
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。
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
る。

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）
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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。

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
み。

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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

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。

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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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）
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
照）

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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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。
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。
き



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

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

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。

く



品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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
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。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
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。

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。


