
品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）
ＬＰＧボンベ類 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
MD ケース含む 燃やせないごみ
ＣＤ 〃 燃やせないごみ
ＤＶＤ 〃 燃やせないごみ
アイスノン 燃やせるごみ

アイロン
金属製、プラスチッ
ク製

小型家電・燃やせないごみ 電源コードを切る

アイロン台 燃やせないごみ
網入りガラス 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ

網の部分 燃やせるごみ
枠の部分 粗大ごみ 50cm以内に切れば燃やせないごみ

アルバム 燃やせるごみ 金属等の固い素材が入ってるものは燃やせないごみへ
アルミ製品 容器、アルミ箔など 燃やせるごみ 調味料小袋・レトルト食品等　中身を使い切る
アンテナ 小型家電・燃やせないごみ
石 町では処理できないごみ 専門業者（石屋など）に相談してください。

紙製 燃やせるごみ
プラスチック製 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ
金属製、プラスチッ
ク製

粗大ごみ 分解して、50cm以内になるものは燃やせないごみへ

木製 粗大ごみ 分解して、50cm以内になるものは束ねて燃やせるごみへ

板ガラス 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ

一輪車
金属製、プラスチッ
ク製

粗大ごみ 分解して、50cm以内になるものは燃やせないごみへ

一升びん 空きびん生きビン 資源ごみ　空きびん 蓋や栓を取って中を洗浄し、回収容器へ直接入れる
医療系廃棄物 町では処理できないごみ 在宅医療廃棄物は医療機関へ相談してください。
衣類（古着） 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）
入れ歯 燃やせるごみ 衛生的処理のため

プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ

インクカートリッジ 燃やせないごみ できるだけ店頭の回収ボックスへ
インクリボン 燃やせるごみ

アルミ加工なし 資源ごみ　古紙 開いて洗い、乾燥させて、白い紙ひもで縛る
アルミ加工あり 燃やせるごみ

ウィンドブレーカー 燃やせるごみ

ウインドファン（冷房・暖房あり） 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入のうえ、指定引取業者へ搬入

ウインドファン（冷房・暖房なし） 粗大ごみ
ウエットスーツ 燃やせるごみ 50㎝以内の大きさに束ね、函南町指定ごみ袋に入れる

植木の枝葉 燃やせるごみ
５０cm以内の長さに切り、束ね、乾燥させる
葉は指定袋に入れる

プラスチック製 燃やせないごみ
素焼き 燃やせないごみ

浮輪 燃やせるごみ
プラスチック製 燃やせるごみ
木製 燃やせるごみ

腕時計 小型家電・燃やせないごみ
羽毛ふとん 燃やせるごみ ５０cm以内の大きさに束ねる
ウレタンマット 粗大ごみ

エアコン 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入のうえ、指定引取業者へ搬入

映写用フィルム 燃やせるごみ 破砕機故障防止のため
エレクトーン 粗大ごみ まず、取扱店に依頼してください
延長コード・電気コード 燃やせないごみ
オアシス（生花用スポンジ） 燃やせるごみ
オイルヒーター 粗大ごみ 残ったオイルは布等に染み込ませて燃やせるごみへ
オートバイ 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
オーブントースター 小型家電・燃やせないごみ
オーブンレンジ 小型家電・燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ
おしゃぶり 燃やせるごみ
落葉 燃やせるごみ 指定袋に入れる
おまる 燃やせないごみ 汚れを落とす
おもちゃ　 プラスチック製 燃やせないごみ
オルガン 粗大ごみ まず、取扱店に依頼してください
オルゴール 燃やせないごみ
懐中電灯 小型家電・燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせるごみ

紙製 燃やせるごみ
布製 古布回収ボックス

え
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カップラーメンの容器
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●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

ビニール製 燃やせるごみ
金具は燃やせないごみへ。汚れがひどい場合は、50cm
以内の大きさに束ねて燃やせるごみへ。

金属製　 粗大ごみ 50cm以内に切れば燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ 50cm以内に切って束ねる
プラスチック製 粗大ごみ 50cm以内に切れば燃やせないごみ

カーボン紙 燃やせるごみ
貝殻 燃やせるごみ
替刃 燃やせないごみ
鏡 燃やせないごみ

金属製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ ガラス部分は燃やせないごみへ

木製 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみ

木製以外 粗大ごみ
傘骨 燃やせないごみ 大きさが50㎝以上でも燃やせないごみ

ビニール製 燃やせるごみ
布製 燃やせるごみ

加湿機 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ
紙製 資源ごみ  古紙 本・雑誌類と一緒に白い紙ひもで縛る
金属製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ

ガスコンロ 家庭用 粗大ごみ 業務用は取扱店に依頼してください
カセットテープ 燃やせるごみ 破砕機故障防止のため
カッパ（合羽） 燃やせるごみ
かつら・髪の毛 燃やせるごみ
かなづち 燃やせないごみ

かばん・バッグ 革製・布製 燃やせるごみ 金具は取り外し、燃やせないごみへ
花瓶 燃やせないごみ
紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください。
カミソリ 燃やせないごみ
紙粘土 燃やせないごみ

紙類（資源にならないもの） 燃やせるごみ
片側にビニールやアルミ、カーボンが貼ってあるもの、感
熱紙、汚れた紙

カメラ 小型家電・燃やせないごみ インスタントカメラは取扱店へ
ガラス食器 燃やせないごみ
ガラス 強化ガラス含む 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ

革製品
ベルト、靴、手袋、
財布など

燃やせるごみ

乾燥機 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入の上指定引取業者へ搬入

プラスチック製 燃やせないごみ
その他 燃やせるごみ

乾電池　　乾電池 資源ごみ 　電球蛍光灯等 マンガン電池・アルカリ電池

缶類（資源ごみとなるもの）

　アルミ缶、スチー
ル缶、カセットボン
ベ、缶詰の缶
　（直径９ｃｍ、高さ
15cm以内）

資源ごみ　空きかん

中身を使い切り、軽くゆすぐ。中身が残っているときは、
液状のものは布等に染み込ませ、固形のものは裏を金
づち等で叩いて出し、燃やせるごみへ
カセットボンベは必ず中身を使い切り穴をあける。
切り離された缶のふたは燃やせないごみへ

缶類（燃やせないごみとなる
もの）

菓子缶、ミルク缶、
一斗缶など

燃やせないごみ 直径９ｃｍ,高さ15cmを超える缶

缶類　スプレー缶（アルミ） アルミ製 燃やせないごみ 必ず中身を使い切り穴をあけ、ノズルとる

アルミ製

縦30㎝以内

アルミ製

縦30㎝以上
木（枝・幹・根） 燃やせるごみ 長さ50ｃｍ以内、太さ10ｃｍ以内に切って乾燥させ束ね
脚立 アルミ製 粗大ごみ 一辺が50cm以内のものは燃やせないごみへ

プラスチック製 燃やせるごみ

金属製 燃やせないごみ
くぎ、クリップ 燃やせないごみ
草 燃やせるごみ 土をよく落とし、指定袋に入れる
くし・ブラシ 燃やせるごみ 衛生的処理のため

プラスチック製 燃やせるごみ

乾燥剤　　

缶類　スプレー缶（アルミ製
以外）

く

薬の包装パック

か

カーテン

カーテンレール　

額縁

家具類　　

傘布

菓子箱

き

キャップ （ふた）

燃やせないごみ
缶の大きさが縦30ｃｍ以上の場合
必ず中身を使い切り穴をあけ、ノズルとる

加熱式タバコ 資源ごみ 　電球蛍光灯等
収集車の火災防止のため。
分別のため、水銀式体温計と同じ箱に入れてください。

資源ごみ 空きかん
缶の大きさが縦30ｃｍ以内の場合
必ず中身を使い切り穴をあけ、ノズルとる
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

アルミ製 燃やせるごみ

紙製 燃やせるごみ
口紅のケース 燃やせないごみ 中身を使い切る
くつ（靴） 燃やせるごみ
クッキングペーパー 燃やせるごみ
くつ下 燃やせるごみ
クッション 燃やせるごみ
クレヨン 燃やせるごみ
グローランプ 燃やせないごみ
軍手 燃やせるごみ
ケーブル類 小型家電・燃やせないごみ

蛍光管・蛍光灯 資源ごみ 　電球蛍光灯等
割れた物も回収しますが、出来るだけ割らずに購入時の
箱等に入れて出してください。

携帯電話 小型家電・燃やせないごみ なるべく取扱店へ引き取ってもらってください
毛糸玉 燃やせるごみ

金属製 燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせないごみ

消しゴム 燃やせるごみ
化粧びん 燃やせないごみ 中身を使いきる
化粧品のチューブ 燃やせるごみ 中身を使いきる
けんざん（剣山） 燃やせないごみ
工具類　金属製 燃やせないごみ
ゴーグル 燃やせないごみ
コーヒーメーカー 小型家電・燃やせないごみ

ビニール製 燃やせるごみ 50cm以内に切り、丸めてひもで縛る
い草製 燃やせるごみ 50cm以内に切り、丸めてひもで縛る

木製 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさにまとめた場合は燃
やせるごみ

プラスチック製 粗大ごみ

金属製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ

陶磁器・ガラス製 燃やせないごみ

紙製 燃やせるごみ
ゴムひも 布製 燃やせるごみ
ゴムマット 燃やせるごみ
ゴルフのクラブ 粗大ごみ
コンクリートブロック 町では処理できないごみ 取扱店に相談してください。
コンタクトレンズ 燃やせるごみ
コンパクト　 燃やせないごみ

コンポスト（生ごみ処理機） 燃やせないごみ
一辺が50cmを超える物は粗大ごみ
中身を空にして出す

古布 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）
雑誌（本） 資源ごみ　古紙 白い紙ひもで縛る
サーフボード 粗大ごみ

木製 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみ

木製以外 粗大ごみ
サインペン 燃やせないごみ
サマーベッド（パイプ式） 粗大ごみ
サングラス 燃やせないごみ
サンダル  合成樹脂製・革製 燃やせるごみ
残飯 燃やせるごみ 水分を十分に切る
三輪車 金属製 粗大ごみ 分解して、50cm以内になるものは燃やせないごみへ
三輪車 プラスチック製 粗大ごみ 分解して、50cm以内になるものは燃やせないごみへ
新聞紙＋折込チラシ 資源ごみ　古紙 白い紙ひもで縛る
シーツ 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）
磁気カード 燃やせるごみ
七輪 燃やせないごみ
湿気とりの容器 燃やせないごみ 中身については取扱説明に従ってください
湿布薬 燃やせるごみ
自転車 粗大ごみ 防犯登録を抹消してから捨ててください。
自動車部品 町では処理できないごみ 販売店に相談してください。
写真 燃やせるごみ
シャンプー・リンスの容器 燃やせるごみ 中身を使いきる
ジュータン（絨毯） 粗大ごみ たたんで50cm以内になるものは燃やせるごみへ

し

く
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

消火器 町では処理できないごみ

特定窓口へ依頼するか、指定引取所へ持ち込むか、郵
送する。町内特定窓口：㈲タカギ防災設備　979-1361
指定引取所：㈱エコネコル　ギロチン工場　054-458-
5800　＊郵送の場合は事前に郵便局へ連絡してください
0120-822-306

除湿機 燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ

照明器具  プラスチック製 小型家電・燃やせないごみ 一辺が50cmを超える物は粗大ごみ

食品チューブ
ケチャップ、マヨ
ネーズなど

燃やせるごみ 中身を使いきる

金属製 燃やせないごみ
陶磁器・ガラス製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ やわらかいプラスチック（弁当トレイ等）は燃やせるごみ
紙製 燃やせるごみ

人工芝 燃やせるごみ 50cm以内の大きさに束ねる
水槽 ガラス・アクリル製 燃やせないごみ 業務用は取扱店に依頼してください

金属製 小型家電・燃やせないごみ
プラスチック製 小型家電・燃やせないごみ

スキー板 粗大ごみ
スキー靴 燃やせないごみ

通常 燃やせないごみ
竹製 燃やせるごみ 50cm以内に切り、丸めてひもで縛る
プラスチック製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ
金属製 燃やせないごみ

ステレオのスピーカー 小型家電・燃やせないごみ

ストーブ 燃やせないごみ
逆さにして燃料を空に。一辺が50cmを超える物は粗大ご
み

ストッキング 燃やせるごみ
砂 町では処理できないごみ 町での回収はできません。
スプリング入りマットレス 粗大ごみ
スポンジ 燃やせるごみ
生理用品 燃やせるごみ
セーター 燃やせるごみ
石油ファンヒーター 燃やせないごみ 逆さにして燃料を空にする
石油ストーブの替え芯 燃やせるごみ
石鹸（固形） 燃やせるごみ
石膏ボード 町では処理できないごみ 取扱店に相談してください。
背広 燃やせるごみ 下取りする店もあります
セメント 町では処理できないごみ 取扱店に相談してください。
扇子 燃やせるごみ

洗濯機 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入の上指定引取業者へ搬入

洗濯ばさみ 燃やせないごみ

剪定枝 燃やせるごみ 枝は５０ｃｍ以内、太さ10cmに割って束ね、乾燥させる

扇風機 小型家電・燃やせないごみ
洗面器  プラスチック製 燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせないごみ
紙製 燃やせるごみ
布製 燃やせるごみ

掃除機 小型家電・燃やせないごみ
掃除機の紙パック 燃やせるごみ
ソファー 粗大ごみ
ソファーベット 粗大ごみ
そり  プラスチック製 燃やせないごみ
そろばん  木製 燃やせるごみ

水銀以外 小型家電・燃やせないごみ
水銀計 資源ごみ 　電球蛍光灯等 ケースごと出してください

耐火金庫（家庭用） 町では処理できないごみ
取扱店に依頼してください　手提金庫は燃やせないごみ
へ

体重計 燃やせないごみ
タイヤ（車・バイク） 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
タイヤ（自転車） 燃やせないごみ
タオル 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）
竹串 燃やせるごみ 危険防止のため紙に包む
卓上用カセットボンベ 資源ごみ　空きかん スプレー缶は必ず中身を使い切り穴をあける

たたみ 粗大ごみ
まずは取扱店に依頼してください
粗大ごみとして出す場合は長い辺を３等分に切る

脱脂綿 燃やせるごみ
脱臭剤 燃やせるごみ プラスチック製容器は燃やせないごみへ

せ

そ
造花

体温計　た

し

食器

す

炊飯器

すずり

スタンプ

ここに数式を入力します。
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

たばこの吸殻 燃やせるごみ
食べ物くず 燃やせるごみ 水気をよく切る
卵の殻 燃やせるごみ

紙製 燃やせるごみ
プラスチック製 燃やせるごみ

タワシ 燃やせるごみ

タンス 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみへ

炭酸水カートリッジ 燃やせないごみ なるべくメーカー、販売店に返却して下さい。
断熱材 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください。
段ボール 資源ごみ　古紙 白い紙ひもで縛る
地球儀  プラスチック製 燃やせないごみ
チャイルドシート 粗大ごみ
茶殻 燃やせるごみ 水分をよく切る

チューブ類
調味料用、歯磨き
粉用などのプラス
チック製

燃やせるごみ 中身を使いきり、中間部を切って汚れを拭き取る

チューブ類 アルミ製 燃やせないごみ 中身を使い切る
彫刻刀 燃やせないごみ
調味料の容器
（硬質プラスチックの容器）

燃やせないごみ 中身を使い切り軽くゆすぐ

調味料の容器
（やわらかいプラスチック容

燃やせるごみ
中身を使い切り軽くゆすぐ
　（マヨネーズ、ケチャップチューブ等）

チョーク 燃やせるごみ
使い捨てカイロ 燃やせるごみ
使い捨てひげそり 燃やせないごみ
使い捨てライター類 資源ごみ 　電球蛍光灯等 収集車の火災防止のため使い切ること

木製 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみ

金属製、プラスチッ
ク製

粗大ごみ

つけ毛 燃やせるごみ
漬物石 町では処理できないごみ 漬物石を購入した店舗に問い合わせをしてください
土 町では処理できないごみ 町での回収はできません。

プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ

爪切り                    　 燃やせないごみ
木、竹製 燃やせるごみ 一辺が50cm以内の大きさに束ねる
上記以外 燃やせないごみ

テープ類 ビデオ・カセット・８
ミリなど

燃やせるごみ 破砕機にテープが巻きつくと故障の原因となる

柔らかいプラスチッ
ク製

燃やせるごみ ビデオテープのケース等

硬いプラスチック製 燃やせないごみ カセットテープのケース等

紙製 燃やせるごみ

テレビ 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼してく
ださい。

テレビゲーム本体・ソフト 小型家電・燃やせないごみ
テレホンカード 燃やせるごみ
電気毛布・電気カーペット 小型家電・粗大ごみ 一辺50cm以内の大きさに束ねれた場合は燃やせないご
電球・ランプ 資源ごみ 　電球蛍光灯等
電子ピアノ 小型家電・粗大ごみ
電子レンジ 小型家電・燃やせないごみ 電源コードを切る
電線・電気コード 燃やせないごみ
電卓 小型家電・燃やせないごみ

電池（リチウムコイン電池） 燃やせないごみ
ＣＲまたはＢＲで始まる型番の電池（電極部はセロハン
テープ等で絶縁してください。）

電池（ボタン電池）（ニカド電
池・リチウムイオン電池など
の充電式電池）等

町では処理できないごみ 販売店又は電池回収協力店に出してください

天ぷら廃油 資源ごみ（廃食用油） ペットボトル等に移して出す
天ぷらガード（アルミ製） 燃やせないごみ
電話機 小型家電・燃やせないごみ
テント（キャンプ用含む） 粗大ごみ
トイレブラシ プラスチック製 燃やせるごみ 衛生的処理のため
陶磁器 燃やせないごみ
トースター 小型家電・燃やせないごみ
特殊薬品の容器 毒薬等 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

時計 小型家電・燃やせないごみ
ドライヤー 小型家電・燃やせないごみ

塗料（液状） 町では処理できないごみ
液状では収集しません。少量の場合は、不用な布等に染
み込ませて燃やせるごみへ

缶 燃やせないごみ 中身を布等で拭き取る
スプレー缶 資源ごみ　空き缶 中身を使い切り穴をあける。ノズルはとる
白一色 資源ごみ　発泡トレイ 洗って汚れを落とす
白一色以外 燃やせるごみ

トレーニングマシーン 小型家電・粗大ごみ
トロフィー   プラスチック製 燃やせないごみ
ナイフ類 燃やせないごみ
長靴 燃やせるごみ

ホーロー、鉄、アル
ミ鍋

燃やせないごみ

土鍋 燃やせないごみ
入浴剤 燃やせるごみ

五月人形、ひな人
形などの紙製、木
製、布製

燃やせるごみ

陶器製 燃やせないごみ

人形ケース 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せないごみへ

ぬいぐるみ 燃やせるごみ
ぬい針 燃やせないごみ
布くず 燃やせるごみ
ねこ砂（ペット専用砂） 燃やせるごみ
粘着クリーナー（シート紙） 燃やせるごみ
粘着テープ 燃やせるごみ
粘土 燃やせないごみ
農業用ビニール 町では処理できないごみ 産業廃棄物なので、取扱店に依頼してください
農薬びん 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
のれん 燃やせるごみ
８ミリテープ 燃やせるごみ 破砕機故障防止のため
ハーモニカ 燃やせないごみ
バイク 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
廃材（増改築等で出たもの） 町では処理できないごみ 処分業者等へ依頼してください。
廃油
（灯油・ガソリン・オイル類）

町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください

プラスチック製 燃やせないごみ

文具類の紙製 燃やせるごみ 金具は取り外し、燃やせないごみへ

ハケ 燃やせるごみ プラスチック製は燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ
金属製 燃やせないごみ

ハサミ 燃やせないごみ

パソコン（家庭用） 町では処理できないごみ
購入店、販売店に相談してください。また、リネットジャパ
ン株式会社にても無料回収しています。くわしくは役場の
ＨＰまたは、直接業者へ確認をしてください。

パソコン周辺機器（キーボー 小型家電・燃やせないごみ
パソコン周辺機器（外付け
ハードディスク）

小型家電・燃やせないごみ

パソコン周辺機器（ディスプレ
イ）

町では処理できないごみ
購入店、販売店に相談してください。また、リネットジャパ
ン株式会社にても無料回収しています。くわしくは役場の
ＨＰまたは、直接業者へ確認をしてください。

パチンコ台 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください
バッテリー 町では処理できないごみ 取扱店に依頼してください

白一色食品用トレ
イ

資源ごみ  発泡トレイ 洗って汚れを落とす

白一色トレイ以外 燃やせるごみ

花火 未使用のもの 町では処理できないごみ 発火性の危険物のため（使用後の花火は燃やせるごみ）
パフ（化粧用） 燃やせるごみ
歯ブラシ 燃やせるごみ 衛生的処理のため

プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ
金属製 燃やせないごみ

パンツ　下着 燃やせるごみ

ぬ
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

びん類（空きびん）
中身が飲食できるもの

生きビン・無色・茶・
その他の色

資源ごみ　空きびん
蓋や栓を取って中を洗浄し、種類ごとに分けて回収容器
へ直接入れる（化粧品のびんは燃やせないごみ）

びん類 （飲めないもの） 燃やせないごみ リサイクルできないため　（化粧品のびん等）
びんの蓋（金属） 燃やせないごみ
ピアニカ 燃やせないごみ
ピアノ 町では処理できないごみ 取扱店へ依頼してください
ビー玉 燃やせないごみ

ビールびん 生きビン 資源ごみ　空きびん
蓋や栓を取って中を洗浄し、種類ごとに分けて回収容器
へ直接入れる

ビデオテープ 燃やせるごみ 破砕機故障防止のため
ビデオデッキ 小型家電・燃やせないごみ
ビニール袋 燃やせるごみ
ファックス 小型家電・燃やせないごみ
フィルム（ネガ） 燃やせるごみ

仏壇 粗大ごみ
分解して一辺が50cm以下の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみ

プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ

布団 燃やせるごみ 50cm以内の大きさに束ねる
布団カバー 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（紐で縛る・指定袋に入れる）

フライパン 燃やせないごみ
プランター 燃やせないごみ 土・植木等を取り除く
プリンター 小型家電・燃やせないごみ

ビニール製 燃やせるごみ
布製 燃やせるごみ

ブロック（プラスチック） 燃やせないごみ
フロッピーディスク　・ケース 燃やせないごみ 紙製ケースは燃やせるごみ
風呂マット　プラスチック製 燃やせるごみ 50cm以内の大きさに束ねる

プラスチック製 粗大ごみ
切断して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せないごみ

木製 粗大ごみ
切断して一辺が50cm以内の大きさに束ねた場合は燃や
せるごみ

ヘアーブラシ 燃やせるごみ 衛生的処理のため
ヘアピン　金属製 燃やせないごみ

ペットボトル　ボトル本体
ボトル本体（識別表
示マーク）がついて
いるもの

資源ごみ　ペットボトル

飲料水、酒類、醤油が入っていたものでラベルに識別表
示マーク（PETボトル）がついているもの
キャップを取って中を洗い、ラベルをはがし、つぶさずに
回収容器に入れる

ペットボトル キャップ・ラベル 燃やせるごみ
ベッド類 粗大ごみ
ベビーカー 粗大ごみ
ヘルメット 燃やせないごみ
便座 燃やせないごみ

木竹製 燃やせるごみ 柄は50cm以内に切る
プラスチック製 燃やせないごみ 柄は50cm以内に切る

帽子 燃やせるごみ
金属製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ

包丁 燃やせないごみ
ホース類 燃やせるごみ 50cm以内に切って束ねる
ボールペン 燃やせないごみ
ボール類　（球） 燃やせるごみ
ホチキスの針 燃やせないごみ
ポット 燃やせないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ 50cm以内に切った場合は燃やせないごみへ
ホットカーペットカバー 粗大ごみ 50cm以内に切った場合は燃やせないごみへ
ホットカーラー 燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせないごみ
強化ガラス 燃やせないごみ

ポラロイド写真 燃やせるごみ
ポリタンク 燃やせないごみ 中をカラにする
ポリ袋 燃やせるごみ
保冷剤 燃やせるごみ
保冷マット 燃やせるごみ 50cm以内の大きさに束ねる
本・雑誌 資源ごみ　古紙 白い紙ひもで縛る
マーガリン・バター等の容器 燃やせるごみ 中身を使いきり拭きとる

ボトル本体（識別表
示マーク）がついて
ないもの

ほ ほうき

防虫剤の容器

哺乳ビン
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ペットボトル　ボトル本体 燃やせるごみ
識別表示マーク（PETボトル）がついていないもの、
または汚れが落とせないもの
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品　　　目 分　　類 ごみの出し方（注意事項）

●ごみ分別一覧表（５０音順）函南町

マグネットシート 燃やせないごみ
枕 燃やせるごみ 金属等の固い素材が入ってるものは燃やせないごみへ
マスク　 燃やせるごみ
マッサージチェア 粗大ごみ まず、取扱店に依頼してください
マットレス 粗大ごみ

木製 燃やせるごみ 50cm以内に切って束ねる
木製以外 粗大ごみ 50cm以内に切った場合は、燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ
木製 燃やせるごみ

水切りネット　 燃やせるごみ
ミシン 小型家電・燃やせないごみ

め メガネ・虫メガネ 燃やせないごみ
毛・アクリル 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）
綿 古布回収ボックス 汚れがひどい場合は燃やせるごみ（指定袋に入れる）

モップ 雑きん部分 燃やせるごみ
木製 燃やせるごみ 50cm以内に切断して、束ねる
金属製 粗大ごみ

物干しの台 コンクリート製 粗大ごみ
や やかん 燃やせないごみ

ゆかた 燃やせるごみ
金属製 燃やせないごみ
プラスチック製 燃やせないごみ

ヨーグルト・プリン等の容器 プラスチック製 燃やせるごみ
ヨーグルト・プリン等の容器 紙製 燃やせるごみ
ライター 資源ごみ 　電球蛍光灯等 収集車の火災防止のため使い切る
ラケット　プラスチック製 プラスチック製 燃やせないごみ
ラジオ（ラジオ、ラジカセ等） 小型家電・燃やせないごみ

通常 燃やせるごみ
刃 燃やせないごみ
箱・芯 燃やせるごみ

ランドセル 燃やせるごみ 金具は取り外し、燃やせないごみへ
リール 燃やせないごみ
リモコン 小型家電・燃やせないごみ

る ルーフボックス 粗大ごみ

冷蔵庫
冷暖房機　（エアコン）

町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入の上指定引取業者へ搬入

レジ袋 燃やせるごみ
レジャーシート 燃やせるごみ
レコード盤 燃やせないごみ
レンガ 町では処理できないごみ 販売店へ相談してください。
レンジ敷き（アルミ製） 燃やせないごみ
ローソク 燃やせるごみ
ロープ　プラスチック製 燃やせるごみ
ロープ　麻製 燃やせるごみ
ワープロ 小型家電・燃やせないごみ

ワイン庫（ワインセラー） 町では処理できないごみ
家電リサイクル法対象品です。家電取扱店に依頼する
か、リサイクル券を購入の上指定引取業者へ搬入

輪ゴム 燃やせるごみ

ワックスの缶 燃やせないごみ
中身を使い切る
直径９cm、高さ15cmを超えるもの

ワラ製品 燃やせるごみ
割りばし 燃やせるごみ

粗大ごみ　
縦、横、高さのうち、１辺でも５０㎝を超えるものは、ごみステーションでは回収できません。
函南町ごみ焼却場（974-0223）へ直接搬入してください。

小型家電・古布回収ボックス
①函南町役場②函南町西部コミュニティセンター③函南町農村環境改善センター④函南町ごみ焼却場の4箇所に設置されています。
開庁している時間でしたら、いつでも受け入れができるため、ぜひご利用ください。

古布回収ボックス　　　　　　　　　小型家電回収ボックス
小型家電回収の際の注意事項
※縦31㎝横32㎝奥行50㎝未満の小型家電のみ回収可能です。
※個人情報が含まれている時は、あらかじめ削除しておいてください。
古布回収の際の注意事項
※汚れているものは出せません。
　 洗浄してから、透明の袋に入れて出してください。

※ごみ分別一覧表は、函南町ホームページにも掲載しています。
函南町HP（トップページ）⇒くらし・手続き⇒ごみ・リサイクル⇒ごみの出し方について⇒ごみカレンダー・分別方法一覧ダウンロード
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