
品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

サークル〔ペット用囲い〕 不燃粗大 可燃部分は取り除く。
サーフボード 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

サイクリングマシーン 不燃粗大と可燃※
可燃物と不燃物（1m×1m×2m以下）に分けて出す。※可燃部分がないものは小型家電リ
サイクル対象品

座椅子 可燃と不燃 可燃物と不燃物に分けて出す。金具は取り除いて不燃ごみ。
在宅医療用具〔注射針・注射器・点滴回
路〕

持ち出しできません 病院、調剤薬局で回収しています。

在宅医療用具〔チューブ類・バッグ類〕 可燃 流量調整部分（硬質プラスチック）は取り除いて不燃ごみへ。
魚焼き器（フィッシュロースター） 不燃　（小型家電リサイクル対象）

酒ビン〔国内大手メーカーのビールビン〕 再利用ビン
中をきれいに洗って、ラベルは取らずに出す。ふたは外して不燃ごみへ。ビールビンは、キ
リン、アサヒ、サントリー、サッポロ（エビス含む）のビン（大・中・小）が対象。※できるだけ酒
屋等の販売店へ返してください。

酒ビン〔再利用ビン以外〕 缶・ビン類
中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。国内大手
メーカーのビールビンは、再利用ビンで出す。

酒類の紙パック〔内側が銀色のもの〕 可燃
酒類の紙パック〔500ml以上で内側が白
いもの〕

牛乳パック
500ml以上のもので、中にアルミが貼っていない牛乳パックと同じ材質のものは「牛乳パッ
ク」で出す。プラスチック製の注ぎ口は取り除く。

サッシ 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。サッシ1枚につき収集シールを1枚貼る。
雑誌 古紙類「本・雑誌」 紙以外のもの（付録CD・ビニール等）は取り除く。ひもでしばって出す。
座布団 可燃 指定袋に入らない場合、50㎝×50㎝×40㎝程度に束ねて出す。
皿（紙製・木製） 可燃 紙製のものは、古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。
皿（ガラス・硬質プラスチック・陶磁器・金
属製）

不燃 割れたものは、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と表示する。

サラダ油の容器（プラスチック製） 可燃 中をカラにして出す。ふたは外して不燃ごみへ。
サラダ油の容器（缶・ビン製） 缶・ビン類 中をきれいに洗って、シールはできるだけ取って、つぶさずに出す。
三脚〔カメラ、ビデオカメラ用〕 不燃（不燃粗大） 小型家電リサイクル対象品ではありません。
サンダー〔工具〕＜電気式＞ 不燃
サンドバッグ 可燃 不燃部分は取り除く。中身が砂のものは持ち出しできません。
サンヒーター 不燃粗大 小型家電リサイクル対象品ではありません。3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
三輪車、三輪自転車 不燃粗大 車輪だけ出す場合は、タイヤ（ゴム部分）は外してあること。タイヤは可燃ごみへ。

シェーバー＜電気式＞ 不燃
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

CD 不燃
ＣＤラジカセ、ＣＤプレーヤー 不燃　（小型家電リサイクル対象） 電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。
シール 可燃 古紙類で出せない紙（粘着物の付いた紙）のため。
色紙〔しきし〕 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。絵や字が書かれていても出せます。
磁気治療器〔家庭用〕＜電気式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
磁気マットレス 可燃 磁石はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
磁石 不燃
辞書、辞典 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールカバーは外して可燃ごみへ。

下敷〔文房具〕 可燃又は不燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。

七輪 不燃 灰は取り除いて出す。「焼却灰」参照
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自転車 不燃粗大 電動アシスト式のバッテリーは、購入店、リサイクル協力店に回収を依頼してください。

自転車のタイヤ〔ゴム部分〕 可燃
車輪だけ出す場合、タイヤ（ゴム部分）は可燃ごみ、金属部分（ホイール）は不燃（不燃性粗
大）ごみへ。

竹刀 可燃
指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。つば
は不燃ごみへ。

芝刈り機＜電気式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
シャープペンシル 不燃
写真、写真のネガ 可燃 写真は、古紙類で出せない紙のため。
ジャッキ 不燃（不燃粗大） 油圧式のジャッキは、必ずオイルを抜いて出す。
ジャック・プラグ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
砂利 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

シャンプー・リンス容器（プラスチック製） 可燃と不燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。ポンプ、ふたは外して不燃ごみ。中をカラに
して出す。

ジューサー（ミキサー） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
じゅうたん 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
充電器 不燃　（小型家電リサイクル対象）
充電式電池＜小型＞ 持ち出しできません リサイクル協力店（電器店等）の窓口等で回収しています。

収納ケース（プラスチック・金属製） 不燃（不燃粗大）
指定袋に入らない場合、1個につき収集シールを1枚貼って出す。収納ケースの中に他のご
みを入れないこと。

収納ケース（紙製） 古紙類「ダンボール・紙箱」 つぶした状態にして、ひもでしばって出す。紙以外のものは取り除く。
シュレッダー＜電動＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
シュレッダーした紙 可燃
消火器 持ち出しできません 購入先または、販売代理店（特定窓口）に依頼する。
消火器（スプレータイプ） 不燃 必ず、中身を使い切ってから火気のない屋外で穴を開けて出す。
将棋盤（木製） 可燃 厚さ10㎝以上のものは、10㎝未満に切断して出す。
焼却灰 不燃 不燃ごみ専用指定袋に灰だけを入れて「焼却灰」と表示する。
錠剤、カプセルの包装容器 可燃
障子 可燃 解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。

浄水器＜電気式＞
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

照明器具
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象の場合あり）

蛍光管、電球は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。LED電球・LED蛍光管は不燃ごみへ。※
蛍光管、電球を外し、不燃部分だけであれば、小型家電リサイクル対象。可燃部分を含むも
のは小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（可燃ごみ）と不燃物（不燃ごみ）
に分けて出してください。

しょうゆビン 缶・ビン類 中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。

しょうゆ容器〔ペットボトル〕 ペットボトル
中をきれいに洗って、ふた、ラベルを取って、つぶさずに出す。ふたは不燃ごみへ。ラベル
は可燃ごみへ。

食品トレー〔白色発泡スチロール〕 白色発泡 きれいに洗って出す。シールなどは取り除いて可燃ごみへ。
食品トレー〔白色発泡以外〕 可燃
食用油 可燃 凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。
食用油の容器（プラスチック製） 可燃 中をカラにして出す。ふたは外して不燃ごみへ。
食用油の容器（缶・ビン） 缶・ビン類 中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。

除湿機
不燃（不燃粗大）（小型家電リサイクル
対象

中の水は抜いて出す。

除湿剤の容器 可燃又は不燃 はさみで切れる程度のものは可燃ごみ。水は取り除いて出す。



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
除草剤の容器〔家庭用〕 可燃又は不燃 中をカラにして出す。はさみで切れる程度のものは可燃ごみ。農業用は収集しません。
食器（ガラス・硬質プラスチック・陶磁器・
金属製）

不燃 割れたものは、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と表示する。

食器洗い乾燥機、食器乾燥機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

ビルトイン式は小型家電リサイクル対象外です。

食器棚（木製） 可燃と不燃（不燃粗大）
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。ガラス、
金具等は取り除いて不燃ごみ。

シルバーカー〔手押し車〕 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布・スポンジ等は取り除いて可燃ごみ。
新聞紙 古紙類「新聞・チラシ」 ひもでしばって出す。新聞と折込チラシは一緒にしばって出せます。

水槽（プラスチック・ガラス製） 不燃（不燃粗大）
水中ポンプ＜モーター式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 風呂の水汲み用などの小型のものに限る。
水中メガネ 不燃 ゴム部分は取り外して可燃ごみへ。
水筒（プラスチック・金属製） 不燃 肩掛けひも等は取り除いて可燃ごみへ。
水道パイプ（塩化ビニール製） 不燃 できるだけ60㎝以内に切って出す。
炊飯器＜ガス＞ 不燃 小型家電リサイクル対象品ではありません。
炊飯器＜電気＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
スーツケース 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布・ビニール・スポンジ部分は可燃ごみ。
スキーのストック 不燃粗大 スキー板と一緒に束ねて出せます。
スキー靴 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。インナーブーツは取り除いて可燃ごみ。

スキー板 不燃（不燃粗大）
指定袋に入らない場合、長さ2ｍ以上のものは、2ｍ以内に切って出す。スキー板左右１セッ
トで収集シールを1枚貼って出す。ストックも一緒に束ねて出せます。

スキャナー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
スケート靴 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。金属部分は不燃ごみ。皮・布部分は可燃ごみ。
スケートボード（木製） 可燃 金具などは取り除いて不燃ごみへ。
スコップ 不燃（不燃粗大） 木製部分は取り除いて可燃ごみへ。
硯〔すずり〕 不燃
すだれ 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
スタンプ台 不燃 可燃部分はできるだけ取り除く。
スチール缶〔飲食品用〕 缶・ビン類 中をきれいに洗って、シールはできるだけ取って、つぶさずに出す。
スチール机・スチール棚 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
スティックのり容器 不燃 中身を使い切って出す。
ステレオ 不燃と可燃※ 可燃物と不燃物に分けて出す。※可燃部分がないものは小型家電リサイクル対象品
ステンレスパイプ棚 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
ストーブ＜石油、ガス＞ 不燃粗大 必ず、燃料を抜いて出す。乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。

ストーブ＜電気＞
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

砂 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
スノーボード 不燃粗大
すのこ（木製） 可燃 長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
スパイクシューズ 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
スピーカー 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。

スプリングマットレス 不燃粗大と可燃
可燃物と不燃物に分けて出す。布・スポンジ部分は可燃ごみ。スプリングは3辺の長さが1m
×1m×2m以下のもの。

スプレー缶 不燃 必ず、中身を使い切ってから火気のない屋外で穴を開けて出す。
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すべり台〔幼児用〕（木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
は取り除いて不燃ごみへ。

すべり台〔幼児用〕（木製以外） 不燃粗大
3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。分解して束ねる場合は、長さ2m以内、直径40㎝以
内、重さ15㎏以内にして出す。

スポンジ 可燃

ズボンプレッサー 可燃と不燃
可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は可燃ごみ。金属部分・プラスチック部分は不燃
ごみ。

炭 可燃
墨〔すみ〕 可燃
スレート（セメント） 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
スロットマシーン 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

石油ストーブ 不燃粗大
小型家電リサイクル対象品ではありません。必ず燃料を抜いて出す。電池は外して「乾電
池・蛍光管等」へ。

石油ファンヒーター 不燃（不燃粗大） 小型家電リサイクル対象品ではありません。必ず燃料を抜いて出す。
石灰〔生石灰、消石灰、炭酸カルシウ
ム〕

持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

せっけん〔石鹸〕 可燃
石膏〔せっこう〕ボード 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
接着剤の容器（硬質プラスチック・金属
製）

不燃 中身を使い切って出す。

瀬戸物〔陶磁器〕 不燃 割れたものは、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と表示する。
セメント 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

セラミックファンヒーター
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

セロハンテープの芯 古紙類「ダンボール・紙箱」 他のダンボールや厚紙と一緒にはさむなどして、ひもでしばって出す。

洗剤容器（プラスチック製） 可燃又は不燃
はさみで切れる程度の硬さものは可燃ごみ、はさみで切れない程度の硬さのものは不燃ご
み。ふたは外して不燃ごみへ。中をカラにして出す。

洗剤容器（紙製） 可燃 古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。

洗濯機 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。家電４品目です。処分方法は「家電４品目の処
分方法」参照

洗濯バサミ（木製） 可燃 金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

剪定ばさみ 不燃
刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。木製部分
はできるだけ取り除いて可燃ごみへ。

扇風機 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
洗面器（プラスチック・金属製） 不燃

掃除機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

中のごみは取り除いて出す。

送風機 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ソースの容器（プラスチック製） 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。中をカラにして出す。

ソファー 可燃と不燃（不燃粗大）
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具・ス
プリング等があれば取り除いて不燃ごみ。

体温計〔水銀体温計〕 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。
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体温計＜電子＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ボタン電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、
補聴器店など）でも回収しています。

大正琴 可燃と不燃 可燃物と不燃物に分けて出す。金具、プラスチック、ワイヤー弦は不燃ごみ。
タイヤ〔自転車以外〕 持ち出しできません 購入先や販売店、自動車修理店、ガソリンスタンドなどにご相談ください。

タイヤ〔自転車用〕 可燃と不燃
車輪だけ出す場合は、タイヤ（ゴム部分）は可燃ごみ、金属部分（ホイール）は不燃（不燃性
粗大）ごみで出す。

タイヤチェーン 不燃 硬質ゴム製のものも不燃ごみ。
タイヤチューブ 可燃 バルブ部分は切り取って不燃ごみへ。
タイル 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
竹 可燃 長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15kg以内に束ねて出す。

高枝切りバサミ 不燃粗大
指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。刃の部
分は、危険がないように厚紙などに包んで出す。

畳〔たたみ〕 可燃 1畳を4分割に切断して束ねて出す（収集シールを1畳分につき1枚貼る）。

卓球台 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金属部
分があれば取り除いて不燃ごみへ。

脱臭剤の容器 不燃又は可燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。

タッパー〔台所用品〕 不燃又は可燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。

タップ（電源タップ） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
たてす 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。

タブレット型情報通信端末 不燃　（小型家電リサイクル対象）
データは消去してください。電池パック（バッテリー）はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。＊できるだけ販売店に返却してください。

卵のパック〔透明のもの、紙製のもの〕 可燃
たも網 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。網、竹の柄は可燃ごみ。
樽（木製） 可燃 解体し、直径40㎝程度に束ねて出す。
たわし〔スポンジ、亀の子〕 可燃

タンス（木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
は取り除いて不燃ごみへ。

ダンベル 不燃
暖房便座 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ダンボール 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。

チェーン〔車用〕 不燃 硬質ゴム製のものも不燃ごみ。

チェーンソー＜エンジン式＞ 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。購入先や販売店、専門の業者にご相談くださ
い。

チェーンソー＜モーター式＞ 不燃 コードレス式のバッテリーはリサイクル協力店（電器店等）の窓口等で回収しています。
チャイルドシート 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布・スポンジ等は取り除いて可燃ごみ。
茶筒缶 缶・ビン類 中をきれいに洗って、シールはできるだけ取ってつぶさずに出す。
茶箱〔木製で内側にブリキが貼ってある
もの〕

可燃と不燃
可燃物と不燃物に分けて出す。解体し、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束
ねて出す。内側のブリキは不燃ごみ。

注射器、注射針 持ち出しできません 病院、調剤薬局で回収しています。
チューナー〔地デジ・CS・その他〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
チューブ容器〔からし、わさびなど〕 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。

ち



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

彫刻刀 不燃
木製部分はできるだけ取り除いて可燃ごみ。刃の部分は、危険がないように紙や布に包ん
で出す。

チラシ〔新聞折込チラシ〕 古紙類「新聞・チラシ」 新聞と一緒にひもでしばって出す。新聞折込チラシ以外の広告は「本・雑誌」で出す。

杖〔ステッキ〕（木製） 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
杖〔ステッキ〕（木製以外） 不燃（不燃粗大） 指定袋に入らない場合、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。
使い捨てカイロ 可燃

机・テーブル（木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
があれば取り除いて不燃ごみへ。

机・テーブル（木製以外） 不燃（不燃粗大） 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
漬物石 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
土 持ち出しできません 庭、農地等で再利用するか、購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
釣り竿（木製） 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
釣り竿（木製以外） 不燃粗大 指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。
釣り針 不燃 危険がないよう厚紙などに包んで出す。

低周波治療器 不燃　（小型家電リサイクル対象） 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。

ディスプレイ〔パソコン用〕
小型家電リサイクル対象　（ごみ置場に
は持ち出し不可）

小型家電リサイクルを利用する。または、パソコン製造メーカーに回収を依頼する。

ティッシュペーパーの箱 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。フィルムは取って可燃ごみへ。
DVDディスク 不燃
DVDプレーヤー・レコーダー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
テープレコーダー 不燃　（小型家電リサイクル対象） 電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。
手鏡 不燃 割れたものは、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と表示する。

デジタルオーディオプレーヤー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓
口等で回収しています。

デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓
口等で回収しています。

デスクマット 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
鉄アレイ 不燃
鉄板〔調理用〕 不燃
テニスボール 可燃

テレビ〔携帯用〕
不燃又は持ち出しできません　（小型家
電リサイクル対象の場合あり）

※家電４品目の対象かどうか家電リサイクルセンター【0120-319640】へ問い合わせてくださ
い。対象外のものは小型家電リサイクル対象品。家電４品目対象品の場合は「家電４品目
の処分方法」参照

テレビ＜液晶式・プラズマ式・ブラウン管
式＞

持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。家電４品目です。処分方法は「家電４品目の処
分方法」参照

テレビアンテナ 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
テレビゲーム機 不燃　（小型家電リサイクル対象）
電気あんか 不燃と可燃※ 可燃物と不燃物に分けて出す。

電気カーペット 可燃と不燃
可燃物（カーペット部分）と不燃物（電気コードとコントローラー）に分けて出す。カーペット部
分が指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度に束ねて出す。

電気ギター（エレキギター） 可燃と不燃※ 可燃物と不燃物に分けて出す。※可燃部分がないものは小型家電リサイクル対象品
電気給湯器（電気温水器） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
電気コード 不燃　（小型家電リサイクル対象）

つ

て



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

電気シェーバー 不燃（小型家電リサイクル対象）
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

電気スタンド
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象の場合あり）

蛍光管、電球は「乾電池・蛍光管等」で出す。LED電球・LED蛍光管は不燃ごみへ。※可燃
部分を含むものは小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（可燃ごみ）と不燃物
（不燃ごみ）に分けて出してください。

電気ストーブ
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

電気治療器〔家庭用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
電気ドリル 不燃

電気毛布 可燃と不燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（毛布部分）と不燃物（電気コード・コン
トローラー部分）に分けて出す。毛布部分が指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径
40cm程度に束ねて出す。

電球 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。LED電球は不燃ごみへ。
電球（イリュミネーション用） 不燃
電球型蛍光管 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。LED蛍光管は不燃ごみへ。

電子オルガン（エレクトーンなど） 不燃粗大と可燃
可燃物と不燃物に分けて出す。分解できない場合は、販売店や専門の業者にご相談くださ
い。

電磁調理器（クッキングヒーター） 不燃　（小型家電リサイクル対象）

電子手帳、電子辞書、電子書籍端末 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池、ボタン電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。充電式電池はリサイクル協力店（電器
店等）の窓口等で回収しています。

電子レンジ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
天体望遠鏡 不燃粗大 小型家電リサイクル対象品ではありません。
電卓 不燃　（小型家電リサイクル対象） 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。

電池 乾電池・蛍光管等
乾電池、ボタン電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器
店等）の窓口等で回収しています。。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴器
店など）でも回収しています。

電動ウォッシュレット 不燃　（小型家電リサイクル対象） きれいに洗ってから出す。

電動工具（ドライバー、ドリルなど） 不燃 コードレス式のバッテリーはリサイクル協力店（電器店等）の窓口等で回収しています。

電動自転車（電動アシスト式自転車） 不燃粗大
小型家電リサイクル対象品ではありません。バッテリーは取り外して、購入店、リサイクル協
力店に回収を依頼する。

電動歯ブラシ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池、ボタン電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器
店等）の窓口等で回収しています。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴器店
など）でも回収しています。

電動ベッド 可燃と不燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（布・木・スポンジ部分）と不燃物（金属・
プラスチック部分）に分けて出す。可燃物は解体し、長さ90cm程度、幅40cm程度、高さ
25cm程度、重さ15kg以内に束ねて出す。

電話機 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

電話帳〔タウンページ、ハローページ〕 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。できるだけ電話会社（NTT）に回収してもらう。

砥石〔といし〕 不燃
トイレットペーパーの芯 古紙類「ダンボール・紙箱」 他のダンボールや厚紙と一緒にはさむなどして、ひもでしばって出す。
陶磁器 不燃 割れたものは、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と表示する。

と



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

籐〔とう〕製品 可燃
指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ね
て出す。不燃部分は取り除く。

灯油のポリタンク、灯油缶 不燃 必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。
豆腐の容器 可燃

灯油 持ち出しできません
購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。※紙や布などにしみ込む程度の量は、紙
や布などにしみ込ませて可燃ごみで出せます。

灯油ポンプ＜電池式＞ 不燃と可燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（ホース部分）と不燃物に分けて出す。
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。

トースター 不燃　（小型家電リサイクル対象）
時計 不燃 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。

時計＜電池式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池、ボタン電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器
店等）の窓口等で回収しています。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴器店
など）でも回収しています。

トタン 不燃粗大 指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。
トナー〔プリンター用〕 不燃 中身を使い切って出す。できるだけ販売店等の回収窓口を利用してください。
土鍋 不燃
ドライバー〔工具〕 不燃 木製部分はできるだけ取り除いて可燃ごみへ。
ドライバー＜電動＞ 不燃 コードレス式のバッテリーはリサイクル協力店（電器店等）の窓口等で回収しています。
ドライヤー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ドラム缶 不燃粗大 中をカラにして出す。
トランプ 可燃 プラスチック製のケースは不燃ごみへ。

塗料〔ペンキ〕 持ち出しできません
購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。※紙や布などにしみ込む程度の量は、紙
や布などにしみ込ませて可燃ごみで出せます。

塗料缶 不燃 中をカラにして出す。
塗料スプレー缶 不燃 必ず、中身を使い切ってから火気のない屋外で穴を開けて出す。

ドレッサー〔鏡台〕（木製） 可燃と不燃（不燃粗大）
可燃物と不燃物に分けて出す。解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15
㎏以内に束ねて出す。鏡、金属部分は不燃ごみ。

ドレッシングの容器（ガラス製） 缶・ビン類 中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。

ドレッシングの容器（プラスチック製） 可燃
ふたは外して不燃ごみへ。ペットボトルマークがあるもの（ノンオイルドレッシング）は、「ペッ
トボトル」参照

泥〔側溝汚泥など〕 持ち出しできません 専門の業者にご相談ください。
トロフィー 不燃（不燃粗大） 木製の台があれば取り除いて可燃ごみへ。

トロ箱（白色発泡スチロール製） 白色発泡
きれいに洗って、大きいものは割って出すか束ねて出す。シールなどは取り除いて可燃ご
みへ。模様がついているもの、汚れが落ちないものは可燃ごみへ。

トロ箱（白色発泡スチロール製以外） 可燃


