
ごみの分け方と収集について

○　市の補助金制度について 8 ページ参照

○　高齢者等支援制度について 14 ページ参照

○　家庭ごみの自己搬入について 16 ページ参照

○　50 音別ごみ分別早見表 18 ページ〜

分別の種類 収集方法 主な対象ごみ 収集後の
処理

注意事項
等

燃やせるごみ
週２回

（有料指定袋）

台所ごみ、衣類、革製品（合成）、使い捨てカイロ、
保冷剤、紙おむつ、剪定枝葉、草類、少量の廃油、
マヨネーズ・ケチャップ等のチューブ容器、座布団、
ぬいぐるみ、毛布など

紀 の 海 ク
リーンセン
ターで焼却
処理

2 ページ 
参照

埋め立てごみ
月１回

（有料指定袋）

せともの類、ガラス類、電球、鏡、化粧びん、
カセット・ビデオテープ、傘、ゴルフボール、

マークのないプラスチック製容器・食器・包装など
埋立処理

3 ページ 
参照

ペットボトル
週１回

同じ日に収集し
ますが別々の袋
に入れて出して
ください

清涼飲料容器、しょう油容器、酒類容器などに使わ
れていた マークの表示されているＰＥＴ容器 

資源処理
4 ページ 

参照

その他 
プラスチック

トレイ（白色、色柄付き）、発泡スチロール
その他 マークの表示されているプラスチック

資源処理
5 ページ 

参照

カン、びん 月２回
飲料・食料品に使われていたカン・びん類、
金属でできている家庭用カセット式ガスボンベ、
エアゾール缶（スプレー缶）

資源処理
6 ページ 

参照

古紙類 月２回
新聞紙・折込チラシ、ダンボール、
雑紙（雑誌、牛乳パックなど）

資源処理
7 ページ 

参照

粗大ごみ 予約収集
一辺の長さが30センチメートルを超えるもの、家具類、
寝具類、石油ストーブ、じゅうたん類、自転車など

資源処理
9 ページ 

参照

家電リサイクル法
対象品目

リサイクル法
による処理

テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、
エアコン

資源処理
10 ページ

参照

小型家電 予約収集
パソコン、加湿器、携帯電話、ミキサー、カメラ、 
扇風機、掃除機、ファクシミリ、ホットプレート、
ファンヒーターなど

資源処理
11 ページ

参照

廃蛍光管等 予約収集 水銀の入った蛍光管、体温計など 資源処理
12 ページ

参照

金属ごみ 予約収集 金属でできている鍋、やかん、フライパンなど 資源処理
12 ページ

参照

乾電池 拠点回収 マンガン電池、アルカリ電池、リチウム電池など 資源処理
13 ページ

参照

処理困難物 受入不可
オートバイ（二輪車）、バッテリー、ガスボンベ、
消火器、農機具、マルチ、薬品、タイヤなど

15 ページ
参照
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燃やせるごみ

収集できるもの
台所ごみ、布、衣類、剪定枝葉、草類 、靴、かばん、ぬいぐるみ、紙おむつ、乾燥剤、使い捨てカイロ、保

冷剤、ペットのふん尿、マッチ、花火、少量の廃油、マヨネーズ・ケチャップ等のチューブ容器、座布団、

毛布など

出し方のお願い
●ピンク色の「指定袋」に入れて出してください。        

●生ごみは、水切りしてください。⇒生ごみの約８０％は水分です。ごみの減量にご協力ください。  

●剪定枝、葉、草類は、指定袋に入る大きさで袋の口が結べる範囲内でお願いします。

●少量の廃油類については、布や紙にしみこませてください。       

●紙おむつは、汚物を取り除いてください。         

●ペットのふん尿は、においがもれないように工夫をしてください。      

●竹串は先端を折って入れてください。        

●マッチや花火は、水に十分浸してから入れてください。　

      

引っ越し（大掃除）などで、臨時的にでる多量ごみについては、Ｐ16をご覧ください。

有料
指定袋

週２回
収集
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埋め立てごみ

収集できるもの
せともの類、ガラス類、電球、傘、ゴルフボール、化粧びん、 マークのないプラスチック製容器・食器・
包装など 

出し方のお願い
●緑色の「指定袋」に入れて出してください。

●電球は飛散しないように、紙などにくるんでください。

●ガラスの破片やカミソリの刃など鋭利なものは、堅牢な容器などに入れて「キケン」の貼紙を貼ってくだ

さい。

●中身の入っている 塗料缶は、中身を取り除いてください。

　（注）中身が固まっていて取れない場合は、そのまま自己搬入してください。

●レンガ、ブロック、かわらなどの建築ごみは原則収集できません。 

有料
指定袋

月 1回
収集
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ペットボトル（資源ごみ）

収集できるもの

清涼飲料容器、しょう油容器、酒類容器などに使われていた マークの表示されているPET容器

　

出し方のお願い
●中身の見える袋に入れて出してください。

●「その他プラスチック」の袋と分けて出してください。

●水で軽くすすいで、水切りをしてください。

●軽いので、風に飛ばされないように工夫してください。

●キャップとラベルは、できるだけはずして「その他プラスチック」として出してください。

海洋プラスチックごみについて
　ごみのポイ捨て等により海まで流れ込んだプラス

チックごみは「海洋プラスチックごみ」と呼ばれ、

環境汚染の原因として世界的な問題となっています。

　海洋プラスチックごみは、生分解性が低いことか

ら自然分解されず、長い間ごみとしてとどまり続け、

海洋生物などの生態系や産業に影響を与えています。

海洋プラスチックごみ削減にご協力ください。

➡このマークが目印です

飲料類 酒　類 しょうゆ

　　　マークが表示されている容器などは
PETボトルと分別して排出して下さい

PET
ボトル

識別表示

週 1回
収集

海洋プラスチックごみ削減の取組

・ごみのポイ捨てをしない
・河川や海岸の清掃活動・地区の清掃活動に参加する
・プラスチック製品の使用を減らす
・マイボトルを使用する
・ごみを見つけたら拾う
・レジ袋の削減のため、マイバッグを使用する
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その他プラスチック　（資源ごみ）

収集できるもの
トレイ（白色・色柄付き）、発泡スチロール、スポンジ類のほか、  マークが表示されているプラスチッ

ク製の容器・食器・包装類

☆弁当の入れ物・肉・魚・野菜・果物などのトレイ

☆カップ麺・プリン・ヨーグルト・玉子・豆腐などのカップ類

☆食用油・乳飲料などの容器類

☆シャンプー・リンス・洗剤などの容器類 

☆ペットボトルのキャップやラベル

☆緩衝材類　…　家電製品などに入っている発泡スチロールなど

出し方のお願い
●中身の見える袋に入れて出してください。

●「ペットボトル」の袋と分けて出してください。

●中身を使い切り、汚れているものは軽く水洗いしてから出してください。

●金属製・紙製のフタなどプラスチック以外のものは、出来るだけ取り除いてください。

　（シールやラベルなど簡単にはがれないものは、そのままで結構です。）

●軽いので、風に飛ばされないように工夫して出してください。

分別のポイント

●カセットテープ・ビデオテープ・ＣＤケース・ハブラシ・洗濯バサミ・ マークの表示されていないプ

ラスチック容器や食器など

「埋め立てごみ」に出してください

●汚れの付いているものや中身の取り除きにくいもの（ケチャップやマヨネーズ容器、からしやわさびの

チューブ容器など）

「燃やせるごみ」に出してください

➡このマークが目印です

週 1回
収集

➡
➡
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カン・びん（資源ごみ）

収集できる主なもの
飲料、食料品に使われていたカン・びん、金属でできている家庭用カセット式ガスボンベ・エアゾール缶

（スプレー缶）

【注意】家庭用カセット式ガスボンベ、エアゾール缶（スプレー缶）は、中身を使い切ったものしか収集

できません。

出し方のお願い
●中身の見える袋に入れて出してください。

●アルミ缶・スチール缶、びんの分別は不要です。

●カン・びん以外の異物（タバコの吸い殻など）は取り除いてください。

●ビールびん、酒・しょう油などの空きびん（１升びん）は、できるだけ販売店に返してください。

※家庭用カセット式ガスボンベ、エアゾール缶（スプレー缶）は、必ず中身を使い切り、カン・びんとは別

の袋に入れてください。

分別のポイント
●化粧品、 薬品の空きびん類

●アルミ箔の鍋（軽く洗ってください）

●潤滑油 ・ 塗料などの空きカン

（中身は使い切ってください）

識別表示

月 2回
収集

➡ 「埋め立てごみ」に出してください
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古　紙　類　（資源ごみ）

収集できるもの
新聞紙・折込チラシ、ダンボール、雑紙

雑紙とはどんなもの？
「新聞紙」「ダンボール」以外で資源化できる紙は全て

「雑紙」です。例をあげれば、包装紙・封筒・紙袋・カレ

ンダー・紙パック（内側にアルミコーティングしているも

のを除く）・雑誌・トイレットペーパーの紙芯・菓子箱・

テッシュペーパーの箱・Ｙシャツ等の中敷きのボール紙な

どが雑紙にあたります。

出し方のお願い
●「新聞紙・折込チラシ」「ダンボール」「雑紙」の３種類に分けて出してください。

●新聞，雑誌は袋に入れるか、ひもで十文字にしばってから出してください。

●ダンボールは、ひもで十文字にしばってから出してください。

●雑紙は雑誌にはさんで出すか、中身の見える袋に入れて出してください。

●収集日が雨天の場合でも収集はしますが、できれば次回の収集日に出してください。

分別のポイント
●感熱紙、油紙、カーボン紙、写真（写真印刷用のプリント用紙）、ビニールの施されている箱、

　汚れのとれない箱（ケーキの箱等）、臭いのきついもの（線香の箱・石鹸の箱）等

「燃やせるごみ」に出してください

ひもでしばってください。 水洗いをしてください。

➡
月２回
収集
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資源集団回収補助金について

剪定枝等の粉砕機・生ごみ処理機等の購入補助制度について

町内会、自治会、ＰＴＡ等地域の市民で組織される団体が、各家庭の協力により、新聞・雑誌等の資源化物

を回収して資源回収業者に引き渡すことを資源集団回収といいます。

市に団体登録し、家庭から出る古紙やアルミ缶などの回収を地域で始めませんか。

市では、自治会や子供会など営利を目的としない団体が、古紙類を集団回収しリサイクルに取り組まれる活動に

対し、このような活動を拡げ支援するため回収実績に応じた補助金（4円/㎏)を交付しています。

（補助金の交付を受けるには、事前に環境課で資源集団回収団体の登録手続きが必要です。）

◎補助対象となる資源

・紙類（新聞紙、ダンボール及び雑誌）

・紙パック（内側にアルミコーティングしているものを除く）

・シュレッダー紙

・飲料用アルミ缶

・飲料用スチール缶

・古布類

市では、ごみの再資源化および減量化を推進するため、家庭用廃棄物処理機器を購入し利用される方に対して

補助金を交付しています。

◎補助対象機種	

　生ごみ処理容器（コンポスト）…１世帯につき 2 台

　生ごみ処理機…１世帯につき１台のみ

　剪定枝粉砕機…１世帯（１団体）につき１台のみ

◎補助金額

　購入価格（消費税含む）の２分の１

　限度額　30,000 円

【お問い合わせ先】　　海南市役所　環境課　TEL：４８３－８４５６
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　家庭で使われ不要となったもので、一辺の長さが30センチメートルを超えるものが対象です。

　家具類、寝具類、ストーブ、じゅうたん類、自転車など。

粗大ごみの出し方
電話予約をする場合（有料・1点	210円）
１．海南市クリーンセンターへ電話し、住所・氏名・電話番号・粗大ごみの種類を伝え、収集の予約を行ってくださ

い。（収集日をお知らせします。）

【注意】 予約は、収集予定日の一週間前に締め切ります。

日曜日及び年末・年始の休日、業務時間外は、受付できません。

2．「粗大ごみ処理券」を購入してください。

 （市役所１階市民課、海南市クリーンセンター、下津行政局、各支所・出張所、港湾事務所で販売しています。）

3．海南市クリーンセンターより指定を受けた日に、処理券に氏名を書き、粗大ごみに貼り付けて、（収集車両の通行

ができる）わかりやすい場所に出してください。

※一回あたりの収集品目（個数）は、

３品目（３個）までです。

自己搬入する場合（無料）
海南市クリーンセンターにご自身で搬入される場合、詳しくはP.16をご覧ください。

注意事項
●ストーブ等に残っている灯油は、必ず抜き取ってください。

●危険な鏡やガラスは必ず取り外し、紙などに包んで 「埋め立てごみ」として出してください。

●仕事に関係するもの、自動二輪車、原付バイク、畳・流し台・建具類などの建築物の一部とみなせるもの

は回収しません。

粗大ごみ

【注意】　 
●粗大ごみ１個を１点として、粗大ごみ処理券を貼ってください。 
●収集日時は、収集申し込み時に海南市クリーンセンターで確認してください。 
●粗大ごみ排出点数は、１世帯３点以内でお願いします。
【収集できないもの】 
●パソコン、家電リサイクル対象品目（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機）
　・オートバイ・ガスボンベ 
 
【お問い合せ】海南市クリーンセンター　Tel　483−8448

粗大ごみ処理券 NO.　Ａ−００１２３２５

氏名 海南太郎

粗大ごみ
処理券

粗大ごみ
処理券

粗大ごみ
処理券

予約
収集
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リサイクル料金とは別に、

海南市クリーンセンター

から指定引取場所までの

運搬手数料 1,880 円が必

要です。

収集時、家電リサイクル

券と対象品を照合するた

め、排出者の方の立会い

が必要となります。

また、リサイクル料金と

は別に、収集運搬手数料

2,090 円が必要です。

家電リサイクル法対象品目

対象品目：テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン
処分方法
１．小売店での引き取り

小売店に対し、「自らが過去に販売した対象品目や、同じ種類の買い替えに伴い不要となった対象品目の

引き取りを求められた時は、引き取りに応じなければならない。」ことが法律で定められていますので、

処分の際には、購入した小売店、もしくは買い換えをする小売店へ引き取りを依頼してください。

　原則として、小売店に引き取ってもらうようにしてください。

２．引き取りを依頼する小売店がない場合

①指定引取場所まで自己搬入

②海南市クリーンセンターまで自己搬入

③海南市クリーンセンターによる予約収集

　の３つの方法があります。（下記参照）

処分の流れ

指定引取場所まで
自己搬入する

【指定引取場所】

日本通運株式会社
和歌山支店
（和歌山市西浜 796-1）
℡：073-432-6301

海南市クリーンセン
ターまで自己搬入する

電話等により海南市
クリーンセンターへ
収集の予約をする

（粗大ごみの予約方法と同じです）

① ② ③

郵便局で家電リサイクル券を受け取り、リサイクル料金を支払う
●リサイクル料金は製造メーカーやサイズ等により異なります
●リサイクル料金は下記の問い合わせ先から確認ください　

【お問い合わせ先】

家電リサイクル券センター　☎０１２０－３１９６４０

受付時間：午前９時から午後６時（日曜・祝日 休）

右の QR コードからリサイクル料金一覧を確認できます
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　家庭で使われ不要となった「使用済み小型家電」が対象です。

【注意】家庭で使用されていた小型家電に限ります。事業用で使用されていた小型家電は回収できません。

また、海南市内から発生した小型家電に限ります。

使用済み小型家電の出し方
①回収ボックスに投入する場合
●下記表の場所に設置している回収ボックスに投入してください。

施設名 所在地 回収時間 電話番号

海 南 市 役 所 南赤坂 11 平日 8:30 〜 17:15　土日祝は閉庁 073-482-4111
日 方 支 所 日方 1519-10 平日 8:30 〜 17:15　土日祝は閉庁 073-483-8778
野 上 支 所 野上中 167-5 平日 8:30 〜 17:15　土日祝は閉庁 073-487-0056
巽 出 張 所 重根 1210-1 平日 8:30 〜 17:15　土日祝は閉庁 073-487-0049
亀 川 出 張 所 且来 272 平日 8:30 〜 17:15　土日祝は閉庁 073-482-0640
海南市総合体育館 大野中 1106 9:00 〜 22:00 073-483-4300
住 民 セ ン タ ー 沖野々 443-5 月〜土 8:30 〜 18:30　日祝は休館 073-487-1839

海南市物産観光センター 名高 51-2
(JR 海南駅構内 ) 9:00 〜 18:00 073-484-2326

下 津 行 政 局 下津町丸田 217-1 平日 8:30 〜 17:15 土日祝は閉庁 073-492-1212

市民交流センター 下津町下津 500-1
9:00 〜 22:00 毎週月曜休館

( 月曜日が祝日・休日にあたるときは、
その翌日が休館。)

073-492-4490

※年末年始などはお問い合わせください。

●ボックス回収できる主な品目は、下記表のとおりです。

電話器 携帯電話 ＰＨＳ端末 ノートパソコン ＡＣアダプター

ＩＣレコーダー テープレコーダー 携帯音楽プレーヤー ＣＤプレーヤー ＭＤプレーヤー

デジタルカメラ ビデオカメラ 電子手帳 電子辞書 電卓

携帯型ゲーム機 据置型ゲーム機

②電話予約をする場合
⒈海南市クリーンセンターに住所・氏名・電話番号・小型家電の種類を伝え、収集予約の申し込みを行って

ください。（収集日をお知らせします。）

⒉海南市クリーンセンターから指定を受けた日に、収集予約したものに氏名の書いた紙を貼り付け、わかり

やすい場所（収集車両の通行ができる）に出してください。

※一回あたりの収集品目（個数）は、３品目（３個）までです。

※小型の品目（ヘッドホン・ドライヤー等）を複数出される場合は、レジ袋程度の大きさの袋に入れて出し

てください。１袋で１品目とみなします。

※電池は取り外して出してください。

③自己搬入する場合
　海南市クリーンセンターにご自身で搬入される場合、詳しくは P.16 をご覧ください。

小型家電 回収
ボックス

予約
収集
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廃蛍光管等

収集できるもの
水銀を使用している蛍光灯、体温計等

※水銀使用蛍光管の見分け方 ： 品番の最初のアルファベットがＦかＥＦで始まるもの

※白熱球や LED ランプに水銀は含まれませんので、従来通り「埋め立てごみ」として出してください。

出し方のお願い
●電話予約をする場合

⒈海南市クリーンセンターに住所・氏名・電話番号・ごみの種類を伝え、予約の申し込みを行ってください。

⒉クリーンセンターから指定を受けた日に、収集予約したものに氏名の書いた紙を貼り付け、わかりやす

い場所（収集車両の通行ができる）に出してください。

  

●自己搬入する場合

　海南市クリーンセンターにご自身で搬入される場合、詳しくは P.16 をご覧ください。

※緑色の指定袋を使用せず、割れないように「購入時の箱」もしくは「半透明の袋」に入れて出してください。

※割れた蛍光管等は新聞紙などで包み、ビニール袋に入れて出してください。 

金属ごみ

金属類はリサイクルしやすく、また、限りある資源を有効に活

用していく観点から、市では、予約収集を実施しています。

収集できるもの
鍋、やかん、フライパン、スプーン、フォーク、コップ、

一斗缶などの「小型金属」

出し方のお願い
●電話予約をする場合

⒈海南市クリーンセンターに住所・氏名・電話番号・ごみの種類を伝え、予約の申し込みを行ってください。 

⒉クリーンセンターから指定を受けた日に、収集予約したものに氏名の書いた紙を貼り付け、わかりやす

い場所（収集車両の通行ができる）に出してください。

●自己搬入する場合

　海南市クリーンセンターにご自身で搬入される場合、詳しくはP.16をご覧ください。

※金属くずは、中身の見える袋に入れてください。

※一斗缶は、中身を取り除いてから出してください。

※一辺の長さが30センチメートルを超えるものは、「粗大ごみ」になります。

※収集の対象になっていない小型の物は、「埋め立てごみ」として出してください。

予約
収集

予約
収集
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乾電池

市内の公共施設等に回収ボックスを設置しています。

設置場所がわからない場合は、お問い合わせください。

回収できるもの
マンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム電池、水銀電池、ボタン型電池、ニッケル・カドミウム蓄電池、

ニッケル水素電池

【注意】車・バイクのバッテリーは、販売店に引き取ってもらってください。

 

出し方のお願い
●お近くの施設に設置してある回収ボックスに入れてください。 

●発熱、発火のおそれのあるリチウム電池やボタン型電池は、＋・－の端子を絶縁テープで覆ってから入れ

てください。

●電池を入れた袋は、必ず持ち帰ってください。

●電池以外は絶対に回収ボックスへ入れないでください。

※リチウムイオン電池など小型充電式電池は、発火する危険性がありますので、回収ボックスに入れないで

ください（主に携帯電話・モバイルバッテリー・電子ゲーム機器・デジタルカメラ・電気シェーバー・加

熱式たばこ機器などに使用されています）。

捨てる際は、販売店へお問い合わせいただくか、協力店のリサイクルボックスへ入れてください。協力店

については、下記ホームページにてご確認ください。

また、ニッケル・カドミウム蓄電池やニッケル水素電池などリサイクルマークの表示があるものやボタン

型電池についてもできるだけリサイクルにご協力をお願いします。

【 一般社団法人 JBRC　https://www.jbrc.com 】

拠点
回収

【お問い合わせ先】　　海南市クリーンセンター　TEL：４８３－８４４８
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サポート収集制度の利用について

粗大ごみのふれあい収集制度の利用について

家庭から排出されるごみを自らごみ集積場所まで持ち出すことが困難な高齢者又は障害者のいる世帯で支援

が必要な場合に、戸別のごみの収集を行うとともに、ごみの排出がなかった場合の安否確認も行います。

対象となる方
①要介護認定において要介護３以上に該当する方

②身体障害者の方で、障害の程度が１級又は２級である肢体不自由又は視覚障害の方

③知的障害の程度がＡに該当する方

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が１級に該当する方

⑤上記のほか、市長が特に必要と認める方

※但し、親族又は近隣の住民等からごみの排出について協力が得られる方や、特別養護老人ホーム等の福祉

施設に入居している方は対象になりません。

申し込み方法        

対象となる方で、サポート収集を利用希望の際は、利用申請が必要になります。

詳しいことは、海南市クリーンセンターへご連絡ください。

日常生活に介護を必要とする概ね 65 歳以上の高齢者のみの世帯、または障害者のみの世帯、その他、特に

ごみ出しが困難と認められる世帯の方を対象に、粗大ごみの屋内からの持ち出し収集を実施しています。 

この制度を利用される場合には、同意書の手続きや立会いが必要になります。詳しいことは海南市クリーン

センターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ先】　　海南市クリーンセンター　TEL：４８３－８４４８
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処理困難物

次の品目は施設での処理困難物であり、受け入れできません。

製造・販売メーカーのリサイクルシステムをご利用いただくか、販売店などにご相談し、適正な処理に努め

てください。

オートバイ（二輪車）
オートバイ（二輪車）を処分される場合は、

「廃棄二輪車取扱店」又は「指定引取り窓口」に

お問い合わせください。

　問合わせ先：二輪車リサイクルコールセンター

　☎０５０－３０００－０７２７

消火器
消火器を処分される場合は、

「購入店」又は「消火器リサイクル推進センター」に

お問い合わせください。

　問合わせ先：消火器リサイクル推進センター

　☎０３－５８２９－６７７３

その他の処理困難物
主な品目 処　理　方　法　（相談先）

バッテリー 購入店、もしくは「リサイクル協力店」ステッカー貼付の販売店、
ガソリンスタンドにお問い合わせください。

ガスボンベ 購入店にお問い合わせください。

車のタイヤ 購入店にお問い合わせください。

農薬、薬品類 購入店、もしくは販売店にお問い合わせください。

灯油、ガソリン類 ガソリンスタンドなどの購入店、販売店にお問い合わせください。

農機具、マルチ 
あぜシート 購入店、もしくは販売店にお問い合わせください。

太陽光パネル 購入店、もしくは販売店にお問い合わせください。

屋根付けの温水器、
据置型電気温水器 購入店、もしくは販売店にお問い合わせください。

（注）これら以外の品目でも、危険性・有害性・作業困難性の恐れのあるものや、建設廃材などの産業廃棄

物に属するものについては、受け入れできません。
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家庭ごみの自己搬入

海南市クリーンセンターへ持ち込みをする方へ
●海南市内から発生したごみに限ります。

●受付の際には「家庭ごみ搬入受付票」に住所・氏名・電話番号を記入の上、免許証等の本人確認できるもの

を提示していただきます。

自己搬入の場合は、「有料指定袋」に入れないでください。
渋滞の原因となりますので、分別してから搬入してください。

●大掃除、引っ越し、遺品整理等の家庭から出る一時多量ごみの場合（軽トラック2台以上、2トン車1台以

上）は事前に搬入許可申請が必要となります。

※一時多量ごみ等で自己搬入するのが困難な場合は市から許可を受けた「家庭系一般廃棄物収集運搬許可業

者」に依頼してください。

持ち込みできないもの
●海南市外のごみは持ち込みできません。

●前ページに記載の「処理困難物」のほか、家屋の解体などに伴う土砂、コンクリート、ブロック、廃材などは原

則持ち込みできません。

ごみの搬入受付時間
●月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時（祝日・振替休日も受け入れします。）  

●土曜日 午前9時〜午前11時（祝日も受け入れします。）

燃やせるごみと可燃性粗大ごみのみ、紀の海クリーンセンターへ搬入できます

但し、搬入時に処理費用をご負担いただくことになります。

紀の海クリーンセンター使用支給金として、ご負担いただいた処理費用を返金する制度がありますの

で、搬入時の領収書は大切に保管してください。支給金の詳細は、環境課へお問い合わせいただくか、

海南市役所環境課のホームページをご覧ください。

紀の海クリーンセンター　受付時間
月曜日～土曜日（祝日を含む）の午前 9 時～午後 4 時（1 月 1 日～ 1 月 3 日を除く）

①搬入許可が下りるまで１週間程度かかりますので、お早めに申請をお願いします。

②搬入するごみの確認（量やごみの種類等）のため、ごみの排出現場を確認する場合がありますので、ご

協力をお願いいたします。

③知人・友人等のごみを反復継続して運搬を行う場合、無償で行ったとしても「業」（事業）となるため、

搬入することはできません。（廃棄物処理法第７条）

搬入許可申請の注意
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事業所などから事業活動に伴って出るごみ

事業系一般廃棄物を自ら持ち込み（事業系一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託している場合を

含む）する場合、燃やせるごみは「紀の海クリーンセンター」へ、燃やせるごみ以外は「海南市ク

リーンセンター」への持ち込みとなります。

持ち込み以外の処理方法として、事業所収集ごみ指定袋を購入し、市へ収集運搬を委託できます

が、登録の手続きが必要となりますので、海南市クリーンセンターへお問い合わせください。

持ち込み、市への委託、いずれの処理方法にかかわらず、ごみの分別にご注意ください。適

正な分別がなされていない場合は持ち込み時（委託の場合収集時）にお断りする場合がありま

す。

野焼きに関する苦情が増えています

有害物質が発生する恐れもあるため、野焼きは一部の例外を除き法律で禁止されています。

例外となる主なもの

▶農業者が行う雑草や稲わらなどの焼却、落ち葉たきなど

▶河川などの清掃作業などに伴う必要な焼却

※上記の場合でも、近隣から苦情のあった場合は、指導の対象となりますのでご注意ください。

不法投棄は犯罪です！
不法投棄は犯罪です。みだりにごみ（廃棄物）を捨てると法律により「５年以下の懲役か

１千万円以下の罰金、場合によっては両方」が課せられることもあります。

不法投棄は生活環境に悪影響を及ぼすこととなり、絶対に許されない行為です。

あとを絶たない不法投棄を防止するには、市民の皆さんの監視・通報が欠かせません。

不法投棄者や投棄物、証拠品を発見した場合には、最寄りの警察署、保健所または環境課へ

通報してください。

不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした者が処理することになりますが、不法投棄を

した者が不明の場合は、投棄された場所（土地）の所有者もしくは管理者が処理することとなり

ます。

不法投棄を防止するため、所有者・管理者の皆さんは、柵の設置、雑草を刈って見通しをよ

くする等、対策をお願いします。
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※この早見表に載せている品目は代表的なものです。載っていない品目で、わかりにくい分別は、クリーンセンター
へお問い合わせください。

品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

あ
アイスクリームの容器

紙　製 古紙類

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

アイスピック 金属ごみ

アイス枕 燃やせるごみ

アイロン 本体 小型家電 予約制　戸別訪問回収

アイロン台 粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

油　（食用）
容器

カン・びん カン・びん 中身を取り除き軽く水洗い

ボトル類 その他プラ 汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

中身 燃やせるごみ 布や紙などにしみ込ませる・固めるなど

雨合羽 燃やせるごみ

編み機 粗大ごみ

アルバム 燃やせるごみ
金属、プラスチックの複合品は

「埋め立てごみ」

アルミ缶
飲食用 カン・びん

中身を取り除き軽く水洗い
その他 金属ごみ

アルミサッシ 収集できない 自己搬入による処理

アルミ箔の鍋 埋め立てごみ

アルミホイル 調理用 埋め立てごみ

泡だて器
金属製 金属ごみ

その他 埋め立てごみ

安全ピン 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

アンテナ 粗大ごみ

アンプ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

い イーゼル 木　製 粗大ごみ

衣装ケース 粗大ごみ

イス類 粗大ごみ

板ガラス 埋め立てごみ 紙などにくるみ「指定袋」に入れてください。

板ぎれ 燃やせるごみ 5０ｃｍ以下に切断。

一輪車 遊具・運搬 粗大ごみ

一斗缶 金属ごみ 中身を取り除く

ご　み　分　別　早　見　表

18 海南市ごみ処理ガイド



品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

い 糸 燃やせるごみ

稲刈り機 農機具 受入不可 販売店・購入店等に相談

犬小屋 木製・プラ製 粗大ごみ

イヤホン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

衣類 燃やせるごみ

衣類乾燥機 家電リサイクル法による処理

印鑑 木製・象牙・プラ 燃やせるごみ

インク

カン・びん 埋め立てごみ 中身を取り除き「指定袋」に入れてください。

リボン 燃やせるごみ

カートリッジ 埋め立てごみ

インスタントカメラ 埋め立てごみ

インターホン 埋め立てごみ

飲料用容器

カン・びん カン・びん 中身を取り除き軽く水洗い

紙　類 古紙類

ボトル類 ＰＥＴ  の表示のないものは「その他プラ」

う
植木の剪定くず

直径5ｃｍ
燃やせるごみ

「指定袋」に入る大きさで、袋の口が結べる範
囲内の物に限る長さ50cm以内

植木鉢 陶器・プラ製 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

植木用支柱
竹製・木製 燃やせるごみ 一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」プラスチック製 埋め立てごみ

ウエットティッシュ
中　身 燃やせるごみ

容　器 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

臼（うす）
木　製

粗大ごみ
石　製

うちわ 燃やせるごみ

腕時計 電池式 小型家電 予約制　戸別訪問回収

乳母車 粗大ごみ

羽毛ふとん 粗大ごみ

上敷き 粗大ごみ

運動靴 燃やせるごみ

え
エアコン

窓　用
家電リサイクル法による処理

壁取付用

エアゾール缶 カン・びん 中身を使い切る。

映写機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

エキスパンダー 金属製 金属ごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

え 枝きりハサミ 粗大ごみ

絵の具 燃やせるごみ

ＭＤ・ＭＯディスク 本体・ケース 埋め立てごみ

ＭＤプレイヤー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

エレクトーン 粗大ごみ

鉛筆削り 埋め立てごみ

鉛筆類 燃やせるごみ

お オイル缶 金属ごみ 中身を取り除く

オイルヒーター 粗大ごみ

応接ソファー 粗大ごみ

応接テーブル 粗大ごみ

オーディオ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

オートバイ（原付二輪含む） 受入不可 販売店・購入店等に相談

オーブントースター 小型家電 予約制　戸別訪問回収

オーブンレンジ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

置物

金属製 金属ごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

桶（おけ）・樽（たる）
プラスチック製 埋め立てごみ 一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」木　製 燃やせるごみ

おもちゃ
金属製 金属ごみ プラスチック製は「埋め立てごみ」、一辺の長さ

が30センチメートルを超えるものは「粗大ごみ」木　製 燃やせるごみ

折りたたみいす 粗大ごみ

オルガン 粗大ごみ

おろし器

陶器製 埋め立てごみ

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

温水器（太陽熱・電気） 受入不可 販売店・購入店等に相談

温度計 埋め立てごみ ※水銀入りは「廃蛍光管等」

か カーテン 燃やせるごみ 耐火性のものは「埋め立てごみ」

カーテンレール 金属・プラ製 粗大ごみ

カード プラスチック製 埋め立てごみ

カーペット 粗大ごみ

カーボン紙 燃やせるごみ

貝殻 燃やせるごみ

介護用ベッド 粗大ごみ

20 海南市ごみ処理ガイド



品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

か 懐中電灯 小型家電 予約制　戸別訪問回収

カイロ（使い捨て） 燃やせるごみ

鏡 埋め立てごみ 紙などにくるみ「指定袋」に入れてください。

家具 粗大ごみ

学習机 粗大ごみ

傘 埋め立てごみ

加湿器 小型家電 予約制　戸別訪問回収

菓子袋
紙　製 古紙類

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」　

ガスオーブン 粗大ごみ

ガスコンロ（ガステーブル） 粗大ごみ

ガスボンベ プロパン用 受入不可 販売店・購入店等に相談

ガスマット 埋め立てごみ

ガス湯沸かし器 粗大ごみ

カセットコンロ
本　体　 金属ごみ

ボンベ カン・びん 中身を使い切る

カセットテープ 埋め立てごみ

ガソリン 受入不可 販売店・購入店等に相談

カッターナイフ 埋め立てごみ 刃は堅牢な容器に入れて指定袋に入れてください。

カップ麺 外装・プラ製容器 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」　

蚊取り線香 燃やせるごみ

金網（丸･角） 金属ごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

かなづち 金属ごみ

かばん

プラスチック製 埋め立てごみ

布・革製 燃やせるごみ
出来るだけ金具は外してください。
金具は「金属ごみ」

画板
木　製 燃やせるごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

画鋲 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

花瓶 陶器・ガラス製 埋め立てごみ

釜 鉄・アルミ製 金属ごみ

鎌 金属ごみ 刃は紙などに包んでください。

紙おむつ 燃やせるごみ 汚物を取り除く

かみそり 埋め立てごみ 堅牢な容器に入れ「指定袋」に入れてください。

紙ねんど 燃やせるごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

か
紙類

新聞紙・折込チラシ

古紙類ダンボール

雑紙（雑誌など）

カメラ 本体 小型家電 予約制　戸別訪問回収

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケセット

本　体 小型家電 予約制　戸別訪問回収

テープ・ディスク 埋め立てごみ

マイク等 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ガラス類 埋め立てごみ 紙などにくるみ「指定袋」に入れてください

がれき類 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

革製品 燃やせるごみ

瓦 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

換気扇 小型家電 予約制　戸別訪問回収

乾燥剤 燃やせるごみ

乾電池 拠点回収 回収ボックス設置場所へ

缶類（飲料・食料）
空　缶 カン・びん 中身を取り除き軽く水洗い

食料(中身） 燃やせるごみ

缶類（飲料・食料以外）
空　缶 金属ごみ 中身を取り除く

中　身 燃やせるごみ ㊟中身によっては取り扱い出来ないものもある

き キーボード 小型家電 予約制　戸別訪問回収

キーホルダー 埋め立てごみ

木くず 燃やせるごみ 5０ｃｍ以下に切断

キッチンワゴン 粗大ごみ

木箱 粗大ごみ
5０ｃｍ以下のものは解体して

「燃やせるごみ」に出しください

脚立 鉄・アルミ製 粗大ごみ

きゅうす
金属製 金属ごみ

陶器・ガラス製 埋め立てごみ

牛乳パック 古紙類　 水洗いをして、平面に切り開き乾燥させる

牛乳ビン
ビ　ン カン・びん できるだけ販売店に返す

ふた（プラスチック製） その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

救命胴衣 埋め立てごみ

鏡台
鏡部分 粗大ごみ 紙などにくるむ

本体・いす 粗大ごみ

霧吹き 埋め立てごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

き
金魚ばち 埋め立てごみ

一辺の長さが30センチメートルを超えるものは
「粗大ごみ」

金庫 粗大ごみ 耐火性のもの（重量物）は収集できない

く 空気入れ 埋め立てごみ

空気清浄機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

クーハン（ベビーキャリー） 粗大ごみ

クーラー（エアコン） 家電リサイクル法による処理

クーラーボックス 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

釘 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

草 燃やせるごみ 5袋以上は、自己搬入による処理

草刈機 粗大ごみ

鎖　（くさり）
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

櫛　（く　し）

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

薬（錠剤）用のパック その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

靴 布・革・ビニール製 燃やせるごみ

クッション
スポンジ その他プラ

布・綿製 燃やせるごみ

靴墨（容器） 埋め立てごみ 中身を使いきる

靴べら
木　製 燃やせるごみ

プラ製 埋め立てごみ

熊手
木・竹製 燃やせるごみ 柄を5０ｃｍ以下に切断

複合素材 粗大ごみ

車椅子 粗大ごみ

グローブ 燃やせるごみ

鍬（くわ）
金属部分 金属ごみ

柄 燃やせるごみ 5０ｃｍ以下に切断

軍手 ゴムを含む 燃やせるごみ

け
蛍光管・蛍光ランプ

水銀を含むもの 廃蛍光管等 予約制・戸別訪問回収

水銀を含まないもの 埋め立てごみ

蛍光ペン 埋め立てごみ

計算機（電卓） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

携帯電話 小型家電 予約制　戸別訪問回収
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

け 毛糸 燃やせるごみ

計量カップ
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

ゲートボール用品

本体 燃やせるごみ 5０ｃｍ以下に切断

球（木製） 燃やせるごみ

ケース 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ゲーム機
カセット・ＣＤ等 埋め立てごみ

本体 小型家電 予約制　戸別訪問回収

消しゴム 燃やせるごみ

化粧品容器 プラ製・びん 埋め立てごみ

下駄 燃やせるごみ

下駄箱 粗大ごみ

ケチャップ（容器）
びん製 カン・びん 中身を取り除き軽く水洗い

プラスチック製 燃やせるごみ

血圧計 小型家電
予約制　戸別訪問回収
※水銀入りは「廃蛍光管等」

健康器具 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

原動機付自転車 受入不可 販売店・購入店等に相談

こ 碁石 埋め立てごみ

こいのぼり 燃やせるごみ ３０ｃｍ以下に切断

耕うん機 受入不可 販売店・購入店等に相談

工具類 埋め立てごみ 金属製品は「金属ごみ」

コードリール 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

コーヒーメーカー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

氷まくら ゴム製 燃やせるごみ

黒板 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ござ 粗大ごみ

コタツ 粗大ごみ

コップ

紙製 古紙類

金属製 金属ごみ

陶器・ガラス製 埋め立てごみ

プラスチック製 埋め立てごみ  の表示のあるものは「その他プラ」
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

こ 碁（将棋）盤 粗大ごみ

コピー機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ごみ箱 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ゴム製品（手袋・長靴） 燃やせるごみ

米びつ 粗大ごみ

米袋
紙製 古紙類

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフボール 埋め立てごみ

コンクリートブロック 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

コンテナ プラスチック製 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

コンバイン 受入不可 販売店・購入店等に相談

コンポ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

コンロ 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

さ サーフボード 粗大ごみ

座椅子・座卓 木製 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

財布 燃やせるごみ

サインペン 埋め立てごみ

酒容器類

びん カン・びん 軽く水洗い。生きびんは販売店に返す。

ＰＥＴ ＰＥＴ  の表示のないものは「その他プラ」

紙製 燃やせるごみ

座布団 燃やせるごみ

サマーベッド 粗大ごみ

皿類

紙製 古紙類

金属製 金属ごみ

陶器・ガラス製 埋め立てごみ

プラスチック製 埋め立てごみ  の表示のあるものは「その他プラ」

ざる類

金属製 金属ごみ

竹製 燃やせるごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

三脚 アルミ・鉄製 粗大ごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

さ サンダル 燃やせるごみ

三段ボックス 木製類 粗大ごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 燃やせるごみ

ＣＤケース 埋め立てごみ

ＣＤプレーヤー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

シート ビニール製 粗大ごみ レジャーシートは「埋め立てごみ」

磁石 埋め立てごみ

下敷き
紙製 古紙類 ビニールが施されているものは「燃えるごみ」

プラスチック製 埋め立てごみ

七輪（火鉢） 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

湿気取り剤 燃やせるごみ

湿布薬 燃やせるごみ

自転車 粗大ごみ

シャープペンシル 埋め立てごみ

写真 燃やせるごみ

シャンプー容器 プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」　

ジューサーミキサー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

じゅうたん（カーペット） 粗大ごみ

収納ケース 粗大ごみ

消火器 受入不可 販売店・購入店等に相談

浄化槽のポンプ 収集できない 自己搬入による処理

定規（ものさし）
プラ製 埋め立てごみ

金属製品は「金属ごみ」
木・竹製 燃やせるごみ

消臭剤容器 プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」　

消臭スプレー缶 カン・びん 中身を使い切る

浄水器 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

消毒薬
容器 埋め立てごみ 中身を取り除き軽く水洗い

中身 受入不可 販売店・購入店等に相談

消毒用噴霧器（手動式） 粗大ごみ

照明器具 粗大ごみ

じょうろ
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

除湿機 小型家電 予約制　戸別訪問回収
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

し
除草剤

容器 埋め立てごみ 中身は使い切り軽く水洗い

中身 受入不可 販売店・購入店等に相談

食器

紙製 古紙類

金属製 金属ごみ

陶器・ガラス製 埋め立てごみ

プラスチック製 埋め立てごみ  の表示のあるものは「その他プラ」

食器乾燥機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

食器棚 粗大ごみ

食品トレイ その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」　

人工芝 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

新聞紙 古紙類

す
水槽

ガラス
アクリル製

埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

水筒

金属製 金属ごみ

複合素材 埋め立てごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

炊飯器 小型家電 予約制　戸別訪問回収

スーツケース 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

スカーフ 燃やせるごみ

スキー板・ストック 粗大ごみ

スキーウエアー 燃やせるごみ

スキー靴 埋め立てごみ

硯石 埋め立てごみ

すだれ

かや・竹 燃やせるごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

プラスチック製 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

スタンプ 埋め立てごみ

スタンプ台 埋め立てごみ

スチール棚・机 粗大ごみ

ステレオ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ストーブ 粗大ごみ 灯油・電池を抜き取る

ストッキング 燃やせるごみ

ストロー 燃やせるごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

す スニーカー 燃やせるごみ

スノーボード 粗大ごみ

すのこ
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 粗大ごみ

スピーカー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

スプーン

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

スプレー缶 カン・びん 中身を使い切る

滑り台 子供用 粗大ごみ

ズボン 布製等 燃やせるごみ

スポンジ その他プラ

ズボンプレッサー 粗大ごみ

炭 燃やせるごみ

スリッパ 燃やせるごみ

せ 生花 燃やせるごみ

精米機（家庭用） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

生理用品 燃やせるごみ

石油ポンプ 埋め立てごみ 電池式は電池を抜き取り回収ボックスへ

石鹸 燃やせるごみ

せともの 埋め立てごみ

セメント袋 燃やせるごみ

セロテープ（台） 埋め立てごみ

洗剤容器
紙　製 古紙類

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

洗濯かご プラスチック製 埋め立てごみ

洗濯機 家電リサイクル法による処理

洗濯バサミ 埋め立てごみ 金属製品は「金属ごみ」

扇風機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

洗面器

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

洗面化粧台 収集できない 自己搬入による処理

そ 造花 プラ製・その他 埋め立てごみ

双眼鏡 埋め立てごみ

掃除機 小型家電 予約制　戸別訪問回収
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

そ 掃除機用ごみパック 燃やせるごみ

草履（ぞうり） 燃やせるごみ

ソファー（ベッド含む） 粗大ごみ

そろばん 燃やせるごみ

た 体温計（電子式） 小型家電 予約制　戸別訪問回収　※水銀入りは「廃蛍光管等」

体重計（電子式） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

タイツ 燃やせるごみ

台所ごみ（厨芥ごみ） 燃やせるごみ

耐熱ガラス 埋め立てごみ

タイプライター 粗大ごみ

タイヤ 自動車用 受入不可 販売店・購入店等に相談

タイヤチェーン 金属ごみ 非金属性のものは「埋め立てごみ」

田植え機 受入不可 販売店・購入店等に相談

タオル 燃やせるごみ

竹串 燃やせるごみ 先端を折り、紙などにくるむ

脱臭剤 燃やせるごみ

タバコ 燃やせるごみ

卵パック
紙　製 古紙類

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

たわし
金属製 金属ごみ

その他 燃やせるごみ

単車 受入不可 販売店・購入店等に相談

たんす 木　製 粗大ごみ

ダンボール 古紙類

ち チェーンソー 粗大ごみ

地球儀 埋め立てごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶碗

陶器製 埋め立てごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

チューナー ＢＳ・ＣＳ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

チューブ容器
（からし、マヨネーズなど）

燃やせるごみ

調味料（容器）
び　ん カン・びん 中身を使い切り軽く水洗い

ボトル ＰＥＴ 中身が取れないものは「燃やせるごみ」
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

ち
調理器具

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

貯金箱 埋め立てごみ 金属製は「金属ごみ」

チラシ（広告） 古紙類

ちりとり 埋め立てごみ

つ
杖（つえ）

金属製 金属ごみ

木　製 燃やせるごみ 5０ｃｍ以下に切断

その他 粗大ごみ

使い捨てカメラ 埋め立てごみ

使い捨てライター 燃やせるごみ 中身を使い切る

机 粗大ごみ

つけもの桶 プラスチック製 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

つっぱり棒 粗大ごみ

つ　ぼ 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

積み木
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

爪切り 金属ごみ

釣り竿 粗大ごみ

て ティーバッグ 燃やせるごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス
布　製 燃やせるごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

手押し車 粗大ごみ

手鏡 埋め立てごみ

手提げかばん（袋） 布・革製 燃やせるごみ 金属類は取り除き「金属ごみ」に

デスクマット 埋め立てごみ

テニスボール 埋め立てごみ

テニスラケット 埋め立てごみ

手袋
ゴム製 燃やせるごみ

革・布製 燃やせるごみ

テレビ 家電リサイクル法による処理

テレビ台 粗大ごみ

テレホンカード 燃やせるごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

て 電気アンカ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気カーペット 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気コード 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気スタンド 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気ストーブ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気ポット 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電気毛布 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電球 埋め立てごみ 紙などにくるむ

電子オルガン 粗大ごみ

電子レンジ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 小型家電 予約制　戸別訪問回収

テント 粗大ごみ

電動工具 小型家電 予約制　戸別訪問回収

電話機
小型家電 予約制　戸別訪問回収

ＦＡＸ付き 小型家電 予約制　戸別訪問回収

と 陶器類 埋め立てごみ

トースター 小型家電 予約制　戸別訪問回収

時計 小型家電 予約制　戸別訪問回収

戸棚 粗大ごみ

土鍋 埋め立てごみ

ドライバー（電動） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ドライヤー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

トランシーバー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

鳥かご

金属製 金属ごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

木　製 燃えるごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

塗料
容　器 埋め立てごみ 中身を取り除く

中　身 燃やせるごみ 少量に限る。多量の場合は、購入店などに相談

塗料用スプレー缶 埋め立てごみ 中身を使い切る

トレイ

紙　製 古紙類

金属製 金属ごみ

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

トロフィー 埋め立てごみ

な ナイフ 金属ごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

な ナイロン袋 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

長靴 燃やせるごみ

流し台 収集できない 自己搬入による処理

長持 粗大ごみ

ナフタリン 燃やせるごみ

鍋（なべ）
金属製 金属ごみ

陶器製 埋め立てごみ

縄（なわ） 燃やせるごみ ３０ｃｍ以下に切断

なわとび 燃やせるごみ

に
入浴剤容器

か　ん 金属ごみ 中身を取り除き軽く水洗い

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

外箱 古紙類

人形

布　製 燃やせるごみ

一辺の長さが30センチメートルを超えるものは
「粗大ごみ」

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

その他 燃やせるごみ

人形ケース 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ぬ
ぬいぐるみ 燃やせるごみ

一辺の長さが30センチメートルを超えるものは
「粗大ごみ」

ぬか 燃やせるごみ

布 燃やせるごみ

ね ネクタイ 燃やせるごみ

ネクタイピン 埋め立てごみ

ねじ類 金属ごみ

ネックレス 埋め立てごみ

ネット 埋め立てごみ ３０ｃｍ以下に切断

寝袋 燃やせるごみ

粘着テープ 燃やせるごみ

粘土 埋め立てごみ

の 農業用ビニール 受入不可 販売店・購入店等に相談

ノート型パソコン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

農薬 受入不可 販売店・購入店等に相談

は
刃 埋め立てごみ

堅牢な容器に入れ「指定袋」に入れてくださ
い。

ハーモニカ 埋め立てごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

は 灰 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

バイク 受入不可 販売店・購入店等に相談

灰皿
金属製 金属ごみ

ガラス・陶器 埋め立てごみ

パイプイス 粗大ごみ

パイプハンガー 粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

廃油
鉱物油 燃やせるごみ 紙・布などにしみ込ませる

その他 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

バインダー
紙　製 古紙類

その他 埋め立てごみ

はかり 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

はくせい 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

白熱灯（電球） 埋め立てごみ 紙などにくるむ

バケツ

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

ハサミ 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

パソコン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

パック プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

バッテリー 受入不可 販売店・購入店等に相談

バット 金属・木製 粗大ごみ

発泡スチロール その他プラ

花
生　花 燃やせるごみ

造　花 埋め立てごみ

花火 燃やせるごみ 十分に水に浸す

歯ブラシ 埋め立てごみ

歯磨き粉容器（チューブ） プラスチック製 燃やせるごみ

針 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

針金 金　属 金属ごみ

ハンガー
プラ製・その他 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

ハンドクリーナー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

パンフレット 古紙類
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

ひ ピアノ 受入不可 販売店・購入店等に相談

ビー玉 埋め立てごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビール瓶 カン・びん できるだけ購入店に返す

ひげ剃り 埋め立てごみ 電気式は「小型家電」

ビデオカメラ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ビデオテープ 埋め立てごみ

ビデオデッキ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ビニールひも 埋め立てごみ

ビニールホース 埋め立てごみ ３０ｃｍ以下に切断

火鉢 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

肥料袋 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

びん
食料・飲料 カン・びん

中身を取り除き軽く水洗い
その他 埋め立てごみ

ふ
ファイル

紙　製 古紙類

金属・その他 埋め立てごみ

ファクシミリ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ファスナー 埋め立てごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油・電池は抜き取る事

封筒 古紙類

笛
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

フォーク
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

袋

紙　製 古紙類

布　製 燃やせるごみ

レジ袋など その他プラ

ふた

紙類 古紙類

木・コルク 燃やせるごみ

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

筆
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

筆箱
金属・プラ製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ
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ふ 筆ペン 埋め立てごみ

ふとん 粗大ごみ

ふとんカバー 燃やせるごみ

ふとん乾燥機 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ふとんたたき
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

踏み台 粗大ごみ

フライパン 金属製 金属ごみ

ブラインド 粗大ごみ

フラワースタンド 粗大ごみ

プランター
プラスチック製 埋め立てごみ 一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」木　製 燃やせるごみ

プリンター 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ブロック 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

フロッピーディスク 埋め立てごみ

風呂ブタ 粗大ごみ

風呂マット スポンジ その他プラ

へ ヘアースプレー（容器） カン・びん 中身を使い切る

ヘアーピン 金属ごみ

ヘアーブラシ 埋め立てごみ

ベッド（枠） 粗大ごみ

ベッドのマットレス 粗大ごみ

ペットの小屋 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ヘッドホン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ペットボトル

ボトル ＰＥＴ  の表示されているものに限る

ラベル その他プラ

キャップ その他プラ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーチェアー 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

ベビーバス 粗大ごみ

ベルト 埋め立てごみ

ヘルメット 埋め立てごみ
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へ
便座カバー

布　製 燃やせるごみ

ナイロン製
ビニール製

埋め立てごみ

ペンチ 金属ごみ

弁当箱

紙　製 古紙類 汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

金属製 金属ごみ

プラ製・その他 埋め立てごみ

ほ
ほうき

プラ製・その他 粗大ごみ
一辺の長さが30センチメートル以下のものは

「埋め立てごみ」

竹　製 燃やせるごみ 柄の部分は５０ｃｍ以下に切断

芳香剤 燃やせるごみ

帽子
革・布製 燃やせるごみ

その他 埋め立てごみ

ホース ゴム製 燃やせるごみ ３０ｃｍ以下に切断

ホースリール 粗大ごみ

包装紙 古紙類

包装容器
（パッケージ）

プラ製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

紙　製 古紙類

包装用フイルム その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

ポータブルトイレ 粗大ごみ

ポータブルプレイヤー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

包丁 金属ごみ 堅牢な容器に入れ「キケン」の貼り紙

ホームベーカリー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ボウル
金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

ボール（球） 埋め立てごみ

ボールペン 埋め立てごみ

ホーロー鍋 金属ごみ

ポスター 古紙類

ボストンバック 粗大ごみ

ボタン
プラ製・金属製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

ホッチキス 埋め立てごみ

ホットカーラー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ホットプレート 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ほ乳びん 埋め立てごみ
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ほ ポリ容器 埋め立てごみ 容器１８ℓ以上は「粗大ごみ」

保冷剤 燃やせるごみ

ホワイトボード プラ・金属製 粗大ごみ

本 古紙類

盆

プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

金属製 金属ごみ

本棚 粗大ごみ

ま マーガリン（容器） プラスチック製 燃やせるごみ

麻雀パイ 埋め立てごみ

マイク 小型家電 予約制　戸別訪問回収

マウス 小型家電 予約制　戸別訪問回収

マウスパッド 埋め立てごみ

マグカップ 埋め立てごみ

マグネット（磁石） 埋め立てごみ

枕 燃やせるごみ

マジックペン 埋め立てごみ

マッサージチェア 粗大ごみ

マッチ 燃やせるごみ 十分に水に浸す

マットレス 粗大ごみ

まな板
木　製 燃やせるごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

マニキュア 埋め立てごみ

魔法瓶 金属ごみ

マフラー 燃やせるごみ

マヨネーズ（容器）
びん製 カン・びん 中身を取り除き軽く水洗い

プラスチック製 燃やせるごみ

万年筆 埋め立てごみ

み ミキサー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ミシン（家庭用） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

水差し 埋め立てごみ

む
虫かご

金属製 金属ごみ

プラスチック製 埋め立てごみ

蒸し器
木・竹製 燃やせるごみ

金属製 金属ごみ

むしめがね 埋め立てごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

め めがね 埋め立てごみ

メガホン 埋め立てごみ

目薬（容器） プラスチック製 燃やせるごみ

目覚まし時計 小型家電 予約制　戸別訪問回収

メジャー 埋め立てごみ

綿棒 燃やせるごみ

も 毛布 燃やせるごみ

餅つき機（家庭用） 小型家電 予約制　戸別訪問回収

モップ
柄の部分 埋め立てごみ 木製は「燃やせるごみ」５０ｃｍ以下に切断

布の部分 燃やせるごみ

物置 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台 粗大ごみ

や やかん 金属製 金属ごみ

ヤッケ 燃やせるごみ

ゆ
湯たんぽ

プラスチック製 埋め立てごみ

金属製 金属ごみ

湯のみ 埋め立てごみ

指輪 埋め立てごみ

湯沸かし器 粗大ごみ

よ
ヨーグルト（容器）

紙　製 古紙類 汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

プラスチック製 その他プラ  の表示のないものは「埋め立てごみ」

浴槽（子供用） 粗大ごみ 「家庭用浴槽」は自己搬入による処理

よしず 粗大ごみ

ら ライター 燃やせるごみ 中身を使い切る

ラケット
木　製 燃やせるごみ

その他 埋め立てごみ

ラジオ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ラジカセ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ラジコン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ラック 粗大ごみ

ラップ
芯・箱 古紙類

ラップ 燃やせるごみ

ラティス 粗大ごみ

ラミネートチューブ 燃やせるごみ

ランチジャー 埋め立てごみ
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品　　　　　名 分別区分 分け方　・　出し方のポイント

ら ランドセル 燃やせるごみ

り リール 埋め立てごみ

リコーダー
プラスチック製 埋め立てごみ

木　製 燃やせるごみ

リモコン 小型家電 予約制　戸別訪問回収

リュックサック 燃やせるごみ

る ルーペ（虫めがね） 埋め立てごみ

ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷却剤 燃やせるごみ

冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル法による処理

レコード 埋め立てごみ

レコードプレーヤー 小型家電 予約制　戸別訪問回収

レジ袋 その他プラ

レジャーシート 埋め立てごみ

レトルトパック
外　箱 古紙類

袋 燃やせるごみ

レンジ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

レンジフード アルミ製 埋め立てごみ

練炭 収集できない 少量に限り自己搬入による処理

ろ ローソク 燃やせるごみ

ロープ 燃やせるごみ ３０ｃｍ以下に切断

ローラースケート 埋め立てごみ

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 小型家電 予約制　戸別訪問回収

ワイヤーロープ 金属ごみ
一辺の長さが30センチメートルを超えるものは

「粗大ごみ」

綿 燃やせるごみ

割り箸 燃やせるごみ

碗（わん）
木　製 燃やせるごみ

金属製・その他 埋め立てごみ

お問い合わせ先 海南市　クリーンセンター
TEL：	４８３−８４４８・４８３−８４８４
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