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南牧村のごみの分類 
 

可燃ごみ 

その他プラスチック 

ペットボトル 

缶類（飲み物） 

びん類 

容器トレー 

衣類 

紙類・・・・・・・・ 

埋立ごみ・・・・・・ 

粗大ごみ・・・ 

有害ごみ(乾電池、蛍光灯)･･･ 

生ごみ・・・・・・・ 

２ 

指定ゴミ袋で出す 

※衣類は指定袋がないため、可燃

ごみ以外の袋を使用すること。 

《指定ごみ袋販売店》 

㈱トーシン、新海薬局、津金商店 

セブンイレブン南牧村役場前店 

セブンイレブン南牧野辺山店 

寿建設工業㈲、ななちゃんのお店 

ローソン野辺山店、ロッジ飯盛山 

ナナーズ川上店、小海店 

（R2.６月現在） 

コンテナに入れて出す 

自家処理による 

ストックヤードへ 

十字に縛って出す 

指定日に野辺山村営駐車場、中央公民館へ 

※回収日は、ごみカレンダーをご確認ください。 



ごみの分け方、出し方 

可燃ごみ 

・紙くず（学校などの通知文書は資源ごみになりますので、紙類へ） 

・レシートなどの感熱紙 

・紙おむつ（汚物は取除く） 

・汚れた新聞紙や段ボール 

・汚れをきれいに落とすことができないなどの限られたその他プラスチック

製品（納豆の容器など）が対象 

・生ごみ処理機で十分に乾燥させた生ごみ 

 

その他プラスチック 

・   マークのあるもので、手で握って形が変わる物などの軟質系ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

《例》お菓子やパンなどの袋、レジ袋、ラップやフィルム状の包み 

・汚れているものは水洗いし乾燥させてから出してください。 

・ 硬質系プラスチックは埋立ごみです。 

《例》プリンカップ、シャンプーボトル、洗剤ボトルなど 

 ※ペットボトルのキャップはその他プラスチック  
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ペットボトル 

・   マークのあるものが対象です。水洗いしてください。 

・   マークがないものは埋立ごみとして出してください。 

・ キャップ、ラベルはその他プラスチックになります。 

※スーパーマーケットなどの回収もご利用ください。 

 

缶類  ※取引先の関係で、飲み物・缶詰のみの缶が対象です。 

・     マークがある飲み物、缶詰(ﾌﾙｰﾂなど)の缶が対象です。 

・缶詰もスチール缶、アルミ缶に分けて洗浄、乾燥させて出してください。 

・クッキーや海苔の缶は埋立ごみとして出してください。 

・マークがないものや判断に困るものは埋立ごみとして出してください。 

・タバコの吸い殻は入れないでください。（リサイクルできなくなります。） 

・スプレー缶は埋立ごみ、穴を空けてガスを抜いてから出してください。 

・ペンキ等の塗料缶は使い切り、乾燥させてから埋立ごみとして出してくだ

さい。 
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びん類   ※３種類に分けてください。 

・「茶色びん」・・・表面が茶色のもの 

・「無色透明のびん」・・・表面に色がなくて透き通っているもの 

・「その他のびん」・・・表面に青、緑、黒、白など色が付いているもの 

・ふたは埋立ごみとして出してください。 

・びんに貼ってあるシールは剥がさなくても構いませんが、びんに巻いてあ

る紙やフィルム状のものは取り除いてください。 

・割れたものも回収できますが、できるだけ割らないようにしてください。 

・ビール瓶、清酒瓶、一升瓶、牛乳瓶などは、購入した販売店の引き取りや

廃品回収に出してください。 

・化粧品のびん、油のびん、ガラスコップ、クリスタル製ガラス、耐熱ガラ

ス食器などは埋立ごみとして出してください。 

 

容器トレー 

・   マークがある白色のものが対象です。 

・ 白色トレー、発泡スチロール製のものが対象になります。 

・ 色が付いたものやビニールなどが付いているものは、その他プラスチック

として出してください。 

※スーパーマーケットなどの回収もご利用ください。  
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衣類 

・衣類が対象になります。古布としてリサイクルできるものが対象。 

・カッパなどのナイロン製品、ダウン製品、布団、マット類、毛糸類、革製

品は粗大ごみとして出してください。 

・汚れている、濡れている、カビているものは収集できません。粗大ごみと

して出してください。 

・濡れないように袋の口はしっかりと縛って出してください。 

 

紙類 

・「新聞紙・折込広告」 

・「その他雑誌、単行本、コピー用紙」 

・「段ボール」・・・断面が波状になっているもの 

・「牛乳パック」・・・内側がアルミ加工されているものは可燃ごみ。 

  プラスチックの注ぎ口は取り除いて埋立ごみとして出してください。 

・「雑紙」・・・アイスやお菓子の箱、トイレットペーパーの芯など 

・レシートなどの感熱紙、複写式の紙、カーボン紙は可燃ごみ。 

・十字にひもをかけて、しっかりと縛ってください。雑紙など細かいものは

紙袋に入れて出してください。 

・紙類は濡らさないようにしてください。 

６ 



埋立ごみ 

・指定のごみ袋はありませんので、各自で収穫用コンテナなどをご用意いた

だき、コンテナに名前を書いて出してください。 

・硬質系プラスチック、化粧品のびん類、使い切ったペンキ等の塗料缶（乾

かしたもの）、ガスボンベなどを回収します。 

・おもちゃなどは電池を抜いてください。電池は有害ごみになります。 

・ガスボンベは使い切って穴を空けてから出してください。 

・小型家電などの電化製品、鉄くずは粗大ごみとして出してください。 

 

粗大ごみ（有料回収） 

・収集は、4･8･11･12 月の指定日。 

・冷蔵庫、洗濯機、テレビ、布団、ソファー、タイヤ、鉄くず、衣類、木く

ず、家電製品（小型家電含む）など。冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンな

どの四大家電はリサイクル料金が必要になります。 

・履物やカバンなど細かいものは、それぞれ袋にまとめて出してください。 

・電子レンジ、ドライヤー、トースターなどの小型家電も対象です。 

・石油ストーブの灯油や電池は抜いて出してください。 

・処分業者へも問い合わせの上、直接持ち込むことができます。 

  ◎㈱トーシン 南牧村海尻 2446-2 ℡:0267-96-2544  
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有害ごみ（乾電池・蛍光灯等） 

・有害ごみは、乾電池、蛍光灯等が対象になります。 

・乾電池の収集場所は、役場１階階段横、JA 野辺山支所入口、ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ。 

・蛍光灯の収集場所は、ストックヤード。 

・ボタン電池については、安全性が確認されていないため販売店へ。 

ボタン電池回収についての詳細は、こちらのQRコードでご確認ください。 

 

生ごみ 

・村では、生ごみの回収を行っておりません。 

・生ごみは優良な堆肥となりますので、家庭での処理をお願いします。 

・家庭菜園など利用先がない場合は、生ごみ処理機で十分に乾燥させてから

可燃ごみとして出してください。 

・村では、コンポストや電気分解式の生ごみ処理機を購入する際、購入費の

一部を補助していますので、ご活用ください。 

 ◎購入価格の２分の１補助、限度額５万円 

 

ストックヤード         位置図はＰ26 

・紙類、びん類、缶類、ペットボトル、容器トレー、乾電池、蛍光灯、電球

が持ち込みの対象となります。 

・中身を洗って、乾燥させ、きれいな状態で出してください。 
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《分 別 例》 

・発砲スチロール        ⇒  容器トレー  

 

・詰め替えボトル        ⇒  埋立ごみ 

 

・CD や陶器類、おもちゃ         ⇒  埋立ごみ 

 CD はケースと中身、分けて出す。 

 

・ペットボトルの蓋       ⇒  その他プラスチック 

 

・小型家電 ２８品目      ⇒  粗大ごみ 

 

・おむつ（汚物は取除く）    ⇒  可燃ごみ 

 

・かばん、靴、絨毯、布団、毛布、三輪車など ⇒  粗大ごみ 

 
・インクカートリッジ ⇒ 役場１階階段横、中央公民館、野辺山出張所 

に設置してある回収 BOX へ 
・ボタン電池 ⇒ 酸化銀電池（型式記号 SR）、空気電池（同 PR）、アルカリボタン電池（同 LR） 

のボタン形電池  （近隣回収店舗：コメリ小海店） 

※ボタン電池はセロハンテープで絶縁してください。 

※投入口に入らない電池は対象外です。 
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ご み の 行 方 
 

 村で集められたごみは、それぞれ次のような工程で処分、又はリサイクル

されています。それぞれのごみが、様々な製品に生まれ変わっています。 

そのために、できるだけ洗浄や分別にご協力をお願いいたします。 

可燃ごみ ⇒ 焼却 

その他プラスチック 

⇒ 分別・破砕・圧縮(ﾄｰｼﾝ) ⇒ RPF 固形燃料又

はペレット化 ⇒ 製紙会社へ補助燃料として再利

用、又はプラスチックや化学製品の原材料 

ペットボトル 

⇒ 分別・破砕・圧縮(ﾄｰｼﾝ) ⇒ ペレット化  

⇒ 衣服・化学製品の原材料 

缶類 

⇒ 選別圧縮(三井金属、菅沼産業) ⇒ 再度スチー

ル缶アルミ缶、または自動車製品として再利用 

びん類 

⇒ 分別(ﾄｰｼﾝ) ⇒ 破砕 ⇒ カレットとして、び

んの原材料、又は路盤材や建材へ再利用 

容器トレー 

⇒ 分別・破砕(ﾄｰｼﾝ) ⇒ RPF 固形燃料又はペレ

ット化 ⇒ 製紙会社へ補助燃料として再利用、又

はプラスチックや化学製品の原材料 

紙類 ⇒ 分別(ﾄｰｼﾝ) ⇒ 工業用ウエスや軍手 
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紙類 ⇒ 圧縮梱包(ﾄｰｼﾝ) ⇒ 製紙会社にて紙製品 

埋立ごみ 

⇒ 分別・破砕(ﾄｰｼﾝ) ⇒ リサイクルできない物は

最終処分場、再利用できる物は各リサイクル業者へ 

粗大ごみ 

⇒ 分別・破砕(ﾄｰｼﾝ) ⇒ リサイクル業者又は焼却

業者 ⇒ 埋立 

有害ごみ ⇒ 破砕・選別・洗浄・乾燥(ｲｰｽﾃｰｼﾞ) ⇒ 埋立 

 

◎ごみ処理については、村のホームページもしくはごみカレンダーをご覧く

ださい。↓QR コードを読み込むとごみ処理のページをご覧いただけます。 
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ごみ分別五十音表 

あ 

アイスノン 可燃ごみ  

アイロン 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

アイロン台 粗大ごみ  

空き缶（飲み物） 缶類 ・アルミ・スチールに分別 

空き瓶 びん類 

・無色・茶色・その他の色に分別 

・蓋(埋立ごみ)を外し、水洗いし、乾燥させ

てから出す。 

・一升瓶、ビール瓶は販売店へ 

油の一斗缶 埋立ごみ ・中身を空にしてから出す。 

油の瓶 埋立ごみ ・中身を空にしてから出す。 

油のボトル 埋立ごみ ・中身を空にしてから出す。 

油紙 可燃ごみ  

網戸 粗大ごみ  

編み機 粗大ごみ  

アルミコーティング袋 可燃ごみ  

アルミホイル 埋立ごみ  

アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ  

アンプ（ステレオ） 粗大ごみ  

畦波・畦シート 収集不可 ・JA の収集へ出す。 

い 

衣装ケース 粗大ごみ  

椅子 粗大ごみ  

板きれ（少量） 可燃ごみ 
・産業廃棄物以外のもの 

・量が多い場合は、粗大ごみとして出す。 

板ガラス 埋立ごみ  

一輪車 粗大ごみ  

一升瓶 びん類 
・販売店の引き取りや廃品回収時に出す。 

・引き取りできない場合は、指定袋で出す。 

医療廃棄物 収集不可 ・販売店などに相談 

衣類（古布） 

布類 

可燃ごみ以外の

袋を使用する。 

・古布としてリサイクルできるものが対象。 

・カッパなどのナイロン製品、ダウン製品、 

毛糸類、革製品、布団、マット類は粗大ごみ 

・袋の口はしっかりと縛って出す。 

あ 

～ 

い 
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衣類乾燥機 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

入れ歯 埋立ごみ  

印鑑 可燃ごみ  

インクカートリッジ 役場 

・役場１階階段横、中央公民館、野辺山出張

所に設置してある回収 BOX へ。 

・販売店等の回収も利用可能。 

う 

ウインドブレーカー 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

植木の枝葉（少量） 可燃ごみ ・多い場合は、剪定業者へ依頼する。 

植木鉢 埋立ごみ  

植木鉢支柱 埋立ごみ ・コンテナに入る長さにする。 

浮き輪 埋立ごみ  

うちわ 可燃ごみ  

腕時計 埋立ごみ ・電池は外し、分別する。 

うす 粗大ごみ  

羽毛布団 粗大ごみ  

え 

エアコン（家庭用） 粗大ごみ  

枝類（少量） 可燃ごみ ・多い場合は、剪定業者へ依頼する。 

絵具のチューブ 可燃ごみ  

絵本 紙類 ・十字に縛ってまとめて出す。 

延長コード 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

鉛筆 可燃ごみ  

鉛筆削り（手動） 埋立ごみ  

鉛筆削り（電動） 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

お 

オーブントースター 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

落ち葉 可燃ごみ  

おまる 埋立ごみ ・単体のものは粗大ごみ 

おむつ 可燃ごみ ・汚物は取除く。 

おむつカバー 可燃ごみ  

おもちゃ 埋立ごみ ・大きい物は粗大ごみへ。電池は抜く。 

折りたたみ傘 埋立ごみ  

応接セット 粗大ごみ  

い 

～ 

お 
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折込チラシ 紙類 ・十字に縛ってまとめて出す。 

おろしがね 埋立ごみ  

オルガン 粗大ごみ  

か 

カーテン 粗大ごみ  

カーテンレール 粗大ごみ  

カーペット 粗大ごみ  

懐中電灯 埋立ごみ ・電池は抜いて出す。 

カイロ 可燃ごみ  

貝殻 収集不可 ・自家処理。少量の場合は乾燥させ可燃ごみ 

鏡 埋立ごみ ・コンテナに入らないものは粗大ごみへ 

傘 埋立ごみ  

菓子缶 埋立ごみ  

加湿器 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ガスコンロカバー 埋立ごみ  

ガスコンロ 粗大ごみ  

ガス台 粗大ごみ  

ガス湯沸器 粗大ごみ  

カセットテープ 埋立ごみ  

カセットガスボンベ 埋立ごみ ・使い切り、穴を空けて出す。 

カセットコンロ 埋立ごみ  

固めた食用油 可燃ごみ  

カッパ 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

カップ麺の容器 可燃ごみ  

カバン 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

花瓶 埋立ごみ  

鎌 埋立ごみ  

かみそり 埋立ごみ ・刃は紙で包む。 

紙おむつ 可燃ごみ ・汚物は取除く。 

紙パック 紙類 ・中がアルミ加工されている物は可燃ごみ 

カメラ 粗大ごみ  

カラオケセット 粗大ごみ  

カラーボックス 粗大ごみ  

ガラスくず 埋立ごみ  

ガラス食器 埋立ごみ  

ガラス戸 粗大ごみ  

お 

～ 

か 
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革靴 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

革ジャン 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

換気扇（家庭用） 粗大ごみ  

乾燥剤 可燃ごみ  

乾電池 有害ごみ 
・役場１階階段横、JA 野辺山支所、ストッ

クヤードへ 

缶（飲み物） 缶類 
・アルミ、スチールに分別して出す。 

・ふたは色別マークを確認して出す。 

缶詰 缶類 ・洗浄、乾燥させて出す。 

感熱紙（レシート等） 可燃ごみ  

き 

木くず（少量） 可燃ごみ ・多い場合は、剪定業者へ依頼する。 

着物 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

脚立 粗大ごみ  

急須 埋立ごみ  

鏡台 粗大ごみ  

キャップ 埋立ごみ ・ペットボトルの蓋はその他プラスチック 

牛乳パック 紙類 
・紐で十字に縛って出すか、スーパーの回収

へ出す。 

キングファイル 埋立ごみ  

く 

空気入れ 粗大ごみ  

クーラーボックス 粗大ごみ  

釘 埋立ごみ  

くし 埋立ごみ  

靴 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

クレヨン 可燃ごみ  

グローブ 埋立ごみ  

け 

蛍光管 有害ごみ ・ストックヤードへ持ち込む。 

毛糸製品 粗大ごみ ・少量の場合は、可燃ごみで出す。 

化粧品の瓶 埋立ごみ  

下駄箱 粗大ごみ  

建築廃材 収集不可 ・産業廃棄物。請負業者引き取り。 

か 

～ 

け 
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こ 

広告紙 紙類 ・新聞紙と一緒に紐で十字に縛って出す。 

コードリール 粗大ごみ  

こたつ（こたつ板含む） 粗大ごみ  

コップ 埋立ごみ  

ござ 粗大ごみ  

ゴムホース 粗大ごみ  

米びつ 粗大ごみ  

ゴルフクラブ 粗大ごみ  

ゴルフバック 粗大ごみ  

ゴルフボール 埋立ごみ  

さ 

サーフボード 粗大ごみ  

サイドボード 粗大ごみ  

座椅子 粗大ごみ  

座卓 粗大ごみ  

雑誌類 紙類 ・紐で十字に縛って出す。 

錆びた缶 埋立ごみ  

酒類のびん びん類 

・一升瓶やビール瓶は販売店の引き取りや、

廃品回収へ出す。 

・無色、茶色、その他の色に分ける。 

座布団 粗大ごみ  

皿 埋立ごみ  

サングラス 埋立ごみ  

三輪車 粗大ごみ  

残飯 収集不可 ・自家処理 

し 

CD 埋立ごみ ・ケースと中身、別々に出す。 

CD ケース 埋立ごみ ・中身と別々に出す。 

CD ラジカセ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

磁石 埋立ごみ  

辞書、辞典 紙類 ・紐で十字に縛って出す。 

シーチキン缶 缶類 ・洗浄、乾燥してから分別して出す。 

自転車 粗大ごみ  

こ 

～ 

し 

16 
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自転車用ポンプ 粗大ごみ  

湿布 可燃ごみ  

竹刀 可燃ごみ ・袋に入るサイズに切って出す。 

シャンプーボトル 埋立ごみ ・中身は使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

ジュース缶 缶類 ・アルミ、スチールに分別して出す。 

ジュースのびん びん類 ・無色、茶色、その他に分別して出す。 

絨毯 粗大ごみ  

瞬間湯沸器 粗大ごみ  

消火器 粗大ごみ ・もしくは消防の斡旋時に出す。 

定規 埋立ごみ  

照明機器 粗大ごみ  

じょうろ 埋立ごみ  

障子戸 粗大ごみ  

食品トレー（白色） 白色トレー  

食品トレー（白以外） その他プラ ・色付き、ビニールが付いている物 

食器乾燥機 粗大ごみ  

食器戸棚 粗大ごみ  

除湿剤 埋立ごみ ・水は捨ててから出す。 

新聞紙 紙類 ・広告と一緒に紐で十字に縛って出す。 

す 

スーツ 布類  

スーツケース 粗大ごみ  

水槽 埋立ごみ ・コンテナに入らない物は、粗大ごみ。 

水筒 埋立ごみ  

炊飯器 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

スキー道具 粗大ごみ  

スキーウェア 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

スキーグローブ 粗大ごみ  

スケート靴 粗大ごみ  

硯 埋立ごみ  

スチール家具 粗大ごみ  

ステレオ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ストーブ 粗大ごみ ・灯油を抜き、乾電池を外してから出す。 

スピーカー 粗大ごみ  

スプレー缶 埋立ごみ ・使い切り、穴を空けて出す。 

スポンジ 可燃ごみ  

し 

～ 

す 
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ズボンプレッサー 粗大ごみ  

滑り台 粗大ごみ  

せ 

生理用品 可燃ごみ  

石鹸 可燃ごみ  

瀬戸物類 埋立ごみ  

扇風機 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

栓抜き 埋立ごみ  

洗剤（箱） 可燃ごみ  

洗剤（ボトル） 埋立ごみ  

洗面化粧台 粗大ごみ  

洗濯機 粗大ごみ  

石油ストーブ 粗大ごみ ・灯油を抜き、乾電池を外してから出す。 

洗濯物干し 粗大ごみ  

そ 

草履 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

掃除機 粗大ごみ  

ソースなどの容器 その他プラ ・汚れが落ちないものは可燃ごみ 

た 

タイル 埋立ごみ  

タイヤ 粗大ごみ  

体重計 埋立ごみ  

ダウン製品 粗大ごみ ・袋に入れてまとめて出す。 

タオル 布類 ・袋に入れてまとめて出す。 

畳 粗大ごみ  

建具 粗大ごみ  

脱臭剤 可燃ごみ  

卵のパック その他プラ  

タンス 粗大ごみ  

段ボール 紙類 ・紐で十字に縛って出す。濡らさない。 

ち 

チャイルドシート 粗大ごみ  

茶碗 埋立ごみ  

す 

～ 

ち 
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茶ダンス 粗大ごみ  

チラシ（広告） 紙類 ・新聞紙と一緒に紐で十字に縛って出す。 

チューブ 可燃ごみ ・中身を使い切り、軽く水洗いする。 

調味料のびん びん類 
・無色、茶色、その他に分別して出す。 

・中身は使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

調味料のボトル 可燃ごみ ・中身を使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

調理台 粗大ごみ  

つ 

使い捨てカイロ 可燃ごみ  

使い捨てライター 埋立ごみ ・中身は使い切る。中身があるものは不可。 

机 粗大ごみ  

壺 埋立ごみ  

爪切り 埋立ごみ  

釣り糸 可燃ごみ  

釣り竿 埋立ごみ ・コンテナに入る長さにする。 

釣り用のリール 埋立ごみ  

て 

T シャツ 布類  

テーブル 粗大ごみ  

テレビ 粗大ごみ  

テレビ台 粗大ごみ  

天体望遠鏡 粗大ごみ  

電子レンジ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気あんか 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気オーブン 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気釜 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気コード 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気こたつ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気シェーバー 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気ストーブ 粗大ごみ 
・小型家電としてリサイクル 

・灯油を抜き、電池も外して出す。 

電気ポット 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電気毛布 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

電球 有害ごみ ・ストックヤードへ持ち込む。 

電話機 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ち 

～ 

て 
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と 

トイレ便座 粗大ごみ  

砥石 埋立ごみ  

陶磁器類 埋立ごみ  

トースター 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

時計 埋立ごみ ・電池は抜く。 

トタン板 粗大ごみ  

戸棚 粗大ごみ  

土鍋 埋立ごみ  

塗料スプレー缶 埋立ごみ ・中身を使い切り、穴を開けて出す。 

トレー 

（白色、発泡スチロール） 
容器トレー ・スーパーなどの回収も利用しましょう。 

トレー（色付き等） その他プラ ・スーパーなどの回収も利用しましょう。 

ドレッシングのびん 埋立ごみ ・中身を使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

ドライヤー 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

な 

ナイフ類 埋立ごみ  

長ぐつ 粗大ごみ ・袋に入れて出す。 

納豆の容器 可燃ごみ  

生ごみ 収集不可 ・自家処理 

ナプキン 可燃ごみ  

鍋 埋立ごみ  

に 

荷造り紐 可燃ごみ  

ぬ 

ぬいぐるみ 粗大ごみ ・袋に入れて出す。 

縫い針 埋立ごみ ・紙に包んで出す。紙の表に表記すること。 

布 

布類 

可燃ごみ以外の

袋を使用する。 

・古布としてリサイクルできるものが対象。 

・カッパなどのナイロン製品、ダウン製品、 

毛糸類、革製品、布団、マット類は粗大ごみ 

・濡れないように袋に入れて出す。 

 

と 

～ 

ぬ 
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ね 

ネジ 埋立ごみ  

寝袋 粗大ごみ  

粘土 可燃ごみ  

の 

海苔缶 埋立ごみ  

のこぎり 埋立ごみ ・刃の部分は紙で包む。 

農薬類 収集不可 ・販売店、JA の回収に出す。 

は 

はさみ 埋立ごみ  

柱時計 粗大ごみ  

灰皿 埋立ごみ ・コンテナに入らない物は粗大ごみ 

バスタオル 布類  

パソコン 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

バット 粗大ごみ  

歯ブラシ 埋立ごみ  

歯磨き粉のチューブ 可燃ごみ  

針 埋立ごみ ・紙に包んで出す。紙の表に表記すること。 

針金 埋立ごみ  

刃物 埋立ごみ ・刃の部分は紙で包む。 

バッテリー 粗大ごみ  

バケツ 埋立ごみ  

発泡スチロール 容器トレー ・電化製品等を梱包しているもの 

ひ 

ビー玉 埋立ごみ  

ビーチパラソル 粗大ごみ  

ビール瓶 びん類 
・一升瓶やビール瓶は販売店の引き取りや、

廃品回収へ出す。 

ビール瓶のふた 埋立ごみ  

髭剃り 埋立ごみ ・刃の部分は紙で包む。 

ビデオカメラ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ビデオテープ 埋立ごみ ・ケースと中身、別々に出す。 

ビデオデッキ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ね 

～ 

ひ 
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ビニールホース 埋立ごみ  

ビニールハウスのビニール 収集不可 ・産業廃棄物。JA の回収へ出す。 

肥料袋 収集不可 ・産業廃棄物。JA の回収へ出す。 

ふ 

ファイル（紙製） 可燃ごみ ・金具は取り外して埋立ごみへ出す。 

ファイル（硬質プラ） 埋立ごみ  

ファンヒーター 粗大ごみ 
・小型家電としてリサイクル 

・灯油は抜き、乾電池は外して出す。 

襖 粗大ごみ  

筆箱 埋立ごみ  

布団 粗大ごみ  

フライパン 埋立ごみ  

フラワーポット 埋立ごみ  

プランター 埋立ごみ ・コンテナに入らない物は粗大ごみ。 

ぶらんこ 粗大ごみ  

ブラインド 粗大ごみ  

フロッピーディスク 埋立ごみ ・ケースと中身は別々に出す。 

プロパンガス 収集不可 ・販売店へ出す。 

風呂のふた 埋立ごみ ・コンテナに入らない物は粗大ごみ。 

風呂のマット 粗大ごみ  

文鎮 埋立ごみ  

ぶら下がり健康器 粗大ごみ  

プラモデル 埋立ごみ  

プリンカップ 埋立ごみ  

ブロック（おもちゃ） 埋立ごみ  

文房具 埋立ごみ ・鉛筆は可燃ごみ 

VHS 埋立ごみ ・ケースと中身は別々に出す。 

へ 

ヘアブラシ 埋立ごみ  

ペットボトル ペットボトル ・ふたとラベルはその他プラスチック 

ベビー椅子 粗大ごみ  

ベビーカー 粗大ごみ  

ベビーベッド 粗大ごみ  

ヘルメット 粗大ごみ  

ベルト 埋立ごみ  

ひ 

～ 

へ 
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ベッド 粗大ごみ  

ペット小屋 粗大ごみ  

ペン 埋立ごみ  

ほ 

ほうき 埋立ごみ  

帽子 埋立ごみ  

包丁 埋立ごみ ・刃の部分は紙で包む。 

ボウル 埋立ごみ  

ホース 粗大ごみ  

ホーロー鍋 埋立ごみ  

ボール 埋立ごみ  

歩行器 粗大ごみ  

ボタン電池 収集不可 
・安全性が確認できないため、近隣店舗に設

置されている回収缶へ出す。(コメリ小海店) 

哺乳瓶 埋立ごみ  

ホットカーペット 粗大ごみ  

ポット（魔法瓶） 埋立ごみ ・電気ポットは粗大ごみ。 

保冷剤 可燃ごみ  

保冷バック 粗大ごみ  

本棚 粗大ごみ  

ま 

マーガリンの容器 可燃ごみ  

麻雀牌 埋立ごみ  

マイク 埋立ごみ  

マグネット 埋立ごみ  

まくら 粗大ごみ  

マジックペン 埋立ごみ  

マーカーペン 埋立ごみ  

マットレス 粗大ごみ  

まな板 埋立ごみ  

豆電球 有害ごみ ・ストックヤードへ持ち込む。 

マヨネーズなどの容器 可燃ごみ ・中身を使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

マルチ（農業用） 収集不可 ・産業廃棄物。JA の収集へ出す。 

 

へ 

～ 

ま 
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み 

ミシン 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ミニカー 埋立ごみ  

耳かき 可燃ごみ  

む 

虫かご 埋立ごみ  

虫眼鏡 埋立ごみ  

め 

眼鏡 埋立ごみ  

も 

毛布 粗大ごみ  

木片（少量） 可燃ごみ ・量が多い場合は、粗大ごみ 

餅つき機 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

物干し竿 粗大ごみ  

物干し台 粗大ごみ  

や 

やかん 埋立ごみ  

野球ボール 埋立ごみ  

焼き物 埋立ごみ  

野菜くず 収集不可 ・自家処理 

薬品類 収集不可 ・販売店、または専門業者へ。 

ゆ 

浴衣 粗大ごみ ・袋に入れて出す。 

油成分が入っている瓶 埋立ごみ ・中身を使い切り、洗浄、乾燥させて出す。 

湯たんぽ 埋立ごみ  

湯飲み茶わん 埋立ごみ  

湯沸器 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

よ 

汚れた缶・瓶 埋立ごみ 
・油分などが付着して洗っても落ちない物 

・中身を使い切ってから出す。 

み 

～ 

よ 
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ら 

ライター 埋立ごみ ・中身を使い切ってから出す。 

ラケット 埋立ごみ  

ラジオ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ラジカセ 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

ラップ その他プラ ・洗浄、乾燥させて出す。 

ランドセル 粗大ごみ  

り 

リール 埋立ごみ  

る 

ルーズリーフ 埋立ごみ  

れ 

冷蔵庫 粗大ごみ  

冷房器具 粗大ごみ  

レコード盤 埋立ごみ  

レコードプレーヤー 粗大ごみ ・小型家電としてリサイクル 

レシート 可燃ごみ  

レジ袋 その他プラ  

レジャーシート 埋立ごみ  

レンジ 粗大ごみ  

ろ 

ローソク 可燃ごみ  

ロープ 可燃ごみ  

ローラースケート 埋立ごみ  

わ 

ワイシャツ 衣類  

割れた瓶 埋立ごみ ・割れていても色別できるものはびん類へ。 

ワンカップのびん びん類 ・無色、茶色、その他に分別して出す。 

※掲載されていないごみについては、お問合せください。（HP にも掲載） 

 

ら 

～ 

わ 
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【農業用資材】 

マルチ、肥料袋、育苗ポット、野菜コンテナ、農薬袋などは回収できません。

農協の指示に従って出しましょう。 

スト ックヤード位 置 図 

【持込みのできるごみ】 

紙類（新聞、雑誌、雑紙等） 

缶類（アルミ缶、スチール缶） 

びん類（無色、茶色、その他） 

ペットボトル 

容器トレー 
（白色トレー、発砲スチロール） 

乾電池 
（ボタン電池は収集不可） 

蛍光灯 
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【お問い合わせ先】 

南牧村役場 産業建設課 

☎０２６７－９６－２２１１ 

令和２年６月発行 


