
品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

カーテン 紙の日（衣類等） 金具等は取り外してください。

カーテンレール 粗大ごみ

カーナビ 高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

カーペット 粗大ごみ
50ｃｍ四方以下のものは金物の日（埋立てごみ） に
出してください。

カーボン紙 燃料ごみ
複写に使用するカーボン部分は、燃料ごみ。
（写す側の紙は、種類に応じて分別して出してください）

カー用品（ルーフキャリ
ア他外装品）

粗大ごみ　または　材質
に応じた分別

・誰でも取り外しできるものは、収集可。
※車体を構成する部品類は不可。（販売店等へ相談）
→判断しにくいものは、役場へご相談ください。

カー用品（カーオーディ
オ、アクセサリー他内装
品）

粗大ごみ　または　材質
に応じた分別

・取り扱いは、上記と同様。
（例：車載テレビ、カーステレオ、座席マット等）
◎車載テレビは、リサイクル券が必要な場合があります。

貝殻 ビンの日（埋立てごみ）
煮沸後乾燥させるなど、なるべく綺麗な状態にして
出してください。

家屋の解体材 収集不可
産業廃棄物
※災害で出たものについては、現状を確認して
受け入れを判断します。

買い物袋（布製） 紙の日（衣類等） レジ袋は資源プラスチックへ

鏡 ビンの日（埋立てごみ）
４５リットルのごみ袋に入れて、口が縛れない大型のものは
粗大ごみに出してください。

額縁 ビンの日（埋立てごみ）
４５リットルのごみ袋に入れて、口が縛れない大型のものは
粗大ごみに出してください。

傘 金物の日（埋立てごみ）
４５リットルのごみ袋に入れて、口が縛れない大型のものは
粗大ごみに出してください。

菓子缶 金物の日
ワレモノをごみとして出すときに容器としてご利用できます。
その際は「ワレモノ」等と表記のうえビンの日に出してください。

菓子袋 資源プラスチック 匂い、汚れが取れないものは燃料ごみへ。

菓子箱 紙の日 ダンボールと一緒に出してください。

加湿器 金物の日（埋立てごみ）
大型のものは粗大ごみに出してください。
※業務用の大型のもの、事業所等のものは収集不可。

ガス警報機 金物の日（埋立てごみ）

ガスコンロ 粗大ごみ 電池は外して小袋に入れてください。

ガス炊飯器 粗大ごみ

ガスストーブ 粗大ごみ

ガス鉄砲
（農業用の鳥獣よけ）

収集不可
産業廃棄物
内部の火薬や、点火物（発火用電池など）を取り除けば、
前田商店で引き取り可能。

ガスボンベ 収集不可 購入店にご相談ください。

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

ガスボンベ（カセット用） 金物の日（埋立てごみ） 使い切った後、穴を開けて出してください。

ガス湯沸し機（台所用） 粗大ごみ
※事業所等のものは産廃につき収集不可。
業者が取り替えた場合は、業者に処分を依頼してください。

ガスレンジ 粗大ごみ
発火装置のあるものは、４５リットルごみ袋に入るものでも
粗大ごみで収集。（発火装置のないもので、
４５リットルごみ袋に入るものは、金物の日へ）

カセットコンロ 金物の日（埋立てごみ） 電池は外して小袋に入れてください。

カセットテープ 金物の日（埋立てごみ）
ケースも同様。
ジャケット紙等は紙資源へ。

カセットデッキ 粗大ごみ
４５リットルのごみ袋に入れて、口が縛れる場合は、
金物の日でも可。

カセットボンベ 金物の日（埋立てごみ） 使い切った後、穴を開けて出してください。

ガソリンタンク
（金属製の携行缶）

粗大ごみ
※事業所等のものは収集不可。
４５リットルのごみ袋に入れて、口が縛れる場合は、
金物の日でも可。必ず中身は抜いてください。

カップラーメンの容器
プラスチック製

資源プラスチック
外包装の透明ビニール、プラスチック製容器で
汚れ・匂いのないもの。
匂い・汚れが取れないものは燃料ごみ。

カップラーメンの容器
紙製

紙の日
外包装の透明ビニールは資源プラスチック。
匂い・汚れが取れないものは燃料ごみ。

カップ類
（プリンの容器など）

資源プラスチック
プラスチック製で、汚れ、匂いのないもの。
紙製のものは、紙の日。
匂い・汚れが取れないものは燃料ごみ。

かつら 燃料ごみ
金属部分は取り外して埋立てごみ（金物・プラスチック）に
出してください。

家庭用ゲーム機
（携帯型含む）

高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

カニの甲羅 燃料ごみ 乾かすなどして水分をなるべく無くしてから、出してください。

かばん 金物の日（埋立てごみ）
チャック等、金属部分の無いものは
燃料ごみに出してください。

釜 金物の日（埋立てごみ） ４５ℓ袋に入らない大きなものは、粗大ごみへ。

紙おむつ 燃料ごみ
汚物は取り除いてから出してください。
施設・事業所等のものは収集不可。

紙箱 紙の日 ダンボールと一緒に出してください。

紙袋 紙の日
雑誌と一緒に出してください。
ビニールのひもは燃料ごみに、金属のリングは
金物の日（埋立てごみ）に出してください。

紙コップ 紙の日
洗って乾かしてから出してください。
汚れたものは燃料ごみに出してください。

かみそり 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護する、または金属容器に入れて｢刃物｣と
書いて出してください。

かめ（水がめ） 粗大ごみ ４５リットルごみ袋に入るものは、ビンの日に出してください。

カメラ 金物の日（埋立てごみ）
デジタルカメラは高品位小型家電として
年１回持込み収集あり。金物の日に出す場合、
リチウムイオン電池は外して絶縁のうえ家電量販店等へ。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

蚊帳（かや） 金物の日（埋立てごみ）

カラオケ機 粗大ごみ

カラオケ
（テープ）

金物の日（埋立てごみ）

カラオケ
（８トラ）

金物の日（埋立てごみ）

ガラス ビンの日（埋立てごみ）

割れたものは、先端を保護して袋が破れないよう
何重か袋を重ね入れして出してください。
→窓ガラスやサッシ付きのものは粗大ごみへ。
※業務で取り外したものは不可（業者で処分）。

ガラスコップ
（グラス）

ビンの日（埋立てごみ）

ガラス屑 ビンの日（埋立てごみ）
細かく割れたものは、フタ付きのビンや金属容器に入れて
「ワレモノ」と表示してから出してください。

カラーボックス 粗大ごみ

皮製品 燃料ごみ
長いものは５０ｃｍ程度に切って出してください。
金属部分は取り外して金物の日（埋立てごみ）に
出してください。

瓦 収集不可
処理業者（前田商店［熊野市有馬町］
☎０５９７－８９－２５４４）で回収可能。

感圧紙（複写紙） 燃料ごみ
複写機能のある青みがかった用紙部分は、燃料ごみへ。
複写機能のない部分は、紙資源へ。

換気扇 金物の日（埋立てごみ）
４５ℓのごみ袋に入らないものは
粗大ごみに出してください。

缶切り 金物の日（埋立てごみ）

乾燥剤 金物の日（埋立てごみ）

缶詰缶 金物の日（資源） 洗って種類ごとに分けて、出してください。

乾電池 金物の日（埋立てごみ）
小袋に入れて出してください。
ボタン電池・携帯電話等のリチウムイオン電池は絶縁して
販売店の回収ボックスへ入れてください。

管理機
（小型耕運機類）

収集不可 産業廃棄物

木板（コンパネ、純木材
製の大きなもの）

粗大ごみ
軽トラックの荷台に積み込めるくらいの大きさのもので、
厚みのないもの（２ｃｍ程度）のものならＯＫ。
※仕事で出た建材は不可。

キーホルダー 金物の日（埋立てごみ）

キーボード（音楽用） 金物の日（埋立てごみ）
４５ℓのごみ袋に入らないものは粗大ごみに
出してください。

キーボード（パソコン
用）

高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

木くず
（庭木の剪定枝を除く）

燃料ごみ
長さ ５０ｃｍ　太さ ３ｃｍまで。
それ以上は粗大ごみに出しください。
建築廃材は処理業者へ。仕事で出たものは不可。

脚立 粗大ごみ

杵 粗大ごみ

キッチンワゴン 粗大ごみ
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

キャップ
（金属製）

金物の日（埋立てごみ）

キャップ
（プラスチック製）

資源プラスチック
ハサミで切れないものは金物の日（埋立てごみ）へ。
ペットボトルのキャップは小袋に入れてビンの日に出す。

キャリーケース（携帯電
話・デジカメ等用）

金物の日（埋立てごみ）

急須
（陶磁器製）

ビンの日（埋立てごみ） 洗って出してください。

急須
（金属製）

金物の日（資源） 洗って出してください。

吸入器 粗大ごみ
家庭での介護用で小型・簡易のものは収集可。
（大型、専門的な処理が必要なものは、
販売店等へ問い合わせください。）

牛乳パック 紙の日

洗って乾かしてから切り開いて出してください。
ストローで飲む小型のものは、ストロー袋とストローを
取り除いて雑誌・その他の紙として出してください。
（ストロー袋・ストローは資源プラへ）

鏡台
（ドレッサー）

粗大ごみ

漁網 燃料ごみ

※業務用は収集不可。
・ビニール製のものは、５０ｃｍ四方に切って出す。
◎金属製のものや、重りなどのついた長いもの・大きなもの
は、ひもでしばる等してまとめて、粗大ごみへ出す。

きり 金物の日（埋立てごみ）
先端を保護する、または金属容器に入れて
｢刃物｣と書いて出してください。

金庫
（手さげ式）

金物の日（埋立てごみ）
中身が入っていないことを
確認して出してください。

金庫
（大型）

粗大ごみ
中身が入っていないことを確認して出してください。
コンクリート入りのものは処理業者へ。

空気入れ
（自転車等用）

金物の日（埋立てごみ）

空気入れ
（簡易プール用）

金物の日（埋立てごみ）

クーラーボックス 粗大ごみ 小型のものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

釘
（くぎ）

金物の日（埋立てごみ） 金属容器に入れて「くぎ」と書いて出してください。

釘抜き
（くぎぬき）

金物の日（埋立てごみ）

草（農地のものを除く） 草木類

農地を持っている人は農業関係の草と一緒に
農地で処理してください。
農地を持っていない人はなるべく乾燥させて、
土をよく落として出してください。

草刈鎌 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護してまたは金属容器に
入れて｢刃物｣と明記して出してください。

草刈機（家庭用） 粗大ごみ
手持ち・肩掛け式のものに限る。
大型・自走式のものは処理業者等に問い合わせください。

草刈機（仕事［農業］用） 収集不可 ※購入店や処理業者に問い合わせください。

串
（木・竹）

燃料ごみ 先端を保護して出してください。

串
（金属製）

金物の日（埋立てごみ） 先端を保護して出してください。

櫛（くし）
（木製・プラスチック製）

燃料ごみ

櫛（くし）
（金属製）

金物の日（埋立てごみ）
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

口紅ケース 金物の日（埋立てごみ）

靴 燃料ごみ
金属部分は取り除いてください。取れない場合は
金物の日（埋立てごみ）に出してください。

くつ下 燃料ごみ

クッション 燃料ごみ
綿入りのものは晴れた日に出してください。
ビーズクッションは金物の日（埋立てごみ）に出してください。

クリスタルガラス ビンの日（埋立てごみ）

車（車体及び車体の構
成部品）

収集不可 ※販売店等にご相談ください。

車椅子 粗大ごみ 電動のものは、販売店へ引き取り相談をしてください。

クレゾール剤容器
（水害等での家屋消毒
薬の容器）

金物の日（埋立てごみ） ※仕事用のものは不可。

クレパス 燃料ごみ

クレヨン 燃料ごみ

グローランプ ビンの日（埋立てごみ）

グローブ 燃料ごみ

軍手 燃料ごみ

くん煙殺虫剤
（バルサン　など）

金物の日（埋立てごみ）

蛍光灯 ビンの日（埋立てごみ）
割れないように、製品を包んでいた紙のケースか
透明袋に入れて出してください。

携帯音楽プレーヤー・
映像プレーヤー

高品位小型家電
希少金属を含む、家庭で不要となった小型家電の回収を、
年度内に１回実施します。
収集日等は広報などでお知らせします。

携帯電話 高品位小型家電

購入店でも処理できます。
できるだけ購入店へ持ち込んでください。
また、希少金属を含む家庭で不要となった小型家電の回収
を、
年度内に１回実施します。
収集日等は広報などでお知らせします。

毛糸 燃料ごみ 50ｃｍ以内に切って出してください。

計量器 金物の日（埋立てごみ） 仕事用のものは収集不可。

ゲーム機
（家庭用の小型のもの）

高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

ゲームソフト 金物の日（埋立てごみ）

毛皮製品 金物の日（埋立てごみ）

消しゴム 燃料ごみ

化粧品容器
（スプレー・ムース缶）

金物の日（埋立てごみ） 使い切った後、穴を開けて出してください。

化粧品容器
（ビン・陶器）

ビンの日（資源） 乳白色の容器は、ビンの日（埋立てごみ）となります。

化粧品容器
（プラスチック）

金物の日（埋立てごみ）
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

下駄 燃料ごみ
金属部分は取り除いて金物の日（埋立てごみ）
に出してください。

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 金物の日（埋立てごみ）

玄関マット
(屋内用)

金物の日（埋立てごみ）

玄関泥落としマット 金物の日（埋立てごみ）

健康器具
（家庭用）

粗大ごみ

剣道防具類 金物の日（埋立てごみ）

原動機付き自転車 収集不可 ※購入店にご相談ください。

研磨機
（グラインダー）

粗大ごみ ※仕事用のものは収集不可。

耕運機 収集不可 産業廃棄物

耕運機のツメ
（着脱式）

粗大ごみ
自家消費用途のものに限り、横５０ｃｍ×縦３０ｃｍ位の
ものであれば収集可。※仕事用のものは収集不可。

コード 金物の日（埋立てごみ）

こたつ 粗大ごみ

古農具（足ふみ式
もみすり機など）

粗大ごみ 現在使用されていない、家庭用のものに限ります。

コピー機
（家庭用のみ）

粗大ごみ ※仕事用のものは収集不可。

粉挽き機 粗大ごみ
家庭用（コーヒー豆・みそ豆挽き用など）に限ります。
※業務用は収集不可。

ゴムホース 燃料ごみ
５０ｃｍ程度に切断してください。
長いものは粗大ごみでも可。
※仕事用のものは収集不可。

ゴムマット 金物の日（埋立てごみ）

ゴムマット大（軽トラック
などの荷台敷物用）

粗大ごみ ※仕事用のものは収集不可。

ゴム手袋 燃料ごみ

ゴム製品 燃料ごみ

米びつ 粗大ごみ ※仕事用のものは収集不可。

米袋（紙製） 紙の日 ビニールのものは資源プラスチックに出してください。

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 金物の日（埋立てごみ）

コンクリートブロック 収集不可 産業廃棄物
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（か行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

コンタクトレンズ 燃料ごみ

コンテナ
(家庭用)

粗大ごみ
朽ちてボロボロのものは小割して燃料ごみでも可。
 （５個までは家庭用とみなします）

コンテナ
(農業用)

収集不可 産業廃棄物

コンバイン 収集不可 産業廃棄物

コンパクト
（鏡付）

金物の日（埋立てごみ）

コンパネ 粗大ごみ ※業務用のものは収集不可。
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