
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日吉津村 

家庭ごみの分け方詳細版 

平成 30年１月改定 
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○ごみ袋には必ずお名前や番号の記入を。 

 各自治会で、ごみ袋には名前か番号を記入するよう決められています。出されたごみ

袋が何かの事情で回収されなかった場合、出されたお宅に連絡を取る必要があります。

（やむを得ず、ごみ袋の中を調べなければならない場合もあります。） 

○ごみ出し場所は、各世帯に決められたところへ。 

 「同じ日吉津村のごみだから、都合のいいところに出せば・・・」という訳にはいき

ません。ごみ出し場所の管理は、各自治会の役員の皆さんを中心に日々お手間をお掛け

しています。自治会で決められたごみ出し場所以外には、出さないようにお願いします。 

 

 

 

 

○『詳細版（５０音順）』に載っていないものは・・・ 

 調べたい品目が『詳細版（５０音順）』に載っていない場合は、別の名前や類似の品

目が乗っている場合があります。 

 調べたい品目の出し方が詳細版で分からないときは、『ごみの分け方表』をご覧いた

だくか、住民課までお問い合わせください。 

 

※「分別区分」欄に「持ち出しできません」と記載されたごみについては、ごみ置き場

への持ち出し、処理施設への持ち込みができません。「出し方・気をつけてほしいこと」

の欄を参考にして処理をお願いします。専門業者等が分からない場合は、住民課へご相

談ください。 

 

 

 

～ごみ出しには、各自治会で決められたルールがあります。～ 

補足事項 

日吉津村役場住民課 ☎２７－５９５１ 

資源になるのに『もったいない』、 

分別に悩む時間が『もったいない』という 

声に応えるこの一冊。 

出し方に迷ったらすぐ確認してください。 



あい　～　ある
品　　名 分別区分

アイスクリームのカップ
布・プラスチック類
（可燃）

アイロン 不燃

空き缶〔飲食品用以外〕 不燃

アクリル板 不燃

アダプター〔電源用〕 不燃

油〔食用油〕 可燃

油紙 可燃

あぶらとり紙 可燃

アルカリ乾電池 有害ごみ

アルミ箔、アルミホイル 可燃または不燃

アルミ箔鍋
〔鍋焼きうどんなど〕

不燃

アルミレンジフード 不燃

雨どい 不燃

網戸（金属製）

可燃アルバム

厚紙〔菓子箱など〕
古紙（本・雑誌）
(布・プラスチック類)

油〔機械油〕

アタッシュケース

カレットビン
（不燃）

空き缶〔飲食品用〕 缶類（不燃）

持ち出しできません

空きビン〔飲食品用〕

可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

シール、セロテープ等を取って、紐でしばって出す。
（ビニールコーティングのあるものは布・プラスチック類へ。）

可燃と不燃に分別

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。

指定袋に入らない場合、長さ２ｍ以内、直径４０cm以内、重さ
１５kg以内に束ねて出す。

紙以外でできているものもあるため。

空きビン
〔国内大手メーカーの
　　　　　　ビールビン〕

生ビン

中をきれいに洗って、シールは取れるところまで取って、つぶさ
ずに出す。（汚れているものは中をカラにして不燃ごみへ。）

中をカラにして出す。

油ビン〔食用油、整髪料、
　　　　　　ミシン油など〕

不燃
中をカラにして出す。
（カレットビンは食料ビンのみが対象のため、不燃ごみ。）

アイロン台
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

アコーディオンカーテン
可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

  出し方・気をつけてほしいこと

あ

紙製のものでも防水加工紙のため、古紙ではなく、洗って
布・プラスチック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

可燃と不燃に分けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ。
とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで、
指定袋に「危険物」と書いて出す。

不燃と布・プラスチック類に分けて出す。脚などのプラスチック
または金属部分は不燃ごみ。布や綿できれいなものは布・プラス
チック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

アイスピック 可燃と不燃に分別

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。対象は、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）とスタイナーボトル。
※できるだけ酒屋等の販売店に返してください。

はさみで切れるのものは可燃ごみへ。

可燃と不燃と布・プラスチック類に分けて出す。塩化ビニール部
分は可燃ごみ。金属部分は不燃ごみ。布は布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。ワ
インの縁等は取り除いて出す。ふたは外して不燃ごみへ。

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。

古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。

汚れたものは可燃ごみ。汚れてないものは不燃ごみ。

きれいに洗って出す。

可燃と不燃と布・プラスチック類に分けて出す。塩化ビニールは
部分は可燃ごみ。本体・金属部分は不燃ごみ。布・スポンジ部分
は布・プラスチック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。

可燃と不燃に分けて出す。網（ネット）部分は可燃ごみ。
網戸１枚につき、指定袋を１枚付ける。

「乾電池」で出す。

できるだけ汚れを落として出す。
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あん　～　いん
品　　名 分別区分

石 持ち出しできません

衣装ケース（紙製） 古紙類（本・雑誌）

一斗缶〔飲食用品〕 缶類

一斗缶〔飲食用品以外〕 不燃

一升ビン（日本酒） カレットビン

犬小屋
（プラスチック・金属製）

不燃

衣類乾燥機 持ち出しできません

入れ歯 不燃

インクリボン〔ワープロ用〕 可燃と不燃に分別

インラインスケート靴 不燃

衣装ケース
（金属製・プラスチック製）

不燃

衣類 布・プラスチック類

可燃

一升ビン
〔焼酎・しょうゆなど〕

不燃または布・プラス
チック類

板切れ・木片

飲料用紙パック

可燃安全靴

一輪車〔スポーツ用〕

カレットビン

不燃

不燃

可燃

アンテナ〔テレビ用〕

いす
（プラスチック・金属製）

可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

一輪車〔運搬用〕・ネコ車

いす（木製）

  出し方・気をつけてほしいこと

金属部分を取り除いて可燃ごみへ。金属部分は不燃ごみへ。

指定袋に入らない場合、長さ２m以内、直径４０㎝以内、重さ
１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

できるだけ６０cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

い
購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

アンテナ線 不燃

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。

金属製は不燃ごみ。プラスチック製できれいなものは布・プラス
チック類。（汚れているものは不燃ごみへ。）
指定袋に入らない場合、１個につき指定袋を１枚付けて出す。
（衣装ケースの中に他のごみを入れないでください。）

可燃と不燃と布・プラスチック類に分けて出す。板は可燃。脚・
骨格子は不燃ごみ。布・ビニール・スポンジ部分は布・プラス
チック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

解体し、長さ９０cm程度、幅４０㎝程度、高さ２５cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
金具は取り除いて不燃ごみへ。

厚さが１０cm以上のものは、燃え残るため１０cm未満にする。
指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、幅４０㎝程度、高さ
２５cm程度、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

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（ゴム部分）は可燃ごみへ。

車輪だけ出す場合は、購入店や販売店、専門の業者にご相談
ください。

中をきれいに洗って、シールは取り除いて出す。

中をカラにして出す。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
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。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

汚物を必ず取り除く。

金具類、金属製ボタン・ファスナーは取り除いて不燃ごみへ。
※羽毛・皮製の衣類は燃えるごみへ。

家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

販売店などで回収しています。
※キャノン、エプソン社製に限り、保育所で収集しています。
(ベルマーク等と一緒に、備品等に換えることができます。
ご協力ください。)

可燃と不燃に分けて出す。中身のリボンは可燃ごみ。
その他は不燃ごみ。

可燃部分は取り除いてください。

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へ。）

インクカートリッジ
〔プリンター用〕

紙パック（可燃）

不燃
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うい　～　えれ
品　　名 分別区分

ウィンド型エアコン 持ち出しできません

植木鉢（プラスチック製）
布・プラスチック類
（不燃）

植木鉢（陶磁器製） 不燃

浮き輪 可燃

臼〔うす〕（石製） 持ち出しできません

臼〔うす〕（木製） 持ち出しできません

腕時計 不燃

不燃または

持ち出しできません

エアコン
〔家庭用室内機、室外機〕

持ち出しできません

エアロバイク〔健康器具〕 不燃

映写機
〔8ﾐﾘ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰなど〕

不燃

栄養ドリンクビン カレットビン（不燃）

絵本 古紙類（本・雑誌）

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

LED電球、LED蛍光管 不燃

枝切りばさみ、
太枝切りばさみ

植木支柱
（プラスチック・金属製）

エギ〔つり道具〕

可燃

不燃

可燃または不燃

不燃

絵の具のチューブ

枝類

エレクトーン
〔電子オルガン〕

不燃

  出し方・気をつけてほしいこと

土は取り除いて出す。

購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。
※可燃ごみに出す場合は、切断して１本の太さ１０cm未満、
幅４０cm程度、高さ２５cm程度、重さ１５kg以内に束ねて、
指定袋を付けて出す。

不燃

竹製のものは可燃ごみ。
プラスチック製のものは布・プラスチック類。

う
家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

指定袋に入らない場合、長さ２m以内、直径４０㎝以内、重さ
１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

水洗いし、土を取り除いて出す。
（洗っても土が取れない場合、不燃ごみへ。）

指定袋に入らない場合は、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

可燃または布・プラス
チック類

可燃

うちわ

ウッドカーペット

電池は外して有害ごみへ。「ボタン電池(P.23)」を参照ください。

え

家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

３辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
可燃部分は取り除く。

エアーコンプレッサー
（家庭用）

家庭用電気式のオイルの入っていないもの（オイル不要タイ
プ）、エンジン式でないものは不燃ごみ。
※オイルの入っているもの、エンジン式のものは、購入先や
販売店、専門の業者にご相談ください。

エアゾール缶〔スプレー缶〕 不燃

釣り針の部分は危険がないように紙などに包んで、指定袋に
「釣り針」等と表示する。

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。木製部分は取り除いて可燃ごみへ。

1本の直径が１０cm未満のもの。指定袋に入らない場合、
長さ９０cm程度、直径４０cm程度、重さ１５kg以内に束ねて
指定袋を付けて出す。

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。金属製は中身を使い切って不燃ごみ。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

ひもでしばって出す。

電池は外して有害ごみへ。

他の電球、蛍光管は有害ごみへ。

可燃部分がある場合は、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。
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えん　～　かい
品　　名 分別区分

園芸用の土 持ち出しできません

エンジンポンプ〔水汲み用〕 持ち出しできません

塩ビパイプ 不燃

オアシス〔切花用〕 可燃

オイルヒーター 持ち出しできません

ＯＡ用紙〔感熱紙は除く〕 古紙類（本・雑誌）

オートバイ 持ち出しできません

オーブンレンジ 不燃

お菓子の缶 缶類

落ち葉 可燃

おまる 不燃

おもちゃ
（プラスチック・布製）

布・プラスチック類

おもちゃ（金属製） 不燃

おもちゃ（木製） 可燃

折込チラシ〔新聞折込広告〕 古紙類(新聞・チラシ)

オルガン 可燃と不燃に分別

オルゴール 可燃と不燃に分別

温水器〔電気温水器、
　　　　　サンヒーター〕

不燃

温度計〔アルコール使用〕 不燃

温度計〔水銀使用〕 有害ごみ

カーテン 布・プラスチック類

カーテンレール 不燃

カード（プラスチック製） 可燃

カーペット
布・プラスチック類
（可燃）

カーボン紙・ノーカーボン紙 可燃

貝殻 可燃

介護用トイレ、
ポータブルトイレ

不燃

懐中電灯 不燃

買い物袋〔レジ袋〕 布・プラスチック類

延長コードドラム
〔巻き取り型〕

不燃

持ち出しできません

折箱（紙製）
古紙類（本・雑誌）
(布・プラスチック類)

エンジンオイル

  出し方・気をつけてほしいこと

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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。

電気コードは、できるだけ６０cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

できるだけ６０cm以内に切って出す。

お
乾燥させてから出す。

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。

延長コード 不燃

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

できるだけ６０cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

ひもでしばって出す。

「廃棄二輪車取扱店」に処理を依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

中をきれいにして、シールは取り除いて出す。

土は取り除いて出す。

汚物を必ず取り除く。

金属部分を取り除いて出す。（金属部分を取り除けないものは
不燃ごみへ。）電池は外して有害ごみへ。

電池は外して有害ごみへ。

新聞と折込チラシは一緒にひもでしばって出せます。

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
布・プラスチック類へ。）

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。

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。

３辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

か
カーテンフックは取り除いて不燃ごみへ。

指定袋に入らない場合、長さ２m以下に切断して、直径４０cm
以内、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

キャッシュカード、クレジットカードなどは切って出す。

指定袋に入らない場合は、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて雨など濡れないようにして、指定袋を
付けて出す。（汚れているものは可燃ごみへ。）

役場住民課（27-5951）へご相談ください。

古紙類で出せない紙（薬品加工紙）のため。

汚物を必ず取り除く。

電池は外して有害ごみへ。

汚れているものは可燃ごみへ。
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かか　～　かま
品　　名 分別区分

鏡 不燃

学習机（木製） 可燃と不燃に分別

学習机（スチール製） 不燃

傘
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

加湿器 不燃

菓子箱（紙製）
古紙類（本・雑誌）
(布・プラスチック類)

ガスストーブ 不燃

ガスボンベ
〔LPガス・プロパンガス用〕

持ち出しできません

ガスレンジ 不燃

カセットコンロ 不燃

カセットテープ ビデオ・カセットテープ

ガソリン携行缶 不燃

カタログ 古紙類（本・雑誌）

活性炭 可燃

カッターナイフ 不燃

かっぱ〔雨具〕 可燃

カップ酒のビン カレットビン

カップめんの容器
（プラスチック製）

発泡スチロール

家庭用ゲーム機 不燃

金網 不燃

かなづち〔工具〕 可燃と不燃に分別

カバン（布） 布・プラスチック類

カバン（革製） 可燃

がびょう（押しピン） 不燃

花びん 不燃

釜〔茶道具、羽釜など〕 不燃

布・プラスチック類

電池は外して有害ごみへ。

３辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

不燃
カセットボンベ
〔カセットコンロ用〕

カップめんの容器（紙製）

きれいに洗って出す。（汚れの取れないものは可燃ごみへ。）

金具類、金属製ボタン、ファスナーは取り除いて不燃ごみへ。

危険がないように紙などに包んで、指定袋に「がびょう」等と
表示する。

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。

  出し方・気をつけてほしいこと

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。木製部分は可燃ごみへ。

可燃と不燃に分けて出す。解体し、長さ９０cm程度、幅４０㎝
程度、高さ２５cm程度、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付
けて出す。金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

３辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

不燃と布・プラスチック類に分けて出す。
ビニール部分と骨組を分別する。指定袋に入らない場合、直径
４０cm以内、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
金属部分を外したビニール部分できれいなものは布・プラスチッ
ク類。（汚れたものは可燃ごみへ。）

中の水は抜いて出す。

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布・プラスチック類へ。）

購入先や販売店などにご相談ください。

点火用電池は外して有害ごみへ。

カセットボンベは必ず取り外す。（カセットボンベ参照）

ケースは布・プラスチック類へ。

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。

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。

ボタン、ファスナー、金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

紙製のものでも防水加工紙のため、古紙ではなく、洗って
布・プラスチック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

ひもでしばって出す。金具などは外して不燃ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。
木製部分は取り除いて可燃ごみへ。

金具類、金属性ボタン、ファスナーは取り除いて不燃ごみへ。
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かま　～　かん
品　　名 分別区分

鎌 可燃と不燃に分別

紙おむつ 可燃

紙くず 布・プラスチック類

かみそり、ひげそり 不燃

紙粘土 可燃

紙箱
古紙類（本・雑誌）
(布・プラスチック類)

紙袋 古紙類（本・雑誌）

カメラ 不燃

画用紙 古紙類（本・雑誌）

カラーボックス 可燃

カラオケのテープ ビデオ・カセットテープ

ガラスくず〔破片〕 不燃

ガラスケース 不燃

ガラス食器
〔ガラスコップなど〕

不燃

ガラス板、板ガラス 不燃

ガラス戸 不燃

刈込ばさみ 可燃と不燃に分別

カレンダー 古紙類（本・雑誌）

革製品 可燃

瓦 持ち出しできません

缶〔飲食品用〕 缶類

缶〔飲食品用以外〕 不燃

缶切り 不燃

缶詰の缶・上ぶた〔飲食品用〕缶類

緩衝材（発泡スチロール製） 発泡スチロール

緩衝材
（発泡スチロール製以外）

可燃

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。

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、重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

紙コップ、紙皿
布・プラスチック類
（可燃）

不燃

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ。
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。

缶〔スプレー缶〕

  出し方・気をつけてほしいこと

汚物を必ず取り除く。

紙製のものでも防水加工紙のため、古紙ではなく、洗って
布・プラスチック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

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。

ひもでしばって出す。
（ビニールコーティングのあるものは布・プラスチック類へ。）

電池は外して有害ごみへ。

ひもでしばって出す。絵が描かれていても出せます。

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、指定袋を付けて出す。
金具は取り除いて不燃ごみへ。

ケースは布・プラスチック類へ。

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。

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布・プラスチック類へ。

木製部分は取り除いて可燃ごみへ。

中をカラにして出す。

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

３辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
1枚につき指定袋を1枚。木製部分は取り除いて可燃ごみへ。

中をきれいに洗って、シールは取ってつぶさずに出す。

刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に
「缶切り」等と表示する。

中をきれいに洗って、シールは取ってつぶさずに出す。
離れていない金属製の上ぶたは缶と一緒に缶類で出せます。
離れたものは不燃ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ。
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。

ひもでしばって出す。金具などは取り除いて不燃ごみへ。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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。

持ち手がプラスチックのものは取り外して布・プラスチック類へ。  
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かん　～　くき
品　　名 分別区分

乾電池 有害ごみ

かんな〔工具〕 可燃と不燃に分別

キーボード〔楽器〕 不燃

キーボード
〔パソコン、ワープロ用〕

不燃

ギター 可燃と不燃に分別

キッチンタイマー 不燃

杵〔きね〕 可燃

木の枝・幹 可燃

脚立〔きゃたつ〕（金属製） 不燃

キャッシュカード 可燃

キャップ（プラスチック製） 布・プラスチック類

キャップ（金属製） 不燃

キャンバス〔カンバス〕 可燃

給湯器 不燃

牛乳パック 紙パック

牛乳ビン カレットビン

給油ポンプ〔電池式〕 可燃と不燃に分別

鏡台〔ドレッサー〕（木製） 可燃と不燃に分別

教科書 古紙類（本・雑誌）

金庫〔耐火金庫〕 持ち出しできません

金庫〔手提げ金庫〕 不燃

空気入れ〔自転車用〕 可燃と不燃に分別

空気清浄機 不燃

クーラー
〔家庭用室外機、室内機〕

持ち出しできません

クーラーボックス 不燃

釘〔くぎ〕 不燃

切って出す。

※ペットボトルのふたはP.２２を参照ください。

※ペットボトルのふたはP.２２を参照ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

「乾電池」で出す。
小型充電式電池、ボタン電池は電気店等で回収しています。

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は可燃ごみ。刃の部分は
取り外して、紙などに包んで、指定袋に「刃」等と表示する。

  出し方・気をつけてほしいこと

古紙で出せない紙（薬品加工紙）のため。

き

感熱紙（レシート・一部FAX
用紙など）※インクやトナー
を使用しない熱に反応して文
字が黒く残る紙

可燃

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。

可燃と不燃に分けて出す。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。

電池は外して有害ごみへ。

太さ 10 cm以上のものは、燃え残るため、10 cm未満にする。
指定袋に入らない場合、長さ 90 cm程度、幅 40 cm程度、
高さ 25 cm程度、重さ 15  kg以内に束ねて、指定袋を付けて
出す。

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

3辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
高さ25cm程度、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて
出す。

電池は外して有害ごみへ。

内側が銀色のもの、500ml未満のものは可燃ごみへ。

できるだけ販売店に返却してください。

可燃と不燃に分けて出す。ホース部分は可燃ごみ。
ホース以外の部分は不燃ごみ。電池は外して有害ごみへ。

可燃と不燃に分けて出す。木片は、長さ９０cm程度、幅４０cm
程度、高さ２５cm程度、重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を
付けて出す。鏡、金属部分は不燃ごみ。

家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

危険がないように紙などに包んで、指定袋に「釘」等と表示
する。

く

可燃物と不燃物に分けて出す。ホース部分は可燃ごみ。
ホース以外の部分は不燃ごみ。

ひもでしばって出す。
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くさ　～　けち
品　　名 分別区分

草 可燃

草刈鎌 可燃と不燃に分別

草刈機〔エンジン式〕 持ち出しできません

草刈機〔モーター式〕 不燃

草刈機の刃 不燃

串（竹製） 可燃

薬のビン〔飲み薬〕 カレットビン

薬のビン
〔きず薬・消毒薬など〕

不燃

果物の保護材（紙製） 布・プラスチック類

果物の保護材（紙製以外） 可燃

靴 可燃

グラスウール〔ガラスウール〕持ち出しできません

クラッカー〔パーティー用〕 可燃

グランドゴルフのスティック
（木製）

可燃

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

車いす 可燃と不燃

クレパス、クレヨン 可燃

クレンザー〔みがき剤〕の容
器（紙製）

可燃

クレンザー〔みがき剤〕の容
器（プラスチック製）

可燃または不燃

グローブ〔野球用〕 可燃

グローランプ〔グロー球〕 有害ごみ

蛍光管 有害ごみ

携帯電話〔充電器を含む〕 不燃

ゲートボールのスティック
（木製）

可燃

ゲートボールの球 不燃

ゲーム機〔家庭用〕 不燃

ゲーム機用ソフト 不燃

化粧品ビン 不燃

ケチャップの容器
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

不燃串（金属製）

中をカラにして出す。
（カレットびんは食料びんのみが対象のため、不燃ごみ。）

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。中身をカラにして出す。

先を折って出す。

とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に
「串」等と表示する。

中をカラにして出す。
（カレットびんは食料びんのみが対象のため、不燃ごみ。）

ケーブル
〔オーディオなどの接続用〕

不燃

泥や土を落として出す。

可燃物と不燃物に分けて出す。
木製部分は取り除いて可燃ごみへ。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。

  出し方・気をつけてほしいこと

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。

未使用のものは出せません。

購入店や販売店、専門の業者にご相談ください。

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」
等と表示する。充電式電池は取り出す。

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。

ふたは外して不燃ごみへ。

指定袋に入らない場合、直径４０cm程度、重さ１５kg以内に
束ねて、指定袋を付けて出す。

「蛍光管」で出す。

け
「蛍光管」で出す。ＬＥＤ蛍光管は不燃ごみへ。

電池パック（バッテリー）は外して有害ごみへ。
※できるだけ販売店に返却してください。

指定袋に入らない場合、直径40cm程度、重さ15kg以内に
束ねて、指定袋を付けて出す。

可燃物と不燃物に分けて出す。

葉の部分は取り除いて可燃ごみへ。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

できるだけ60cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

水でゆすぎ、布・プラスチック類。（ケチャップが水で取れない
場合、可燃ごみへ。ふたは外して不燃ごみへ。）

中をきれいに洗って、ラベルなどは取れるところまで取って出す。 

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。  

8



けつ　～　こん
品　　名 分別区分

血圧計 不燃

結束バンド〔PPバンド〕 可燃

剣山〔生花用〕 不燃

原動機付自転車〔スクーター〕持ち出しできません

けん盤ハーモニカ
〔ピアニカなど〕

不燃

碁石 不燃

鯉のぼり
布・プラスチック類
（可燃）

鯉のぼりの支柱（金属製） 不燃

広告
〔新聞折込チラシ〕

古紙類
（新聞・チラシ）

ゴーグル〔スキー用・水泳用〕不燃

コーヒーメーカー 不燃

氷枕 可燃

ござ 可燃

こたつ（木製） 可燃と不燃に分別

こたつ板 可燃

こたつの電熱器具 不燃

碁盤（木製） 可燃

コピー機〔家庭用小型機〕 不燃

ゴム製品
〔ゴム手袋、長靴など〕

可燃

ゴムホース 可燃

ゴムボート〔レジャー用〕 可燃

米袋（紙製） 可燃

ゴルフクラブ 不燃

ゴルフシューズ 可燃

ゴルフバック 可燃と不燃に分別

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

コンクリート片 持ち出しできません

金具等は取り除いて不燃ごみへ。

指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

可燃と不燃に分けて出す。
解体し、可燃物は長さ90cm程度、40cm程度、高さ25cm
程度、重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
電熱器具などの金属部分・プラスチック部分は不燃ごみ。

長さ90cm程度、幅45cm程度に切断して、指定袋を付けて出
す。金属・プラスチック部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

厚さが１０cm以上のものは、１０cm未満に切断して出す。

3辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
トナーが入っていれば使い切って出す。

指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

コードリール

可燃部分は取り除く。電池が入っていれば取り外して有害ごみへ。

危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に「剣山」と表示
する。

  出し方・気をつけてほしいこと

「廃棄二輪車取扱店」に処理を依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

パイプは切り取って可燃ごみへ。

ゴム部分は取り除いて可燃ごみへ。

きれいにして、布・プラスチック類。（他のごみが取れない
場合、可燃ごみへ。）不燃部分は取り除く。

電気コードは、できるだけ６０cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

こ

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40cm以内、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

不燃

指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
不燃部分は取り除く。

汚れが取りきれない紙・内側に防水コーティング紙のため古紙類
では出せません。

指定袋に入らない場合、直径４０cm程度、重さ１５kg以内に
束ねて、指定袋を付けて出す。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

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。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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。
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こん　～　しい
品　　名 分別区分

コンポスト〔生ごみ処理容器〕不燃

サークル〔ペット用囲い〕 不燃

サーフボード 持ち出しできません

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

在宅医療用具
〔チューブ類・バッグ類〕

可燃

サイクリングマシーン 不燃

座椅子
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

魚焼き器
〔フィッシュロースター〕

不燃

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〕

紙パック　　　

酒ビン カレットビン

サッシ 不燃

雑誌 古紙類（本・雑誌）

殺虫剤スプレー缶 不燃

座布団
布・プラスチック類
（可燃）

皿（紙製・木製）
布・プラスチック類
（可燃）

皿（ガラス・硬質プラスチッ
ク・陶磁器・金属製）

不燃

サラダ油の容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃）

サラダ油の容器（缶・ビン製） 不燃

三脚
〔カメラ、ビデオカメラ用〕

不燃

サングラス 不燃

サンダー〔工具〕 不燃

サンドバッグ 可燃

サンヒーター 不燃

三輪車、三輪自転車 不燃

CD 不燃

CDラジカセ、CDプレーヤー 不燃

コンパス〔製図用〕
とがった部分は、危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に
「コンパス」等と表示する。

指定袋に入らない場合、指定袋を付けて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

病院、調剤薬局で回収しています。
※Ｐ.３４を参照ください。

可燃部分は取り除く。

  出し方・気をつけてほしいこと

さ

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。

3辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。可燃部分は取り除く。

不燃

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。金具は取り除いて不
燃ごみ。布やスポンジがきれいなものであれば、布・プラスチッ
ク類。（汚れているものは、可燃ごみへ。）

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「紙パック」で出す。
プラスチック製の注ぎ口は取り除く。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。（再利用できるビールビンは除く。）

3辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

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。

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

指定袋に入らない場合、50cm×50cm×40cm程度に束ねて
濡れないようにして出す。（汚れているものは、可燃ごみへ。）
金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

紙製のものでも防水加工紙のため、古紙ではなく、洗って布・
プラスチック類。木製のもの（汚れているもの）は可燃ごみ。

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。

中をカラにして、水でゆすいで布・プラスチック類。
油が固まって取れない場合は可燃ごみへ。

ケースは布・プラスチック類へ。

電池は外して有害ごみへ。

3辺の長さが１m×１m×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

指定袋を付けて出す。

し

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。
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しい　～　しよ
品　　名 分別区分

シール 可燃

色紙 古紙類（本・雑誌）

磁気マットレス 可燃

磁石 不燃

辞書、辞典 古紙類（本・雑誌）

下敷〔文房具〕 布・プラスチック類

七輪 不燃

自転車 不燃

自転車のタイヤ
〔ゴム部分〕

可燃

竹刀 可燃

シャープペンシル 不燃

写真、写真のネガ 可燃

ジャッキ 不燃

砂利 持ち出しできません

シャンプー・リンス容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃または不燃）

じゅうたん
布・プラスチック類
（可燃）

充電式電池〔小型〕 持ち出しできません

収納ケース（紙製） 古紙類

収納ケース（プラスチック
製）

布・プラスチック類

収納ケース（金属製） 不燃

ジューサー
〔ミキサー〕

不燃

シュレッダーした紙 布・プラスチック類

消火器 持ち出しできません

将棋盤（木製） 可燃

錠剤、カプセルの包装容器 可燃

障子 可燃

浄水器 不燃

照明器具 不燃

しょうゆビン カレットビン

しょうゆ容器
〔ペットボトル〕

ペットボトル

粘着物が付いた紙のため古紙類では出せません。

ひもでしばって出す。（絵や字が書かれていても出せます。）

  出し方・気をつけてほしいこと

磁気は取り除いて不燃ごみへ。

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。

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

灰は取り除いて出す。

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。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

写真は古紙類では出せません。

油圧式のジャッキは、必ずオイルを抜いて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

水でゆすいで出してください。ポンプ、ふたは外して不燃ごみ。
（汚れている容器で、はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ご
みへ。必ず中をカラにして出す。）

きれいなものは布・プラスチック類。
指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて濡れないようにして出す。
（汚れているものは、可燃ごみへ。）

リサイクル協力店（電気店、電器店など）にある
「小型充電式電池リサイクルBOX」で回収しています。

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。

指定袋に入らない場合、1個につき1枚指定袋を付けて出す。
（収納ケースの中に他のごみを入れないでください。）

指定袋に入らない場合、1個につき1枚指定袋を付けて出す。
（収納ケースの中に他のごみを入れないでください。）

購入先または、販売代理店（特定窓口）に依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

厚さ10cm以上のものは、10cm未満に切断して出す。

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、指定袋を付けて出す。

蛍光管、電球は外して有害ごみへ。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

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・ラベルは布・プラスチック類へ。
汚れているふたは不燃ごみへ。

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）は不燃ごみへ。
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しよ　～　すす
品　　名 分別区分

食品トレー 発泡スチロール

食用油 可燃

食用油の容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃）

食用油の容器（缶、ビン） 不燃

除湿機 不燃

除湿剤の容器 可燃

除草剤の容器〔家庭用〕 可燃または不燃

食器（ガラス・硬質プラス
チック・陶磁器・金属製）

不燃

食器洗い乾燥機、食器乾燥機 不燃

食器棚（木製） 可燃と不燃に分別

シルバーカー〔手押し車〕
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

新聞紙
古紙類
（新聞・チラシ）

水槽
（プラスチック・ガラス製）

不燃

水中ポンプ〔モーター式〕 不燃

水中メガネ 不燃

水筒（プラスチック・金属製）不燃

水道パイプ（塩化ビニール製）不燃

炊飯器 不燃

スーツケース
可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

スキー板 不燃

スキー靴 可燃と不燃に分別

スキーのストック 不燃

スキャナー 不燃

スケート靴
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

スケートボード（木製） 可燃

スコップ 可燃と不燃に分別

硯〔すずり〕 不燃

きれいに洗って出す。（汚れたものは可燃ごみへ。）
シールなどは取り除いて可燃ごみへ。
※発泡以外のものを同じ袋に入れないでください。

凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。

  出し方・気をつけてほしいこと

水でゆすいで出す。（油のかたまりが取れないものは可燃ごみ
へ。）ふたは外して不燃ごみへ。

ラベルは布・プラスチック類へ。

中の水は抜いて出す。

はさみで切れない程度の硬さのものは不燃ごみ。
水は取り除いて出す。

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。

可燃と不燃に分けて出す。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、指定袋を付けて
出す。ガラス、金具等は取り除いて不燃ごみ。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。布・スポンジ等は
取り除いて、きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

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。

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。

す

風呂の水汲み用などの小型のものに限る。

ゴム部分は取り除いて可燃ごみへ。

肩掛けひも等は取り除いて可燃ごみへ。

できるだけ60cm以内に切って出す。

可燃物と不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
皮製部分は可燃ごみ。塩化ビニールは不燃ごみ。
布・スポンジ部分できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは、可燃ごみへ。）

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セットで指定袋1枚を付けて出す。
ストックも一緒に束ねて出せます。

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。

スキー板と一緒に束ねて出せます。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
金属部分は不燃ごみ。
布できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは、可燃ごみ。）

金具などは取り除いて不燃ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。
木製部分は取り除いて可燃ごみへ。
プラスチック・金属部分は不燃ごみ。
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すた　～　せら
品　　名 分別区分

すだれ 可燃

スタンプ台 不燃

スチール缶〔飲食品用〕 缶類

スチール机・スチール棚 不燃

スティックのり容器 不燃

ステレオ 不燃

ステンレスパイプ棚 不燃

ストーブ 不燃

砂 持ち出しできません

スノーボード 不燃

すのこ（木製） 可燃

スパイクシューズ 可燃

スピーカー 不燃

スプリングマットレス
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

スプレー缶 不燃

すべり台〔幼児用〕（木製） 可燃

すべり台〔幼児用〕
（木製以外）

不燃

スポンジ
布・プラスチック類
（可燃）

ズボンプレッサー 不燃

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

スロットマシーン 持ち出しできません

石油ストーブ 不燃

石油ファンヒーター 不燃

石灰〔生石灰、消石灰、
　　　　炭酸カルシウム〕

持ち出しできません

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

接着剤の容器（金属製・
　　　　硬質プラスチック）

不燃

瀬戸物〔陶磁器〕 不燃

セメント 持ち出しできません

セラミックファンヒーター 不燃

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

中身を使い切って出す。

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。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

必ず、燃料を抜いて出す。電池は外して有害ごみへ。

必ず、燃料を抜いて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

せ

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

可燃部分は取り除く。

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

中をきれいに洗って、シールは取って、つぶさずに出す。

中身を使い切って出す。

  出し方・気をつけてほしいこと

可燃部分は取り除く。

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

必ず、燃料を抜いて出す。電池は外して有害ごみへ。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

指定袋を付けて出す。

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

可燃部分は取り除く。木製BOXは解体して可燃ごみへ。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。スプリングは3辺の
長さが1m×1m×2m以下のもの。指定袋を付けて出す。
布・スポンジ部分できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは、可燃ごみ。）

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

解体し、長さ90cm程度、直径40cm程度、高さ25cm程度、
重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
金具等は取り除いて不燃ごみへ。

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40cm以内、重さ15kg以内にして
出す。どちらの場合も、指定袋を付けて出す。

きれいなものはプラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）
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せろ　～　たつ
品　　名 分別区分

セロハンテープの芯 古紙類（本・雑誌）

洗剤容器（紙製）
布・プラスチック類
（可燃）

洗剤容器（プラスチック製）
布・プラスチック類
（可燃）

洗濯機 持ち出しできません

洗濯バサミ（木製） 可燃

剪定ばさみ 可燃と不燃に分別

扇風機 不燃

洗面器
（プラスチック製・金属製）

不燃

掃除機 不燃

ソースの容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃）

ソファー
可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

体温計〔電子体温計〕 不燃

体温計〔水銀体温計〕 有害ごみ

体重計〔ヘルスメーター〕 不燃

大正琴 可燃と不燃に分別

タイヤ〔自転車用・
　　一輪車（スポーツ用）〕

可燃と不燃に分別

タイヤ〔自転車用・
一輪車（スポーツ用）以外〕

持ち出しできません

タイヤチェーン 不燃

タイヤチューブ 可燃

タイル 持ち出しできません

高枝切りバサミ 不燃

畳〔たたみ〕 可燃

たてす 可燃

卓球台 可燃と不燃に分別

解体し、可燃物と不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
木製部分は長さ90cm程度、直径40cm程度、高さ25cm程度、
重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
皮製部分は可燃ごみ。金具・スプリング等があれば取り除いて
不燃ごみ。きれいな布・スポンジは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

た

購入店や販売店、自動車修理店、ガソリンスタンド、専門の業者
にご相談ください。（車のタイヤも含まれます。）

硬質ゴム製のものも不燃ごみ。

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ
へ。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。

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
（ホイール等）は不燃ごみで出す。

中をきれいにして出す。
（きれいにならないものは可燃ごみへ。）

電池は外して有害ごみへ。ボタン電池はボタン電池回収協力店
（電気店、補聴器店など）でも回収しています。

役場住民課（27-5951）へご相談ください。

乾電池が入っていれば外して有害ごみへ。

バルブ部分（金属部分）は切り取って不燃ごみへ。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径４０cm以内、重さ
１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
刃の部分は、危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に
「はさみ」等と表示する。

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、高さ
25cm程度、重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

1畳を4分割に切断して束ねて出す。指定袋を1枚分につき1枚
付ける。

解体し、可燃物は長さ90cm程度、直径40cm程度、高さ25cm
程度、重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。土台（金属）は3辺の
長さが1m×1m×2m以下のもの。指定袋を付けて出す。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

そ
中のごみは取り除いて出す。

本・雑誌と一緒にはさむなどして、ひもでしばってリサイクル
ハウスへ出す。

紙製のものでも防水加工紙のため、古紙ではなく、粉を落とし
て、布・プラスチック類。（汚れているものは可燃ごみへ。）

中をきれいにして出す。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

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へ。

家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

  出し方・気をつけてほしいこと
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たつ　～　つか
品　　名 分別区分

脱臭剤の容器
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

タッパー〔台所用品〕
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

卵のパック〔透明のもの〕 布・プラスチック類

卵のパック〔紙製のもの〕 古紙類（本・雑誌）

たも網 不燃

樽（木製） 可燃

たわし〔スポンジ、亀の子〕 可燃

タンス（木製） 可燃

ダンベル 不燃

ダンボール 古紙類（ダンボール）

チェーン〔車用〕 不燃

チェーンソー〔エンジン式〕 持ち出しできません

チェーンソー〔モーター式〕 不燃

チャイルドシート
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

茶筒缶 缶類

茶箱〔木製で内側にブリキが
貼ってあるもの〕

可燃と不燃に分別

注射器、注射針 持ち出しできません

チューブ容器
〔からし、わさびなど〕

布・プラスチック類
（可燃、不燃）

彫刻刀 可燃と不燃に分別

チラシ〔新聞折込チラシ〕 古紙類(新聞・チラシ)

杖〔ステッキ〕（木製） 可燃

杖〔ステッキ〕（木製以外） 不燃

使い捨てカイロ 可燃

使い捨てライター 不燃 必ず、中身を使い切ってから出す。

つ

指定袋に入らない場合、長さ９０cm程度、直径４０cm程度、
重さ１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

コードレス式のバッテリーは外す。
バッテリーは販売店リサイクル協力店（電気店、電器店など）に
ある「小型充電式電池リサイクルBOX 」でも回収します。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
布・スポンジ等は取り除いて、布・プラスチック類へ。
（汚れたものは可燃ごみ。）

洗って、きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れた容器は、可燃ごみへ。汚れたふたは不燃ごみへ。）

病院、調剤薬局で回収しています。
※Ｐ.３４を参照ください。

中をきれいに洗って、シールは取ってつぶさずに出す。

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。

硬質ゴム製のものも不燃ごみ。

解体し、直径40cm程度に束ねて、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

網、竹の柄は可燃ごみ。

  出し方・気をつけてほしいこと

ち

きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れたもので、はさみで切れる程度のものは可燃ごみへ。はさ
みで切れない硬さのものは不燃ごみへ。）

きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れたもので、はさみで切れる程度のものは可燃ごみへ。はさ
みで切れない硬さのものは不燃ごみへ。）

解体し、長さ90cm程度、直径40cm程度、高さ25cm程度、
重さ15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

指定袋に「ダンベル」と表示する。

テープ・シールなどは取って、ひもでしばって出す。

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

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ
へ。刃の部分は、危険がないように紙や布に包んで、指定袋に
「刃物」等と表示する。

指定袋に入らない場合、直径40cm以内、重さ15kg以内に
束ねて、指定袋を付けて出す。
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つく　～　てん
品　　名 分別区分

机・テーブル（木製） 可燃

机・テーブル（木製以外） 不燃

漬物石 持ち出しできません

土 持ち出しできません

釣り竿（木製） 可燃

釣り竿（木製以外） 不燃

釣り針 不燃

DVD、DVDプレーヤー 不燃

低周波治療器 不燃

ディスプレイ〔パソコン用〕 持ち出しできません

ティッシュペーパーの箱 古紙類（本・雑誌）

テープレコーダー 不燃

手鏡 不燃

デジタルカメラ、
デジタルビデオカメラ

不燃

デスクマット 可燃

鉄アレイ 不燃

鉄板〔調理用〕 不燃

テニスボール 可燃

テレビ〔ブラウン管式・
　　　液晶式・プラズマ式〕

持ち出しできません

テレビアンテナ 不燃

テレビゲーム機 不燃

電気あんか 不燃

電気カーペット 可燃と不燃に分別

電気かみそり
〔電気シェーバー〕

不燃

電気コード 不燃

電気スタンド 不燃

電気ストーブ 不燃

電気毛布 可燃と不燃に分別
可燃物と不燃物に分けて出す。指定袋に入らない場合、長さ
90cm程度、直径40cm程度に束ねて、指定袋を付けて出す。
電気コードとコントローラー部分は不燃ごみ。

可燃物と不燃物に分けて出す。指定袋に入らない場合、長さ
90cm程度、直径40cm程度に束ねて、指定袋を付けて出す。
電気コードとコントローラー部分は不燃ごみ。

電池式の電池は外して有害ごみへ。

蛍光管、電球は外して有害ごみへ。

指定袋に入らない場合、指定袋を付けて出す。

パソコン製造メーカーに回収を依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

ひもでしばって出す。
出し口のフィルムは取って布・プラスチック類へ。

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。
木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。

電池は外して有害ごみ。
充電式電池は販売店リサイクル協力店(電気店、電器店など）に
ある「小型充電式電池リサイクルBOX」でも回収しています。

危険がないよう厚紙などに包んで、指定袋に「釣り針」と表示
する。

て

電池は外して有害ごみへ。

家電リサイクル法対象品。
※Ｐ.３２を参照ください。

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

可燃部分は取り除く。

指定袋に「鉄アレイ」と表示する。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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。

できるだけ60cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40cm以内、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

電池は外して有害ごみへ。

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

  出し方・気をつけてほしいこと

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、指定袋を付けて出す。金具等があれば取り
除いて不燃ごみへ。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40cm以内、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
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てん　～　とら
品　　名 分別区分

電球（白熱球） 有害ごみ

電球型蛍光管 有害ごみ

電磁調理器 不燃

電子オルガン
〔エレクトーンなど〕

不燃

電子手帳、電子辞書 不燃

電子レンジ 不燃

天体望遠鏡 不燃

電池 有害ごみ

電動工具
〔ドライバー、ドリルなど〕

不燃

電動自転車
〔電動アシスト式自転車〕

不燃

電動歯ブラシ 不燃

天ぷらガード 不燃

電話機 不燃

電話帳〔タウンページ、
　　　　　ハローページ〕

古紙類（本・雑誌）

砥石〔といし〕 不燃

トイレットペーパーの芯 古紙類（本・雑誌）

陶磁器 不燃

籐〔とう〕製品 可燃

豆腐の容器 布・プラスチック類

灯油 持ち出しできません

灯油のポリタンク、灯油缶 不燃

灯油ポンプ〔電池式〕 可燃と不燃に分別

トースター 不燃

時計 不燃

トタン 不燃

トナー〔プリンター用〕 不燃

土鍋 不燃

ドライバー〔工具〕 不燃

ドライヤー 不燃

ドラム缶 不燃

トランプ 古紙類（本・雑誌）

中をカラにして、指定袋に入らないものは、指定袋を付けて
出す。

プラスチック製トランプ・ケースは布・プラスチック類へ。

木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。

子機の電池は外して有害ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。ホース部分は可燃ごみ。電池は
外して有害ごみへ。

電池は外して有害ごみへ。「電池（Ｐ.17）」を参照ください。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径４０cm以内、重さ
１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

「蛍光管」で出す。ＬＥＤ電球は不燃ごみへ。

可燃部分がある場合は、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。

「蛍光管」で出す。ＬＥＤ蛍光管は不燃ごみへ。

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。

「乾電池」で出す。
※充電式電池は販売店リサイクル協力店（電気店、電器店など）
にある「小型充電式電池リサイクルBOX]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）
で回収しています。

電池は外して有害ごみへ。

他の古紙類と一緒にはさむなどして、ひもでしばって出す。

電池は外して有害ごみへ。

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。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径４０cm以内、重さ
１５kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。

コードレス式のバッテリーは外す。
バッテリーは販売店リサイクル協力店（電気店、電器店など）に
ある「小型充電式電池リサイクルBOX 」で回収します。

（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。

  出し方・気をつけてほしいこと

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。
不燃部分は取り除く。

きれいにして布・プラスチック類。

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。

と
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とり　～　ねん
品　　名 分別区分

塗料〔ペンキ〕 持ち出しできません

塗料缶 不燃

塗料スプレー缶 不燃

ドリンクビン カレットビン

ドレッサー〔鏡台〕（木製） 可燃と不燃に分別

ドレッシングの容器
（ガラス製）

不燃

ドレッシングの容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃）

泥〔側溝汚泥など〕 持ち出しできません

トロ箱（発泡スチロール製） 発泡スチロール

トロ箱
（発泡スチロール製以外）

可燃

トロフィー 不燃

苗ポット（家庭園芸用） 布・プラスチック類

長靴 可燃

納豆の容器（紙製） 布・プラスチック類

納豆の容器
（発泡スチロール製）

発泡スチロール

ナツメ球 有害ごみ

鍋 不燃

鍋焼きうどんのアルミ容器 不燃

生ごみ処理機〔電気式〕 不燃

波板（ポリカーボネート・
　塩化ビニール・ブリキ製）

不燃

日本酒のビン カレットビン（不燃）

入浴剤の缶 不燃

ぬいぐるみ 布・プラスチック類

縫い針 不燃

塗り薬のチューブ
（アルミ容器）

不燃

塗り薬のチューブ
（ビニール容器）

可燃

ネガフィルム 可燃

ネコ車〔一輪車〕 不燃

猫砂〔ペットの砂〕 可燃

粘土 可燃

ね

中身を使い切って出す。

危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に「針」等と表示
する。

少量ずつ何回かに分けて出す。

可燃物と不燃物に分けて出す。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、
指定袋を付けて出す。鏡、金属部分は不燃ごみ。

ふたは外して不燃ごみへ。

タイヤのみの場合、「タイヤ（自転車用・一輪車（スポーツ用）
以外（Ｐ.14）」を参照ください。

金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

中をカラにして出す。

  出し方・気をつけてほしいこと

中をカラにして出す。

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。

中をカラにして出す。

水でゆすぎ、布・プラスチック類へ。（油のかたまりが取れない
ものは可燃ごみ。）ふたは不燃ごみへ。

な

ぬ

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

きれいに洗って出す。

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。

専門の業者にご相談ください。

きれいに洗って、大きいものは割って出す。（汚れが落ちない
ものは可燃ごみへ。）シールなどは取り除いて可燃ごみへ。

土や泥は取り除いて出す。農業用は出せません。

金属部分があれば取って不燃ごみへ。

木製の台があれば取り除いて可燃ごみへ。

紙粘土、油粘土、小麦粘土など工作用に限る。

「蛍光管」で出す。

指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40cm以内、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

に

きれいにして出す。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取ってだす。
ふたは外して不燃ごみへ。
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のう　～　はつ
品　　名 分別区分

農機具 持ち出しできません

農業用ビニール、
農業用シート

持ち出しできません

農薬 持ち出しできません

ノート 古紙類（本・雑誌）

ノートパソコン 持ち出しできません

のこぎり〔工具〕 可燃と不燃に分別

飲み薬
〔錠剤・カプセル・粉状〕

可燃

バーベキューコンロ 不燃

バーベル 不燃

パイプベッド
〔マットレスは除く〕

可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

廃食用油 可燃

バインダーファイル（紙製） 古紙類（本・雑誌）

バインダーファイル
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃、不燃）

はがき 古紙類（本・雑誌）

白熱灯〔白熱電球〕 有害ごみ

バケツ（プラスチック製）
布・プラスチック類
（不燃）

バケツ（金属製） 不燃

はさみ 不燃

はしご（竹・木製） 可燃

はしご（アルミ製） 不燃

パソコン、
パソコンディスプレイ

持ち出しできません

パソコンデスク・ラック 不燃

パチンコ台 持ち出しできません

発煙筒 持ち出しできません

バッテリー
〔車・オートバイ用〕

持ち出しできません

発電機 持ち出しできません

バット〔野球用品〕 可燃または不燃

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

木製は可燃ごみ。プラスチック・金属製は不燃ごみ。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

パソコン製造メーカーに回収を依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。指定袋を付けて出す。
木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。

きれいにして出す。
（汚れが取れないものは不燃ごみへ。）

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

「蛍光管」で出す。

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。

  出し方・気をつけてほしいこと

の

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

パソコン製造メーカーに回収を依頼する。
※Ｐ.３３を参照ください。

可燃物と不燃物に分けて出す。
木製部分は取り除いて可燃ごみへ。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

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

可燃物と不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
パイプ部分は3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。木製部分は取り除いて可燃ごみ。
布・スポンジ部分できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

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

凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。

ひもでしばって出す。金具、止め具は取り除いて不燃ごみへ。

きれいなものは布・プラスチック類。
金具・硬質プラスチックは外して不燃ごみ。
（汚れているファイルで、はさみで切れる程度のものは可燃ごみ
へ。はさみで切れない硬さのものは不燃ごみへ。）

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、指定袋を付けて出す。
金具等があれば取り除いて不燃ごみへ。

指定袋を付けて出す。
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はつ　～　ひに
品　　名 分別区分

発泡スチロールの容器
発泡スチロール
（可燃）

バトミントンのシャトル 可燃

花火 可燃

歯ブラシ
布・プラスチック類
（不燃）

歯磨きチューブ 可燃

刃物類 可燃と不燃に分別

パラボナアンテナ 不燃

針 不燃

針金 不燃

ハロゲンヒーター 不燃

ハンガー（木製） 可燃

ハンガー（プラスチック製） 布・プラスチック類

ハンガー（金属製） 不燃

半紙 古紙類（本・雑誌）

ハンドミキサー 不燃

パンフレット 古紙類（本・雑誌）

パン焼き機
〔ホームベーカリー〕

不燃

ピアノ 持ち出しできません

ビーチパラソル
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

ビールケース 不燃

ビールビン
〔国内大手メーカー〕

生ビン

ビールビン
〔国内大手メーカー以外〕

カレットビン

ひげそり 不燃

ビデオカメラ 不燃

ビデオテープ ビデオ・カセットテープ

ビデオデッキ 不燃

ビニールコーティング紙
布・プラスチック類
（可燃）

ビニールハウス
〔家庭園芸用〕

可燃と不燃に分別

可燃物と不燃物に分けて出す。木製部分があれば取り除いて可燃
ごみへ。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。

危険がないように厚紙などに包んで、指定袋に「針」等と表示
する。

  出し方・気をつけてほしいこと

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。

できるだけ60cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

使い切って十分に消化して出す。未使用のものは出せません。

きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れている場合は不燃ごみへ。）

きれいにして出す。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れが取れないものは不燃ごみ。）

（使用済みのものは可燃ごみへ。）ひもでしばって出す。

電池は外して有害ごみへ。

ひもでしばって出す。

ひ
購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。金属部分は長さ2ｍ
以内、直径40cm以内にして、指定袋を付けて出す。
布・ビニール部分できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

できるだけ酒屋等の販売店へ返してください。

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。対象は、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）とスタイナーボトル。
※できるだけ酒屋等の販売店に返してください。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。
ふたは外して不燃ごみへ。

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。

電池は外して有害ごみへ。
充電式電池は販売店リサイクル協力店（電気店、電器店など）に
ある「小型充電式電池リサイクルBOX]で回収しています。

ケースは布・プラスチック類へ。

古紙類で出せない（ビニールが付いている）紙のため。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

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40cm以内、重さ15kg以内に
束ねて、指定袋を付けて出す。農業用は出せません。
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ひに　～　ふん
品　　名 分別区分

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）

肥料〔固体、液体〕 持ち出しできません

肥料袋〔家庭園芸用〕 可燃

ファスナー 不燃

ファックス付き電話機 不燃

ブースターケーブル〔車用〕 不燃

封筒 古紙類（本・雑誌）

フードプロセッサー 不燃

フェンス
（プラスチック・金属製）

不燃

筆 可燃

筆箱、筆入れ 可燃

ふとん
布・プラスチック類
（可燃）

ふとん乾燥機 不燃

ふとん叩き 可燃

ブラインド 不燃

プラモデル
布・プラスチック類
（不燃）

ブランコ〔幼児用〕 不燃

プランター（プラスチック製）
布・プラスチック類
（不燃）

プリンター 不燃

プリンの容器
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

ブルーシート 可燃

プロジェクションテレビ 不燃

ブロック（コンクリート製） 持ち出しできません

フロッピーディスク 不燃

風呂ぶた 不燃

風呂マット（ウレタン製） 可燃

文鎮（ぶんちん） 不燃

ひもでしばって出す。
ビニールカバーは外して布・プラスチック類へ。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

中身を使い切って出す。農業用は出せません。

ふ
プラスチック製のものは布・プラスチック類へ。

  出し方・気をつけてほしいこと

できるだけ60cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

ひもでしばって出す。※個人情報に注意。
窓空き封筒のフィルムは布・プラスチック類へ。

3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

プラスチック製のものは不燃ごみ。

不燃部分は取り除く。
硬質プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。

指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度、重さ
15kg以内に束ねて、指定袋を付けて濡れないようにして出す。
（※羽毛・皮製のもの、汚れているものは可燃ごみへ。）
金属部分は取り外して不燃ごみへ。

ナイロン部分は可燃ごみへ。

プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。

長さ2m以内、直径40cm以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

きれいなものは布・プラスチック類へ。金属部分があれば外して
不燃ごみへ。（金属部分が外れないものは不燃ごみへ）

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40cm以内、
重さ15kg以内にして、指定袋を付けて出す。

水洗いし、土を取り除いて出す。
（洗っても土が取れない場合、不燃ごみへ。）

インクカートリッジは取り外して出す。
「インクカートリッジ（Ｐ.2）」を参照ください。

水でゆすいで、布・プラスチック類。

はさみで切れない硬さのものは不燃ごみへ。）

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、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

３辺の長さが１m×１ｍ×２ｍ以下のもの。
指定袋を付けて出す。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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、指定袋を付けて出す。（木製は除く）

（汚れが取れないもので、はさみで切れる程度のものは可燃ごみへ。 
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へあ　～　へん
品　　名 分別区分

ヘアースプレー缶 不燃

ヘアーブラシ 可燃または不燃

ベッド木枠 可燃

ペットの首輪（皮・布製） 可燃

ペットの砂（猫砂） 可燃

ペットのトイレ用シート 可燃

ペットフードの缶 缶類

ヘッドフォン 不燃

ヘッドフォンステレオ 不燃

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

ペットボトルのふた 飲料用のみ

ベニヤ板 可燃

ベビーカー
不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

ベビーバス 不燃

ベビーベッド（木製） 可燃

ベルト 可燃

ヘルメット
可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

ペンキ 持ち出しできません

ペンキ缶 不燃

ベンチ（木製） 可燃

ベンチ（木製以外） 不燃

弁当の容器
（プラスチック製）

布・プラスチック類
（可燃、不燃）

ペン類（プラスチック製） 不燃

中をきれいに洗って、シールは取って、つぶさずに出す。

きれいにして布・プラスチック類。
（汚れているもので、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。）

プラスチックだけに分別できるものは布・プラスチック類へ。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
布・スポンジ等できれいなものは布・プラスチック類へ。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

可燃物と不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
ビニール部分は可燃ゴミ。布・クッション部分できれいなものは
布・プラスチック類へ。（汚れているものは可燃ごみへ。）

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。

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、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

必ず、容器に記載されているガス抜き方法に従がって、中身を
使い切ってから出す。

  出し方・気をつけてほしいこと

少量ずつ何回かに分けて出す。

へ

木製は可燃ごみ。プラスチック製は不燃ごみ。

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、指定袋を付けて出す。
金属部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

可燃部分は取り除く。

電池は外して有害ゴミへ。

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。
色つきの取っ手は取り外す。
飲料用のふたはリサイクルハウスへ。飲料用以外のふた・色つき
の取っ手・ラベル、マークのないもは布・プラスチック類へ。
（本体が汚れているものは可燃ごみへ。）

公民館などで拠点回収しています。

中をカラにして出す。

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、指定袋を付けて出す。
金具等は取り除いて不燃ごみへ。

３辺の長さが１ｍ×１ｍ×２m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

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、指定袋を付けて出す。
金具等は取り除いて不燃ごみへ。
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ほい　～　ほわ
品　　名 分別区分

ホイール（自転車、自動車、
　　　　　　　　単車など）

不燃

ボイラー（灯油用） 不燃

望遠鏡 不燃

ほうき 可燃

包装紙 古紙類（本・雑誌）

包丁 可燃と不燃に分別

包丁研ぎ器 不燃

ボウリング球 持ち出しできません

ホース（ゴム・ビニール製） 可燃

ホースリール 不燃

ポータブルトイレ、
介護用トイレ

不燃

不燃または

ボート（ゴム・ビニール製） 可燃

ボール（スポーツ用品） 可燃

ポスター 古紙類（本・雑誌）

ボタン（貝・木製） 可燃

ボタン（金属製） 不燃

ボタン（プラスチック製） 布・プラスチック類

ボタン電池 有害ごみ

補聴器 不燃

ポット 不燃

ホットカーペット 可燃と不燃に分別

ホットプレート 不燃

ほ乳ビン 不燃

ポリタンク（灯油用等） 不燃

ポリバケツ
布・プラスチック類
（不燃）

ポリ袋 布・プラスチック

保冷剤（アイスノンなど含む）可燃

保冷剤（プラスチックケース）不燃

ホワイトボード 不燃

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
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
回収しています。

汚物は必ず取り除く。

必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。

きれいにして出す。
（汚れが取れないものは不燃ごみへ。）

中がジェル状でビニール等に入ったもの。

中をカラにして出す。

３辺の長さが１ｍ×１ｍ×２m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

吸い口は外して可燃ごみへ。

家電４品目の対象かどうか製造メーカーに問い合わせてくださ
い。対象外のものは不燃ごみへ。指定袋へ「メーカー確認済」と
表示する。※家電４品目の場合、Ｐ.３２を参照ください。

不燃部分は取り除く。

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。

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布・プラスチック類へ。

持ち出しできません

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、指定袋を付けて出す。

ホースは外して可燃ごみへ。

ポータブル温冷庫

  出し方・気をつけてほしいこと

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。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

３辺の長さが１ｍ×１ｍ×２m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

ほ

車輪だけ出す場合は、タイヤ（ゴム部分）は外してあること。

可燃物と不燃物に分けて出す。指定袋に入らない場合、長さ
90cm程度、直径40cm程度に束ねて、指定袋を付けて出す。

汚れているものは可燃ごみへ。

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布・プラスチック類へ。

可燃物と不燃物に分けて出す。
木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。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。

電池が入っていれば外して有害ゴミへ。

電気コードとコントローラー部分は不燃ごみ。※P.27 を参照ください。  
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まあ　～　むし
品　　名 分別区分

麻雀パイ 不燃

マイク 不燃

マウス（パソコン用） 不燃

巻尺 不燃

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

可燃と不燃と布・プラ
スチック類に分別

マッチ 可燃

マットレス
（スプリング有り）

不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

マットレス
（スプリング無し）

布・プラスチック類

松葉づえ 可燃または不燃

窓あき封筒 古紙類（本・雑誌）

まな板（プラスチック製）
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

豆電球（白熱） 有害ごみ

マヨネーズのビニール容器
布・プラスチック類
（可燃、不燃）

万歩計 不燃

ミキサー 不燃

ミシン（電動） 不燃

ミシン（足踏み式） 可燃と不燃に分別

耳かき 可燃または不燃

ミルク缶 缶類

虫取り網 不燃

虫めがね 不燃

ひもでしばって出す。
フィルムは取り除いて布・プラスチック類へ。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。スプリングは３辺の
長さが１ｍ×１ｍ×２m以下のもの。指定袋を付けて出す。
布・スポンジ部分で、きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

木製は可燃ごみ。金属製は不燃ごみ。

み

  出し方・気をつけてほしいこと

電池が入っていれば外して有害ゴミへ。
電気コードは、できるだけ６０cm以内に切って出す。
（破砕機に巻きつき故障の原因となります）

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。

目盛りの部分が可燃物の場合、取り除く。

ミシン糸等は取り除いて可燃ごみへ。

水でゆすぎ、布・プラスチック類。（マヨネーズが水で取れない
場合、可燃ごみへ。ふたは外して不燃ごみへ。）

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、指定袋を付けて濡れないようにして出す。
金属部分は取り外し不燃ごみへ。

電池は外して有害ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。ミシン本体・金具は不燃ごみ。
木製部分は解体し、長さ９０㎝程度、幅４０㎝程度、高さ２５㎝
程度、重さ１５㎏以内に束ねて、指定袋を付けて出す。

使い切って十分に消化して出す。未使用のものは出せません。

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。

中をきれいに洗って、シールは取って、つぶさずに出す。
プラスチック製のふたは外して布・プラスチック類へ。

む
網、竹の柄は可燃ごみ。

きれいにして出す。
（汚れているものは、はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ご
みへ。はさみで切れないものは不燃ごみへ。）

「蛍光管」で出す。懐中電灯の豆電球は不燃ごみへ。

可燃物と不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
木・ビニール部分は可燃ごみ。金属部分は不燃ごみ。
布・スポンジ部分で、きれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

ま
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めい　～　るう
品　　名 分別区分

名刺 古紙類（本・雑誌）

眼鏡 不燃

毛布
布・プラスチック類
（可燃）

餅つき機 不燃

モップ（プラスチック製） 不燃

物干し竿・支柱
（コンクリート土台を除く）

不燃

物干し台のコンクリート土台 持ち出しできません

焼肉用金網／鉄板 不燃

野球ボール（軟式・硬式） 可燃

湯たんぽ
（プラスチック・金属製）

不燃

洋服ダンス（木製） 可燃

浴槽 不燃

よしず 可燃

ライター 不燃

ラケット 可燃または不燃

ラジオ・ラジカセ 不燃

ラップの芯 古紙類（本・雑誌）

ラムネのビン
不燃または
カレットビン

ランドセル 可燃

ランニングマシーン
〔ルームランナー〕

不燃

リール〔釣り道具〕 不燃

リュックサック 可燃

リチウム電池 有害ごみ

リモコン 不燃

ルアー〔釣り道具〕 不燃

ルーペ 不燃

金具などは取り除いて不燃ごみへ。

リサイクル協力店（電気店、電器店など）にある
「小型電池充電式電池リサイクルBOX」で回収しています。

電池は外して有害ごみへ。

る

釣り針の部分は危険がないように紙などに包んで、指定袋に
「釣り針」等と表示する。

ら

よ

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、指定袋を付けて出す。
金具等は取り除いて不燃ごみへ。

３辺の長さが１ｍ×１ｍ×２m以下のもの。
指定袋を付けて出す。

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、指定袋を付けて出す。

電池は外して有害ごみへ。

必ず、中身を使い切ってから出す。

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。

中をカラにして出す。

も

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、指定袋を付けて濡れないようにして出す。
（汚れの取れないものは可燃ごみへ。）

雑巾部分は取り除いて可燃ごみへ。

め

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

  出し方・気をつけてほしいこと

ゆ

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

や

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、指定袋を付けて出す。
※コンクリート土台が付いたものは出せません。

他の本・雑誌と一緒にはさむなどして、ひもでしばって出す。

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カレットビン。

金具などは取り除いて不燃ごみへ。

可燃物と不燃物に分けて出す。3辺の長さが１ｍ×１ｍ×２m
以下のもの。指定袋を付けて出す。可燃部分は取り除く。

り
釣り糸は取り除いて可燃ごみへ。
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れい　～　わつ
品　　名 分別区分

冷水器 不燃

冷蔵庫、冷凍庫〔家庭用〕 持ち出しできません

冷風機、冷風扇 不燃

レコード 不燃

レジ袋 布・プラスチック

レジャーシート 可燃

レンガ 持ち出しできません

レンジパネル 不燃

練炭 可燃

ロウ紙（パラフィン紙）
布・プラスチック類
（可燃）

ローラースケート、
ローラーブレード

不燃と布・プラスチッ
ク類（可燃）に分別

ロールスクリーン
〔ロールカーテン〕

可燃

ワープロ 不燃

ワイパーブレード 不燃

不燃または

持ち出しできません

ワインのビン カレットビン

和紙 布・プラスチック類

ワックスの缶 不燃

インクリボンは外して出す。「インクリボン」参照。

ワイパ―ゴムは取り除いて可燃ごみへ。

中身を使い切って出す。

中をきれいに洗って、ラベルは取れるところまで取って出す。ワ
インの縁は取り除いて出す。
ふたは外して不燃ごみへ。コルク栓は可燃ごみへ。

わ

ろ

古紙類で出せない紙（防水加工紙）のため。
（汚れているものは可燃ごみへ。）

レコードジャケットの厚紙は「本・雑誌」で出す。

金属部分は取り除いて不燃ごみへ。

家電リサイクル法対象品。※Ｐ.３２を参照ください。

家電４品目の対象かどうか製造メーカーに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、Ｐ.３２を参照ください。

購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

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。

不燃物と布・プラスチック類に分けて出す。
布部分できれいなものは布・プラスチック類。
（汚れているものは、可燃ごみへ。）

  出し方・気をつけてほしいこと

れ
業務用は専門業者に処理を依頼する。

ワインセラー〔家庭用〕

汚れているものは可燃ごみへ。
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　衣装ケースのように袋に入らないものを出す際に、袋を付けて出しますが、ケースの中や

２　灯油のポリタンクや衣装ケースを２～３個くくってだしてもいいの？

３　カセットボンベやスプレー缶はなぜ使い切らないといけないの？

　ガスがきちんと抜けてないものがあると、ごみ収集車や、リサイクルプラザ等で爆発火災事故
が起こる恐れがあり、非常に危険です。現在市販されているスプレー缶には、ガスの抜き方法が
記載されていますので、その抜き方に従がって、必ずガスを抜いてからごみに出してください。
また、使い捨てライターも、中にガスが残ったままだと火災事故の起こる恐れがあるため、必ず

（以前はスプレー缶に必ず穴をあけて出していただいていましたが、穴をあける際に事故の危険
性があるため、平成25年10月より、穴をあけなくてもよいことになりました。）

４　割れてしまったびんはどうやって出せばいいの？

　びんの割れたものは「生きびん」「カレットびん」に該当するものであっても、「不燃ごみ」
で出してください。紙などに包んで、指定袋に「われもの」等と書いてください。

５　電気毛布や電気カーペットはどうやって出すの？

部分は「不燃ごみ」で出してください。

１　プラスチックの衣装ケースの中に他の不燃ごみを入れて出してもいいの？

よくあるお問い合わせQ&A／間違えやすいものなど

充電器はメーカー等に関係なく、右のマークのある販売店で無料
回収していますので、リサイクルにご協力ください。

　電気コード・コントローラー部分を毛布やカーペットから切り離し、

付ける袋の中に他の不燃ごみを入れて出すことはできません。

　収集作業に支障が出るため、複数のものをくくって

１個につき１枚、指定袋を付けて出してください。
出さないでください。また、そのものを使用する形状で

活用するため、携帯電話・ＰＨＳの本体、電池パック（バッテリー）、

使い切ってからごみに出してください。

６　携帯電話は「不燃ごみ」に出せますか？

　バッテリーを外せば、「不燃ごみ」に出せますが、資源を有効に

毛布・カーペット部分は「可燃ごみ」で、電気コード・コントローラー

不燃ごみ可燃ごみ
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７　資源ごみの缶やペットボトルはどうしてつぶさずに出した方がいいの？

８　「缶・ビン類」のラベルは必ずはがさないといけないの？

　品質の良いものとしてリサイクルするため、はげるところまで、極力はがして出してくださ

９　傘はそのまま不燃ごみに出せないの？

　傘は、燃える素材（ビニール部分）と燃えない素材（骨組）でできており、分別が必要です。
ビニール部分は取り外して、金属部分があれば取ってください。きれいなものは、「布・プラス
チック類」で出してください。汚れが付いているものは、「可燃ごみ」で出してください。骨組

１０　どうして生ごみの水切りが必要なの？

　家庭から出る可燃ごみの約40％は生ごみです。そのうち、約80％は水分と言われています。
平成２８年度の可燃ごみの排出量は５２６ｔでしたので、２１０ｔは生ごみ、そのうち１６８ｔ
が水分となります。
　本村は、可燃ごみを米子市クリーンセンターに委託し、処分しており、投入されたごみの
総量に対し、１ｔあたり２５，３００円の負担金を支払っています。
　したがって、水分を燃やすために、４２５万円もの負担金を支払っていることとなります。
みなさんの協力で、水分を減らし、可燃ごみの減量化につなげましょう。

１１　布団はどうやって出せばいいの？

　布団の中身が「羽毛」であれば、「可燃ごみ」です。中身が「羽毛以外」であれば、「布・
プラスチック類」です。どちらの場合も、まず金属部分をはずしてください。袋に入る大きさ
のものは、指定袋に入れて出してください。袋に入らないものは、布団を三つ折りにして、ひ
もで十字にしばり、指定袋を付けて出してしてください。雨や雪の日に出された場合、濡れて
しまうと再資源化に支障をきたしたり、水を含んで重たくなってしまいますので、雨や雪の日

１２　包丁や鎌などの刃物も分別が必要なの？

　包丁や鎌などの刃物に木製部分がある場合、けがの無いように
十分注意して、できる限り分別していただくのが、原則となっています。

絡み合わず、固まりにすることができないため、つぶさず

は避け、次の収集日に持ち出してください。

固めるときに、はじめからつぶれていると、１つ１つが
それぞれ圧縮し、１つの固まりにしています。圧縮して

に出すようにお願いしています。

い。

　処理施設のリサイクルプラザでは、缶やペットボトルを

は「不燃ごみ」で出してください。
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１３「指定袋に入らない」又は「分別がどうしてもできない」ごみを出すときは？

燃えない素材

はい

燃える素材

はい

い

い

え

い

い

え

い

い

え

は

い

燃える素材
（木や羽毛布団など）だけでできている

燃える素材 と

燃えない素材
でできている

燃えない素材
（金属やガラスなど）だけでできている

収集可能な大きさにできる
・板切れ、木材など

９０㎝×４０㎝×２５㎝程度、

（重さ１５㎏以内）に分解・切断し、

結束できる

（※１本の太さ直径１０㎝未満）

・羽毛ふとん、電気カーペットなど

長さ９０㎝程度、直径４０

㎝程度、（重さ１５㎏以内）

に結束できる

収集可能な大きさにできる
・１m×１m×２m以下のもの

・直径４０㎝、長さ２m以内

（重さ１５㎏以内）に結束で

きる

可燃ごみの袋を付けて
ごみ置き場に出す

リサイクルプラザに
持ち込む（有料）

運搬できる
リサイクルプラザに
持ち込むことが
できるごみは

い

４０㎝

９０㎝

２m

４０㎝

２５㎝

９０㎝

村の許可業者に依頼

（有料）Ｐ．３４参照

タンス 木材羽毛布団 テレビ マットレス かさ スチール机

可燃ごみ袋 不
燃
ご

伯耆町口別所

燃える素材と
燃えない素材に

分けることが
できる
（分別できる）

物干し竿

１m

２m

４０㎝

１m

は
い

不燃ごみの袋を付け
てごみ置き場に出す

不燃ごみ袋許可業者

い

い

え
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処理施設について（直接搬入※別途手数料が必要です。）

ご

自力でごみを出すことが難しい場合

可燃ごみについては、現在米子市にある米子市クリーンセンターで焼却処理されています。この
米子市 クリーンセンターには、日吉津村の住民の方が直接可燃ごみを搬入することが出来ません。

引っ越し等で一時的に多量に出る場合や、大型のごみなどで自力での分別が難しい場合など、ごみステー
ションにだすことが難しい場合があります。

そのような場合には、日吉津村一般廃棄物収集運搬業許可業者（P.34）に、処理を依頼してください。
許可業者に頼まれる場合は、有料となります。料金については、依頼される内容により、業者ごとに異

なってきますので、各業者に直接お問い合わせください。（村指定ごみ袋を使う必要はありません）
なお、許可業者以外の業者に、ごみの収集運搬を依頼すると、例外を除き法令違反となりますので、ご注

意ください。

※法令違反にならない例外の代表例
○社会通念上、下取りと呼ばれる行為。
○専ら物と呼ばれる、古紙類、鉄くず、衣類、空きビンの4品目のうち、リサイクル処理を行っている場合。

○家電リサイクル法や、廃棄物と清掃に関する法律による特例（環境大臣の認定を受けた、広域的な一般

廃棄物の処理をする者）等による、法令の規定を受けている場合。
○リサイクルショップなどに販売する場合。（※ごみではなく有価物となります。）
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●鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ 　電話：６８－４０７１

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　  　　 ＦＡＸ：６８－４５８４

（１）『不燃ごみ』や『資源ごみ』の持ち込みについて

　①搬入受付日及び受付時間

　　月曜日から金曜日まで　　 午前８時３０分～午後４時

　　○土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は持ち込みできません。

　　○搬入手続き（搬入許可証の発行）の際、印鑑（認印可）が必要ですので、印鑑をお持ちください。
　　　また、排出場所、排出区分、ごみの内容等は正しく申請してください。

　②持ち込めるごみの種類等

　　　○荷降ろし場所が異なりますので、下記の４種類に分別してください。

　　○飛散防止シートをかけるなどして、ごみが飛散しないように持ち込んでください。

　　○次のものは、荷降ろし前に別途回収しますので、それぞれ他のごみとは分けておいてください。

　　※塩ビパイプ、電気コード、針金、ワイヤー状のものなどは、処理機（破砕機）にからまって

　③処理手数料

　　○１０㎏未満のごみの持ち込みについては、１回の持ち込みにつき１０㎏として計算します。

　　○持ち込みの際には、指定ごみ袋は使わないでください。指定ごみ袋を使われても代金はお返し
　　　できません。※代金と処理手数料との相殺はできません。

　　○不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、資源ごみ（飲食物の缶、びん）ペットボトルすべてに処理手数料
　　　が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　　西伯郡伯耆町口別所６３０

　　　　

　　　しまうため、できるだけ60cm以内にして持ち込んでください。

　　　・鉄の塊（鉄アレイ、ジャッキ、ダンベルなど）
　　　　　処理機（破砕機）で細かくすることができず、故障の原因となるため。

　　　事業所、個人ともに１０㎏当たり１７４円の処理手数料が必要です。

電話でのお問い合わせは
平日（午前８時３０分～午後５時１５分）にお願いします。

●不燃ごみ（縦・横・高さが概ね６０cm以下のもの） ●資源ごみ（飲食物の缶、びん）

●不燃性粗大ごみ（１m×１m×２m以下のもの） ●ペットボトル

※村で収集しないごみはリサイクルプラザに持ち込むことができませんので、
事前に、リサイクルプラザにお問い合わせください。
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１　家電４品目（家電リサイクル法の対象品目）

　「家電リサイクル法」により、再商品化等にかかる費用であるリサイクル料金と収集運搬の費用
　を支払う必要があります（不要となった対象家電を自ら指定引取場所に持ち込む場合は、収集運
　搬の費用はいりません）。

　家電４品目とリサイクル料金（平成２９年４月現在）

※このリサイクル料金は、主な家電メーカーのものです。メーカーによっては、異なる場合もあります。

　処分方法

　（１）買い換えの場合→買い換えたお店に引き取りを依頼してください。
　　　リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。

　（２）買い換え以外の場合
　　○引き取りを依頼する場合
　　　①　購入したお店がわかる場合→購入したお店に引き取りを依頼
　　　②　購入したお店がわからない場合、近くにない場合→引き取りをするお店へ依頼
　　　　※お近くの電気店に問い合わせいただくか、鳥取県電器商業組合ホームページをご覧ください。
　　　　　鳥取県電器商業組合ホームページ（http://www.chuokai-tottori.or.jp/densho）
　　　※①、②どちらの場合も、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。

　　○自ら処分する場合
　　　①　処分する家電品のメーカー、画面のサイズ(テレビの場合)、内容積・リットル数（冷蔵庫・
　　　　冷凍庫の場合）を確認します。
　　　②　郵便局の窓口で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入します。
　　　③　郵便局の窓口又はATMでリサイクル料金（振込み手数料が必要）を支払います。
　　　④　処分する家電と家電リサイクル券を指定取引場所に持ち込みます。
　　　※収集運搬料金は必要ありません。

　お近くの指定取引場所
　　●日ノ丸西濃運輸(株)米子支店
　　　米子市流通町４３０－２
　　　　☎　０８５９－３９－３９３９
　　　FAX　０８５９－３７－０４７５
　　　搬入受付日時
　　　　月～土（日・祝日休み）
　　　　午前９時～１２時
　　　　午後１時～５時

村で収集・処理しない家庭ごみ

 

 

 

エアコン 

（室外機含む） 

 

 

 

テレビ（ブラウン管式・ 

液晶式・プラズマ式） 

 

 

 

冷蔵庫・冷凍庫  

 

 

 

 

洗濯機 

衣類乾燥機 

９７２円 
１５型以下 １６型以上 １７０㍑以下 １７１㍑以上 

２，４８４円 
１，８３６円 ２，９１６円 ３，６７２円 ４，６４４円 

 

 ワインセラー 
※一部対象外あり 

消防学校

↑至 日吉津

日ノ丸
西濃運輸

431

至松江

旧
大
山
道
路

山陰道

至淀江
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　２　パソコン

　　　家庭で不要になったパソコンは、パソコンメーカーが回収・リサイクルを
　　行っています。回収の申し込み、問い合わせは、廃棄するパソコンのメーカー
　　の回収受付窓口へ。（メーカー各社のホームページまたは電話で申し込みできます。）

　　（１） 平成１５年９月までに販売されたパソコンなどの「PCリサイクルマーク」の付いて
　　　　いないものは、次のリサイクル料金が必要です。

　　（２） 平成１５年１０月以降に販売され、「PCリサイクルマーク」の付いたパソコンは、
　　　　リサイクル料金が購入時負担となっています。
　　※回収を行うメーカーがない場合等、くわしくは「パソコン３R推進協会」へお問い合わせ
　　　ください。（ホームページ　http://www.pc3r.jp/　☎０３－５２８２－７６８５）

　３　オートバイ

　　　国内メーカー４社と輸入事業者１２社が中心になり、自主的に廃棄二輪車の
　　リサイクルを行っています。オートバイを廃棄される時は、二輪車リサイクル
　　コールセンターまたは、右のマークのある廃棄二輪車取扱店、指定引取窓口に
　　ご相談ください。
　　※お問い合わせ先：二輪車リサイクルコールセンター　☎０５０－３０００－０７２７

　４　消火器

　　　消火器の処分は、（一社）日本消火器工業会が地域の販売代理店（特定窓口）と
　　協力して行っています。処分される際は、特定窓口へ依頼するか、郵送による回収
　　処分をご利用ください。

　　●日吉津村近隣の特定窓口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【順不同】

　　　※リサイクルシール代及び運送・保管費用が必要です。ただし、平成２２年以降に製造された
　　　　消火器は、製造時からリサイクルシールが貼りつけてあるため、シール代は不要です。費用
　　　　については、特定窓口にお問い合わせください。
　　　※買い換えの際に、古い消火器を引き取る販売店もあります。

　　●郵送による回収依頼（家庭から排出された消火器に限ります。）
　　　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。

　　　申込先　ゆうパック専用コールセンター
　　　　　　　　　　０１２０－８２２－３０６　　または
　　　　　　　ホームページ ： http://www.ferecycle.jp

　　■お問い合わせ先　消火器リサイクル推進センター
　　　　☎　：　０３－５８２９－６７７３　ホームページ　：　http://www.ferpc.jp

 

デスクトップ 

パソコン本体 

ＣＲＴ 

ディスプレイ 

液晶 

ディスプレイ 

ノートブック 

パソコン 

ＣＲＴディスプレイ 

一体型パソコン 

液晶ディスプレイ 

一体型パソコン 

３，２４０円 ４，３２０円 ３，２４０円 ３，２４０円 ４，３２０円 ３，２４０円 

会社名 所在地 電話番号 

（株）上田商事 米子市橋本２４７ ０８５９－２６－１６３１ 

(株)いない 米子店 米子市東福原７－２２－１ ０８５９－３１－３１７１ 

和幸電通（株） 米子支店 米子市東福原６－２－２９ ０８５９－３２－１６６６ 

(有)米子報知機 米子市米原３－７－２０ ０８５９－３３－５０４６ 

(株)米子消防器具商会 米子市旗ヶ崎２－１２－４１ ０８５９－２２－６７８４ 

(株)吉備総合電設 米子営業所 米子市両三柳８３５－１ ０８５９－４８－０８１１ 

(株)いない 淀江店 米子市淀江町佐陀７１０ ０８５９－５６－６１７１ 

 

（平成２６年４月１日現在）

ＰＣﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ
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　５　在宅医療廃棄物（家庭で行なわれる医療行為に伴って発生する廃棄物）

　　（１） 注射器・注射針・点滴回路
　　　　　必ず通院中の医療機関や入手先の薬局等にお返しください。
　　（２） 栄養バッグ・ストーマバッグ・CAPDバッグ・カテーテル類・チューブ類など
　　　　　バッグやチューブ内の残液・汚物を取り除き、軟質プラスチック部分は「可燃ごみ」、
　　　　流量調節部分などの硬質プラスチック部分は「不燃ごみ」で出してください。

　６　その他の村で収集・処理しない家庭ごみ（処理困難物）

　　　機械油、エンジンオイル、オイルヒーター、灯油、塗料、水汲み用エンジンポンプ、
　　草刈り機[エンジン式]、農機具、農業用ビニール、農業用シート、農薬、肥料、LPガスボンベ、
　　プロパンガスボンベ、土、砂、砂利、泥、[側溝汚泥など]、石、漬物石、臼、瓦、コンクリート
　　ブロック、スレート[セメント]、物干し台のコンクリート土台、レンガ、セメント、タイル、
　　石灰[生石灰、消石灰、炭酸カルシウム]、石膏[せっこう]ボード、グラスウール[ガラスウール]、
　　サーフボード、パチンコ台、スロットマシーン、自転車以外のタイヤ、発煙筒、バッテリー[車・
　　オートバイ用]、ピアノ、ボウリング球、金庫[耐火金庫]など。
　　※処分方法等については、購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

　日吉津村一般廃棄物収集運搬許可業者（可燃性ごみ及び不燃性ごみ）

　○日吉津村内の一般家庭から出るごみの収集運搬は、村の許可業者以外に委託することはできません。

　○次の場合は、許可業者に依頼してください。
　　・可燃物と不燃物の両方の素材でできていて、分解できないもの（ソファ、スプリングマットレス
　　　など）
　　・村で収集可能な大きさに分解・切断できないもの（大型家具など）
　　・処理施設に持ち込めないもの（引越し等で出た大量のごみなど）
　　※ごみの種類、量、収集日、運搬距離等によって各業者の収集運搬の可否、
　　　料金が異なりますので、直接各許可業者にお問い合わせください。
　　※複数の業者から見積もりを取るなど、検討されることをお勧めします。

　　　　　　　　平成２９年４月１日現在【順不同】

 
氏名・法人名 住所・所在地 電話番号 

(有)海老田金属 米子市上福原１３２９－１３ ０８５９－３３－１５３４ 

(有)エコプラント 米子市大篠津町３３３１ ０８５９－３０－４９８０ 

(有)淀江清掃社 米子市淀江町西原６３５－５ ０８５９－５６－２３１１ 

(有)米子環境サービス 米子市新開６－１０－１０ ０８５９－３３－８１０４ 

東亜建物管理(株) 米子市東福原５－５－１０ ０８５９－３４－３１２１ 

(有)青空カンパニー 米子市富益町１７１－１ ０８５９－２５－１９９１ 

(有)安井環境衛生社 米子市永江１０１２ ０８５９－２６－１７３７ 

(有)ＣＳＳ 米子市和田町２１８６ ０８５９－２５－６０１１ 

(有)山陰クリエート 米子市和田町２１６２－１ ０８５９－２５－１１２１ 

(有)平井工業 米子市河岡９５４－１ ０８５９－２７－１６５５ 

(有)ケイ・エヌサービス 米子市吉谷６６０－３ ０８５９－２６－５０７３ 

(有)井上商店 米子市兼久６９５－７ ０８５９－２６－４７１１ 

福井 文雄 米子市車尾５－２－２６ ０８５９－３２－９１３５ 

(有)みつわ衛生社 米子市安倍２２－１ ０８５９－２９－４４６１ 

(有)Ｋ・Ｃサービス 米子市両三柳４３３１－２ ０８５９－２１－７５２２ 
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ご家庭で眠っている小型家電はございませんか？ 

に 
ご協力をお願いします！ 

主 な 回 収 品 目 

 日吉津村では専用の回収ボックスで使用済み小型家電を 

無料回収し、大切な資源のリサイクルを推進します。 

 
 

回収対象の品目例 

以下のものは回収ボックスに入れることができません。 

回収品目やボックス設置場所など詳しくは住民課にご確認ください。  

日吉津村役場 東側出入口／平日 8時 30分～17時 15分 

回収ボックス設置施設 



 

 

 

 

 

 


