
品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

な
行

ドッグフードの袋 紙マークあり 紙製容器
徳利（とっくり） 陶器 埋立

トナー容器 プラスチック 容器プラ 家電量販店等にある回収ボックスをご利用
ください

土鍋 陶器 埋立
土瓶 陶器 埋立
ドライバー 金属 金物類
ドライヤー 電化製品 粗大ごみ（有料家電）

ドラム缶 大型ごみ 金物類 河野・中平商店（電話）35-2011 に相談
を

トランク 大型ごみ 粗大ごみ
トランシーバー 電化製品 廃家電 電池は取り除く
トランプ 紙・プラスチック 燃やすごみ

鳥かご
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

取り灰 草木の灰 埋立 焼却灰専用袋で出す
塗料 油 燃やすごみ 新聞紙や古布に染み込ませて燃やすごみ
塗料の容器 缶 金物類 塗料が固まって取れないものは粗大ごみ

ドリンク剤
びん びん類 中をゆすぐ。口元の色で透明・茶色・その

他に分別、金属の輪は外さなくて良い
ふた アルミ缶・金物類 手で曲げられるものはアルミ缶

トレー（盆）
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類
ガラス 埋立

トレイ（食料品用） プラスチック 容器プラ
刺身や惣菜用発泡スチロールは容器プラ。
できるだけ店頭回収へ（納豆容器を除く・
色つきも出せる）

トレーナー 衣類 古布
トレーニング器具 スポーツ用品 粗大ごみ 金属製品は金物類
ドレッサー 大型ごみ 粗大ごみ 鏡が付いた化粧箪笥（けしょうだんす）

ドレッシングの容器
金属 アルミ缶・金物類 手で曲げられるものはアルミ缶
びん びん類

中をゆすぐ
プラスチック 容器プラ

トロフィー 複合品 金物類・燃やすごみ 金属は取り除き、プラスチックは燃やすご
み

トンカチ 金属 金物類

トング（料理取分け専用
調理器具）

金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 金属バネは取り除く

どんぶり 陶器 埋立
な

ナイフ 金属 金物類 刃は紙や布などで巻く

ナイロン製衣類

ウィンドブレーカー 燃やすごみ
合羽（カッパ） 燃やすごみ
スキーウエア 古布
水着 古布



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

な
行

ナイロン製衣料 ストッキング 古布

ナイロン袋 プラマークあり 容器プラ 汚れていれば洗う。プラマークがなければ
燃やすごみ

ナイロン容器 プラマークあり 容器プラ 汚れていれば洗う。プラマークがなければ
燃やすごみ

苗用ポット 営農用以外 容器プラ
苗木等販売用の軟プラスチック製鉢。泥や
土を落とし洗って出す。営農用は収集しな
い

長靴 靴 燃やすごみ
長座布団 座布団 粗大ごみ（布団類）
流し台 大型ごみ 粗大ごみ 業者引取りが原則
鉈（なた） 金属 金物類 刃は紙や布などで巻く
夏掛け布団 布団 粗大ごみ（布団類）
捺染紙（なっせんし） 昇華転写紙 燃やすごみ 布地にアイロンプリントする転写紙のこと

納豆の容器
紙 紙製容器

プラスチック 容器プラ フィルム・容器を洗う。店頭回収には出せ
ない

ナプキン 生理用 燃やすごみ ビニールの包装袋は容器プラ

ナフキン（ランチマット）
布 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ
プラスチック 燃やすごみ

名札 プラスチック 燃やすごみ

鍋
金属・ホーロー 金物類
ガラス（耐熱） 埋立
土鍋 埋立

鍋敷き

いぐさ・木・竹・布 燃やすごみ 金属は取り除く
金属 金物類
コルク
プラスチック 燃やすごみ

鍋つかみ
布 古布
プラスチック 燃やすごみ

生ごみ 燃やすごみ

水切りを充分に行い新聞紙などで包む。村
では生ごみ処理機の購入費を助成していま
す。
問合せ 環境課（電話）35-9057

生ごみ処理機 電化 廃家電
鉛 釣り用品など 金物類 鉛は毒性があるため川の中に捨てないこと

波トタン（波板）
金属 金物類 専用袋に入らないものは河野・中平商店（電

話）35-2011 に相談を
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

縄（なわ） 麻・藁（わら）
ナイロン 燃やすごみ

縄跳び 麻・ナイロン 燃やすごみ 金属は取り除く
に

ニカド電池・ニッケル水
素電池 充電式電池 リサイクルボックス

役場・購入店の窓口に設置してあるリサイ
クルボックスへ入れる。端子にテープを
張って絶縁する

肉たたき 金属 金物類
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な
行

ニスの容器

缶 金物類
びん 埋立
刷毛

（木製・金属なし） 燃やすごみ 金属は取り除く

プラマークあり 容器プラ
二段ベッド 大型ごみ 粗大ごみ リサイクル店を利用しましょう

荷造り用テープ

紙テープ 燃やすごみ
芯は雑紙ガムテープ 燃やすごみ

ビニールテープ 燃やすごみ
PP バンド 燃やすごみ

乳酸菌飲料アルミぶた プラマークあり 容器プラ プラマークがないのは埋立

入浴剤の容器
紙箱 紙製容器 計量スプーンは燃やすごみ
プラスチック 容器プラ 中をゆすぎ、ふた・ポンプは容器プラ

庭木 燃やすごみ 庭などで焼却可能。近所迷惑にならないよ
う注意

人形

プラスチック・紙
木・竹・布 燃やすごみ

面倒でも材質ごとに分別する。人形供養を
される方は取扱店へ相談を金属 金物類

土・陶器 埋立

人形のケース
ガラス 埋立
木枠・プラスチック 燃やすごみ

人形の中身
スポンジ 燃やすごみ
発泡スチロール 燃やすごみ
綿・毛糸 燃やすごみ

ぬ
ぬいぐるみ 布・プラスチック 燃やすごみ
縫い針 金属 金物類 事故防止のため空き缶などに入れる
ぬか床 生ごみ 燃やすごみ 新聞紙などに包む
布 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ

塗り薬の容器
金属製チューブ 埋立
プラスチック 容器プラ チューブ中を洗う。ふたも容器プラ
びん びん類 中をゆすぐ

ね
ネームプレート プラスチック 燃やすごみ

ネオボール 電球型蛍光管 有害ごみ 蛍光管の中には有害な水銀が含まれている
ので埋立には出さない

ネガ（写真） プラスチック 燃やすごみ
ネクタイ 布 古布
ネクタイピン 金属 金物類

ねじ
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

熱さまシート
紙袋・紙箱 紙製容器
シート 燃やすごみ
透明フィルム 容器プラ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

な
行

ネット

果物・野菜用 容器プラ 発泡スチロール製も容器プラ
ごみ取り用（紙・プ
ラ製） 燃やすごみ

その他 収集しない

営農用は収集しない。事業活動で生じた農
業用プラスチック廃材はすべて産業廃棄物
です。JA の農業用廃プラスチック回収ま
たは産業廃棄物処理業者に相談を

寝袋 プラスチック 燃やすごみ

値札
紙・プラスチック 燃やすごみ
紙マークあり 紙製容器 値札の端に があるもの

練りわさび・からし容器
缶 金物
外箱 紙製容器
プラスチック 容器プラ チューブは中を洗う。ふたも容器プラ

粘土
埋立

紙粘土・小麦粘土 燃やすごみ
の

農機具・農業用資材 収集しない JA または河野・中平商店
（電話）35-2011 へ相談を

農業用ビニール 産業廃棄物 収集しない

JA の農業用廃プラスチック回収または産
業廃棄物処理業者に相談を。事業活動で生
じた農業用プラスチック廃材はすべて産業
廃棄物です

農薬のびん・袋 危険物 収集しない JA に相談を

ノート
紙 雑紙 バインダー式は金属は取り除く
プラ製カバー 燃やすごみ

ノートパソコン 電化製品 収集しない
販売店・各メーカーのリサイクル窓口へ問
合せを。メーカーから郵送された「エコゆ
うパック伝票」を貼付して郵送する

のこぎり 金属 金物類 事故防止のため刃に紙や布を巻いて出す。
柄はできるだけ外す

のし紙 紙マークあり 紙製容器

のし袋 紙マークあり 紙製容器 紙の端に がある。マークがなければ雑
紙

飲み薬の容器

缶 アルミ缶・金物類 はアルミ缶、 は金物類

銀色プラスチック 容器プラ あり。錠剤の容器包装、銀色のプラス
チックも容器プラ

びん びん類 中を洗う。金属のふたは材質によりアルミ
缶・金物類

プラスチック 容器プラ 中を洗う。チューブは中を洗う。ふたも容
器プラ

海苔の容器
缶 金物類
びん びん類 中を洗う。金属ぶたは金物類
プラスチック 容器プラ ふたも容器プラ、乾燥剤は燃やすごみ

糊（のり）容器 プラスチック 容器プラ チューブは中を洗う
のれん 布 古布 布以外は材質により分別

は
ハーモニカ 金属 金物類




