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ごみの出し方の注意事項 

① この一覧表は５０音順に具体例を示したものです。ここに記されていないものについては、

例示した類似品等の分別区分を参考にしてください。 

② ごみやリサイクル品を出す時間は、収集日当日の午前８時までです。 

③ 指定袋や粗大ごみシールは、人づくり課、各地区センター、市指定取扱店（コンビニ、スー

パー、ホームセンター、ドラッグストアなど）で販売しています。 

④ 指定袋・粗大ごみシールには必ず住所・氏名を記入してください。 

⑤ 引っ越しなどで一度に大量に出るごみは、市の許可業者に引き取りを直接依頼してくださ

い。 

 

 

 

 

⑥ 陶磁器類で１回の搬出量が 20 ㎏を超える場合、大森がれき処分場へ直接搬入してくださ

い。市指定のごみ袋に入れて持ち込む必要はありません。（業者の方は搬入できません） 

◆ 開場日時 毎月第２・４日曜日 午前９時～午後４時 30分（受け付けは午後４時まで） 

◆ １ｔ以上から処理手数料がかかります。（500㎏につき 540円加算されます） 

１ｔ未満 １ｔ １ｔ～1.5ｔ 1.5ｔ～２ｔ ２ｔ～2.5ｔ 

無料 1,080 円 1,620 円 2,160 円 2,700 円 

⑦ 商店、飲食店、会社などの事業活動から出たごみ（事業系）は、市の集積場へは出せませ

ん。上記の市許可業者に依頼してください。なお、事業系ごみは、ささゆりクリーンパークと

契約して搬入することもできます。直接お問い合わせください。 

ささゆりクリーンパーク ℡６５－４１１１ 可児市塩河 

⑧ 可燃ごみ、不燃ごみを一緒の袋に入れないようにしてください（不燃ごみは、金物類、ガラ

ス類、陶磁器類を一緒の袋に入れないでください。）。 

⑨ 集積場に出すことができない物は回収されません。次ページより処理方法を載せています

ので参考にしてください。 

 

 

  

【市許可業者】一般廃棄物処理（家庭系・事業系） 

  （株）橋本   ℡６３－１１１１ 可児市下恵土 

  小森産業（株） ℡５４－１２８３ 美濃加茂市加茂野町 
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【家電リサイクル品】処理方法 

テレビ、エアコン（室外機含む）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機は、不燃ごみ金物類・粗

大ごみで処分することはできません。 

「家電リサイクル法」に定められた方法で処理してください。 

(1)家電小売店で引き取ってもらう 

 家電小売店で買い替えを行った場合、過去にその家電小売店で購入した場合に限ります。

詳しくは家電小売店にお問い合わせください。 

(2)市の許可業者（㈱橋本・小森産業㈱）に依頼する 

 許可業者に直接依頼して、ご自宅まで引き取りに来てもらいます。料金は許可業者にお問

い合わせください。 

(3)家電リサイクル券を作成し、指定引取場所へ直接搬入する 

 郵便局、またはゆうちょ銀行の窓口で「家電リサイクル券」に必要事項を記入しリサイク

ル料金を振り込みます。振り込み後に発券される「振込払込受付証明書」を家電リサイクル

品に貼り付けて、以下の引取場所へ直接搬入してください。 

小森産業㈱（美濃加茂市加茂野町市橋 1129）℡0574-54-1283 

東海西濃運輸㈱岐阜東濃支店（土岐市下石町西山 304-912）℡0572-57-9015 

 

 

【小型家電】処理方法 

市役所、地区センター、エコドームに設置の「小型家電回収 BOX」の 

投函口（30㎝×15㎝）に入る大きさの以下の品目が対象となります。そ 

れ以外の品目や、BOXの投函口に入らない物は、「不燃ごみ金物類」で出 

してください。 

 

①携帯電話、PHS端末、スマートフォン 

②パソコン、及び周辺機器、タブレット端末、液晶モニター（テレビは除く）、 

電子辞書、ハードディスク、各種メモリーカード、USBメモリーなどの記録媒体 

③オーディオプレイヤー、レコーダー、デジタルカメラ、ビデオカメラ 

④ゲーム機（据置型・携帯型）、ゲームコントローラー 

⑤電動ハブラシ、電気カミソリ 

⑥電気延長コード、プラグ、ジャック、リモコン、ACアダプター、各種ケーブル 

⑦電卓、電子タバコ 

⑧リチウム電池（テープなどで絶縁してください） 

 

・個人情報が含まれている物は、あらかじめデータを削除してから出してください。 

・一度「小型家電回収 BOX」に投入された家電は返却できません。 
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【小型充電式電池】処理方法 

●家庭で使い終わった小型充電式電池は、次ページリサイクル協力店に 

 設置の「小型充電式電池リサイクル BOX」、または市役所、地区セン 

ター、エコドームに設置の「小型家電回収 BOX」に入れてください。 

●ショートの危険がありますので、必ずプラス極とマイナス極の 

 金属端子部にテープ等を貼って絶縁してください。 

※自転車店や電動工具、防災設備・機器など取扱い店のうち、 

「小型充電式電池リサイクル BOX」を設置していない場合は、 

直接お店の人にお問い合わせください。 

ご家庭の使用済み小型充電式電池のリサイクル 
 

 

 ●その他、小型シール鉛蓄電池があります。 

（JBRCの取扱対象電池はヘッドホンステレオ、ハンディクリーナ、コードレステレホン、ビデオカメラ用に限る） 

 

 

 

 

 

 

 

           お近くのリサイクル協力店の「リサイクル BOX」へ 
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●使用済小型充電式電池（「一般社団法人ＪＢＲＣ」リサイクル協力店） 

拠点名称 住所 電話番号 

カワシマデンキ 可児市広見 2346-1 0574-62-0204 

愛電館ウイズオクムラ 可児市広見 844-6 0574-62-7677 

カワムラ電化 可児市中恵土 2371-309 0574-63-1661 

㈱ヤマダ電機テックランド可児店 可児市中恵土 2371-90 0574-60-3550 

DCMカーマ可児店 可児市下恵土 5845 0574-63-1851 

ワーク可児 可児市徳野南 2-1 0574-62-8712 

㈱エディオン可児今渡店 可児市今渡 840-2 0574-60-5011 

コスモス・ベリーズ㈱可児店 可児市今渡 248-1 0574-25-3128 

㈱ギガスケーズデンキ可児店 可児市坂戸 124 0574-60-2511 

㈱ホームセンターバロー可児坂戸店 可児市坂戸 102 0574-61-2424 

トーホー家電西可児㈲ 可児市長坂 2-107 0574-65-3635 

㈲山口電化 可児市石森 181-1 0574-62-1884 

西友桜ケ丘 可児市桜ケ丘 6-74-3 0574-64-1500 

可児市エコドーム 可児市姫ケ丘 4-9 0574-62-1111 

 

●電動アシスト自転車の使用済小型充電式電池（「一般社団法人ＪＢＲＣ」リサイクル協力店） 

拠点名称 住所 電話番号 

広和サイクル 可児市広見２０８８ 0574-61-3150 

玉野自転車店 可児市広見７８９－１ 0574-62-0166 

サイクルプラザ まるこう 可児市東帷子１４０－１  0574-65-5712 

 

【ボタン電池】処理方法 

●次ページの回収協力店に設置されたボタン電池回収缶に、使用済みボタン電池を入れてください。 

●お入れいただく際には、お店の方に一声かけてください。 

●なお、安全のため、電池１個ずつ図のようにセロハンテープでの絶縁をお願いいたします。 

 

※ボタン電池はセロハンテープ    

 で絶縁してください。 

 

※投入口に入らない電池は対象外です。 

●本事業にかかる費用はＢＡＪ（一般社団法人電池工業会）の下記会社が負担いたします。 

 ボタン電池回収処理事業推進会社（2019年 9月現在） 

 

 

 

 

●回収対象電池･･･酸化銀電池（型式記号 SR）、空気電池（同 PR）、アルカリボタン電池（同 LR）で、

上記の回収処理事業推進会社が製造・販売するブランドの商品に限ります。 

FDK株式会社／スペクトラムブランズジャパン株式会社／セイコーインスツル株式会社／ 

ソニー株式会社／東芝電池株式会社／株式会社村田製作所／Great Power Nexcell 株式会社／

パナソニック株式会社／マクセルホールディングス株式会社／ファルタ・マイクロバッテリー・

ジャパン株式会社／株式会社三菱電機ライフネットワーク 
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●ボタン電池回収協力店 

拠点名称 住所 電話番号 

可茂補聴器センター 可児市広見 826-1 0574-62-0066 

岐阜県補聴器センター 可児店 可児市広見 2-32-2 0574-60-2233 

㈱ヤマダ電機テックランド可児店 可児市中恵土 2371-90 0574-60-3550 

眼鏡市場可児店 可児市中恵土 2285-1 0574-60-0533 

キクチメガネ可児店 可児市下恵土 5780-5 0574-63-2390 

ヨシヅヤ可児店 可児市下恵土 5750 0574-63-4711 

DCMカーマ可児店 可児市下恵土 5845 0574-63-1851 

㈱エディオン可児今渡店 可児市今渡 840-2 0574-60-5011 

㈱綿半スーパーセンター可児店 可児市今渡 840-2 0574-60-6363 

㈱ギガスケーズデンキ可児店 可児市坂戸 124 0574-60-2511 

ホームセンターバロー可児坂戸店 可児市坂戸 102 0574-61-2424 

西友桜ヶ丘 可児市桜ヶ丘 6-74-3 0574-64-1500 

 

 

【バイク】リサイクルについて 

○バイク（原動機付自転車～大型自動二輪車）は粗大ごみで処分することはできません。 

 乗らなくなったバイクは、取扱店や指定引取窓口へ持ち込み、適正にリサイクルして 

 下さい。 

○対象車両 

 原動機付自転車（原付）・自動二輪車 

 ※電動アシスト付自転車・バギー車・電動キックボード・サイドカー（側車）・ミニ 

        カーは対象外です。 

○引取場所 

（1）廃棄二輪車取扱店 

 ※右のステッカーが目印です。 

 

          

（2）引渡方法 

  指定引取場所に直接持ち込むか、廃棄二輪車取扱店に運搬を依頼してください。廃棄二輪

車取扱店に処理を依頼した場合は運搬費用がかかります。 

 ※それ以外の手数料等はかかりません。  

○問い合わせ先 

二輪リサイクルコールセンター  ℡０５０－３００－０７２７ 

○詳しくは 

公益財団法人自動車リサイクル促進センター  http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 
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【パソコン】処理方法 

家庭用パソコンは「ＰＣリサイクルマーク」の有無（右図参照） 

によって処理方法が異なります。 

 

●リサイクルマークがある場合 

 製造メーカーに連絡し、処理を依頼してください。 

●リサイクルマークがない場合 

  不燃ごみ袋に入れて、不燃ごみ金物類で出してください。 

 

※リサイクルマークの有無に関わらず、市役所、各地区センター、エコドームに設置の「小型

家電回収 BOX」の投入口（15cm×30cm）に入る場合は、小型家電で出せます。 

 

〇不要なパソコンを宅配便で回収する方法もあります。 

 宅配便を利用して、パソコンを無料で処分することができます。インターネットで申し込み

後、指定した日時（最短翌日、年中無休）に、ご自宅まで宅配事業者が回収にうかがいます。

申し込み方法などの詳細は、下記事業者のホームページをご参照ください。 

〇問い合わせ先 

リネットジャパンリサイクル株式会社  https://www.renet.jp/  

℡０５７０－０８５－８００（受付時間：午前 10 時～午後 5 時） 

 

【廃消火器】処理方法 

○消火器は不燃ごみ金物類・粗大ごみで処分することはできません。 

 消火器の処分は、（社）日本消火器工業会が、地域の販売代理店（特定窓口）と協力して行な

っています。処分には別途消火器リサイクルシール代及び、運搬・保管費用が必要です。 

 ※詳しくは下記事業者へお問い合わせください。 

 大沢防災システム （川合２３３７－１）  ℡６３－７２５１ 

 ㈱橋本      （下恵土２３３－１）  ℡６３－１１１１ 

 ㈱中日総合防災  （大森１６４４－１３） ℡６４－１４１１ 

 ㈲トライテクノス （大森２６７２）    ℡６３－２７７９  

 水野防災設備   （瀬田１０７３－３）  ℡６２－０７２３ 

○郵送での回収方法 

 郵送でも回収できます。必ず、事前に電話又はインターネットで申し込みが必要です。 

申し込み先 ゆうパック専用コールセンター ℡０１２０-８２-２３０６ 

 ※このリサイクルシステムに関する問い合わせ先 

 （社団法人 日本消化器工業会代理）  

株式会社 消火器リサイクル推進センター  https://www.ferpc.jp/ 

℡０３-５８２９-６７７３ 

 



分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント
あ アイスノン（冷却枕） 可燃ごみ

アイロン 不燃ごみ金物類
アイロン台 不燃ごみ金物類
アコーディオン（楽器） 不燃ごみ金物類
アコーディオンカーテン 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
足拭きマット（布製） 可燃ごみ
足拭きマット（珪藻土） 不燃ごみ陶磁器類
アダプター（ＡＣ電源） 小型家電
油（食用） 可燃ごみ 紙、布等に染み込ませて出してください。（エコドームでも回収しています）
油（機械用） 処理困難物 廃油処理箱を使用すれば「可燃ごみ」で出せます。
雨具　カッパ 可燃ごみ
編み機 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
網戸 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
アルバム 可燃ごみ 金具は取り外してください。外せない場合は「不燃ごみ金物類」で出してください。
アルミガード（台所用） 不燃ごみ金物類
アルミホイール（自動車） 処理困難物
安全靴 不燃ごみ金物類
安全ピン 不燃ごみ金物類 針を閉じて出してください。
アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
アンテナ（パラボラ） 不燃ごみ金物類

い 石 処理困難物 専門業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
衣装ケース（金属製） 不燃ごみ金物類 中に物を入れないでください。
衣装ケース（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ 中に物を入れないでください。
一升ビン リサイクル資源 栓は素材により分別してください。洗浄してください。
いす 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
板 「木類　板切れ」に従って出してください。
一輪車　スポーツ用 不燃ごみ金物類
一輪車　作業用 粗大ごみ タイヤを付けたまま出せます。
一斗缶 不燃ごみ金物類 使い切ってください。
鋳物鍋 不燃ごみ金物類
医療系廃棄物 処理困難物 医療機関などに相談してください。
衣類 可燃ごみ まだ着られる物は、エコドームでも回収しています
衣類乾燥機 家電リサイクル品
入れ歯 可燃ごみ
印鑑　判（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製・象牙製） 可燃ごみ
印鑑　判（ガラス製） 不燃ごみガラス類
インターホン 不燃ごみ金物類
インク（リボン・カセット） 可燃ごみ メーカーのリサイクルも利用してください。

う ウインドサーフィン 処理困難物
ウエイト（加工品） 処理困難物 分解し、素材により分別して出すこともできます。
植木鉢　陶磁器用 不燃ごみ陶磁器類
植木鉢　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 可燃ごみ
植木用支柱（金属製） 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
植木用支柱(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ

リサイクル資源・ごみ分別早見表

分別区分の見方

　可児市建設業協同組合（「石」「砂」「土」の処理）℡62-0427
　株式会社丸光イトウ（「木類　枝類」の処理）℡60-3282

　「粗大ごみ」・・・粗大ごみシールを貼ってください。最大寸法は150cm×80cm×60cmで、重さ20kg以下です。

　「資源集団回収品」・・・市内小中学校等で実施される資源回収に出してください。エコドームへの直接搬入もできます。
　「家電リサイクル品」・・・別途に家電リサイクル料金が必要となります。詳しくは2ページの「【家電リサイクル品】処理
　　　　　　　　　　　　　　　　方法」をご覧ください。
　「処理困難物」・・・専門店での引取りが必要な物です。購入店、取扱店、設置業者、専業者等に問い合わせてください。

　　粗大ごみの最大寸法以上の物は、収集運搬許可業者に直接処理依頼してください。

　「可燃ごみ」・・・可燃ごみ袋に入れてください。金具の付いている物、硬質の物は「不燃ごみ金物類」になります。
　「不燃ごみ金物類」・・・不燃ごみ袋に入れてください。尖っている物、刃の付いている物は安全対策をしてください。
　「不燃ごみガラス類」・・・不燃ごみ袋に入れてください。尖っている物は安全対策をしてください。
　「不燃ごみ陶磁器類」・・・不燃ごみ袋に入れてください。大森ガレキ処分場への直接搬入もできます。
　　ごみ袋に入らない物は「粗大ごみ」となります。

　「回収ボックス」・・・市役所、地区センター、エコドーム等に設置している回収ボックスに入れてください。
　「小型家電」・・・市役所、地区センター、エコドーム等に設置している回収ボックスに入れてください。

　　　品　　目

　株式会社小林三之助商店（「木類　枝類」「木類　板切れ」「木類　角材」の処理）℡26-2138

業者一覧
　収集運搬許可業者　　株式会社橋本℡63－1111　　小森産業株式会社℡54－1283

　「リサイクル資源」・・・リサイクルステーションで回収します。エコドームへの直接搬入もできます。

早見表 1 ページ 可児市リサイクル・ごみ百科事典



分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
ウォーターサーバー
（冷却機能のあるもの）

処理困難物 レンタル品はメーカーに返却してください。

ウォーターベッド 処理困難物
ウッドデッキ 「木類　角材」に従って出してください。
腕時計（電池式） 小型家電
腕時計（ゼンマイ式） 不燃ごみ金物類
乳母車 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
羽毛布団 可燃ごみ 羽毛が舞うため、切らないでください。ダウン５０％以上を含む羽毛ふとんは、可

児市社会福祉協議会と可児市エコドームで回収します。
え エアコン（家庭用） 家電リサイクル品 室外機と室内機をセットで処理してください。

エアコン（天井埋込型） 処理困難物
絵の具ﾁｭｰﾌﾞ（金属製） 不燃ごみ金物類 中身は紙等で包んで「可燃ごみ」で出してください。
絵の具ﾁｭｰﾌﾞ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ
枝 「木類　枝類」に従って出してください。
ＦＲＰ浴槽 処理困難物
ＭＯディスク 不燃ごみ金物類
LED電球 回収ボックス
ＬＰガスボンベ 処理困難物
エンジンオイル（潤滑油） 処理困難物 廃油処理箱を使用すれば「可燃ごみ」で出せます。
延長コード 小型家電
えんぴつ削り機 不燃ごみ金物類

お オイルヒーター 処理困難物
オイル 処理困難物 廃油処理箱を使用すれば「可燃ごみ」で出せます。
桶（木・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ
桶（金属製） 不燃ごみ金物類
オーディオコンポ 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
オートバイ 処理困難物
オートバイ部品 処理困難物
ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞﾄｰｽﾀｰ 不燃ごみ金物類
おまる 可燃ごみ
おむつ 可燃ごみ
おもちゃ（金属製） 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
おもちゃ（木・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ 電池は外してください。
オルガン 粗大ごみ

か 貝殻 可燃ごみ
懐中電灯 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
カイロ（金属製） 不燃ごみ金物類
カイロ（使い捨て） 可燃ごみ
鏡 不燃ごみガラス類
角材 「木類　角材」に従って出してください。
学習机 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」に従って出してください。
額縁 不燃ごみ金物類 ガラスは外して「不燃ごみガラス類」で出してください。木製品は「木類 角材」に

従って出してください。
傘 不燃ごみ金物類
加湿器 不燃ごみ金物類 プラスチック製タンクは「可燃ごみ」で出してください。
ガスボンベ 処理困難物
ガスコンロ 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
ガスストーブ 不燃ごみ金物類
ガスレンジ 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
仮設トイレ 処理困難物
カセットテープ 可燃ごみ
カセットデッキ 不燃ごみ金物類
カセットコンロ 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
カセットボンベ 不燃ごみ金物類 使い切って出してください。
ガソリン 処理困難物
カーテン 可燃ごみ
カーテンレール 不燃ごみ金物類
カード（紙、プラスチック、磁気） 可燃ごみ
かばん　金具付 不燃ごみ金物類
かばん　金具無し 可燃ごみ
画鋲（がびょう） 不燃ごみ金物類 箱に入れるか厚紙に刺して出してください。
カーペット 不燃ごみ金物類 ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
鎌 不燃ごみ金物類 安全対策をしてください。
紙容器 リサイクル資源 汚れのある物は「可燃ごみ」で出してください。
紙パック（飲料用等) 資源集団回収品 内側にアルミ箔がコーティングしてある物は「可燃ごみ」で出してください。
カメラ 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
蚊帳（かや） 可燃ごみ
カラーベスト（瓦材） 処理困難物
カラーボックス 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
ガラス　板ガラス 不燃ごみガラス類
ガラス　食器 不燃ごみガラス類
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
カミソリ 不燃ごみ金物類
カミソリの刃(替刃) 不燃ごみ金物類 安全対策をしてください。
ガラス戸 粗大ごみ
換気扇　家庭用 不燃ごみ金物類
缶きり 不燃ごみ金物類
乾燥剤 可燃ごみ
缶　飲食用 リサイクル資源 洗浄してください。潰さないでください。
缶　飲食用以外 不燃ごみ金物類
燗のできる酒缶等 不燃ごみ金物類 使い切ってください。

き 木類
　　板切れ（厚み３ｃｍ以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　板切れ（厚み10ｃｍ以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　板切れ（厚み10ｃｍ以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
　　枝類（太さ３cm以下） 可燃ごみ
　　枝類（太さ10cm以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　枝類（太さ10cm以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
　　角材（太さ３cm以下） 可燃ごみ
　　角材（太さ10cm以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　角材（太さ10cm以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
ギター 可燃ごみ 弦は「不燃ごみ金物類」で出してください。
木づち 「木類　角材」に従って出してください。
キーボード(楽器) 不燃ごみ金物類
キーボード(パソコン) 不燃ごみ金物類 回収ボックスの投入口に入れば「小型家電」
キーホルダー (金属製) 不燃ごみ金物類
キーホルダー(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
脚立 不燃ごみ金物類
急須(陶磁器製) 不燃ごみ陶磁器類
牛乳パック 資源集団回収品
牛乳ビン リサイクル資源 洗浄してください。
鏡台 粗大ごみ 鏡が割れないようにガムテープ等で養生してください。
金庫（耐火） 処理困難物
金庫（手提げ型） 不燃ごみ金物類
金庫（アスベスト含有） 処理困難物

く 空気入れ 不燃ごみ金物類
空気清浄機 不燃ごみ金物類
釘 不燃ごみ金物類 箱に入れる等安全対策をしてください。
草・花 可燃ごみ 土は取り除く。
草刈り機 不燃ごみ金物類 刃は外してください。
草刈機の刃(チップソー) 不燃ごみ金物類
草刈機の刃(紐) 可燃ごみ
くし(金属製) 不燃ごみ金物類
くし(竹･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
口紅ケース(金属製) 不燃ごみ金物類
口紅ケース(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
靴 可燃ごみ 金具付の物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
クッション 可燃ごみ
クーハン（新生児かご） 可燃ごみ
クーラーボックス 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
グリス 可燃ごみ 中身は紙、布等で包んで「可燃ごみ」で出してください。
クリスマスツリー 不燃ごみ金物類
グローランプ（点灯管） 不燃ごみ金物類
グローブ 可燃ごみ
車椅子 粗大ごみ 電動車椅子は専門取扱い品のため販売店等へ相談してください。
鍬　クワ 不燃ごみ金物類 柄の部分は「木類　角材」に従って出してください。

け 蛍光管 回収ボックス
携帯オーディオプレーヤー 小型家電
携帯電話 小型家電
計量はかり 不燃ごみ金物類
ゲーム機 小型家電 電池は外してください。
ゲームソフト 可燃ごみ 大量に出す場合は「不燃ごみ金物類」で出せます。
化粧品のびん 不燃ごみガラス類
下駄 「木類　板切れ」に従って出してください。
下駄箱 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」に従って出してください。
血圧計（水銀を使用しないもの） 不燃ごみ金物類
血圧計（水銀タイプ） 回収ボックス
玄関マット（金属製） 不燃ごみ金物類
玄関マット（樹脂・ゴム製） 可燃ごみ ３０ｃｍ四方に切って出してください。切れない場合は「不燃ごみ金物類」で出して

ください。
原動機付自転車(原付バイク) 処理困難物
原動機付自転車部品 処理困難物
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
鍵盤ハーモニカ 不燃ごみ金物類

こ 高圧洗浄機 不燃ごみ金物類
ゴーグル 可燃ごみ ガラス製のものは「不燃ガラス類」で出してください。
コード類 小型家電
工具類 不燃ごみ金物類
ござ 不燃ごみ金物類 ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
こたつ 粗大ごみ
こたつ板 粗大ごみ こたつと束ねて一つの「粗大ごみ」で出せます。
こたつの電熱器具 不燃ごみ金物類
こたつ布団 粗大ごみ ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
コピー機 不燃ごみ金物類
小麦粉等の粉類 可燃ごみ 大量にある場合は数回に分けて出してください。
ゴムホース 可燃ごみ １ｍ程度に切ってください。
ゴムボート 粗大ごみ 金属部を取り除いてください。　袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
ゴムマット 可燃ごみ ３０ｃｍ四方に切って出してください。
米びつ 不燃ごみ金物類
コーヒーメーカー 不燃ごみ金物類 ガラス部分は「不燃ごみガラス類」で出してください。
ゴルフシューズ 不燃ごみ金物類 金属が付いてなければ「可燃ごみ」で出せます。
ゴルフバッグ 粗大ごみ 中にゴルフクラブを入れて出すこともできます。
ゴルフクラブ 粗大ごみ ゴルフバッグに入れて出すこともできます。
ゴルフマット 不燃ごみ金物類
ゴルフボール 可燃ごみ
コンクリートブロック 不燃ごみ陶磁器類
コンパクト　化粧用 可燃ごみ 金属製の物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
コンプレッサー(電動) 不燃ごみ金物類 オイルは抜いてください。
コンポ(オーディオコンポ) 不燃ごみ金物類

さ サーフボード 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
サイディング 処理困難物
サイドボード 粗大ごみ 袋に入れば「木類 板切れ」に従って、ガラス部分は「不燃ごみガラス類」で出せ

ます。
座椅子 不燃ごみ金物類
財布（布製･革製） 可燃ごみ 金具が付いている物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
座卓 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」、「木類　角材」に従って出してください。
雑誌 資源集団回収品
雑紙 資源集団回収品
座布団 可燃ごみ
ざる類(竹、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
ざる類(金属製) 不燃ごみ金物類
サングラス（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製フレー
ム）

可燃ごみ
サングラス（金属製フレーム） 不燃ごみ金物類
サンダ-(機械やすり) 不燃ごみ金物類
サンダル 可燃ごみ
三輪車 不燃ごみ金物類

し シーツ 可燃ごみ
磁石 不燃ごみ金物類
ＣＤ 可燃ごみ
磁気マットレス 不燃ごみ金物類
辞書　　辞典 資源集団回収品
七輪 不燃ごみ陶磁器類 金具は「不燃ごみ金物類」で出してください。
湿布薬 可燃ごみ
自転車 粗大ごみ 解体しないでください。
自転車 電動機付･バッテリー
付

処理困難物
自転車空気入れ 不燃ごみ金物類
自動車部品 処理困難物
竹刀 可燃ごみ ５０ｃｍに切って出してください。切れなければ「粗大ごみ」で出してください。
絨毯（じゅうたん） 可燃ごみ ５０ｃｍ四方に切って出してください。切れなければ「粗大ごみ」で出してください。
シューズケース(袋物) 可燃ごみ
シューズケース(紙箱) リサイクル資源
充電器 小型家電
充電式電池 小型家電
ジュニアシート 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
消火器 処理困難物
定規(金属製) 不燃ごみ金物類
定規(木・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
除湿機 不燃ごみ金物類
除湿剤 可燃ごみ 水切りを十分にしてください。
照明器具（ガラス製） 不燃ごみガラス類 蛍光管は外して市役所･連絡所等の回収ボックスへ。
照明器具（プラスチック） 不燃ごみ金物類 蛍光管は外して市役所･連絡所等の回収ボックスへ。
障子戸 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
浄水機 不燃ごみ金物類
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
ジョウロ(金属製) 不燃ごみ金物類
ジョウロ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
食器類（陶磁器製） 不燃ごみ陶磁器類
食器類（ガラス製） 不燃ごみガラス類 割れる等で尖った部分は安全対策をしてください。
食器類(プラスチック製) 可燃ごみ
食器類（耐熱ガラス製） 不燃ごみガラス類 割れる等で尖った部分は安全対策をしてください。
食器類(セラミック製) 不燃ごみ陶磁器類
食器洗い乾燥機 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
食器棚 粗大ごみ
新聞紙 資源集団回収品

す 水槽　ガラス製 不燃ごみガラス類
水槽　プラスチック製 可燃ごみ
水筒　金属製 不燃ごみ金物類
水筒　プラスチック製 可燃ごみ
炊飯器 不燃ごみ金物類
スーツ 可燃ごみ
スーツケース 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
スキー板 粗大ごみ ２組まで束ねて出すことができます。 ストックと束ねて一つの「粗大ごみ」で出せ

ます。
スキー・スノボウエア 可燃ごみ
スキー・スノボブーツ 不燃ごみ金物類
スキー・スノボグローブ 可燃ごみ
スケート靴 不燃ごみ金物類
スケートボード 不燃ごみ金物類
スケール(金属製) 不燃ごみ金物類
スケール(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
スコップ(金属製) 不燃ごみ金物類
スコップ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
硯　すずり 不燃ごみ陶磁器類
スタンド(照明器具) 不燃ごみ金物類 蛍光管は外して市役所･連絡所等の回収ボックスへ
スタンプ台　金属製 不燃ごみ金物類
スタンプ台　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 可燃ごみ
すだれ 可燃ごみ
スチール整理棚 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
ステレオ 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
ストーブ 不燃ごみ金物類 灯油は使い切ってください。電池は外してください。
ストック 粗大ごみ ２組まで束ねて出すことができます。 スキー板と束ねて一つの「粗大ごみ」で出

せます。
砂 処理困難物 専門業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
スノーボード 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
すのこ 粗大ごみ 木製のものは、袋に入れば「木類　板切れ」に従って出してください。
スパイクシューズ 不燃ごみ金物類
スパナ 不燃ごみ金物類
スピーカー 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
スプリングマットレス 処理困難物
スプレー缶 不燃ごみ金物類 使い切って出してください。
滑り台　幼児用 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
ズボンプレッサー 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
スレート 処理困難物
スレート瓦 処理困難物

せ 石灰 処理困難物
石鹸 可燃ごみ
石膏 処理困難物
石膏ボード 処理困難物
せともの 不燃ごみ陶磁器類
セメント 不燃ごみ陶磁器類 固めた状態で出してください。
セラミック包丁 不燃ごみ陶磁器類 握りと刃を分解できれば、刃は陶磁器類、握りは素材により分別してください。
洗剤容器 可燃ごみ
扇子 可燃ごみ
扇風機 不燃ごみ金物類
洗濯機 家電リサイクル品
洗濯ばさみ(金属製) 不燃ごみ金物類
洗濯ばさみ(プラスティック製) 可燃ごみ
栓抜き 不燃ごみ金物類
洗面器　金属製 不燃ごみ金物類
洗面器　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 可燃ごみ
洗面台 粗大ごみ

そ 造花 可燃ごみ 金具は「不燃ごみ金物類」で出してください。
草履　ぞうり 可燃ごみ
ソリ　子供用玩具 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
掃除機 不燃ごみ金物類
ソファー 粗大ごみ

た 耐熱ガラス製品 不燃ごみガラス類 割れる等で尖った部分は安全対策をしてください。
タイル 不燃ごみ陶磁器類
タイヤ（自動車・バイク等） 処理困難物
タイヤ(自転車) 可燃ごみ ５０ｃｍに切って出してください。
タイヤチェーン 不燃ごみ金物類
体重計 不燃ごみ金物類
体温計　(水銀タイプ) 回収ボックス
体温計　(デジタル) 不燃ごみ金物類
太陽光発電モジュール 処理困難物
太陽電池（照明用） 不燃ごみ金物類
太陽熱温水器 処理困難物
タオルケット 可燃ごみ
竹 可燃ごみ ３０ｃｍに切って出してください。切れなければ「粗大ごみ」で出してください。
竹ぼうき 可燃ごみ ３０ｃｍに切って出してください。切れなければ「粗大ごみ」で出してください。
畳 処理困難物
タッパー　食品保存容器 可燃ごみ
脱臭剤 可燃ごみ
たわし 可燃ごみ 金属製の物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
ダンボール 資源集団回収品
タンス 粗大ごみ
断熱材　ガラスウール 処理困難物
断熱材　石綿 処理困難物
たる、たらい 不燃ごみ金物類

ち チップソー 不燃ごみ金物類
チャイルドシート 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
茶器(ガラス･耐熱ガラス製) 不燃ごみガラス類 割れる等で尖った部分は安全対策をしてください。
茶器(陶磁器類) 不燃ごみ陶磁器類
茶わん(陶磁器類) 不燃ごみ陶磁器類
チェーンソー 不燃ごみ金物類 燃料・オイルは抜いてください。
チラシ　広告 資源集団回収品
チョーク 可燃ごみ
チャッカマン 不燃ごみ金物類 使い切ってください。
注射器 処理困難物 医師又は専門の処理業者に相談してください。

つ 机 粗大ごみ
釣り竿 不燃ごみ金物類
釣り用オモリ 不燃ごみ金物類
釣り糸 可燃ごみ
土 処理困難物 専門業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
壷(金属製) 不燃ごみ金物類
壷(陶磁器類) 不燃ごみ陶磁器類
積み木 「木類　角材」に従って出してください。
つけもの石（加工品） 処理困難物 分解し、素材により分別して出すこともできます。
ツルハシ 不燃ごみ金物類 柄の部分は「木類　角材」に従って出してください。

て ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰの箱 資源集団回収品 取り出し部分のビニール類は「可燃ごみ」で出してください。
テーブル 粗大ごみ
手鏡 不燃ごみガラス類
ＤＶＤソフト 可燃ごみ 大量に出す場合は「不燃ごみ金物類」で出せます。
ＤＶＤプレーヤー(デッキ) 不燃ごみ金物類
手提げ袋(紙製) 資源集団回収品 紙以外の材質は取り除いてください。
デジタルカメラ 小型家電
デスクマット 不燃ごみ金物類 ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
鉄アレイ(ダンベル) 不燃ごみ金物類
テニスボール 可燃ごみ
テニスラケット 不燃ごみ金物類
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズ
マ式）

家電リサイクル品

テレビゲーム　本体 小型家電
テレビゲーム　ソフト 可燃ごみ
テレビ台 粗大ごみ
テント 不燃ごみ金物類 ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
天体望遠鏡 不燃ごみ金物類
てんぷらガード 不燃ごみ金物類
電子オルガン 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
電子ピアノ 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
電子レンジ 不燃ごみ金物類
電気あんか 不燃ごみ金物類
電気カーペット 不燃ごみ金物類
電気ストーブ 不燃ごみ金物類
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
電気はぶらし 小型家電 電池は外してください。
電気ポット 不燃ごみ金物類
電気毛布 不燃ごみ金物類
電子たばこ 小型家電
点字ノート 可燃ごみ 紙資源のリサイクルはできません。
電話機 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
電卓 小型家電 電池は外してください。
電球 不燃ごみガラス類
電気温水器 処理困難物
電飾 不燃ごみ金物類
鉄骨・鉄板 処理困難物
電池（使い切り） 回収ボックス ボタン電池は回収対象外です。販売店にご相談ください。
電池（充電式電池） 小型家電
電動機付自転車 処理困難物
電動車椅子 処理困難物

と ドアノブ 不燃ごみ金物類
投網 可燃ごみ おもりは外して「不燃ごみ金物類」で出してください。
砥石　といし 不燃ごみ陶磁器類
ﾄｲﾚｺｰﾅｰ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
ﾄｲﾚｺｰﾅｰ(金属製) 不燃ごみ金物類
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯 資源集団回収品 「紙容器」で出してください。芳香剤となっている物は「可燃ごみ」で出してくださ

い。
投光器 不燃ごみ金物類 レンズ・電球は外して「不燃ごみガラス類」で出してください。
陶磁器 不燃ごみ陶磁器類
灯油 処理困難物
灯油ポンプ（ビニール製） 可燃ごみ
灯油ポンプ（電池式） 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
トースター 不燃ごみ金物類
時計 不燃ごみ金物類 電池は外してください。
トタン（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
トタン（金属製） 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
戸棚　木製 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」に従って出してください。
トナー 処理困難物
土鍋 不燃ごみ陶磁器類
ドライバー(家庭工具) 不燃ごみ金物類
ドライヤー 不燃ごみ金物類
ドラム缶 処理困難物
鳥かご(金属製) 不燃ごみ金物類 木製品は「可燃ごみ」で出してください。
塗料 処理困難物 紙、布等に染み込ませたら「可燃ごみ」で出せます。

量が多い場合はペンキ販売専門店等で引取りを相談してください。
塗料缶 不燃ごみ金物類 使い切って出してください。
塗料スプレー缶 不燃ごみ金物類 使い切って出してください。
トレイ(発泡スチロール製) 資源集団回収品
トレイ（金属製） 不燃ごみ金物類
トロフィー 不燃ごみ金物類
とんかち 不燃ごみ金物類

な ナイフ類 不燃ごみ金物類 刃の部分は安全対策してください。
長靴 可燃ごみ
生ごみ 可燃ごみ 水切りを十分にしてください。
鍋焼うどん等のアルミ 不燃ごみ金物類
流し台 粗大ごみ
鍋 不燃ごみ金物類 耐熱ガラス製の物は「不燃ごみガラス類」、陶磁器製の物は「不燃ごみ陶磁器

類」で出してください。
に 人形（ガラス製） 不燃ごみガラス類

人形（金属製） 不燃ごみ金物類
人形(ｺﾞﾑ･木･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
人形ケース 不燃ごみガラス類

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ
ね ねじ 不燃ごみ金物類

寝袋 可燃ごみ
粘着式ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾅｰ 可燃ごみ 柄の部分は素材により分別してください。
粘土 不燃ごみ陶磁器類
粘土（油粘土、紙粘土） 可燃ごみ 野球ボールの大きさ以下にして出してください。

の 農機具 処理困難物 農協・購入店・取扱店に相談してください。
農業用ビニール 処理困難物 家庭菜園、ガーデニング利用であれば、細かく切って「可燃ごみ」で出してくださ

い。
農薬 処理困難物 購入店､農協、製造メーカー等に相談してください
のこぎり 不燃ごみ金物類
のり缶 リサイクル資源 プラスチック製は「可燃ごみ」で出してください。
のりビン リサイクル資源 蓋は素材により分別してください。
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
は 灰 処理困難物

バイク 処理困難物
バイク部品 処理困難物
パイプイス 不燃ごみ金物類
パイプ棚 不燃ごみ金物類
パイプベッド 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
バインダー 可燃ごみ 金具が取れない物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
はがき 資源集団回収品
袴 可燃ごみ
はかり 不燃ごみ金物類
はく製 可燃ごみ
バケツ(金属) 不燃ごみ金物類
バケツ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
箱(紙製) リサイクル資源
はさみ 不燃ごみ金物類 刃の部分は安全対策してください。
箸 可燃ごみ
箸袋 資源集団回収品 「紙容器」で出してください。
パソコン(PCリサイクルマーク付) 小型家電 メーカーのリサイクルも利用してください。個人情報が含まれるデータは、必ず消

去してから出してください。小型家電の投入口に入らない大きさの物は「不燃ご
み金物類」で出せます。

パソコン(PCリサイクルマーク無） 小型家電 個人情報が含まれるデータは、必ず消去してから出してください。小型家電の投
入口に入らない大きさの物は「不燃ごみ金物類」で出せます。

パソコン用ディスプレイ 小型家電 PCリサイクルマーク付の物は、メーカーのリサイクルも利用してください。
発煙筒 処理困難物 使用済みの物は「可燃ごみ」で出してください。
バット（金属） 不燃ごみ金物類
バット（木製） 「木類　角材」に従って出してください。
バッテリー（自動車・バイク） 処理困難物
バッテリー（ＯＡ機器・電動工具
等の日用品）

小型家電

発泡スチロール 可燃ごみ 汚れのないものは、３０ｃｍ程度に割ってリサイクル資源に出してください。
花火 可燃ごみ 濡らしてから出してください。
バーベル 不燃ごみ金物類
歯磨チューブ 可燃ごみ 使い切ってください。金属製の物は「不燃ごみ金物類」で出してください。
刃物 不燃ごみ金物類 刃の部分は安全対策してください。
針 不燃ごみ金物類 厚紙等にさして出してください
針金 不燃ごみ金物類
バール 不燃ごみ金物類
ハンガー（金具付き） 不燃ごみ金物類
ハンガー（金具無し） 可燃ごみ
バッグ（金物付き） 不燃ごみ金物類
バッグ（布製） 可燃ごみ
半紙 資源集団回収品

ひ ビーチパラソル 不燃ごみ金物類
ピアノ　ピアノ線 処理困難物
ひげそり(金属製の柄) 不燃ごみ金物類 刃が外せない場合､刃部にセロテープを貼る等､安全対策をしてください。
ひげそり(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)の柄 可燃ごみ 刃が外せない場合､刃部にセロテープを貼る等､安全対策をしてください。
ひげそり機 小型家電
ビデオカメラ 小型家電
ビデオデッキ 不燃ごみ金物類
ビデオテープ 可燃ごみ
ビニール合羽　カッパ 可燃ごみ
ビニールシート 不燃ごみ金物類 １５０ｃｍ程度に切る。３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
ビニールテーブルクロス 不燃ごみ金物類 １５０ｃｍ程度に切る。３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
ビニール風呂敷 可燃ごみ
ビン　飲食用 リサイクル資源 洗浄してください。
ビン　飲食用以外 不燃ごみガラス類
ビンのふた　金属製 不燃ごみ金物類
ビンのふた　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 可燃ごみ
便箋 資源集団回収品

ふ ファックス(機械本体) 不燃ごみ金物類 用紙、電池類は外してください。
ファンヒーター 不燃ごみ金物類 燃料・電池は外してください。
フィルムネガ 可燃ごみ
封筒 資源集団回収品 窓あき封筒は「可燃ごみ」で出してください。
風鈴(ガラス製) 不燃ごみガラス類
風鈴(陶磁器類) 不燃ごみ陶磁器類
ふすま 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
筆 可燃ごみ
布団 不燃ごみ金物類 「粗大ごみ」で出す場合は、２枚まで合わせて出すことができます。
布団カバー 可燃ごみ
布団乾燥機 不燃ごみ金物類
ぶら下がり健康器 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
フライパン 不燃ごみ金物類
フライパンの蓋（ガラス使用） 不燃ごみガラス類 プラスチック、金属部分が取り外せない場合は、そのまま出してください。
ブラインド 粗大ごみ
プラスチック製の家庭用品 可燃ごみ
ブランコ　幼児用 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
プランター（プラスチック製） 可燃ごみ 土は全て落とす。複数個重ねて出す場合は「不燃ごみ金物類」で出せます。
プリンター(複合機) 不燃ごみ金物類
ブルーシート 不燃ごみ金物類 １５０ｃｍ程度に切る。３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
プロジェクションテレビ 粗大ごみ テレビチューナーが内蔵されている物は「家電リサイクル品」です。
フロッピーディスク 可燃ごみ 沢山ある場合は数回に分けて分けて数枚ずつ小出ししてください。
風呂のふた 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
風呂用マット 粗大ごみ ３０㎝四方に切って、袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。
プロパンボンベ 処理困難物
古着類 可燃ごみ エコドームでも回収しています。
ファイル 可燃ごみ 金具は「不燃ごみ金物類」で出してください。
プール（子供用） 可燃ごみ ３０㎝四方に切って出してください。
文鎮（金属製） 不燃ごみ金物類

へ ヘアーブラシ 可燃ごみ
ヘッドホン 不燃ごみ金物類
ベッド 粗大ごみ
ベット木枠 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」、「木類　角材」に従って出してください。
ペットのふん 可燃ごみ 紙に包んで出してください。
ペット用トイレ砂(紙質系) 可燃ごみ 純粋な砂は出せません。
ペットボトル 可燃ごみ 洗って、リサイクル資源に出せます。
ペットボトルキャップ 可燃ごみ 環境課窓口、エコドームでも回収しています。
ベビーいす 不燃ごみ金物類
ベビーカー 不燃ごみ金物類
ベビー布団 可燃ごみ ３０㎝四方に切って出してください。
ベビーベッド 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
ベビーラック 可燃ごみ
ベルト(ズボン用) 可燃ごみ 金具は「不燃ごみ金物類」で出してください。
弁当箱（金属製） 不燃ごみ金物類
弁当箱（プラスチック製） 可燃ごみ
ヘルメット 不燃ごみ金物類
ペンキ 可燃ごみ 紙、布等に染み込ませて出してください。

量が多い場合はペンキ販売専門店等で引取りを相談してください。
便器 不燃ごみ陶磁器類
便座 不燃ごみ金物類
ペンチ 不燃ごみ金物類
ペン類(プラスチック製) 可燃ごみ 金具は「不燃ごみ金物類」で出してください。
ペン類(金属製) 不燃ごみ金物類

ほ ボイラー 処理困難物
ホイール　車用 処理困難物
ほうき 可燃ごみ
ぼうし 可燃ごみ
ボウリングの球 処理困難物
包装紙 リサイクル資源
包丁 不燃ごみ金物類 刃の部分は安全対策してください。
包丁砥ぎ器 不燃ごみ金物類 石を使用している場合は、石を取り外してください。
ボウル(台所用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
ボウル(台所用金属製) 不燃ごみ金物類
ボウル(台所用ガラス製) 不燃ごみガラス類
歩行器　乳幼児用 不燃ごみ金物類
ホース 可燃ごみ １ｍ程度に切ってください。
ホースリール 不燃ごみ金物類 ホースは外してください。
ポータブルオーディオプレー
ヤー

小型家電
ホットカーペット 不燃ごみ金物類
ホットプレート 不燃ごみ金物類
ホットプレートのふた(耐熱ガラ
ス製)

不燃ごみガラス類

ポット　魔法瓶 不燃ごみ金物類
哺乳ビン（ガラス製） 不燃ごみガラス類 吸い口は「可燃ごみ」で出してください。
哺乳ビン(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
ポリタンク 可燃ごみ 灯油等は使い切ってください。
ポリバケツ 可燃ごみ
保冷剤 可燃ごみ
ホーロー鍋 不燃ごみ金物類
ホーロー浴槽 処理困難物
本 資源集団回収品
本棚（金属製） 粗大ごみ
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
本棚（木製） 粗大ごみ 袋に入れば「木類　板切れ」に従って出してください。
ポンプ（井戸用） 不燃ごみ金物類
ポンプ（風呂用） 不燃ごみ金物類

ま 麻雀パイ 可燃ごみ
マイク 不燃ごみ金物類
マグネットシート 可燃ごみ ３０㎝四方に切って出してください。
まくら 可燃ごみ
マジックペン（金属製） 不燃ごみ金物類
マジックペン（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ
マッサージ機 粗大ごみ
マットレス 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
マットレス（スプリング無し） 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
窓ガラス 不燃ごみガラス類 割れる等で尖った部分は安全対策をしてください。
まな板 不燃ごみ金物類
マニキュアビン 不燃ごみガラス類 使い切ってください。（蓋は素材により分別してください。）
魔法びん 不燃ごみ金物類
豆電球 不燃ごみガラス類

み ミシン 不燃ごみ金物類
ミキサー（ジューサー） 不燃ごみ金物類
ミニカー(金属製) 不燃ごみ金物類 プラスチック製は「可燃ごみ」で出してください。
耳かき（竹製） 可燃ごみ
耳かき（金属製） 不燃ごみ金物類

む 虫かご(金属製) 不燃ごみ金物類
虫かご(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 可燃ごみ
蒸し器 不燃ごみ金物類 木製品は「可燃ごみ」で出してください。
虫めがね（ガラス製） 不燃ごみガラス類
虫めがね（プラスチック製） 可燃ごみ
むしろ 可燃ごみ ３０ｃｍ四方に切って出してください。切れなければ「粗大ごみ」で出してください。

め めがね（金属製フレーム） 不燃ごみ金物類
めがね（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製フレーム） 可燃ごみ
めがね（ガラス製レンズ） 不燃ごみガラス類
メジャー　布製 可燃ごみ
メジャー　金属製 不燃ごみ金物類

も 毛布 不燃ごみ金物類 ３０ｃｍ四方に切れば「可燃ごみ」で出せます。
木類
　　板切れ（厚み３ｃｍ以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　板切れ（厚み10ｃｍ以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　板切れ（厚み10ｃｍ以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
　　枝類（太さ３cm以下） 可燃ごみ
　　枝類（太さ10cm以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　枝類（太さ10cm以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
　　角材（太さ３cm以下） 可燃ごみ
　　角材（太さ10cm以下） 不燃ごみ金物類 他の金物類と同一の袋に入れないでください。
　　角材（太さ10cm以上） 処理困難物 処理業者に依頼してください。（表上部「業者一覧」参照）
もちつき機 不燃ごみ金物類
モップ　　柄付モップ 可燃ごみ 柄の部分は素材により分別してください。
物干し竿 粗大ごみ １５０ｃｍ程度に切って出す。袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
物干し台 粗大ごみ コンクリート部分は「不燃ごみ陶磁器類」で出してください。
モバイルバッテリー 小型家電

や やかん 不燃ごみ金物類
焼肉用鉄板 不燃ごみ金物類
焼肉用金網 不燃ごみ金物類
焼き物（陶磁器類） 不燃ごみ陶磁器類
野球のボール(軟球･硬球) 可燃ごみ

ゆ 油圧ジャッキ 不燃ごみ金物類
融雪剤 処理困難物
浴衣 可燃ごみ
ゆたんぽ 不燃ごみ金物類 プラスチック製は「可燃ごみ」で出してください。
ユニットバス 処理困難物
指輪(金属製) 不燃ごみ金物類

よ 浴槽　（ＦＲＰ・ﾎｰﾛｰ） 処理困難物
よしず 粗大ごみ 袋に入れば「可燃ごみ」で出せます。

ら ライター 不燃ごみ金物類 使い切ってください。
ラケット(金属･樹脂製) 不燃ごみ金物類
ラケット(木・プラ製) 可燃ごみ
ラジオ 不燃ごみ金物類
ラジカセ 不燃ごみ金物類
ラップ 可燃ごみ 箱・芯は「雑紙」で出してください。金属のカッター部は「不燃ごみ金物類」で出し

てください。
ラムネ（ビー玉入り） 不燃ごみガラス類 容器がプラスチック製の物は、ビー玉を取り除いて「可燃ごみ」で出してください。
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分別区分 　　　　　　　　　出し方・ワンポイント　　　品　　目
ランドセル 不燃ごみ金物類
ランプ 不燃ごみ金物類 燃料は抜いてください。ガラス部分は「不燃ごみガラス類」で出してください。

り リコーダー　　笛 可燃ごみ
リヤカー 粗大ごみ
リール　釣具 不燃ごみ金物類

る ルーフボックス 粗大ごみ 袋に入れば「不燃ごみ金物類」で出せます。
ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷蔵庫 家電リサイクル品
冷蔵庫・冷凍庫（業務用） 処理困難物
冷風機･冷風扇 不燃ごみ金物類 水タンクは「可燃ごみ」で出してください。
冷風機類(フロン使用品) 家電リサイクル品
レコード盤 可燃ごみ
レジャ－シート 可燃ごみ
レンガ 不燃ごみ陶磁器類
レンズ 不燃ごみガラス類 プラスチック製は「可燃ごみ」で出してください。
練炭 可燃ごみ 水に浸けて湿らせてから出してください。

ろ ろう紙 可燃ごみ
ローソク 可燃ごみ
ロープ 可燃ごみ １ｍ程度に切ってください。
ローラースケート 不燃ごみ金物類
ロールカーテン 不燃ごみ金物類

わ ワイヤー 不燃ごみ金物類
ワインセラー 家電リサイクル品 製造メーカーにより、対象外のものもあるので、個別で確認してください。
ワープロ 不燃ごみ金物類
ワックスの缶 不燃ごみ金物類 使い切ってください。
割れたびん、ガラス類 不燃ごみガラス類 尖った部分は安全対策をしてください。
わら製品 可燃ごみ
ワンカップビン リサイクル資源 洗浄してください。
腕章 可燃ごみ 安全ピンは「不燃ごみ金物類」で出してください。
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