
キャップは外して中身をカラにしてくだ
さい。袋の重さは 5kg 程度。

食用油の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

除湿機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

除湿剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

食器
◎ ガラス・せともの・磁器 不　　燃

“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

食器
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

食器
◎ プラスチック製・木製 不　　燃

食器洗い乾燥機 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。 
業務用は収集できません。

し
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

食器乾燥機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。 
業務用は収集できません。

食器棚 粗　　大 「粗大」と表示してください。

食器用洗剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身を使い切って汚れを落としてください。

シリカゲル 可燃ごみ

シルバーカート（手押し） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

シルバーカート（電動・乗用） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

新聞折り込み広告 古　　紙
（新聞紙）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

新聞紙 古　　紙
（新聞紙）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

【す】

スーツ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

スーツケース 不　　燃

水槽 不　　燃

水中カメラ 不　　燃 電池は外す。

スイッチ 不　　燃

水筒
◎ プラスチック製・ステンレス・
　 魔法瓶

不　　燃

炊飯器 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

据置型ゲーム機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

スカート 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

鋤（すき） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スキー板 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スキーウエア 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

スキー靴 不　　燃

スキーブーツ 不　　燃

スキーボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

し~す
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

スキャナー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

スクーター 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

スケート靴 不　　燃

スケートボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スコップ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
「粗大」と表示してください。

スコップ
◎ プラスチック製 不　　燃

硯（すずり） 不　　燃

簾（すだれ）（長さ 2m 以内） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

簾（すだれ）（長さ 1m 以内）
◎ プラスチック製 不　　燃 「不燃」と表示してください。

長さ 1m 以上 2m以下のものは「粗大」。

スタンドライト 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スチールウール（金たわし） 不　　燃

スチール缶（飲料用・食用） カ　　ン 容器の中は洗ってください。

スティックのりの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身を使い切ってください。

ステレオセット 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ストーブ 粗　　大
「粗大」と表示してください。
灯油式は灯油を抜いて、電池を外してく
ださい。

ストッキング 不　　燃

ストック（スキー用品） 不　　燃

ストロー 不　　燃

砂 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

スノーボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スパイクシューズ 不　　燃

スピーカー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

スピーカーシステム 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

スプーン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

スプーン
◎ プラスチック製 不　　燃

スプーン
◎ 木製 可燃ごみ

す



37

品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

スプリングマット 粗　　大
「粗大」と表示してください。
スプリング、磁気の入っていないマット
は「不燃（衣類・布団類）」。

スプレー缶 カ　　ン
中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜いてください。作業は風通しの良い
屋外等で行ってください。

すべり台（家庭用玩具） 粗　　大
「粗大」と表示してください。
解体をお願いする場合があります。
家庭用に限り収集します。

ズボン 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

スポンジ 不　　燃

ズボンプレッサー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

スマートフォン 不　　燃

IC カードを抜き個人情報の記録は消去し
て、バッテリーを外して出してください。
携帯電話販売店のモバイル・リサイクル・
ネットワーク（MRN）では無料回収・再
資源化が行われています。
リチウムイオンバッテリーは収集できま
せん。端子部をセロハンテープ等で絶縁
し、リサイクル協力店に持ち込んでくだ
さい。

スマートメディア 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

炭 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

スライド映写機 粗　　大 「粗大」と表示してください。

スライドガラス 不　　燃 家庭から出されたものに限り収集します。

スリッパ 不　　燃

スレート 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

【せ】

セーター 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

整髪料の容器
◎ ガラス製 ビ　　ン 中身を使い切ってキャップは外す。

袋の重さは 5kg 程度。

整髪料の容器（スプレーカン）
◎  金属製 カ　　ン

中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜く。作業は風通しの良い屋外等で
行ってください。

整髪料の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身を使い切って汚れを落としてください。

す~せ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

精米機 粗　　大 「粗大」と表示してください。
業務用は収集できません。

清涼飲料のボトル（ペットボトル） ペットボトル

ラベルの表示マークを確認し、キャップ・
ラベルは外し水洗いしてください。
外したキャップ・ラベル（プラ製）は「プ
ラ容器包装」の日に出してください。

生理用品 可燃ごみ

石炭ストーブ 粗　　大 「粗大」と表示してください。
石炭をは除いてください。

石油ストーブ 粗　　大 「粗大」と表示してください。 
灯油を抜いて、電池を外してください。

石油ポンプ（手動式） 不　　燃

石油ポンプ（電動式） 不　　燃 電池は外す。

石鹸 可燃ごみ

せともの、焼きもの 不　　燃
“割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

セニアカー 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

背広 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

セメント 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

ゼリーの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

セロハンテープ 可燃ごみ

セロハンテープの芯 可燃ごみ

線香 可燃ごみ

線香の箱 可燃ごみ

洗剤のボトル プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

洗濯機 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

洗濯ばさみ 不　　燃

剪定した枝・木
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ

長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
一度に 5 袋まで（落ち葉・草含む）。
多量のごみは収集できません。

せ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

剪定した枝・木
（長さ2m以上、または太さ10cm以上） 収集不可

剪定した枝・木
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大

長さの上限は 2m まで。
一度に 5 束まで（落ち葉・草含む）。
多量のごみは収集できません。

剪定ばさみ 不　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

栓抜き 不　　燃
（金物・鉄類）

扇風機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

洗面器
◎金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

洗面器
◎ プラスチック製 不　　燃

【そ】

ソースの容器（ビン）
◎ ガラス製 ビ　　ン 中身をカラにしてキャップは外して水洗

いしてください。袋の重さは 5kg 程度。

ソースの容器（ボトル）
◎プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

造花 不　　燃

双眼鏡 不　　燃

雑巾 可燃ごみ

惣菜のトレイ
◎ プラスチック製 プラ容器包装 中身をカラにして汚れを落としてくださ

い。

掃除機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

外付けハードディスク 粗　　大 個人情報の記録を消去して、「粗大」と
表示してください。

ソファー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ソフトボール 不　　燃

そろばん 不　　燃

【た】

耐火金庫（60kg 以内） 粗　　大
「粗大」と表示してください。大型金庫
は販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

体脂肪計（電子式） 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
電池は外してください。
業務用は収集できません。

せ~そ

た
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

体重計（ヘルスメーター） 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
電池は外してください。
業務用は収集できません。

台所用洗剤の容器
◎ プラスチック製

プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてください。

耐熱ガラス鍋 不　　燃

タイプライター 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

タイヤ（自動車・オートバイ用） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

タイヤチェーン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

タイヤチェーン
◎ ゴム製

不　　燃

ダイレクトメール 古　　紙
（その他紙類） 圧着はがきは「可燃ごみ」。

田植え機 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用機械は収集できません。

ダウンジャケット 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

タオル 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

タオルケット 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

タキシード 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

抱き枕 不　　燃
（衣類・布団類）

衣類だけの袋に入れるか、ひもでしばっ
て出してください。

卓上カレンダー 古　　紙
（その他紙類）

金具を外してください。
粘着テープを使用せずにその他紙類と一
緒にひもでしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

卓上用コンロ（ガス・電気） 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
電池は外してください。
業務用は収集できません。

竹串 可燃ごみ
先を折るか、新聞紙等に包んで中身を表
示して出してください。

竹ぼうき 粗　　大 「粗大」と表示してください。

た
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

畳 不　　燃
（衣類・布団類）

販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してリサイクル回収してく
ださい。（１世帯 5 枚まで）

脱穀機 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用機械は収集できません 。

脱酸素剤 可燃ごみ

脱脂綿 可燃ごみ

脱臭剤 不　　燃

タッパー 不　　燃

タブレット型情報通信端末 不　　燃

“PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものはメーカーに引取りを依頼して
ください（無料）。マークがないものは「不
燃」の収集日に出してください。IC カー
ドがあるものは本体から抜き個人情報の
記録を消去してから出してください。

卵の殻 可燃ごみ

卵のパック
◎ プラスチック製 プラ容器包装 紙製のものは「可燃ごみ」。

たも網 粗　　大

たわし 不　　燃

タンス 粗　大 「粗大」と表示してください。

断熱材（アスベスト） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

断熱材（グラスウール） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

断熱材（石膏ボード） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

短波ラジオ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ダンベル 不　　燃
（金物・鉄類）

段ボール 古　　紙
（段ボール類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

【ち】

チェーン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

地球儀 不　　燃

た~ち
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

地図
◎ 紙製

古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

チャイルドシート 粗　　大 「粗大」と表示してください。

茶がら 可燃ごみ

茶筒
◎ 金属製 カ　　ン プラスチック製の中ぶたは「不燃」。

中身をカラにしてください。

茶筒
◎ プラスチック製 不　　燃 中身をカラにしてください。

茶筒
◎ 木製 可燃ごみ

茶箱
◎ ブリキ製

不　　燃
（金物・鉄類）

茶わん
◎ せともの・プラスチック製・木製 不　　燃

“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

チューナー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

チューナー
（BS・CS・地上デジタルチューナ） 粗　　大 「粗大」と表示する。

業務用は収集できません。

中華鍋 不　　燃
（金物・鉄類）

注射器 収集不可 医療機関に相談し、引取りを依頼してく
ださい。

注射針 収集不可 医療機関に相談し、引取りを依頼してく
ださい。

チョーク 可燃ごみ

彫刻刀 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

調味料の空き容器
◎ ガラス製 ビ　　ン

キャップは外して中身をカラにして出し
てください。
袋の重さは 5kg 程度。

調味料の空き容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてください。

チラシ類 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

ちり紙 可燃ごみ

ちりとり
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

ち
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ちりとり
◎ プラスチック製

不　　燃

【つ】

杖
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

杖
◎ 木製

粗　　大 「粗大」と表示してください。

使い捨てカイロ 不　　燃

使い捨てライター 不　　燃
ガスを抜いて、他の不燃とは別の透明袋

（小袋）に入れて出してください。

机 粗　　大 「粗大」と表示してください。

付け毛 可燃ごみ

土 収集不可
庭やプランターの土に混ぜて処理をして
ください。

つみき ( おもちゃ )
◎ 木製

可燃ごみ

爪切り
不　　燃

（金物・鉄類）

釣り竿 不　　燃

つるはし 粗　　大 「粗大」と表示してください。

【て】

テーブル 粗　　大 「粗大」と表示してください。

テープレコーダー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

T シャツ
不　　燃

（衣類・布団類）
衣類だけの袋に入れてください。

ティッシュ箱 古　　紙
（その他紙類）

取り出し口フィルムを外し、たたんでくだ
さい。粘着テープを使用せずに種類ごと
にひもで十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

ティッシュペーパー 可燃ごみ

DVD ドライブ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

DVD ビデオ ( ディスク） 不　　燃

DVD プレイヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

DVD メディア 不　　燃

ち~て
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

DVD レコーダー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

手提げ金庫 不　　燃 一般家庭のものに限り収集します。

デジタルオーディオプレーヤー
（ポータブル）（HDD・フラッシュメモリ）

不　　燃

デジタルカメラ 不　　燃

電池を外す。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

デジタル歩数計 不　　燃

電池を外す。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

デスクトップ型パソコン 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取り依頼してください。

“ PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものは無料。

鉄アレイ 不　　燃

デッキ除くテープレコーダー
（ポータブルのもの） 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

鉄製ホイール（車両用） 収集不可
自動車部品は収集できません。
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

鉄パイプ（長さ 1m 以下） 不　　燃
（金物・鉄類）

長さ 1m 以下に切って出してください。
事業に伴うものは収集できません。

鉄パイプ（長さ 2m 以下） 粗　　大 長さ 2m 以下に切って出してください。
事業に伴うものは収集できません。

手袋 不　　燃

テレビ 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

テレビゲーム本体（据え置きのもの） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。 
業務用機は収集できません。

テレビゲームソフト 不　　燃

テレビ台 粗　　大 「粗大」と表示してください。

テレホンカード 可燃ごみ

電気アイロン 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気アクアリウム用品 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

て
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

電気オルゴール 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電気温水器 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

電気カーペット 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

電気カミソリ 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電気ギター 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電気グラインダ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気コード 不　　燃
（金物・鉄類） 長さ 1m 以下に切ってお出しください。

電気こたつ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電気サンダ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気照明器具 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気スタンド 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気ストーブ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気掃除機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気脱毛器 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電気ドリル（電池式含む） 粗　　大

袋に入れずに「粗大」と表示してください。
バッテリーは外す。
リチウムイオンバッテリーは収集できま
せん。リチウムイオンバッテリーは端子
部にセロハンテープなどの絶縁テープを
貼ってリサイクル協力店へお持ちくださ
い。

電気のこぎり 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気ハサミ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気ポット 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気ポリシャ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電気毛布 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

て
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

電気もちつき機 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電球 不　　燃
紙の元箱・新聞紙等に包んでお出しくだ
さい。

電工ペンチ 不　　燃
（金物・鉄類）

電子キーボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電子式ベビースケール 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電子辞書 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電子体温計 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電磁調理器（卓上型） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

電子手帳 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電子式ヘルスメータ
（体組成計・体脂肪計） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電子レンジ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

天体望遠鏡 粗　　大 「粗大」と表示してください。

電卓 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

電池（使い切り電池） 不　　燃
セロハンテープで絶縁し、透明ポリ袋（小
袋）に入れて、その他の不燃と袋を別に
して出してください。

テント ( キャンプ用　支柱 ) 粗　　大 「粗大」と表示してください。

テント ( キャンプ用　幌 ) 不　　燃 「不燃」と表示してください。

テント（支柱） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

テント（幌） 不　　燃 「不燃」と表示してください。

電動カート 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

電動車いす 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

て
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

電動工具 粗　　大

袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。 
バッテリーは外してください。
リチウムイオンバッテリーは収集できま
せん。リチウムイオンバッテリーは端子
部にセロハンテープなどの絶縁テープを
貼ってリサイクル協力店へお持ちくださ
い。

電動式鉛筆削り機 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

電動つり用リール 不　　燃

電灯のかさ 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

電動歯ブラシ 不　　燃

電動ミシン 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

天ぷらガード 不　　燃

電話機 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
バッテリーは外してください。

電話帳 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

【と】

トースター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

砥石 不　　燃

トイレットペーパーの芯 可燃ごみ

トイレブラシ 不　　燃

トイレ用砂（ペット用品） 可燃ごみ
販売しているものに限ります。
フンは取り除いてお出しください。

陶器・陶磁器 不　　燃
“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

豆腐のパック
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

灯油 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

灯油ポリ容器 不　　燃
灯油を抜き取り、中をカラにして乾かせ
てから出してください。

「不燃」と表示してください。

て~と
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

灯油ポンプ 不　　燃

電動のものは電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

時計 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

トナー 不　　燃 使い切ってから出してください。

土鍋 不　　燃

土のう 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

土のう袋（袋だけ） 不　　燃

ドライバー（工具） 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

ドライバー（ゴルフクラブ） 不　　燃
（金物・鉄類）

ドライヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ドラム（楽器） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ドラム式洗濯機 収集不可 家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

塗料缶 カ　　ン

中身を使い切ってください。
事業系のものについては、販売店、専門
の処理業者に相談するか、引取りを依頼
してください。

ドリルの刃 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙で包
んでください。

ドリンクビン ビ　　ン “ キャップ ”を外して水洗いしてください。
袋の重さは 5kg 程度。

トレーディングカード 可燃ごみ

トレイ ( 食品トレイ） プラ容器包装 中身をカラにして汚れを落としてください。

ドレッシングの容器
◎ ガラス製 ビ　　ン “ キャップ ”を外して水洗いしてください。

袋の重さは 5kg 程度。

ドレッシングの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。

中身を使い切って汚れを落としてください。

トレッドミル
（家庭用ルームランナー） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

泥 収集不可 庭やプランター、畑の土に混ぜて処理を
してください。

トンカチ 不　　燃

と
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

【な】

ナイフ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙で包
んでください。

苗ポット 不　　燃

長靴 不　　燃

鉈（なた） 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙で包
んでください。

納豆のパック プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

鍋 不　　燃
（金物・鉄類）

生ごみ 可燃ごみ 十分に水切りをしてください。
袋の重さは 5kg 程度。

縄 可燃ごみ 長さ 1m 以下に切って出してください。

【に】

ニカド電池 不　　燃

セロハンテープで絶縁し、透明ポリ袋（小
袋）に入れて、その他の不燃と袋を別に
して出してください。
小型充電式電池はできるだけリサイクル
協力店に持ち込んでください。

二層式洗濯機 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

ニッケル水素電池 不　　燃

セロハンテープで絶縁し、透明ポリ袋（小
袋）に入れて、その他の不燃と袋を別に
して出してください。
小型充電式電池はできるだけリサイクル
協力店に持ち込んでください。

ニッパー 不　　燃
（金物・鉄類）

入浴剤の容器
◎ 紙製 可燃ごみ

入浴剤の容器
◎ 金属製 カ　　ン 中身を使い切って水洗いしてください。

入浴剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

庭木
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ

長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
一度に 5 袋まで（落ち葉・草含む）。
多量のごみは収集できません。

庭木
（長さ 2m 以上、または太さ 10cm 以上） 収集不可

な~に
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

庭木
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大 長さの上限は 2m まで。

多量のごみは収集できません。

人形（ケースを含む） 不　　燃

【ぬ】

ぬいぐるみ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れて出してください。

縫い針 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

糠（ぬか） 可燃ごみ

糠油 可燃ごみ 凝固させるか、布などに含ませて出して
ください。

ぬかみそ・ぬか床 可燃ごみ

布おむつ 可燃ごみ 汚物は取り除いてください。

塗り箸 可燃ごみ

ヌンチャク 不　　燃

【ね】

ネガフィルム 不　　燃

ネクタイ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

猫砂 可燃ごみ 販売しているものに限ります。
フンは取り除いてお出しください。

ネジ 不　　燃
（金物・鉄類）

ネックレス
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

ネックレス
◎ プラスチック製 不　　燃

ネット容器 プラ容器包装

寝袋 不　　燃

ねりわさびの容器（チューブ）
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

粘着テープ ( ガムテープ ) 可燃ごみ

粘土（油粘土） 不　　燃

粘土（紙粘土） 可燃ごみ

【の】

ノーカーボン紙 可燃ごみ

に~の
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ノート 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

ノートパソコン 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取り依頼してください。

“ PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものは無料。

農機具類 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

農機具類につける爪や刃 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

農業用の波板 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

農業用ビニール 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

農薬 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

農薬の容器 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

ノコギリ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

ノミ（工具） 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

海苔の缶 カ　　ン 中身をカラにしてください。

海苔の袋
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてください。

糊（のり）の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

【は】

バーベキューグリル
（ガス、ホワイトガソリン、炭火） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

灰 収集不可

バイク 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

灰皿 不　　燃

の

は
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

廃食用油 可燃ごみ
可燃ごみとして出す場合は、凝固剤で固
めるか、布や紙に染み込ませて出してく
ださい。

パイプいす 粗　　大 「粗大」と表示してください。

パイプ（長さ 2m 以下）
◎ 金属製

粗　　大
長さ 2m 以下に切って出してください。
日曜大工で出たものに限り収集します。

パイプ（長さ 1m 以下）
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

長さ 1m 以下に切って出してください。
日曜大工で出たものに限り収集します。

パイプ（長さ 2m 以下）
◎ プラスチック製

粗　　大
長さ 2m 以下に切って出してください。
日曜大工で出たものに限り収集します。

パイプ（長さ 1m 以下）
◎ プラスチック製

不　　燃
長さ 1m 以下に切って出してください。
日曜大工で出たものに限り収集します。

廃油 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

バインダー（農機具） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

バインダー（文房具） 不　　燃

はがき 可燃ごみ

はかり
（ヘルスメータ・電子調理用はかり等）

粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
業務用は収集できません。

バケツ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類） 袋に入らないものは「不燃」と表示する。

バケツ
◎ プラスチック製

不　　燃 袋に入らないものは「不燃」と表示する。

ハサミ 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

箸
◎ プラスチック製

不　　燃

箸
◎ 木製

可燃ごみ

はしご
◎ 金属製・木製

粗　　大 「粗大」と表示してください。

パジャマ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

柱時計 粗　　大 「粗大」と表示してください。

バスタオル 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

は
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

パソコン
( デスクトップ型・ノートブック型） 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取り依頼してください。
”PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものは無料。

バターの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

肌着 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

発煙筒 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

バッグ（かばん） 不　　燃

バッテリー 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

バット
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

バット
◎ プラスチック製・木製 不　　燃

発泡スチロール
( 商品等の緩衝材 ) プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。

中身をカラにしてください。

発泡スチロール ( 魚箱用 ) プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

発泡スチロール（食品トレイ） プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

花 可燃ごみ “トゲ”のあるものは、危険のないよう
新聞紙等で包んで表示してください。

花火 可燃ごみ 十分に水に浸してから出してください。

パフ（化粧用） 可燃ごみ

歯ブラシ 不　　燃

歯ブラシ（電動） 不　　燃

電池が取り外し可能な場合は、電池を外
してください。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

歯ブラシの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。

中身をカラにする。

歯磨き粉のチューブ
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

は
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

針（医療用） 収集不可 医療機関に相談し、引取りを依頼してく
ださい。

針（縫い針） 不　　燃 鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んで表示してください。

ハロゲンヒーター 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ハンガー
◎ 針金製

不　　燃
（金物・鉄類）

ハンガー
◎ プラスチック製・木製 不　　燃

ハンガーラック
◎ 金属製・プラスチック製 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ハンカチ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

半紙 可燃ごみ 未使用のものは「古紙（その他紙類）」
で収集可。

絆創膏 可燃ごみ

ハンドクリーナ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ハンドクリームの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

ハンドソープの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

ハンドヘルドゲーム
（ミニ電子ゲーム） 不　　燃

電池を外してください。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

パンの袋 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてください。

バンパー 収集不可
自動車部品は収集できません。
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

パンフレット 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

【ひ】

BS アンテナ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

ビール缶 カ　　ン 容器の中を水洗いしてください。

ビールケース 不　　燃 「不燃」と表示してください。

は~ひ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ビールビン ビ　　ン キャップは外して水洗い。
袋の重さは 5kg 程度。

ピアノ
（グランドピアノ・アップライト） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、

引取りを依頼してください。

ピアノ（電子式） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ヒゲそり 不　　燃

ヒゲそり（電気式） 不　　燃

電池を外してください。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

ヒゲそりの替え刃 不　　燃 危険のないよう新聞紙等で包んで中身を
表示してください。

ビデオカメラ（放送用を除く） 粗　　大

バッテリーを外してください。
リチウムイオンバッテリーは収集できま
せん。リチウムイオンバッテリーは端子
部にセロハンテープなどの絶縁テープを
貼ってリサイクル協力店へお持ちくださ
い。

ビデオテープ 不　　燃 “ ビデオテープのケース”に入れてお出
しください。

ビデオテープのケース 不　　燃

ビデオテーププレーヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ビデオデッキ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ビデオプロジェクション 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ひな人形（ひな壇のもの） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ひな人形（単体） 不　　燃

ビニールハウス 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

ビニールプール 不　　燃 空気を抜いて出してください。

ビニールホース 不　　燃 長さ 1m 以下に切って出してください。

日めくりカレンダー 古　　紙
（その他紙類）

金具を外し、粘着テープを使用せずに種
類ごとにひもで十字にしばって出してく
ださい。袋やダンボールに入れないでく
ださい。雨の日でも収集します。

ひも
◎ 布製 可燃ごみ 長さ 1m 以下に切って出してください。

ひも
◎ ビニール製 不　　燃 長さ 1m 以下に切って出してください。

ひ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

漂白剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

肥料 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

肥料袋 不　　燃

ビン ビ　　ン キャップは外して水洗い。
袋の重さは 5kg 程度。

【ふ】

フードプロセッサー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

プール ( 幼児用 ) 不　　燃 空気を抜いて出してください。

ファクシミリ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ファックス 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ファンスキー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ファンヒーター 粗　　大 「粗大」と表示してください。
灯油を抜いて電池は外してください。

フィルム（写真用） 不　　燃

フィルム（ネガ） 不　　燃

フィルム（包装） プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

フィルムカメラ 不　　燃

電池を外す。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
透明ポリ袋（小袋）に入れて、その他の
不燃と袋を別にして出してください。

フィルムケース プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。
中身をカラにしてください。

封筒 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

フォトプリンター 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ふきん 可燃ごみ

ふくろ
◎ 紙製 可燃ごみ

ふくろ
◎ ビニール製 プラ容器包装 中身をカラにしてください。

ふすま 粗　　大 「粗大」と表示してください。

布団 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

ひ~ふ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

布団圧縮袋 不　　燃

ふとんカバー 不　　燃
（衣類・布団類）

衣類だけの袋に入れるか、ひもでしばっ
て出してください。

ふとん乾燥機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

船 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

フライパン 不　　燃
（金物・鉄類）

ブラインドカーテン 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ブラウン管テレビ 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

ぶら下がり健康器具 粗　　大 「粗大」と表示してください。

プラスドライバー 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

プラズマテレビ 収集不可 家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

プラモデル 不　　燃

プランター 不　　燃 「不燃」と表示してください。

ブランデーのビン ビ　　ン “キャップ”を外して水洗いしてください。
袋の重さは 5kg 程度。

プリペイドカード 可燃ごみ

プリンの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

プリンター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。
業務用は収集できません。

ブルーシート 不　　燃 小さくひもでしばって出してください。

ブルーレイディスク 不　　燃

ブルーレイプレーヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ブルーレイレコーダ 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

風呂桶
◎ ステンレス製

不　　燃
（金物・鉄類）

45ℓの袋に入らないものは「粗大」。
「粗大」と表示してください。

風呂桶
◎ 陶器・檜・プラスチック製 不　　燃 45ℓの袋に入らないものは「粗大」。

「粗大」と表示してください。

プロジェクター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ブロック（コンクリート） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
建築廃材は収集できません。

ふ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

フロッピーディスク 不　　燃

風呂のふた 不　　燃

プロパンガスボンベ 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

風呂用洗剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」確認する。中身を使い切っ

て汚れを落としてください。

風呂用電気水中ポンプ 粗　　大 「粗大」と表示する。

噴霧器（家庭用） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

【へ】

ベースギター（電子・電気式） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ヘアードライヤー 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ヘアスプレー ( スプレーカン ) カ　　ン
中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜いてください。作業は風通しの良い
屋外等で行ってください。

ヘアピン 不　　燃
（金物・鉄類）

ベッド
◎ 金属製・木製 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ペットの小屋 粗　　大 「粗大」と表示してください。
解体をお願いする場合があります。

ペットボトル ペットボトル
ラベルの表示マーク「ペットボトル識別
表示マーク」を確認し、キャップ・ラベ
ルは外し水洗いしてください。

ペットボトルのキャップ プラ容器包装 ラベルの表示マークを確認する。

ペットボトルのラベル
◎ プラスチック製 プラ容器包装 ラベルの表示マークを確認する。

「紙マーク」のもの（紙製）は可燃ごみ。

ヘッドホン 不　　燃

ベッド用マット（スプリング入り） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ベッド用マット（スプリングなし） 不　　燃
（衣類・布団類）

ベニア板
（長さ 50cm以内、厚さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

多量のごみは収集できません。

ベニア板
（長さ 2m、幅 1. 2m、厚さ 10cm 以上） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、

引取りを依頼してください。

ベニア板
（長さ 2m、幅 1.2m、厚さ 10cm 以内） 粗　　大

一辺の長さの上限は 2m まで。
多量のごみは収集できません。

「粗大」と表示してください。

ベビー椅子 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ベビーカー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ふ~へ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ベビーサークル 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ベビーバス 不　　燃 「不燃」と表示してください。

ヘルスメーター 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してください。
電子式のものは、電池は外してください。
業務用は処理できません。

ベルト ( ズボン用等 ) 不　　燃

ベルト ( 機械用 ) 不　　燃

ヘルメット 不　　燃

変圧器 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

便器 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
建築廃材は収集できません。

ペンキの空き缶 カ　　ン 中身をカラにしてください。

ペンキのスプレー缶 カ　　ン

中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜いてください。
作業は風通しの良い屋外等で行ってくだ
さい。

ベンジン 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

ペンタブレット 不　　燃

ベンチ 粗　　大 「粗大」と表示してください。家庭から
出たものに限り収集します。

ペンチ 不　　燃
（金物・鉄類）

弁当 ( 仕出し ) の容器 プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

弁当箱
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

弁当箱
◎ プラスチック製 不　　燃

【ほ】

ホース 不　　燃 長さ 1m 以下に切って出してください。

ホースリール 不　　燃 「不燃」と表示してください。

ホームシアター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ボール（玩具・競技用） 不　　燃

ボールペン 不　　燃

へ~ほ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ホイール ( 車用 ) 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
自動車部品は収集できません。

ボイラー 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

望遠鏡 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ほうき 粗　　大 「粗大」と表示してください。

芳香剤の容器
◎ ガラス製 ･ せともの 不　　燃 中身を使い切って出してください。

芳香剤の容器（スプレー缶）
◎ 金属製 カ　　ン

中身を使い切って専用器具を使用しガス
を抜く。作業は風通しの良い屋外等で
行ってください。

芳香剤の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

包装紙
◎ 紙製

古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

包帯 可燃ごみ

包丁 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙等で
包んでください。

ボウル
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

歩行器 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ボタン
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

ボタン
◎ プラスチック製 不　　燃

ボタン型電池 不　　燃
セロハンテープで絶縁し、他の不燃の袋
とは別にして透明ポリ袋（小袋）に入れ
て出してください。

補聴器 不　　燃 電池を外してください。

ホッチキス 不　　燃

ポット 不　　燃

ポット（電気式ポット） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ホットカーペット 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

ホットプレート 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ほ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ボディソープの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

ほ乳瓶
◎ ガラス製・プラスチック製 不　　燃 容器の汚れは取り除いてください。

ポリタンク 不　　燃 中身をカラにして、乾かせてから出して
ください。「不燃」と表示してください。

ポリバケツ 不　　燃 「不燃」と表示してください。

保冷剤 不　　燃

ホワイトボード 粗　　大 「粗大」と表示してください。

本（書籍） 古　　紙
（その他紙類）

粘着テープを使用せずに種類ごとにひも
で十字にしばって出してください。
袋やダンボールに入れないでください。
雨の日でも収集します。

ボンボンベッド 粗　　大 「粗大」と表示してください。

【ま】

マーガリンの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

マイクロホン（小型マイク） 不　　燃

電池を外す。外した電池はセロハンテー
プで絶縁し、透明ポリ袋（小袋）に入れ
て、その他の不燃と袋を別にして出して
ください。

マイクロ SD カード 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

マイクロフィルム 不燃

マイナスドライバー 不　　燃
（金物・鉄類）

鋭利な部分は危険のないよう新聞紙で包
んでください。

マウス（パソコン周辺機器） 不　　燃

マグカップ 不　　燃 “ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。

マグネット 不　　燃
（金物・鉄類）

枕 不　　燃
（衣類・布団類）

枕カバー 不　　燃
（衣類・布団類）

枕木 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

マジックペン（文房具） 不　　燃

ほ

ま
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

マッサージ機 粗　　大 「粗大」と表示してください。

マッチ 可燃ごみ 十分に水に浸して出してください。

マット
（磁気、スプリングが入っていない
もの）

不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

マットレス
（磁気入り、スプリング入り） 粗　　大

「粗大」と表示してください。
スポンジ、ウレタンのみのものは「不燃

（衣類・布団類）」。

マットレス（スプリングなし） 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

窓ガラス 不　　燃
“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等に
包んで“ ガラス”と表示して出してく
ださい。

まな板
◎ プラスチック製・木製 不　　燃

マフラー（自動車部品） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
自動車部品は収集できません。

マフラー（防寒衣類） 不　　燃
（衣類・布団類）

魔法瓶 不　　燃

マヨネーズの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。 

中身をカラにして汚れを落としてください。

丸太
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ 長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。

多量のごみは収集できません。

丸太
（長さ 2m 以上、または太さ 10cm 以上） 収集不可 専門の処理業者に相談するか、引取りを

依頼してください。

丸太
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大

長さの上限は 2m まで。
多量のごみは収集できません。

「粗大」と表示してください。

マルチ（農業用） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
農業用は収集できません。

マンガン電池 不　　燃
セロハンテープで絶縁し、他の不燃の袋
とは別にして透明ポリ袋（小袋）に入れ
て出してください。

万年筆 不　　燃

【み】

ミキサー ( 調理用 ) 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ミシン 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

ま~み
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

水差し
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

水差し
◎ プラスチック製 不　　燃

水枕 不　　燃

ミニ SD カード 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

ミニコンポ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

ミニ電子ゲーム 不　　燃

電池を外してください。
リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

ミルクの缶 カ　　ン 中身をカラにして汚れを落とす。

【む】

虫かご 不　　燃

虫取り網
◎ 金属製 不　　燃

虫取り網
◎ プラスチック製 不　　燃

虫メガネ 不　　燃

無線機 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。 
電池式のものは電池を外してください。

【め】

メガネ 不　　燃

目薬の容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装 「プラマーク」を確認する。

中身をカラにしてください。

目覚し時計 不　　燃 電池を外してください。

メモ帳 可燃ごみ

メモ用紙 可燃ごみ

メモリースティック 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

面（剣道、なぎなた、フェンシング用） 不　　燃

綿棒 可燃ごみ

【も】

モーター（業務用） 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

モーター（家庭用） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

み~も
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

毛布 不　　燃
（衣類・布団類） 小さくひもでしばって出してください。

木材
（長さ 50cm 以内、太さ 10cm 以内） 可燃ごみ

長さ 50cm 程度より大きいものは「粗大」。
多量のごみは収集できません。

木材
（長さ2m以上、または太さ10cm以上） 収集不可

木材
（長さ 2m 以内、太さ 10cm 以内） 粗　　大

長さの上限は 2m まで。多量のごみは収
集できません。

「粗大」と表示してください。

餅つき機（電気式） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

モップ 粗　　大 「粗大」と表示してください。

モデム 粗　　大 「粗大」と表示してください。

モニター ( パソコン用 ) 収集不可

パソコンリサイクル法対象のため、メー
カーに引取り依頼してください。

“PC リサイクルマーク”が付与されて
いるものは無料。

物干し竿 粗　　大 「粗大」と表示してください。

物干し台（支柱・土台） 粗　　大 「粗大」と表示してください。

モルタル 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

【や】

やかん 不　　燃
（金物・鉄類）

焼肉のたれの容器
◎ ガラス製 ビ　　ン

キャップは外して水洗い。
袋の重さは 5kg 程度。

焼肉のたれの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
キャップを外して、中身をカラにして汚
れを落としてください。

野球のボール 不　　燃

薬品（農薬） 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

薬品（農薬・劇薬以外）のビン ビ　　ン

キャップは外して水洗いしてください。
袋の重さは 5kg 程度。
農薬ビンは収集できません。
販売店に引取りを依頼してください。

野菜のネット プラ容器包装 中身をカラにして出してください。

野菜のパック
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。　　　　　 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

も

や
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

【ゆ】

郵便受け 不　　燃
（金物・鉄類）

ＵＳＢメモリ 不　　燃 個人情報の記録を消去してからお出しく
ださい。

浴衣 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

油性マジックペン 不　　燃

湯たんぽ
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

湯たんぽ
◎ プラスチック製 不　　燃

湯のみ 不　　燃
“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは 5kg 程度。

【よ】

ヨーグルトの容器
◎ 紙製 可燃ごみ

ヨーグルトの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

容器のふた類 不　　燃
「プラマーク」を確認してください。
「プラマーク」の表示があるものはプラ
容器包装にお出しください。

浴槽
◎  鋳物・ステンレス製・ポリ製 収集不可

販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
建築廃材は収集できません。

浴槽のふた 不　　燃

【ら】

ラーメンの袋 ( 麺・かやく・スープ )
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。中身をカラ
にして汚れを落としてください。

ラーメンの容器
◎ 紙製 可燃ごみ

ラーメンの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」を確認する。中身をカラ
にして汚れを落としてください。

ライター 不　　燃
ガスを抜いて、他の不燃の袋とは別にし
て透明ポリ袋（小袋）で出してください。

ラケット（カーボン） 不　　燃

ラケット
◎ 金属製

不　　燃
（金物・鉄類）

ら

ゆ~よ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

ラケット
◎ 木製 不　　燃

ラジエーター 収集不可
販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。
自動車部品は収集できません。

ラジオ 粗　　大 電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。

ラジカセ 粗　　大 電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。

ラジコン 粗　　大 電池を外し、袋に入れずに「粗大」と表
示してください。

ラップ（食品包装用） プラ容器包装 汚れを落としてください。

ラップの芯 古　　紙
（その他紙類）

ラップを完全に取り除き、粘着テープを使
用せずにその他紙類と一緒にひもでしばっ
て出してください。袋やダンボールに入れ
ないでください。雨の日でも収集します。

ランタン 不　　燃 ガスやオイルを抜いてお出しください。
残留している場合は収集できません。

ランドセル 不　　燃

ランプ 不　　燃 ガスやオイルを抜いてお出しください。
残留している場合は収集できません。

【り】

リード（管楽器用） 不　　燃

リード（チェーン） 不　　燃
（金物・鉄類）

リード（布製の散歩用） 不　　燃

リール（釣り具） 不　　燃

リール（ホース） 不　　燃 ホースを長さ 1m 以下に切って出してく
ださい。

リチウムイオン電池 収集不可

リチウムイオン電池は収集できません。
リチウムイオン電池は端子部にセロハン
テープなどの絶縁テープを貼ってリサイ
クル協力店へお持ちください。

リチウム電池 不　　燃
セロハンテープで絶縁し、他の不燃の袋
とは別にして透明ポリ袋（小袋）に入れ
て出してください。

リモコン 不　　燃

電池を外してください。
外した電池はセロハンテープで絶縁し、
他の不燃の袋とは別にして透明ポリ袋

（小袋）に入れて出してください。

リュックサック 不　　燃

ら~り
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

旅行かばん 不　　燃

料理くず 可燃ごみ 水気を十分に切って、ごみの重さは 5kg
程度にしてください。

旅行スーツケース 不　　燃

リンスの容器
◎ プラスチック製 プラ容器包装

「プラマーク」確認する。 
中身を使い切って汚れを落としてくださ
い。

【る】

ルーター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

ルームランナー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

【れ】

レーザーディスク 不　　燃

レーザーディスクプレーヤー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

冷蔵庫 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

冷凍庫 収集不可 家電リサイクル法対象のため販売店に引
取り依頼してください（有料）。

冷凍食品の袋・トレイ プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

冷凍保存パック 不　　燃 中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

レインコート 不　　燃

レコード 不　　燃

レコードプレーヤー 粗　　大 「粗大」と表示してください。

レシート（印刷・感熱紙） 可燃ごみ

レジ袋 プラ容器包装 中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

レジャーシート 不　　燃 小さくたたむか、ひもでしばって出して
ください。

レトルトパック プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
中身をカラにして汚れを落としてくださ
い。

レンガ 収集不可 販売店、専門の処理業者に相談するか、
引取りを依頼してください。

レンジ(電子レンジ・オーブンレンジ) 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

レンジ台
◎ 金属製・ステンレス製・木製 粗　　大 「粗大」と表示してください。

自分で外したものに限り収集します。

り~れ
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品　　　名 阿南市分別区分 出し方ワンポイント

レンジフードカバー 不　　燃 自分で外したものに限り収集します。

レンズ 不　　燃

【ろ】

ロープ
◎ ビニール・ナイロン製

不　　燃 長さ 1m 以下に切って出してください。

ロープ
◎ 布製

可燃ごみ 長さ 1m 以下に切って出してください。

ローラースケート 不　　燃

ろうそく 可燃ごみ

ロッカー
（長さ 2m 以内、幅 1.2m 以内、高さ
1m 以内）

粗　　大
「粗大」と表示してください。
事業用は収集できません。

【わ】

ワードプロセッサ 粗　　大
袋に入れずに「粗大」と表示してくださ
い。

ワイシャツ 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

ワインセラー 収集不可
家電リサイクル法対象のため、販売店に
引取り依頼してください（有料）。

ワインボトル
◎ ガラスビン

ビ　　ン
キャップは外して水洗いしてください。
袋の重さは５kg 程度。

輪ゴム 可燃ごみ

わさびの容器
◎ プラスチック製

プラ容器包装
「プラマーク」を確認する。 
キャップを外して、中身をカラにして出
してください。

ワッフルメーカー（直火式） 不　　燃

ワッフルメーカー（電気式） 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示する。

和文タイプライター 粗　　大 袋に入れずに「粗大」と表示してください。

割り箸 可燃ごみ

割れた食器・せともの 不　　燃
“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは５kg 程度。

割れたビン ビ　　ン
“ 割れ物”は危険のないよう新聞紙等で
包んで中身を表示してください。
袋の重さは５kg 程度。

ワンピース 不　　燃
（衣類・布団類） 衣類だけの袋に入れてください。

れ~ろ

わ
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・電気式生ごみ処理機
　処理時間が早く、室内に置けます。乾燥させた生ごみは肥料になります。
　（価格の目安 5 万円〜 7 万円）

・生ごみ処理容器（コンポスト型）
　畑等に設置し、容器に生ごみを入れ、土をかき混ぜて、たい肥を作る容器です。
　（価格の目安 3 千円〜 1 万円）

・EM 菌発酵容器
　容器に生ごみを入れ、EM ぼかしをかけて発酵させ、たい肥を作る容器です。
　ただし、EM ぼかしは補助の対象外です。（価格の目安千円〜 5 千円）

・交付対象者
　 市内の自治会、老人会、婦人会、子ども会、学校 PTA などの資源ごみ回収を目的として、
　 市に登録している団体。

・奨励金交付
　 交付要綱により申請して頂き、審査により交付決定します。

・奨励金の額
　 資源ごみの種類により、古紙、空きカン等は 1㎏につき 8 円を乗じた額。
　 （ビンは別に定めがあります。）

対象機器

電気式生ごみ処理機等の購入費の補助について

★補助金の申込みが必要ですので、詳しいことはお問い合わせください。

お問い合わせは　環境管理課　☎（0884）22-3794

　本市では生ごみの減量化を図るため、市内販売店で電気式生ごみ処理機を購入する場合、
3 万円を限度として、半額の補助金が受けられます。
　また、生ごみ処理容器（コンポスト型・EM 菌発酵容器型）を購入する場合、
3 千円を限度として半額の補助金が受けられます。

　本市では一般廃棄物のうち再生利用が可能な古紙（新聞紙、ダンボール、雑誌等）、空きカン（金
属類）などを回収し、正規の資源ごみ引取り業者で適正に処理した登録団体に対して、要綱に基づ
き予算の範囲内で奨励金を交付し、資源ごみの回収運動の推進によるごみの減量化、資源化をは
かっていますので、御活用ください。

資源ごみ回収奨励事業の新規団体募集中

★登録、申請が必要ですので、詳しいことはお問い合わせください。
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　不法投棄は犯罪です。ごみが投棄されると、土地所有者あるいは管理者が自らの責任で処理すること
になりますので土地をお持ちの方は、より一層適正な管理を行い、不法投棄のされにくい環境づくりを
心がけましょう。不法投棄と思われるごみを見つけたら、市民部環境保全課へ連絡してください。

★ 市で収集しない事業系ごみなどは許可業者に依頼してください。

ごみの許可業者

し尿・浄化槽業者し尿・浄化槽業者

ごみについてのお問い合わせ

不法投棄について

お問い合わせ先：阿南市クリーンピュア　☎（0884）21-5374

★し尿収集は、日程表に従ってお申し込みください。

お問い合わせ先：環境管理課  ☎（0884）22-3794

業　者　名 所　　在 電 話 番 号

阿南市環境整美協同組合 阿南市下大野町太平 267 番地 3 （0884）22 - 1403

有限会社 オリエント 阿南市富岡町あ石 30 番地 1 （0884）23 - 2100

株式会社 日徳 阿南市橘町南新田 10 番地 29 （0884）27 - 0388

業　者　名 所　　在 電 話 番 号

有限会社 大松谷清掃 阿南市富岡町玉塚 39 番地 （0884）22 - 0485

有限会社 森清浄社 阿南市津乃峰町西分 358 番地 2 （0884）27 - 1060

有限会社 三共クリーン 本社（0885）33 - 3939、 羽ノ浦営業所 （0884）44 - 3936

名　　称 所　　在 電話番号

◎ 家庭ごみの出し方、
　 収集に関することは

環境管理部
環境管理事務所生活環境課

阿南市富岡町
あ王谷 35 番地 1

（0884）
22 - 0001

◎ し尿に関することは 阿南市クリーンピュア 阿南市熊谷町
定方 44 番地

（0884）
21 - 5374

◎ ごみの持ち込みに
　 関することは エコパーク阿南 阿南市橘町

小勝 1 番地 5
（0884）
49 - 5823

お問い合わせ先一覧

お問い合わせ先 市民部環境保全課　　　☎（0884）22 - 3413



発行　阿南市環境管理部環境管理事務所生活環境課
　　　〒 774 - 0030
　　　阿南市富岡町あ王谷 35 番地 1
　　　☎（0884）22-0001   FAX （0884）22-2093

家庭から出た可燃ごみ（草・木の枝等、紙類）、粗大、不燃（金物・鉄類含む）、プラ容器包装、カン、
ビン、ペットボトルはエコパーク阿南へ少量に限り持ち込むことができます。

持ち込み時間
◎ 毎日、午前 8 時 30 分から正午まで、午後 1 時から午後 4 時までに。
　 なお、年末年始（12 月31 日から翌年の 1 月3 日まで）及び国民の祝日は休業日です。

受入れ開始は
◎ 可燃ごみ（草・木の枝等、紙類）、粗大は平成 25 年 11 月18 日から（有料）。
◎ 不燃（金物・鉄類含む）、プラ容器包装、カン、ビン、ペットボトルは、平成 26 年 2 月12 日から（無料）。

お問い合わせ … エコパーク阿南
☎（0884）49-5823　FAX（0884）49-5824

ごみの持ち込みについて（一般持ち込み）




