
品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

ICレコーダー 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。

IHクッキングヒーター 不燃　（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。
アイスクリームのカップ 可燃 紙製のものでも防水加工紙のため。

アイスピック 不燃
木製部分はできるだけ取り除いて可燃へ。とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで
出す。

アイロン 不燃　（小型家電リサイクル対象）
アイロン台 可燃と不燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布や綿は可燃ごみ。脚などの金属部分は不燃ごみ。
空き缶〔飲食品用以外〕 不燃 中をカラにして出す。
空き缶〔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。

空きビン（国内大手メーカーのビール瓶） 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
店に返してください。

空きビン〔飲食品用〕 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。ビールビン（国
内大手メーカー）は、再利用ビンで出す。

空きビン〔飲食品用以外のビン〕 不燃 中をカラにして出す。
アクリル板 不燃 はさみで切れる程度のものは可燃ごみへ。

アコーディオンカーテン 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布・ビニール部分は可燃ごみ。金属部分は不燃性粗大ごみ。

アタッシュケース 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。
アダプター〔電源用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
厚紙〔菓子箱など〕 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。

油〔機械油〕 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。

油〔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。
油紙 可燃 古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。
油ビン〔食用油〕 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。
油ビン〔食用油以外／整髪料、ミシン油
など〕

不燃 中をカラにして出す。

雨どい 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。
網戸（金属製） 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。網(ネット)部分は可燃ごみ。網戸1枚につき収集シールを1枚貼
アルカリイオン整水器 不燃　（小型家電リサイクル対象）

アルバム 可燃
フィルムや古紙に入れてはいけない紙（粘着物の付いた紙）が使われているため。金具・ネジ部
分は取り除いて不燃ごみへ。

アルミ箔、アルミホイル 可燃又は不燃 汚れたものは可燃ごみ。汚れてないものは不燃ごみ。
アルミ箔鍋〔鍋焼きうどんなど〕 不燃 きれいに洗って出す。
アルミレンジフード 不燃（不燃粗大） できるだけ汚れを落として出す。
安全靴 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
アンテナ〔テレビ用〕 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象） 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。
アンテナ線 不燃　（小型家電リサイクル対象） できるだけ60㎝以内に切って出す。

ETC車載ユニット 不燃　（小型家電リサイクル対象）
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。

衣装ケース（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。衣装ケースの中に他のごみを
入れないこと。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
衣装ケース（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。
いす（プラスチック・金属製） 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。板・布・ビニール・スポンジ部分は可燃ごみ。

いす（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。

板切れ・木片 可燃
厚さが10㎝以上のものは、燃え残るため10㎝未満にする。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。

一輪車・ネコ車 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。

一升ビン 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。※できるだけ酒
屋等の販売店に返してください。

一斗缶〔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出す。
一斗缶〔飲食品用以外〕 不燃 中をカラにして出す。
イヤフォン・ヘッドフォン 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
衣類 可燃 金具類、ボタン（プラスチック・金属製）、ファスナーはできるだけ取り除いて不燃ごみへ。

衣類乾燥機 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

入れ歯 不燃
インクカートリッジ〔プリンター用〕 不燃 販売店や米子郵便局（米子駅横）でも回収しています。
インクリボン〔ワープロ用〕 不燃と可燃 可燃物（リボン）と不燃物（本体）に分けて出す。
飲料用紙パック 牛乳パックまたは可燃 500ml以上の内側が白色のものは牛乳パック。500ml未満のもの、内側が銀色のものは可燃ご

ウインド型エアコン 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

植木支柱（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、長さ2m以内、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。
植木鉢（プラスチック・陶磁器製） 不燃 土は取り除いて出す。指定袋に入らない場合は1個につき収集シールを1枚貼って出す。
ウォーターサーバー 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。
浮き輪 可燃
うす＜石製＞ 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。

うす＜木製＞ 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。※可燃ごみで出す場合は、切断して一本の直
径を10㎝未満にし、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、高さ25cm程度、重さ15kg以内に束ねて出す。

うちわ 可燃又は不燃 紙・竹製のものは可燃ごみ。プラスチック製のものは紙を取り除いて不燃ごみ。
ウッドカーペット 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。
腕時計＜電池式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 電池はできるだけ外して「乾電池・蛍光管等」へ。機械式（手巻き・自動巻き）は不燃ごみへ。

エアーコンプレッサー〔家庭用〕
不燃　（小型家電リサイクル対象の場合
あり）

※電気式で無給油式、エンジン式でないものは小型家電リサイクル対象品です。給油式のもの、
エンジン式のものは、持ち出しできません。購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。

エアコン〔家庭用室内機、室外機〕 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

エアゾール缶〔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。

エアロバイク〔健康器具〕＜電動＞
不燃粗大と可燃　（小型家電リサイクル
対象の場合あり）

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

映写機（8ミリ、プロジェクターなど）
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

8mm映写機のハロゲンランプは外して不燃ごみへ。

枝切りばさみ 不燃（不燃粗大）
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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

枝類 可燃
一本の直径が10㎝未満のもの。指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ
15kg以内に束ねて出す。

絵の具のチューブ 不燃又は可燃
金属製は中身を使い切って不燃ごみ。ビニール・ラミネートチューブ製は可燃ごみ、ふたは外して
不燃ごみへ。

絵本 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。
MO（光磁気ディスク） 不燃
MD（ミニディスク） 不燃
ＭＤプレイヤー、ＭＤラジカセ 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。
ＬＥＤ電球、ＬＥＤ蛍光管 不燃
エレクトーン（電子オルガン） 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。
塩ビパイプ 不燃 できるだけ60㎝以内に切って出す。
園芸用の土 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。

エンジンオイル 持ち出しできません
購入先や販売店、ガソリンスタンドなどにご相談ください。※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。

エンジンポンプ〔水汲み用〕 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。
延長コード 不燃　（小型家電リサイクル対象） できるだけ60㎝以内に切って出す。
延長コードドラム＜巻き取り型＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 電気コードは、できるだけ60㎝以内に切って出す。

オアシス〔切花用〕 可燃 乾燥させてから出す。

オイルヒーター
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、購入先や販売店、製造メーカー、専門の業者にご相談
ください。

ＯＡ用紙〔感熱紙は除く〕 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。
オートバイ 持ち出しできません 「廃二輪車取扱店」に処理を依頼する。

オーブンレンジ
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

落ち葉 可燃 土はできるだけ取り除いて出す。
おまる 不燃 汚物を必ず取り除く。
おもちゃ（プラスチック・金属製） 不燃 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。
おもちゃ（木製・布製） 可燃
おもちゃ＜電動＞＜プラスチック・金属
製＞

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。

おもちゃ＜電動＞＜木製・布製＞ 可燃と不燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物と不燃物に分けて出す。乾電池は外して「乾
電池・蛍光管等」へ。

折込チラシ〔新聞折込広告〕 古紙類「新聞・チラシ」 新聞と折込チラシは一緒にひもでしばって出せます。
折箱（紙製） 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。内側に防水加工などがされているものは可燃ごみへ。

オルガン 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。できない場合は、販売店または専門業者に処理を依頼する。

オルゴール 不燃と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は可燃ごみ。金属部分は不燃ごみ。
温湿度計＜デジタル＞ 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。
温水器（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。
温水器（電気温水器） 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
温度計〔アルコール使用〕 不燃
温度計〔水銀使用〕 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。
温熱治療器〔家庭用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）

カーCD・DVDプレーヤー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
カーオーディオ、カーナビゲーション 不燃　（小型家電リサイクル対象）
カーテン 可燃 カーテンフックは取り外して不燃ごみへ。
カーテンレール 不燃（不燃粗大） 指定袋に入らない場合、長さ2m以内に切断して、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。
カード（プラスチック製） 可燃 キャシュカード、クレジットカードなどは切って出す。
カーペット 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。
カーボン紙・ノーカーボン紙 可燃 古紙類で出せない紙（薬品加工紙）のため。
貝殻 可燃
介護用トイレ＜電動＞＜プラスチック製
＞

不燃　（小型家電リサイクル対象） 汚物を必ず取り除く。

懐中電灯 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。
買い物袋〔レジ袋〕 可燃 透明・半透明（色のついていないもの）の袋は、資源物、乾電池・蛍光管等の持ち出しに利用可。
鏡 不燃（不燃粗大） 危険がないように紙などに包んで、指定袋に「カガミ」等と表示する。

学習机（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。不燃部分は取
り除く。

学習机（スチール製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

傘 不燃（不燃粗大）
布地は取り除いて可燃ごみへ。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。

加湿器
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。

ガスストーブ 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。
ガスボンベ〔LPガス・プロパンガス用〕 持ち出しできません 購入先や販売店などにご相談ください。
ガスレンジ 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。点火用電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。
カセットコンロ 不燃 小型家電リサイクル対象品ではありません。カセットボンベは必ず取り外す。（カセットボンベ参
カセットテープ 不燃と可燃 可燃物（磁気テープ）と不燃物（本体）に分けて出す。
カセットボンベ〔カセットコンロ用〕 不燃 必ず、中身を使い切ってから火の気のない屋外で穴を開けて出す。
ガソリン携行缶 不燃 必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。
カタログ 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。金具などは外して不燃ごみへ。
活性炭 可燃
カッターナイフ 不燃 刃は、危険がないように収納して出すか、紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。
かっぱ〔雨具〕 可燃 ボタン、ファスナーはできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
カップめんの容器（紙製・プラスチック
製）

可燃

カップ酒のビン 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。
家庭用ゲーム機 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。
金網 不燃（不燃粗大） 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
かなづち〔工具〕 不燃 木製部分は取り除いて可燃ごみへ。
カバン（布・革製） 可燃 金具類、ボタン、ファスナー等はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
がびょう〔押しピン〕 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
花びん 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。
釜〔茶道具、羽釜など〕 不燃

鎌 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。木製部分があ
ればできるだけ取り除いて可燃ごみへ。

紙おむつ 可燃 汚物を必ず取り除く。
紙くず 可燃 シュレッダーしたもの、名刺サイズ以下のもの。
紙コップ、紙皿 可燃 古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。
かみそり 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。



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
紙粘土 可燃
紙箱、紙袋 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。
カメラ 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。
画用紙 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。絵が描かれていても出せます。

カラーボックス 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。

ガラス板、板ガラス 不燃（不燃粗大）
危険がないように紙などに包んで、指定袋に「ガラス」等と表示する。指定袋に入らない場合は、3
辺の長さが1m×1m×2m以下のもの、1枚につき収集シールを1枚貼る。

ガラスくず〔破片〕 不燃 危険がないように紙などに包んで、指定袋に「ガラス」等と表示する。
ガラスケース 不燃（不燃粗大） 木枠などがあれば取り除いて可燃ごみへ。
ガラス食器〔ガラスコップなど〕 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「ガラス」等と表示する。

ガラス戸 不燃粗大
3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。1枚につき収集シールを1枚貼る。木製枠のものは可燃物
（木枠）と不燃物（ガラス）に分けて出す。

刈込ばさみ 不燃（不燃粗大）
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。

カレンダー 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。金具などは外して不燃ごみへ。
革製品 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
瓦 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。
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。
缶〔飲食品用以外〕 不燃 中をカラにして出す。
缶〔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。

換気扇 不燃（小型家電リサイクル対象）
付着した油はきれいにふきとる。ひもを引いて電源をつけるタイプのものは、ひもは外して可燃ご
みへ。

缶切り 不燃 刃の部分は、危険がないように紙などに包んで出す。
緩衝材（発泡スチロール製） 白色発泡 白色のものだけを出す。色つきのもの、粒状、まゆ状、果物ネットなどは可燃ごみへ。
緩衝材（発泡スチロール製以外） 可燃 粒状、まゆ状、果物ネットなどは素材がわからないので可燃ごみ。
乾燥剤（シリカゲル） 可燃 シリカゲル（透明なつぶつぶ）は可燃ごみ。

缶詰の缶・上ぶた〔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。金属製の上ぶたは缶と一緒に
缶・ビン類で出せます。

乾電池 乾電池・蛍光管等 「乾電池」で出す。
かんな〔工具〕 可燃と不燃 刃の部分は取り外して、紙などに包んで不燃ごみ。
感熱紙 可燃 古紙類で出せない紙（薬品加工紙）のため。

キーボード〔楽器〕 不燃粗大 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。

キーボード〔パソコン、ワープロ用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
メーカー等がパソコンと一体として販売したキーボード、マウス、ケーブル等の付属品はパソコン
と一緒に回収されます。

ギター 可燃と不燃
可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分、ナイロンの弦は可燃ごみ。ワイヤー弦、金具、プラス
チック部分は不燃ごみ。

キッチンタイマー＜電池式＞ 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。

杵〔きね〕 可燃
太さ10㎝以上のものは、燃え残るため、10㎝未満にする。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。

木の枝・幹 可燃
一本の直径が10㎝未満のもの。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。

脚立〔きゃたつ〕（金属製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
キャッシュカード 可燃 切って出す。
キャップ（プラスチック・金属製） 不燃

き



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

キャンバス〔カンバス〕 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。

給湯器＜ガス＞ 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。乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。

給湯器＜電気＞
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

吸入器〔家庭用〕
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

牛乳パック 牛乳パック 内側が銀色のもの、500ml未満のものは可燃ごみへ。
牛乳ビン 缶・ビン類 できるだけ販売店に返却してください。

給油ポンプ＜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
池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。

鏡台〔ドレッサー〕（木製） 可燃と不燃（不燃粗大）
可燃物と不燃物に分けて出す。木片は、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。

金庫〔耐火金庫〕 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。
金庫〔手提げ金庫〕 不燃

空気入れ〔自転車用〕 不燃 ホースは切り取って可燃ごみへ。

空気清浄機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

クーラー（家庭用室外機、室内機） 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

クーラーボックス 不燃（不燃粗大）
釘〔くぎ〕 不燃 危険がないように紙などに包んで出す。
草 可燃 土や泥をできるだけ落として出す。

草刈鎌 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。

草刈機＜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。

草刈機＜モーター式＞ 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
刃は外して不燃ごみ。「草刈機の刃」参照　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。

草刈機の刃 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。
串（竹製） 可燃 先を折って出す。
串（金属製） 不燃 とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで出す。
薬のビン〔飲み薬〕 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。
薬のビン〔きず薬・消毒薬など〕 不燃 中をカラにして出す。
果物の保護材（紙製・ネット状） 可燃
靴 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
クッキングヒーター（電磁調理器） 不燃　（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。
グラインダー＜電気＞ 不燃
グラスウール〔ガラスウール〕 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。
クラッカー〔パーティー用〕 可燃 未使用のものは出せません。
グランドゴルフのスティック（木製） 可燃 指定袋に入らない場合、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
グランドゴルフの球 不燃
クリスマスツリー（プラスチック製） 不燃（不燃粗大） 葉の部分はできるだけ取り除いて可燃ごみへ。
クリスマスツリーのイルミネーション 不燃
車いす 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。
クレパス、クレヨン 可燃

く



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
クレンザー〔みがき剤〕の容器（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。

クレンザー〔みがき剤〕の容器（紙製） 可燃 金属部分は切り取って不燃ごみへ。
グローブ〔野球用〕 可燃
グローランプ（グロー球） 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。

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。
珪藻土〔バスマット、コースターなど〕 不燃

携帯電話・充電器 不燃　（小型家電リサイクル対象）
データを消去し、電池パック（バッテリー）は外して捨てる（できるだけ販売店に返却してくださ
い。）。電池パック（バッテリー）は、販売店に返却するか、小型充電式電池リサイクル協力店（電
器店等）の窓口等で回収しています。

ゲートボールのスティック（木製） 可燃 指定袋に入らない場合、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
ゲートボールの球 不燃
ケーブル〔オーディオなどの接続用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ゲーム機〔家庭用〕 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。

ゲーム機用ソフト
不燃　（小型家電リサイクル対象の場合
あり）

カセットタイプのもの（CD・DVD・BDは除く。）は小型家電リサイクル対象。

化粧品ビン 不燃 中をカラにして出す。
血圧計＜水銀式＞ 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。

血圧計＜電気式＞ 不燃と可燃※
可燃物と不燃物に分けて出す。乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。※可燃部分がない
ものは小型家電リサイクル対象

結束バンド〔PPバンド〕 可燃
剣山〔生花用〕 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
原動機付自転車〔スクーター〕 持ち出しできません 「廃二輪車取扱店」に処理を依頼する。
けん盤ハーモニカ〔ピアニカなど〕 不燃 パイプは切り取って可燃ごみへ。

碁石 可燃又は不燃 木製のものは可燃ごみ、プラスチック製のものは不燃ごみへ。
鯉のぼりの支柱（金属製） 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。

高圧洗浄機＜電気式＞
不燃　（小型家電リサイクル対象の場合
あり）

※電気式の無給油式かつエンジン式でないものは小型家電リサイクル対象品です。給油式のも
の、エンジン式のものは、持ち出しできません。購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。

広告〔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。
光線治療器〔家庭用〕＜電気式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ゴーグル〔スキー用・水泳用〕 不燃 ゴム部分は外して可燃ごみへ。
コードリール 不燃　（小型家電リサイクル対象）
コーヒーメーカー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
氷枕 可燃 金具等があれば取り除いて不燃ごみへ。
ござ 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。
こたつ＜プラスチック製＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）

こたつ＜木製＞
可燃と不燃　（電熱器具などの金属部
分・プラスチック部分のみ小型家電リサ
イクル対象）

可燃物と不燃物に分けて出す。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。電熱器具などの金属部分・プラスチック部分は不燃ごみ（小型家電
リサイクル対象）。

こたつ板（天板） 可燃
長さ90㎝程度、幅40㎝程度に切断して出す。金属・プラスチック部分があれば取り外して不燃ご
みへ。

碁盤（木製） 可燃 厚さ10㎝以上のものは、10㎝未満に切断して出す。

コピー機〔家庭用〕
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

インク・トナーは使い切って不燃ごみへ。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ゴム製品〔ゴム手袋、長靴など〕 可燃
ゴムホース、ゴムボート 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。
米袋（紙製） 可燃 汚れが取りきれないもの、内側に防水コーティングされているものがあるため。
ゴルフクラブ 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。
ゴルフシューズ 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
ゴルフバッグ 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。カバーは取り除いて可燃ごみ。
ゴルフボール 可燃
ゴルフマット 可燃
コンクリートブロック 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。
コンクリート片 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。
コントローラー〔ゲーム用〕 不燃　（小型家電リサイクル対象）
コンパス〔製図用〕 不燃 とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで出す。
コンポスト（生ごみ処理容器） 不燃粗大 小型家電リサイクル対象品ではありません。

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。

さ

し



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

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
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。



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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。
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。

す



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

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。

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 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

せ
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

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。

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。

た
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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。

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

つ

て



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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）

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。

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。

と



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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

苗ポット 可燃 土や泥は取り除いて出す。農業用は出せません。
長靴 可燃
納豆の容器（紙製） 可燃
納豆の容器（白色発泡スチロール製） 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。
鍋 不燃

生ごみ処理機＜電気式＞
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

中身を取り除いて出す。

波板（ポリカーボネート・塩化ビニール・
ブリキ製）

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。

日本酒のビン 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。
入浴剤の缶 不燃 中をカラにして出す。

な
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

ぬいぐるみ 可燃
縫い針 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
塗り薬のチューブ（アルミ容器） 不燃 中身を使い切って出す。
塗り薬のチューブ（ビニール容器） 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。

ネガフィルム 可燃
猫砂〔ペットの砂〕 可燃 少量ずつ何回かに分けて出す。
ネコ車〔一輪車〕 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。
粘土 可燃 紙粘土、油粘土、小麦粘土など工作用に限る。

農機具 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。
農業用ビニール、農業用シート 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。
農薬 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。
ノート 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。紙以外のものは取り除く。※個人情報に注意

ノートパソコン
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。

のこぎり〔工具〕 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。

のこぎり＜電動＞ 不燃
刃は外して不燃ごみ。「のこぎりの刃」参照　　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。

のこぎりの刃 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。
飲み薬〔錠剤・カプセル・粉状〕 可燃

HDD（ハードディスクドライブ） 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。
バーベキューコンロ 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。
バーベル 不燃
廃食用油 可燃 凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。
パイプベッド〔マットレスは除く〕 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。木・布・スポンジ部分は取り除いて可燃ごみへ。

バインダーファイル（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。
金具・硬質プラスチックは外して不燃ごみへ。

バインダーファイル（紙製） 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。金具、止め具は外して出す。
はがき 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。圧着はがきは可燃ごみへ。※個人情報に注意
白熱灯（白熱電球） 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。
バケツ（プラスチック・金属製） 不燃
はさみ 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。
はしご（アルミ製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

はしご（竹・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。

バスマット（珪藻土） 不燃

パソコン、パソコンディスプレイ
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。

パソコンデスク・ラック 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。
パチンコ台 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。
発煙筒 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。
バッテリー〔車・オートバイ用〕 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。

ぬ
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
発電機 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。購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
バット〔野球用品〕 可燃または不燃粗大 木製は可燃ごみ。プラスチック・金属製は不燃性粗大ごみ。
発泡スチロールの容器（白色） 白色発泡 白色ではないもの、汚れているものは可燃ごみへ。
発泡スチロールの容器（白色以外） 可燃
バトミントンのシャトル 可燃
花火 可燃 使い切って十分に消火して出す。未使用のものは出せません。
歯ブラシ 不燃

歯ブラシ＜電動＞ 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。

歯磨きチューブ 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。アルミ容器の場合は、中身を使い切って不燃ごみへ。

刃物類 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。木製部分があ
ればできるだけ取り除いて可燃ごみへ。

針 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
針金 不燃 できるだけ60㎝以内に切って出す。

バリカン＜電気式＞ 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。

ハロゲンヒーター
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

ハンガー（プラスチック・針金製） 不燃
ハンガー（木製） 可燃 金属部分は取り除いて不燃ごみへ。
半紙 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。使用済みのものは可燃ごみへ。
パンフレット 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。
パン焼き機（ホームベーカリー） 不燃　（小型家電リサイクル対象）

ピアノ 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。

PHS端末 不燃　（小型家電リサイクル対象）
データを消去し、電池パック（バッテリー）は外して捨てる（できるだけ販売店に返却してくださ
い。）。電池パック（バッテリー）は、販売店に返却するか、小型充電式電池リサイクル協力店（電
器店等）の窓口等で回収しています。

ビーチパラソル 不燃粗大と可燃
可燃物と不燃物に分けて出す。布・ビニール部分は可燃ごみ。金属・プラスチック部分は長さ2m
以内、直径40㎝以内にして不燃性粗大ごみ。

ビールケース 不燃粗大 できるだけ酒屋等の販売店へ返してください。

ビールビン〔国内大手メーカー〕 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。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。

ビールビン〔国内大手メーカー以外〕 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。

ひげそり 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。

ひげそり＜電気式＞ 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。

ビデオカメラ 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。

ビデオテープ 不燃と可燃 本体（不燃ごみ）と磁気テープ（可燃ごみ）に分けて出す。
ビデオデッキ（ビデオテープレコーダー） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ビニールコーティング紙 可燃 古紙類で出せない（ビニールが付いている）紙のため。

ひ



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

ビニールハウス〔家庭園芸用〕 可燃と不燃粗大
可燃物と不燃物に分けて出す。ビニール部分は可燃ごみ。骨組みは長さ2m以内、直径40㎝以
内、重さ15kg以内に束ねて不燃性粗大ごみ。農業用は出せません。

ビニールプール 可燃
火鉢（陶磁器・金属製） 不燃
百科事典 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。
肥料〔固体、液体〕 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。
肥料袋〔家庭園芸用〕 可燃 中身を使い切って出す。農業用は出せません。

ファスナー 不燃
ファックス付き電話機 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ブースターケーブル〔車用〕 不燃 小型家電リサイクル対象品ではありません。できるだけ60cm以内に切って出す。
封筒 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。窓あき封筒のフィルムは可燃ごみへ。※個人情報に注意
フードプロセッサー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
フェンス（プラスチック・金属製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
筆 可燃又は不燃 プラスチック製のものは不燃ごみ。
筆箱、筆入れ 可燃又は不燃 硬質プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。
ふとん 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。

ふとん乾燥機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

ナイロン部分は可燃ごみへ。

ブラインド 不燃粗大 長さ2m以内、直径40㎝以内に束ねて出す。
プラグ・ジャック 不燃　（小型家電リサイクル対象）
プラモデル 不燃

ブランコ〔幼児用〕 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。

プランター 不燃（不燃粗大） 土は取り除いて出す。指定袋に入らない場合は、１個につき収集シール１枚貼って出す。

プリンター
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

インクカートリッジは取り外して不燃ごみへ。

プリンの容器 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。

ブルーシート 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。金属部分
があれば取り除いて不燃ごみへ。

BD（ブルーレイディスク）プレーヤー・レ
コーダー

不燃　（小型家電リサイクル対象）

プロジェクションテレビ 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
プロジェクター 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ブロック（コンクリート製） 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。
フロッピーディスク 不燃
風呂ぶた 不燃粗大 指定袋に入らない場合、長さ2m程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
風呂マット（ウレタン製） 可燃
フン（ペットのフン） 可燃
文鎮 不燃
噴霧器＜電気式・電池式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 家庭用のものに限ります。乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。

ヘアアイロン 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ヘアースプレー缶 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。
ヘアーブラシ 可燃又は不燃 木製は可燃ごみ。プラスチック製は不燃ごみ。
ペットのトイレ用シート 可燃

ふ
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ペットの砂〔猫砂〕 可燃 少量ずつ何回かに分けて出す。
ペットの首輪（皮・布製） 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
ペットのフン 可燃
ペットフードの缶 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。
ヘッドフォン・イヤフォン 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

ペットボトル 〔マークがついているものに
限る〕

ペットボトル
ふた、ラベルを取って、中をきれいに洗って、つぶさずに出す。色つきの取っ手はできるだけ取り
外す。ふた、色つきの取っ手は不燃ごみへ、ラベルは可燃ごみへ。本体が汚れているもの、マー
クのないものは可燃ごみへ。

ペットボトルのふた 不燃

ベッド木枠 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。

ベニヤ板 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。

ベビーカー 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。
ベビーバス 不燃粗大

ベビーベッド（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。

ベルト 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
ヘルメット 不燃と可燃 布・ビニール・クッション部分は取り除いて可燃ごみ。

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。

ペンキ缶 不燃 中をカラにして出す。

ベンチ（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。

ベンチ（木製以外） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
弁当の容器（プラスチック製） 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。
ペン類（プラスチック製） 不燃

ホイール〔自転車、自動車、単車など〕 不燃（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。
ボイラー〔灯油用〕 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。
望遠鏡 不燃
ほうき 可燃又は不燃 金属部分は取り除いて不燃ごみへ。プラスチック製は不燃ごみ。
包装紙 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。
包丁 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。
包丁研ぎ器 不燃
包丁研ぎ器＜電動＞ 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。
ボウリング球 持ち出しできません 購入先や販売店、ボウリング店、専門の業者にご相談ください。
ホース（ゴム・ビニール製） 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。
ホースリール 不燃 ホースは外して可燃ごみへ。

ポータブル温冷庫 不燃又は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品目の対象かどうか製造メーカーへ問い合わ
せてください。家電４品目対象のものの処分方法は「家電４品目の処分方法」参照。家電４品目対
象外のものは不燃ごみへ。

ポータブルトイレ、介護用トイレ 不燃（不燃粗大） 汚物を必ず取り除く。
ボート（ゴム・ビニール製） 可燃 不燃部分は取り除く。
ボール〔スポーツ用品〕 可燃 グランドゴルフ、ゲートボールの球は、不燃ごみへ。ボウリングの球は持ち出しできません。
ポスター 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。

ほ



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ボタン 不燃又は可燃 プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。貝・木製などのものは可燃ごみ。

ボタン電池 乾電池・蛍光管等
「乾電池」で出す。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。

補聴器 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。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。

ポット 不燃
ポット＜電気＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）

ホットカーペット 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。

ホットプレート 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ポリタンク〔灯油用等〕 不燃 必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。
ポリバケツ 不燃

ポリ袋 可燃
透明・半透明（色のついていないもの）の袋は、資源物、「乾電池・蛍光管等」の持ち出しに利用
可。

保冷剤〔アイスノンなど含む〕 可燃 中がジェル状でビニール等に入ったもの。
保冷剤〔プラスチックケース〕 不燃 中をカラにして出す。
ホワイトボード 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

盆提灯 可燃と不燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物と不燃物に分けて出す。乾電池は外して「乾
電池・蛍光管等」で出す。

ほ乳ビン 不燃 吸い口は取り外して可燃ごみへ。

麻雀パイ 不燃
マイク 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。
マウス〔パソコン用〕 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。
巻尺 不燃 目盛りの部分が可燃物のものは取り除く。
マグネット〔磁石〕 不燃
マグネットシート 可燃

マッサージ機、マッサージ椅子 可燃と不燃（不燃粗大）
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物（木・布・ビニール・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。

マッサージ機＜電動＞＜ハンディタイプ
＞

不燃（と可燃）　（小型家電リサイクル対
象の場合あり）

※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。

マッチ 可燃 使い切って十分に消火して出す。未使用のものは出せません。
マットレス〔スプリング無し〕 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。

マットレス〔スプリング有り〕 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。

松葉づえ 可燃又は不燃粗大 木製は可燃ごみ。金属製は不燃性粗大ごみ。
窓あき封筒 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。フィルムは取り除いて可燃ごみへ。
まな板（プラスチック製） 不燃 はさみで切れる程度の硬さのもの、木製は可燃ごみへ。
豆電球 乾電池・蛍光管等 「乾電池・蛍光管等」で出す。
マヨネーズのビニール容器 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。
万歩計（歩数計）＜電気式＞ 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。

ミキサー 不燃　（小型家電リサイクル対象）

ミシン＜足踏み式＞ 不燃（不燃粗大）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（木製部分）と不燃物（ミシン本体・金具類）に
分けて出す。木製部分は解体し、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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ミシン＜電動＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） ミシン糸等は取り除いて可燃ごみへ。
耳かき 可燃又は不燃 木・竹製のものは可燃ごみ。プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。

耳かき＜ライト付き＞ 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。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。

ミルク缶 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。軟質プラスチック製のふたは
外して可燃ごみへ。

虫取り網 可燃と不燃 可燃物と不燃物に分けて出す。
虫めがね 不燃

名刺 古紙類「本・雑誌」 本や雑誌と一緒にはさむなどして、ひもでしばって出す。※個人情報に注意
眼鏡 不燃
メモリーカード類 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。

毛布 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㎏以内にして束ねて出す。
木炭 可燃

餅つき機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

モップ（プラスチック製） 不燃粗大 雑巾部分は外して可燃ごみへ。
モデム 不燃　（小型家電リサイクル対象）

モニター〔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。

物干し竿・支柱〔コンクリート土台を除く〕 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。※コンクリー
ト土台が付いたものは出せません。

物干し台のコンクリート土台 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。

焼肉用金網／鉄板 不燃（不燃粗大）
野球ボール〔軟式、硬式〕 可燃

USBメモリー 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。
湯たんぽ（プラスチック・金属製） 不燃 中をカラにして出す。

UPS（無停電電源装置）
小型家電リサイクル対象（ごみ置き場に
は持ち出し不可）

小型家電リサイクルを利用する。コンセント部分は、取り除かず、そのままの状態で出す。

洋服ダンス（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。

浴槽 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
よしず 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。

ライター 不燃 必ず、中身を使い切ってから出す。
ラケット 可燃又は不燃 木製は可燃ごみ。木製以外は不燃ごみ、ガット等は可燃ごみへ。
ラジオ、ラジカセ 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。
ラジコン＜電池式＞ 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。
ラップの芯 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。
ラムネのビン 不燃又は缶・ビン類 プラスチック製のものは不燃ごみ。ガラス製のものは、中のビー玉はそのままで缶・ビン類。
ランドセル 可燃 金具などはできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ランニングマシーン（ルームランナー）＜
電気式＞

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

リール〔釣り道具〕＜電動＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 釣り糸は外して可燃ごみへ。
リチウム電池 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。
リモコン 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。
リュックサック 可燃 金具などはできるだけ取り除いて不燃ごみへ。

ルアー〔釣り道具〕 不燃 釣り針の部分は、危険がないように紙や布に包んで出す。
ルーター 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ルーペ 不燃

冷水機〔家庭用〕 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。業務用は専門業者に処理を依頼する。
冷蔵庫、冷凍庫〔家庭用〕 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。「家電４品目の処分方法」参照
冷風扇 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
冷風機 不燃粗大 小型家電リサイクル対象品ではありません。
レコード 不燃 レコードジャケットの厚紙は「古紙類」（ダンボール・紙箱）で出す。

レコードプレーヤー 不燃と可燃※
木枠等の可燃部分がある場合は、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

レジ袋 可燃
透明・半透明（色のついていないもの）の袋は、資源物、乾電池・蛍光管等ごみの持ち出しに利用
可。

レジャーシート 可燃 金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。
レンガ 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。
レンジパネル 不燃
練炭 可燃

ロウ紙 可燃 古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。
ローラースケート、ローラーブレード 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。
ロールスクリーン〔ロールカーテン〕 可燃と不燃 可燃物と不燃物に分けて出す。プラスチック・金属部分は不燃ごみ。

ワープロ 不燃　（小型家電リサイクル対象） インクリボンは取り外して出す。「インクリボン」参照
ワイパーブレード 不燃 ワイパーゴムは取り除いて可燃ごみへ。

ワインセラー〔家庭用〕 不燃又は持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。家電４品目の対象かどうか製造メーカーへ問い合わ
せてください。対象外のものは不燃ごみへ。家電４品目の場合は「家電４品目の処分方法」参照

ワインのビン 缶・ビン類
中ををきれいに洗って、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。コルク栓は可
燃ごみへ。

和紙 可燃
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