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ごみを出すときのルール
○分別と生ごみなどの水切りを徹底してください。

○粗大ごみ、廃蛍光管、廃乾電池・ボタン電池、水銀体温計・水銀式血圧
計、ライター・チャッカマン、スプレー缶、練り朱肉以外は指定袋に
入れてください。

○収集日当日の朝８時30分までに出してください。

○自治会などで決められているごみ収集所に出してください。

（他の地域のごみ収集所には出さないでください。）

○ごみ収集所は、自分たちの手できれいにしましょう。

○１袋の重さは10kgまで、１回５袋までです。



     ごみ箱の中の未来1

わたしたちにできること

ごみをつくらない（リフューズ）

ごみを減らす（リデュース）

繰り返し使う（リユース）

再資源化する（リサイクル）

不要なものを買ったり、もらわないように
しましょう

詰め替え商品を買うなど、必要なものでも
ごみを減らすよう心がけましょう

まだ使えるものは、人に譲るなど再使用し
ましょう

資源物は分別を徹底し、再利用することで
ごみの減量に努めましょう

　現在の私たちの生活は、昔に比べて豊かになり、大量生産・大量消費が当たり前の時代

になりました。スーパーの店頭には、きれいに包装された衛生的な商品が並び、私たち

消費者は安心して買い物をすることができます。

　しかし、物が豊かになった反面、ごみの状況はどうでしょうか。

　過剰な包装や不必要なチラシなど、限りある資源は簡単に使い捨てられています。

　地球を守り、未来の子どもたちに託すことができるのは、今を生きる私たちにしかでき

ないことです。

　もう一度、自宅のごみ箱の中をよく見てみましょう。

　生まれ変われる資源を捨てようとしていませんか？
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きちんと分別する。1 決められた場所や曜日
を守る。2 ごみは収集日当日午前

８時30分までに出す。3

危険なものは包んで
出す。4 生ごみはひとしぼりして

水分をカットする。5 スプレー缶は、必ず使い
切って出す。6

乾電池・ボタン電池・水銀
体温計・水銀式血圧計・
ライター・チャッカマン・
スプレー缶・練り朱肉は
特定品目です。

7 資源になる金属製の箱
やビン、カンの中身は
からにして洗って出す。

8 不燃ごみと資源物Ｊの袋
は名前を書いて出す。9

他のごみと混ぜて出さないよう
にしましょう。

決まりを守らない人がいると、
収集場所の近隣の人に迷惑が
かかります。決まりを守って出
しましょう。

収集日の前日の夜などに出すと、
放火されたりカラスや猫に散ら
かされたりします。
必ず収集日当日の朝８時30分
までに出しましょう。

ガラスや陶器の割れたもの、
カッターやカミソリの刃、はさ
み、包丁などは、必ず新聞紙な
どで包み、「きけん」と書いて出
しましょう。

生ごみに含まれる水分は収集す
る時に重くて負担がかかります。
指定袋に入れる前に、ひとしぼ
りして余分な水分を切っておき
ましょう。

ガス缶・スプレー缶は、ガス抜き
キャップが装着されている商品な
ど、各メーカーにより様々な形の
ものがありますので、商品に記載
されている使用説明を必ず読み、
風通しがよく火の気のない屋外で、
確実に中身を空にしてください。
危険なので穴は空けないでください。

特定品目はそれぞれ別の透明の袋
に入れて出してください。
特に水銀体温計・水銀血圧計は割
れないように新聞紙などに包むか、
ケースに入れたまま出してください。

不燃ごみと資源物Ｊは分別の間
違いが多いため、ごみを出した
後に分別について啓発できるよ
う、名前を書いて出してください。

木くず類 革製品 ビニール類・資源物の対象
にならないプラスチック類

台所ごみ 資源にならない紙・布類

■代表的な品目

○出し方の注意　水切りは十分に

○出し方の注意
直径10cm以内のものを、
長さ50cm以内に切断して
出す

○出し方の注意
金属類はできるだけ取り
除く

○出し方の注意　金属類はできるだけ取り除く

■代表的な品目
木片、竹片、木製品

■代表的な品目
帽子、くつ、ベルト、
かばん

■代表的な品目
ラップ、ビニール製品、ゴム製品、ビデオ
テープ、カセットテープ、CD（CDケー
ス）、DVD、シリコン製品、ポリ容器、
タッパー、プラスチック製おもちゃ、レ
シート、写真、紙パック
類（内側にアルミ箔が
貼ってあるもの）、内側
がコーティングしてある
包装紙、ラミネート加工
してある紙など

■代表的な品目
紙おむつ（汚物は取り除く）、汚れた紙や布、帽
子、ぬいぐるみ、かばん、ベルト、衣類（中綿が
入ったもの、下着類）、くつ

■代表的な品目
料理くず、残飯、お茶がら、貝殻、食品用アルミ
ホイル、固めた食用油など

１　指定ごみ袋について

２　ごみ収集所に出せるごみ

燃やすごみ1

ごみ収集所にごみを出す場合は、必ず市の指定ごみ袋に入れて（特定品目を除く）
出してください。指定ごみ袋はお近くのスーパーなどでご購入いただけます。

※詳しくはごみ収集予定表を見てください。
○台所ごみ、紙くず、ビニール製品、ゴム製品、中綿が入ったものなどが主な対象品目になります。
○木製品、枝類及び木片については、直径10cm以内、長さ50cm以内に切断して出してください。

●指定ごみ袋の種類と料金（１袋 10枚入り）※令和３年４月現在

１週間に２回　指定袋（赤）に入れて出してください。

アルミホイル

口はよく結んでください

燃やすごみ用指定袋（大）

合 志 市
氏名

口はよく結んでください

資源物用指定袋（大）
合 志 市

氏名
口はよく結んでください不燃ごみ用指定袋

合 志 市
（大）

氏名

2 守ってください！ごみ出しマナー
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     ごみの分別区分について3

袋の色 大（約45ℓ） 小（約30ℓ） 極小（約20ℓ）
燃やすごみ 赤 ２００円 １５０円 １５０円
資源物 緑 ２００円 １５０円 １５０円
不燃ごみ 黄色 ２００円 １５０円 １５０円
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空きカン 空きビン
■代表的な品目
ジュースの缶・菓子缶・缶詰・食用油缶

○出し方の注意
◆空きカン・空きビンともに一緒の袋に入れてかまいません。
◆中を水洗いし、乾燥させて出してください。
◆空きビンの金属性ふたは、不燃ごみで出してください。
◆４ℓ缶以下の缶は、空きカン・空きビンの分類になります。
◆スプレー缶は特定品目で出してください。

■代表的な品目
ジュースビン、ビールビン、化粧品のビン、
洋酒ビン、有価物回収に出せない空ビンなど

■代表的な品目
新聞紙・折込みチラシ

○出し方の注意
◆雨の日は次の収集日に出すか、ぬれないよう
に工夫して出してください。（ぬれたものは
資源として再利用できません。乾かして出し
てください。）

※「資源物B」は、令和３年４月１日より「不燃ごみ」になりました。

3 新聞・折込みチラシ（資源物Ｃ）

2 ビン・カン類（資源物Ａ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

空きカン 空きビン■代表的な品目　衣類、毛布

○出し方の注意
◆革製品、ビニール、中綿が入ったものは燃や
すごみです。

◆雨の日は次の収集日に出すか、ぬれないよう
に工夫して出してください。（ぬれたものは
資源として再利用できません。乾かして出し
てください。）

◆ファスナー、ボタンはついたまま出せます。

空きカン 空きビン■代表的な品目
雑誌、電話帳、カタログ、包装紙、お菓子の箱、
はがきなど、名刺よりも大きい紙類

○出し方の注意
◆雨の日は次の収集日に出すか、ぬれないよう
に工夫して出してください。（ぬれたものは
資源として再利用できません。乾かして出し
てください。）

◆食べ物などが付着し汚れているものは、燃や
すごみに出してください。

5 布類（資源物Ｅ）

4 雑誌・本・その他の紙（資源物Ｄ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。
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空きカン 空きビン■代表的な品目　牛乳パック、
　　　　　　　　 食品・飲料用紙パック

○出し方の注意
◆水洗いし、はさみで切り開き、乾燥させて出

してください。（原形のままでは資源として
再利用できません。）

◆できるだけスーパーなどの回収ボックスに出
してください。

◆内側にアルミ箔が貼ってあるものは燃やすご
みで出してください。

空きカン 空きビン

○出し方の注意
◆雨の日は次の収集日に出すか、ぬれないよう

に工夫して出してください。（ぬれたものは
資源として再利用できません。乾かして出し
てください。）

◆指定袋に入らない場合は粗大ごみとして出し
てください。

■代表的な品目　段ボール

7 牛乳パック類（資源物Ｇ）

6 段ボール（資源物Ｆ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。
○指定袋に入らない場合は粗大ごみとして出してください。

１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

■代表的な品目　
　　マークのついた容器包装（たれ・つゆ・ド
レッシングなどの容器、洗剤・シャンプー・化
粧品などのプラスチック製容器、お菓子・冷凍
食品の袋など）

○出し方の注意
◆食べ物などが付着しているものは軽く洗い流

し、マヨネーズなどのチューブ類・食用油の
容器などについてはよく洗って、乾燥させて
出して下さい。

◆洗えないものは燃やすごみで出してください。

■代表的な品目　
　　のマークのついたもの
飲料用・特定調味料（しょうゆ・みりんなど）
のペットボトル ○出し方の注意

◆ふたと外側のラベルは外して、資源物Ｊ
 （　    容器包装プラスチック等）へ。

◆中を水洗いし、乾燥させて出してください。

発泡スチロール、トレイ容器、果物用ネット、
緩衝材（プチプチ）

9 容器包装プラスチック等（資源物Ｊ）

8 ペットボトル（資源物Ｈ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

○指定袋に名前を書いて出して下さい。
１週間に１回、指定袋（緑）に入れて出してください。

※「資源物Ｉ」は、令和３年４月１日より「資源物Ｊ」になりました。
　（拠点収集場所ではなく、通常のごみステーションに出してください。）
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空きカン 空きビン■代表的な品目　牛乳パック、
　　　　　　　　 食品・飲料用紙パック

○出し方の注意
◆水洗いし、はさみで切り開き、乾燥させて出

してください。（原形のままでは資源として
再利用できません。）

◆できるだけスーパーなどの回収ボックスに出
してください。

◆内側にアルミ箔が貼ってあるものは燃やすご
みで出してください。

空きカン 空きビン

○出し方の注意
◆雨の日は次の収集日に出すか、ぬれないよう

に工夫して出してください。（ぬれたものは
資源として再利用できません。乾かして出し
てください。）

◆指定袋に入らない場合は粗大ごみとして出し
てください。

■代表的な品目　段ボール

7 牛乳パック類（資源物Ｇ）

6 段ボール（資源物Ｆ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。
○指定袋に入らない場合は粗大ごみとして出してください。

１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

■代表的な品目　
　　マークのついた容器包装（たれ・つゆ・ド
レッシングなどの容器、洗剤・シャンプー・化
粧品などのプラスチック製容器、お菓子・冷凍
食品の袋など）

○出し方の注意
◆食べ物などが付着しているものは軽く洗い流

し、マヨネーズなどのチューブ類・食用油の
容器などについてはよく洗って、乾燥させて
出して下さい。

◆洗えないものは燃やすごみで出してください。

■代表的な品目　
　　のマークのついたもの
飲料用・特定調味料（しょうゆ・みりんなど）
のペットボトル ○出し方の注意

◆ふたと外側のラベルは外して、資源物Ｊ
 （　    容器包装プラスチック等）へ。

◆中を水洗いし、乾燥させて出してください。

発泡スチロール、トレイ容器、果物用ネット、
緩衝材（プチプチ）

9 容器包装プラスチック等（資源物Ｊ）

8 ペットボトル（資源物Ｈ）
１カ月に１回　指定袋（緑）に入れて出してください。

○指定袋に名前を書いて出して下さい。
１週間に１回、指定袋（緑）に入れて出してください。

※「資源物Ｉ」は、令和３年４月１日より「資源物Ｊ」になりました。
　（拠点収集場所ではなく、通常のごみステーションに出してください。）
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■代表的な品目　
廃乾電池・ボタン電池・水銀体温計・
水銀式血圧計・ライター・チャッカマン・
スプレー缶・練り朱肉

○出し方の注意
◆廃乾電池は家庭で使用したものに限ります。
◆充電用電池は家電量販店（回収協力店）の店頭回収
をご利用ください。（市では回収できません）
◆水銀体温計、水銀式血圧計は割れないように新聞紙
で包むか、ケースにそのまま入れて出してください。
◆スプレー缶はメーカーにより様々な形があるので、
商品に記載されている使用説明を必ず読み、風通し
がよく火の気のない屋外で確実に中身を空にしてく
ださい。危険なので穴は空けないでください。
◆塗料用のスプレー缶は適正処理困難物です。ただし、
使い切っていることが確認できれば、環境美化セン
ターに直接持ち込むことができます。

■代表的な品目　
廃蛍光管（家庭で使用したもの）
直管・丸型・電球型蛍光灯

○出し方の注意
◆元のケースに入れるか、新聞紙などに包み割
れないよう工夫して出してください。（中に
入っている水銀などの有害物質の飛散を防止
するため）

◆白熱電球・LED電球は不燃ごみです。

11 特定品目（廃乾電池・水銀体温計・ライター・スプレー缶など）

10 廃蛍光管
３カ月に１回（５月・８月・１１月・２月）、拠点収集所に出して下さい。
○収集場所は以下のとおりです。（詳しい地図は本誌10、11ページをご覧ください）

・栄体育館駐車場
・栄市民センター「みどり館」西側駐車場
・合志小学校駐車場北側
・日向集会所
・合志市商工会支所駐車場
・福原グラウンド（農村広場）駐車場
・泉ヶ丘市民センターロビー
・三つの木の家北側駐車場
・合志市役所西側入口　　　　　　　　　　　　　　

・ホビーセンター（御代志市民センター東側道向い）
・野々島市民センター（野々島防災拠点センター）
・合生文化会館
・黒石体育館
・黒石市民センター（黒石防災拠点センター）
・妙泉寺体育館
・須屋市民センター
・永江ふれあいセンター駐車場
・杉並台中央公園東側

拠　点　収　集　所

不燃ごみの収集日に、品目ごとに別々の透明な袋に入れて、
不燃ごみの袋（黄色）とは別に出してください。

13 廃食用油（てんぷら油）

12 不燃ごみ
１カ月に１回、指定袋（黄色）に入れて出して下さい。

ペットボトルなどに入れて持ち込み、そのまま設置してある回収ボックス
に出してください。
○収集場所は以下のとおりです。（詳しい地図は本誌10、11ページをご覧ください）

・塩浸川浄化センター

・栄市民センター「みどり館」西側駐車場

・ヴィーブル

・泉ヶ丘市民センター

・ホビーセンター（御代志市民センター東側道向い）

・野々島市民センター（野々島防災拠点センター）

・ふれあい館

・須屋市民センター

拠　点　収　集　所

○指定袋に名前を書いて出して下さい。
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■代表的な品目　
廃乾電池・ボタン電池・水銀体温計・
水銀式血圧計・ライター・チャッカマン・
スプレー缶・練り朱肉

○出し方の注意
◆廃乾電池は家庭で使用したものに限ります。
◆充電用電池は家電量販店（回収協力店）の店頭回収
をご利用ください。（市では回収できません）
◆水銀体温計、水銀式血圧計は割れないように新聞紙
で包むか、ケースにそのまま入れて出してください。
◆スプレー缶はメーカーにより様々な形があるので、
商品に記載されている使用説明を必ず読み、風通し
がよく火の気のない屋外で確実に中身を空にしてく
ださい。危険なので穴は空けないでください。
◆塗料用のスプレー缶は適正処理困難物です。ただし、
使い切っていることが確認できれば、環境美化セン
ターに直接持ち込むことができます。

■代表的な品目　
廃蛍光管（家庭で使用したもの）
直管・丸型・電球型蛍光灯

○出し方の注意
◆元のケースに入れるか、新聞紙などに包み割
れないよう工夫して出してください。（中に
入っている水銀などの有害物質の飛散を防止
するため）

◆白熱電球・LED電球は不燃ごみです。

11 特定品目（廃乾電池・水銀体温計・ライター・スプレー缶など）

10 廃蛍光管
３カ月に１回（５月・８月・１１月・２月）、拠点収集所に出して下さい。
○収集場所は以下のとおりです。（詳しい地図は本誌10、11ページをご覧ください）

・栄体育館駐車場
・栄市民センター「みどり館」西側駐車場
・合志小学校駐車場北側
・日向集会所
・合志市商工会支所駐車場
・福原グラウンド（農村広場）駐車場
・泉ヶ丘市民センターロビー
・三つの木の家北側駐車場
・合志市役所西側入口　　　　　　　　　　　　　　

・ホビーセンター（御代志市民センター東側道向い）
・野々島市民センター（野々島防災拠点センター）
・合生文化会館
・黒石体育館
・黒石市民センター（黒石防災拠点センター）
・妙泉寺体育館
・須屋市民センター
・永江ふれあいセンター駐車場
・杉並台中央公園東側

拠　点　収　集　所

不燃ごみの収集日に、品目ごとに別々の透明な袋に入れて、
不燃ごみの袋（黄色）とは別に出してください。

13 廃食用油（てんぷら油）

12 不燃ごみ
１カ月に１回、指定袋（黄色）に入れて出して下さい。

ペットボトルなどに入れて持ち込み、そのまま設置してある回収ボックス
に出してください。
○収集場所は以下のとおりです。（詳しい地図は本誌10、11ページをご覧ください）

・塩浸川浄化センター

・栄市民センター「みどり館」西側駐車場

・ヴィーブル

・泉ヶ丘市民センター

・ホビーセンター（御代志市民センター東側道向い）

・野々島市民センター（野々島防災拠点センター）

・ふれあい館

・須屋市民センター

拠　点　収　集　所

○指定袋に名前を書いて出して下さい。
分別区分 代表的な品目 出し方の注意

ガラス

窓ガラス、板ガラス、
耐熱ガラス
（灰皿・ポット・
　レンジ容器・
　ガラス鍋など）、鏡 など

◆割れたものは紙に包んで「きけん」と書いて
出してください。

陶磁器 茶碗、皿、湯呑み、
植木鉢 など

◆割れたものは紙に包んで「きけん」と書いて
出してください。

金属類
複合製品

金属製のビンのふた、
傘、ヘルメット、
ホットカーペット　
など

◆プラスチックや金属などの部品が外せる場合
は、なるべく外して資源物として出してくだ
さい。

小型金物
鍋、ヤカン、包丁、
はりがねハンガー、
スプーン など

◆指定袋に入らないものは粗大ごみへ。　

小型廃家電

ガスコンロ、
オーブントースター、
電子レンジ、掃除機、
炊飯器、携帯電話、
パソコン など

◆指定袋に入らないものは粗大ごみへ。
◆小型廃家電の電池・燃料は抜いてください。
◆パソコン内のデータは排出者の責任において

必ず消去してください。メーカーでの回収を
希望される場合は各メーカーにお問い合わせ
ください。
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塩浸川浄化センター
てんぷら油

てんぷら油

てんぷら油

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

栄体育館駐車場

みどり館西側駐車場

合志小学校駐車場北側

日向集会所

福原グラウンド駐車場

合志市役所西側入口

  ヴィーブル

合志市商工会支所（旧合志町）

合生文化会館

杉並台中央公園東側

永江ふれあいセンター駐車場

三つの木の家北側駐車場

泉ヶ丘市民センター

須屋市民センター

妙泉寺体育館

ふれあい館

黒石体育館

ホビーセンター
（御代志市民センター東側道向い）

野々島市民センター
（野々島防災拠点センター）

廃蛍光管

黒石市民センター
（黒石防災拠点センター）

3. 拠点収集場所位置図

※廃蛍光管はロビーで、てんぷら油は
　駐車場で回収しています。

高 速 道 路

国 道

県道・主要道

市 道

河 川

熊 本 電 鉄

市 境 線

施 設

使用済みインクカートリッジの回収
　市内4カ所に、家庭用インクカートリッジプリンターの使用済みインクカー
トリッジの回収ボックスを設置しています。燃やすごみの減量とリサイクル
の促進を図るためご協力をお願いします。

回収可能メーカー

回収箱設置箇所
・合志市役所
・御代志市民センター
・泉ヶ丘市民センター
・須屋支所

ブラザー工業株式会社

キヤノン株式会社

セイコーエプソン
株式会社

株式会社日本HP
※ヒューレットパッカード

野々島

御代志

栄
合生

上生

豊岡

幾久富

福原

竹迫

菊池市

菊陽町

大津町

熊本市

幾久富

上庄

栄

須屋

合志南小

西合志南小

西合志南中

西合志東小

西合志第一小

西合志中

ユーパレス弁天
　　　　　●

西合志中央小

熊本高専
熊本キャンパス

でんぱ
こうせんまえ

南ヶ丘小

文

文

文

文

合志中

●武道館
文

文

文 文

文

文

熊本農業大学校
文

みよし

くろいし

すや

みついし

ひかりの
もり

しんすや

ほりかわ

県道大津西合志線

●老人憩いの家

●
総合運動公園

主
要
地
方
道
熊
本
菊
鹿
線

主要地方道大津法益線
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塩浸川浄化センター
てんぷら油

てんぷら油

てんぷら油

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管

廃蛍光管

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

廃蛍光管・てんぷら油

栄体育館駐車場

みどり館西側駐車場

合志小学校駐車場北側

日向集会所

福原グラウンド駐車場

合志市役所西側入口

  ヴィーブル

合志市商工会支所（旧合志町）

合生文化会館

杉並台中央公園東側

永江ふれあいセンター駐車場

三つの木の家北側駐車場

泉ヶ丘市民センター

須屋市民センター

妙泉寺体育館

ふれあい館

黒石体育館

ホビーセンター
（御代志市民センター東側道向い）

野々島市民センター
（野々島防災拠点センター）

廃蛍光管

黒石市民センター
（黒石防災拠点センター）

3. 拠点収集場所位置図

※廃蛍光管はロビーで、てんぷら油は
　駐車場で回収しています。

高 速 道 路

国 道

県道・主要道

市 道

河 川

熊 本 電 鉄

市 境 線

施 設

使用済みインクカートリッジの回収
　市内4カ所に、家庭用インクカートリッジプリンターの使用済みインクカー
トリッジの回収ボックスを設置しています。燃やすごみの減量とリサイクル
の促進を図るためご協力をお願いします。

回収可能メーカー

回収箱設置箇所
・合志市役所
・御代志市民センター
・泉ヶ丘市民センター
・須屋支所

ブラザー工業株式会社

キヤノン株式会社

セイコーエプソン
株式会社

株式会社日本HP
※ヒューレットパッカード

野々島

御代志

栄
合生

上生

豊岡

幾久富

福原

竹迫

菊池市

菊陽町

大津町

熊本市

幾久富

上庄

栄

須屋

合志南小

西合志南小

西合志南中

西合志東小

西合志第一小

西合志中

ユーパレス弁天
　　　　　●

西合志中央小

熊本高専
熊本キャンパス

でんぱ
こうせんまえ

南ヶ丘小

文

文

文

文

合志中

●武道館
文

文

文 文

文

文

熊本農業大学校
文

みよし

くろいし

すや

みついし

ひかりの
もり

しんすや

ほりかわ

県道大津西合志線

●老人憩いの家

●
総合運動公園

主
要
地
方
道
熊
本
菊
鹿
線

主要地方道大津法益線
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４　ごみ収集所に出せないごみ

粗大ごみ（事前に予約が必要です）1

○指定袋に入らない物や入ってもきちんと指定袋の口が結べないものは粗大ごみとなります。
○詳しくはごみカレンダーをご覧ください。

月末までに申込むと翌月の第２月・火曜日に収集します。
市収入証紙（粗大ごみシール）を粗大ごみに貼ってください。

粗大ごみの処理方法

○粗大ごみの区分○

可燃性

○出し方の注意
幅1.5ｍ、長さ3.0ｍ、高さ1.0ｍ以下に切断してください。金属
類ガラスなどは外して出してください。

■代表的な品目
木製品（たんす、テーブル、机、本棚、下駄箱、ベッドなど）、
布団、じゅうたん（電気式を除く）、衣装ケース、プラスチック
製たんすなど

不燃性

○出し方の注意
自転車の防犯登録は解除して出して
ください。

■代表的な品目
自転車、物干し竿、ベビーカー

2 家庭から一時的に大量に出たごみ

家電リサイクル券について

自分で清掃工場または環境美化センターに持ち込むか、市が許可した
一般廃棄物収集運搬業者に依頼する。※引っ越し、大掃除のごみ

3 家電リサイクル法に係る４品目（冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、
　衣類乾燥機、テレビ、エアコン）

家電小売店が引き取ります。分解したら処理ができません。
小売店の引き取り義務が無い物に限り直接環境美化センターへ持ち込む
か、市の委託収集業者または、指定取引所に出してください。

◆市の委託収集業者

◆指定取引所

家電リサイクル券は、それぞれのメーカーや種類などによって
金額が違います。
家電リサイクル券の販売を行っている郵便局で調べるか、
家電リサイクルセンターのホームページにてご確認ください。

※直接環境美化センターに持ち込む場合は、リサイクル券とは別に、指定
取引所までの運搬費用が必要になります。
（冷蔵庫171ℓ以上1,000円/台、その他の品目500円/台）

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター
☎ 0120-319640
Webで検索　⇒ 家電リサイクル

①

お住いの地区によって業者が決まっています。
㈱セイブクリーン　TEL 0120-812-583　☎ 242-0059　
HP受付:http://savegr.co.jp/entry/bulky/
・新開・みずき台・九州沖縄農研・榎ノ本・南陽・上須屋・再春荘・県営住宅・須屋・黒石団地
・黒石・堀川・東須屋・西須屋団地・南須屋・出分・上古閑・菊池病院官舎・新古閑・御領・野付
・新迫・日向・上町・横町・下町・竹迫住宅・二子・油古閑・上庄・原口・原口下・中林・後川辺
・鹿水・平島・栄住宅・栄温泉団地・新栄温泉団地・山下団地・上群・下群・南群・黒石原・西沖住宅
・杉並台・すずかけ台・合志中央団地・武蔵野台・ファーストプレイス合志・永江団地・沖野台・桜和の丘
・笹原・泉ヶ丘・桜路・陽光台・恵楓園・ポレスター光の森・そらのまち

㈲宇都宮産業　　　TEL 0120-958-367　☎ 345-8961
HP受付:https://azami5270.com/sodai
・芝原・大池・小合志・合生住宅・辻・中尾・若原・東大池・高木・黒松・東・城・小池
・御代志・江良・生坪・木原野・上生・南原住宅・辻久保・立割・北・外園・恵楓園官舎
・ユトリック団地・灰塚・弘生・本村・湯之端・桑木鶴団地・くぬぎヶ丘団地

②
市収入証紙 ( 粗大ごみシール ) を販売店から購入し、
粗大ごみに貼り付けます。証紙が不足すると、収集
されない場合がございますのでご注意ください。　　　

③ 収集日の午前 8:30 までに庭先などに出してください。委託業者が収集します。

合志市収入証紙

500円

合志市収入証紙

500円
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４　ごみ収集所に出せないごみ

粗大ごみ（事前に予約が必要です）1

○指定袋に入らない物や入ってもきちんと指定袋の口が結べないものは粗大ごみとなります。
○詳しくはごみカレンダーをご覧ください。

月末までに申込むと翌月の第２月・火曜日に収集します。
市収入証紙（粗大ごみシール）を粗大ごみに貼ってください。

粗大ごみの処理方法

○粗大ごみの区分○

可燃性

○出し方の注意
幅1.5ｍ、長さ3.0ｍ、高さ1.0ｍ以下に切断してください。金属
類ガラスなどは外して出してください。

■代表的な品目
木製品（たんす、テーブル、机、本棚、下駄箱、ベッドなど）、
布団、じゅうたん（電気式を除く）、衣装ケース、プラスチック
製たんすなど

不燃性

○出し方の注意
自転車の防犯登録は解除して出して
ください。

■代表的な品目
自転車、物干し竿、ベビーカー

2 家庭から一時的に大量に出たごみ

家電リサイクル券について

自分で清掃工場または環境美化センターに持ち込むか、市が許可した
一般廃棄物収集運搬業者に依頼する。※引っ越し、大掃除のごみ

3 家電リサイクル法に係る４品目（冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、
　衣類乾燥機、テレビ、エアコン）

家電小売店が引き取ります。分解したら処理ができません。
小売店の引き取り義務が無い物に限り直接環境美化センターへ持ち込む
か、市の委託収集業者または、指定取引所に出してください。

◆市の委託収集業者

◆指定取引所

家電リサイクル券は、それぞれのメーカーや種類などによって
金額が違います。
家電リサイクル券の販売を行っている郵便局で調べるか、
家電リサイクルセンターのホームページにてご確認ください。

※直接環境美化センターに持ち込む場合は、リサイクル券とは別に、指定
取引所までの運搬費用が必要になります。
（冷蔵庫171ℓ以上1,000円/台、その他の品目500円/台）

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター
☎ 0120-319640
Webで検索　⇒ 家電リサイクル

地区によって業者が決まっています。
くわしくは12ページの粗大ごみの処理方法を
参照してください。
㈱セイブクリーン　☎0120-812-583
㈲宇都宮産業　　☎0120-958-367

郵 便 局から家
電リサイクル券
を購入し、貼り
付けます。

販売店から、
市収入証紙（粗
大ごみシール）
を購入し、貼り
付けます。

収集日の午前８時
30分までに庭先な
どに出してくださ
い。委託業者が収
集します。

◆市収入証紙（粗大ごみシール）代金（リサイクル券の費用とは別にかかります）
エアコン（本体）1,000円、エアコン（室外機）1,500円、テレビ（15型以下）1,500円、（16型以上）2,500円、
冷蔵庫及び冷凍庫（170ℓ以下）1,500円（171ℓ以上）3,000円、洗濯機・衣類乾燥機　1,500円

会社名 住所 TEL/FAX
九州産交運輸㈱
熊本センター 上益城郡益城町平田字深迫2526 TEL:096-388-2731

FAX:096-388-2738

熊本新明産業㈱ 熊本市南区南高江3丁目3番53号 TEL:096-357-1773
FAX:096-357-9822
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５　ごみを直接持ち込む場合
○指定袋や粗大ごみ用の証紙（シール）は不要です。

〔平　日〕 午前８時30分～正午
 午後１時～午後5時
〔土曜日〕 午前８時30分～正午
※環境美化センターは土曜日は休みです。
〔日曜日〕 休み

●燃やすごみ
●粗大ごみ（可燃性）

●資源物Ａ～Ｊ
●不燃ごみ
●粗大ごみ（不燃性）

菊池環境工場クリーンの森合志　合志市幾久富460
    TEL 096-248-0330（きくち環境テクノロジー㈱）

環境美化センター　大津町大津115
　　　　　　　　　　　TEL 096-293-1222

家庭系ごみ 50kg未満無料
 50～59kgは250円
 60～69kgは300円
 以降10kgごとに50円加算
粗大ごみ 10kg以下100円
 以降10kgごとに100円加算
※事業所から出るごみは料金が異なります。

受付時間 料金（消費税別）

搬入上のご注意
１）日曜日、休日、祝日は休みです。但し菊池環境工場クリーンの森合志の月曜日の祝日は、通常通りです。
　　環境美化センターは土曜日も休みです。
２）各施設への搬入の際は所定の処分手数料（上記）が必要です。
３）直接搬入の際もきちんと分別して持ち込んでください。（指定ごみ袋は不要です）
４）直接搬入の際は係員の指示に従ってください。
５）粗大ごみ、資源ごみ、不燃ごみを混入して搬入するときは、最高３回の計量が必要です。
６）搬入は４ｔ車以下に限ります。（ロングボディー車は除く）
７）環境工場に設置された計量器で計量した重さにより処分料金がかかります。

菊池環境工場
クリーンの森合志

環境美化センター

資源物・不燃ごみ
粗大ごみ（不燃性）

燃やすごみ、粗大ごみ（可燃性）

県
道
住
吉
・
熊
本
線

国
道
３
８
７
号
線

国
道
３
２
５
号
線

県道熊本大津線

セブンイレブン
合志竹迫店ローソン

合志辻久保店

県道大津西合志線
セミコンテクノパーク

県道大津植木線

合志中学校

栄工業団地

合志市役所
熊本県農業公園
カントリーパーク

熊本電鉄
御代志駅

きくちのまんま
合志店

ＪＴ アンビー熊本

セブンイレブン
熊本大津杉水店

日本ニューホランド
トラクター販売

ヤンマー

ファミリーマート
　　　大津室店

翔陽高校

 

６　組合（環境工場など）で処理できないごみ
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２）各施設への搬入の際は所定の処分手数料（上記）が必要です。
３）直接搬入の際もきちんと分別して持ち込んでください。（指定ごみ袋は不要です）
４）直接搬入の際は係員の指示に従ってください。
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６　組合（環境工場など）で処理できないごみ
区　分 品目名 処理の方法

有害性のあるごみ
硫酸・硝酸などの劇薬類、殺虫剤、消毒
剤などの農薬類、化学薬品類、その他有
害性のあるごみ

その物を取り扱っている販売
店、製造業者などに引き取って
もらうか、専門業者に処理を委
託する。

危険性のあるごみ

日本刀、銃弾、バッテリー、ガスボンベ
（カセットコンロ用を除く）、消火器（中
身が入っていないものを除く）、発煙筒
及び花火（未使用のもの）、その他危険
性のあるごみ

引火性のあるごみ
灯油、ガソリン、軽油、混合油、重油、
シンナー、廃油、オイル、その他引火性
のあるごみ

著しく悪臭を発するごみ おむつの汚物等 汚物はトイレに流す。

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物等 感染性廃棄物は、専門許可業者
に処理を委託する。

そ
　
　
の
　
　
他
　

ゴム 廃ゴムタイヤなど

その物を取り扱っている販売店、
製造業者に引き取ってもらうか、
専門業者またはスクラップ業者
に処理を委託する。金属

ドラム缶（中身が入っていないものを除
く）・自動車関係部品（走行性能に係ら
ないものを除く）、バイク、農機具類（事
業以外で使われたものを除く）、エンジ
ン（走行用以外のものを除く）、オイル
ヒーター、オイルジャッキ、シニアカー

木竹片 直径10㎝を超える物、長さ3.0ｍを超え
る物

その物を取り扱っている販売店、
製造業者に引き取ってもらうか、
専門業者に処理を委託する。

木製品類 幅1.5m長さ3.0m高さ1.0mを超える木
製品

廃棄物処理業者に処理を委託す
る。

空きカン類
線虫消毒薬・毒薬・オイル・塗料等の入っ
ていた空きカン（中身が入っていないも
のを除く）

その物を取り扱っている販売店、
製造業者に引き取ってもらうか、
専門業者に処理を委託する。

家屋解体、
改造に係るもの

等

家屋解体・改造等に係る廃材類、石膏
ボード、耐火ボード、断熱材、グラス
ウール、わら、瓦、スレート、ブロック、
基礎石、コンクリート、セメント、レンガ
等のガレキ類

産業廃棄物処理業者に処理を委
託する。

畑山などのごみ 畑山などで生じたもの
（木の根、竹の根、わらなど） 搬出者自ら処理する。

動物の死骸 実験した動物

産業廃棄物
事業活動によって生じる廃棄物

（詳しくは熊本県産業資源循環協会の
  ホームページに記載）

産業廃棄物処理業者に処理を委
託する。
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子ども会など、地域の集団回収に協力しましょう！

生ごみを減らすいろいろな方法

○集団回収とは、同じ地域に住む人々が、一定の時間と場所を決めて、古紙などの再生資源を大
量に集めて回収業者に引き渡す取り組みです。

○ビン・カン・新聞紙・雑誌及び段ボール・布類・ペットボトルはできるだけ
　地域の集団回収に出すようにしましょう。
　（地域によって回収品目が異なります。）
○合志市では、リサイクルにより資源物を有効活用し、地域住民の新
しいコミュニケーションの場となっている自治会・子ども会・老人
会等で行う再生資源の集団回収活動に対して、助成金によって支援
しています。

※再生資源集団回収助成金制度の詳しい内容はホームページをご覧い
ただくか、合志市環境衛生課にお問い合わせください。

　昔に比べ、豊かになった食生活。今は食べ物の量も種類も豊富にあり、便利になった反面、
「もったいない」という意識が薄れてきています。
　食べ物の多くを海外から輸入している日本が、全体の25％もの大量の食べ物を捨てており、
一方、世界では多くの人々が飢餓に苦しんでいる現実があります。
　私たち一人ひとりがすこしの工夫をすることで、燃やすごみの量は減らすことができます。

●調理の方法で減らす
　つい捨ててしまいがちな野菜の皮や大根の葉の部分も、調理次第ではおいしく食べられます。
にんじんなど、皮まで食べられる食材はそのまま調理することで、ごみが減らせるだけでなく、
効率よく栄養を取ることができ、一石二鳥です。
●道具を使って減らす
　電動生ごみ処理機で乾燥させたり、コンポスターやダンボールコンポストで堆肥化することで
生ごみを減らすのも１つの方法です。
合志市では補助金などで購入支援を行っておりますので、ぜひご活用ください。
補助金対象商品：電動式生ごみ処理機、コンポスター、ＥＭ容器、ダンボールコンポスト
※補助の詳しい内容はホームページをご覧いただくか、合志市環境衛生課
　にお問い合わせください。
●生活で減らす
　生ごみを減らす一番身近な方法は「残さず食べる」ということです。
　家庭では食べきれる量しか作らないようにする、外食先では「お持ち
帰り」を心がける、などを実践することで、環境にも家計にもやさしい
取組みができます。

4 ごみを減らそう！身近なエコへの取り組み
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お買い物でもエコを意識しましょう！　　　　　　　　　　

いらないものは捨てずに譲りましょう！

○毎日の買い物でも、工夫次第で環境に配慮することができます。
○たとえば…
　①エコバッグを利用してレジ袋を買わない

　②詰め替え商品を購入する

　③包装がシンプルなものを購入する

　④ばら売り商品などを利用し、必要な分だけ購入する

　⑤近所のスーパーへの移動はなるべく車を使わない

　⑥使い捨て商品はできるだけ買わないようにする

　⑦地産地消を意識して買い物する

　すこしの心がけで多くの自然を守ることができます。毎日簡単なことから取り組んでいくよう
心がけましょう。

○ごみとして出されるものの中には、まだ使えるけれど、不要になったものもたくさんあります。
○親戚や友人に譲ったり、リサイクルショップなどを利用することでごみを減らし、環境を守る

ことができます。
○合志市でも、家庭の不用品を譲ったり、もらったりすることができる「リサイクルボード」と

いう取組みを行っています。
○捨ててしまう前に、もう一度できることを考えて取り組んでみましょう。

●リサイクルボードの紹介●
　譲りたいもの・ほしいものをホームページなどで公開し、希望が一致すればお互いで譲り渡し

できる制度です。（無料での譲り渡しに限ります）

○譲り渡しまでの流れは以下のとおりです。

　①　譲ります（もらいたい）申込書を合志市環境衛生課に提出する

　②　もらいたい（譲りたい）人が合志市環境衛生課にもらいたい（譲ります）申込書を提出する

　③　市役所から①の申込者に連絡し、②の申込者の連絡先を教える

　④　①②の申込者同士で話し合い、譲り渡しを行う

※詳しくはホームページをご覧いただくか、合志市環境衛生課にお尋ねください。

　
　　　Webで検索　→ 合志市　リサイクルボード 検　索
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生ごみ 運動きりきり３３
　合志市の家庭から出される燃やすごみの量は、年間１万トンを超えています。
　このうち約５割が生ごみです。ごみを減らせば、ごみ処理の経費が削減され、
ほかの市民サービスに予算を使うことができます。
　市では、ごみ減量に向けて「生ごみ３きり運動」を推進しています。
　３つの「きり」を合言葉に、ごみ減量に取り組みましょう。

食材は無駄なく使い切りましょう！
●冷蔵庫チェック
　冷蔵庫の食材は、賞味・消費期限切れになる前に使いきる。
●買いすぎない
　買い物に行く前に在庫チェック。
　使い切れる必要な分だけ購入。
●アレンジして使いきる
　余ったおかずは、アレンジして食べきる。

１１

２２

３３

「使い切り」　食材は最後まで使い切ろう！

料理は残さず食べきりましょう！
●おうちでは
　料理は食べきれる分だけ作り、残さず食べる。
　食べきれないときは、冷蔵・冷凍庫で保存する。
●外食の時は
　食べきれる分だけ注文し、残さず食べる。

「食べきり」　おいしく残さず食べよう！

生ごみを出すときは水気を切りましょう！
●濡らさない
　野菜のヘタなど、使わない部分は洗う前に切り落とす。
●ひとしぼり
　生ごみを出す前に、「ぎゅ～っ」とひとしぼり。
●乾燥させる
　お茶殻、果物の皮などは、一晩おいて乾燥させる。

「水切り」　生ごみはしっかりひとしぼり！
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30 運動実施中！
宴会のときのはじめの30分、

おわりの10分は席で食事を！

ゼロ

食べ残し０を始めましょう！
飲食店等からの生ごみのうち、
約６割がお客さんの食べ残した料理といわれています。

会食、宴会等での食べ残しを減らすためには皆様のご協力が必要です。
合志市では「食品ロス」の削減に努めています。

さん まる

10
いち まる

1、食べきれる分だけ
　 「適量注文」！

2、開始 30 分、終了前 10 分は
　  料理を楽しみましょう！

3、お皿に料理がひとつ残る
　 「肥後のいっちょ残し」はしない

4、心をこめて作った人に
　  感謝の気持ちを！
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5 　50音別品目索引
指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

あ

ＩＨクッキングヒーター 不燃ごみ
自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

アイスクリームの	
袋・カップ・ふた

紙製 燃やすごみ きれいに洗えば「資源D」で出せます。

プラスチック製 資源J 汚れているものは軽く洗い流して、出してください。軽く洗い流して汚れが取
れないものは「燃やすごみ」です。

アイスノン（保冷剤） 燃やすごみ
アイロン 不燃ごみ

アイロン台 不燃ごみ
すべてが「木」「プラスチック」等の可燃物で出来ているものは「燃やすごみ」
です。指定袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ（不燃性）」又は「粗大ごみ
（可燃性）」です。

空きカン
4ℓ未満 資源A

中を洗い、乾かして出してください。アルミ缶・スチール缶は、できるだけ地区
の集団回収に出してください。ガス缶・スプレー缶は、ガス抜きキャップが装着
されている商品など、各メーカーにより様々な形のものがありますので、商品に
記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のない屋外
で、確実に中身を空にして「特定品目」に出してください。穴は空けないように
してください。塗料缶・オイル缶はごみステーションには出せません。

4ℓ以上 不燃ごみ 汚れているものは、中を洗い、乾かして出してください。
(サイズ例：20㎝×20㎝×10㎝以上）

空きビン 資源A
中を洗い、乾かして出してください。主に、飲料水、食品、酒類、栄養ドリン
ク、化粧品などのビンが対象です。酒ビン（一升ビン）とビールビンは、でき
るだけ地区の集団回収に出してください。

アクセサリー
金属製 不燃ごみ
木製・プラスチック製 燃やすごみ

アクリル板 燃やすごみ
車庫などの建築物の場合は、自分で取り外しや取り替えをしたものに限りま
す。業者に依頼した場合は、業者に引き取ってもらってください。指定袋に入
らない大きさのものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

アコーディオンカーテン 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

足踏みミシン 粗大（不燃）
アダプター 不燃ごみ ACアダプターなど。

厚紙 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

油ビン（食用） 不燃ごみ 中を洗い、乾かして出してください。

雨具（カッパ） 燃やすごみ

雨戸
金属製 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業

者に引き取ってもらってください。

木製 粗大（可燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

編み機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

網戸 粗大（不燃）網戸の網のみは「燃やすごみ」です。自分で取り外しや取り替えをしたものに
限ります。業者に依頼した場合は、業者に引き取ってもらってください。

アルバム(写真用)
プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。ポケットアルバムも「燃やすご

み」です。

紙
製
貼付タイプ 燃やすごみ 写真をすべて取り外せば「資源D」で出せます。

写真集タイプ 資源D 紙に直接印刷してある「卒業アルバム」等です。

アルミサッシ戸 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

アルミ箔の鍋 不燃ごみ 鍋焼きうどんの器など。洗って出してください。汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。

アルミホイル
食品用 燃やすごみ 食べ物を包む際に使用したものなど。

キッチン用 不燃ごみ ガスレンジカバーなど。洗って出してください。汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。

安全靴 不燃ごみ
アンテナ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

い 囲碁盤 木
製

板厚10㎝以下 燃やすごみ
板厚10㎝超 適正処理困難物 処理業者などにご相談ください。

石 適正処理困難物 処理業者などにご相談ください。

5
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指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

い

衣装ケース
紙製・プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

移植ごて
金属製 不燃ごみ 汚れを洗い落として出してください。

プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

いす
金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。指定袋に入らない大きさのものは「粗大ご
み（可燃性）」です。

板ガラス（窓ガラス等） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

一輪車
作業用 粗大（不燃）
スポーツ用 不燃ごみ

一斗缶 不燃ごみ 汚れているものは中を洗って出してください。４ℓ以上（サイズ例：20㎝×20
㎝×10㎝以上）の空かんが不燃ごみです。

犬小屋 木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り除いて出してください。指定袋に入らないものは「粗
大ごみ（可燃性）」です。燃やして発電します。

鋳物鍋 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

イヤホン 不燃ごみ

衣類 資源E
できるだけ地区の集団回収に出してください。綿入はんてん、丹前（どてら）、ダ
ウンジャケット、綿入ジャケット、ダウンベスト、綿入ベスト、革製品、靴下、下
着類、汚れがひどいもの、帽子、ベルト、バッグ等は「燃やすごみ」です。

衣類乾燥機 粗大
（家電リサイクル）

買い替えの場合、販売店が分かっている場合は、販売店に引き渡してくださ
い。販売店が分からない場合、なくなっている場合のみ出すことが出来ます。
リサイクル券が必要です。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。

イルミネーション 不燃ごみ
入れ歯 燃やすごみ

インクカートリッジ 燃やすごみ できるだけ市内４ヵ所または販売店等の回収箱に入れて、リサイクルにご協力
ください。詳細は11ページをご覧ください。

う

植木鉢
プラスチック製 燃やすごみ
陶器製 不燃ごみ

浮き輪 燃やすごみ
腕時計 不燃ごみ

乳母車
かご 燃やすごみ 籐で編んだもの。可燃性以外のものは「不燃ごみ」で出してください。

土台 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

梅酒（果実酒）作り用のビン 不燃ごみ 家庭で梅酒や果実酒を作る際の、厚めのガラスで出来たビンです。

羽毛布団 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

え

エアーキャップ（緩衝剤） 資源J 割れ物の梱包材など。

エアコン 室内機・室外機 粗大
（家電リサイクル）

買い替えの場合、販売店が分かっている場合は、販売店に引き渡してくださ
い。販売店が分からない場合、なくなっている場合のみ出すことが出来ます。
リサイクル券が必要です。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。

ABS樹脂 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

SDカード（記録媒体） 不燃ごみ

枝類 燃やすごみ
直径10㎝以下、長さ50㎝以下にして、必ず指定袋に入れて出してください。指
定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。面の直径又は面の短辺の長
さが10㎝を超えるもの、長辺の長さが3ｍを超えるものは、処理業者にご相談く
ださい。

絵具の容器	
（チューブ）

プラスチック製 燃やすごみ 使い切って出してください。中身が残っている場合は、中身を新聞紙や布等に
出してください。出した中身は「燃やすごみ」です。

金属製 不燃ごみ 使い切って出してください。中身が残っている場合は、中身を新聞紙や布等に
出してください。出した中身は「燃やすごみ」です。

MO・MD 不燃ごみ

MDプレイヤー 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。充電池はﾘｻｲｸﾙ協力店の回収箱に入れてく
ださい。

エレクトーン（電子オルガン） 粗大（不燃）

塩化ビニール製品 燃やすごみ 自宅を自分で修繕された配管などです。金属は取り外して出してください。事
業活動に伴うものは「産業廃棄物」となり対象外です。

塩素系漂白剤等容器 プラスチック製 資源J 軽くゆすいで、出してください。プラマークが付いているもののみが「資源J」
の対象となります。プラマークが付いていないものは「燃やすごみ」です。

延長コード 不燃ごみ
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指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

え
鉛筆削り器
（電動式、手動・ハンドル付）

本体 不燃ごみ
ダストボックス プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

鉛筆削り器
（手動・ハンドルなし）

プラスチック製 燃やすごみ
金属製 不燃ごみ

お

オアシス（生花用吸水スポンジ） 燃やすごみ
オイル 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などに、ご相談ください。

オイル缶 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。使い切っていることが確認
できれば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

オイルジャッキ 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。

オイルヒーター 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。

応接セット 木製 粗大（可燃）金属製は「粗大ごみ（不燃性）」です。

オーブントースター 不燃ごみ
屋外灯（ガーデンライト） 不燃ごみ

桶
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ
おしゃぶり 燃やすごみ

おたま
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。
木製・プラスチック製・
シリコーン製 燃やすごみ 芯に金属が入っているものは「不燃ごみ」です。

お茶がら 燃やすごみ 水を切って出してください。生ごみの堆肥化にご協力ください。

おむつ等の汚物 適正処理困難物 トイレに流してください。

お盆
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。

おまる プラスチック製 燃やすごみ 汚物は取り除いて洗って出してください。

おむつ・おむつカバー 燃やすごみ 汚物は取り除いて出してください。

おもちゃ

金属製 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

プラスチック製
金属の付属品なし 燃やすごみ

プラスチック製
金属の付属品あり 不燃ごみ

乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

木製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃
性）」です。

オルガン 粗大（不燃）

温度計

水銀式 特定品目
割れないように買った時の容器に入れるか、新聞紙等で包んで「きけん」と書
き「不燃ごみ」の日に、指定袋とは別に、厚めの透明ポリ袋に入れるか、ポリ
袋を二重にするなど、割れたときに水銀が外に出ないような工夫をして出して
ください。割れたものも同じ取扱いです。

電子式 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

アルコール式 不燃ごみ

か

カーディガン 資源E
カーテン 資源E 指定袋に入る大きさに切って出してください。

カーテンレール 金属製 不燃ごみ
自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

カーオーディオ 不燃ごみ
カースピーカー 不燃ごみ

カーナビゲーション（カーナビ） 不燃ごみ 自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

カーペット 燃やすごみ 1ｍ以内に切って出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃
性）」です。

カーボン紙・ノーカーボン紙 燃やすごみ
貝殻 燃やすごみ
懐中電灯 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。
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指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

か

買い物袋	
（レジ袋等）

プラマークあり 資源J 汚れているものは「燃やすごみ」です。

プラマークなし 燃やすごみ 燃やして発電します。

カイロ 燃やすごみ
家屋解体及び改造等に係る廃材 適正処理困難物 処理業者にご相談ください。

化学ぞうきん 燃やすごみ
化学薬品類 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

鏡 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

額縁
木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。ガラスの部分は「不燃ごみ」です。

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

傘 不燃ごみ すべてが「木」「竹」「紙」等の可燃物で出来ているものは「燃やすごみ」です。指
定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」又は「粗大ごみ（可燃性）」です。

菓子缶
４ℓ未満 資源A 汚れているものは中を洗って出してください。

４ℓ以上 不燃ごみ 汚れているものは中を洗って出してください。(サイズ例：20㎝×20㎝×10㎝
以上）

加湿器 不燃ごみ

菓子箱
紙製 資源D プラスチック類は取り除いて出してください。指定袋の口を強く縛るなど、雨

にぬれない工夫をしましょう。食べ物が付着したものは「燃やすごみ」です。

プラスチック製 資源J 食べ物の汚れは、落として出してください。

ガス給湯器 不燃ごみ

ガスコンロ 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不
燃性）」です。

ガスコンロのパネル アルミ製 不燃ごみ 汚れが取れないものは「燃やすごみ」です。

ガステーブル 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

ガスボンベ（カセットコンロ用を除く） 適正処理困難物 ガス取扱店にご相談ください。大きさは関係ありません。

ガスレンジ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

カセットテープ 本体・ケース 燃やすごみ 燃やして発電します。

カセットデッキ 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

カセットボンベ（卓上用） 特定品目
商品に記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のな
い屋外で、確実に中身を空にしてください。透明のポリ袋などに入れて「不燃
ごみ」の日に指定袋とは別に出してください。

ガソリン 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

ガソリン携行缶 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。ふた（キャップ）を取っ
て、1日（24時間）以上おき、使い切っていることが確認できれば、環境美化セ
ンターに直接持ち込むことができます。なお、ふた（キャップ）を取る際は、
風通しが良く火の気のない屋外（日陰）で行ってください。

カタログ 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区の集
団回収に出してください。ビニール加工をしてあるページは「燃やすごみ」です。

カッターナイフ 不燃ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで「きけん」と書いて出してください。刃のみを出
す場合も同じです。

カップめん容器・ふた・包装フィルム 資源J 容器・ふたは、軽く洗い流して出してください。軽く洗い流して汚れが取れな
いものは「燃やすごみ」です。

蚊取線香の箱 紙製 燃やすごみ 香りが付いた紙は、紙として再生出来ないため、燃やして発電します。

加熱式たばこ（電子たばこ） 不燃ごみ

かばん 革製・プラスチック
製・ビニール製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。外した金属は「不燃ごみ」です。

画びょう 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

花びん
金属製 不燃ごみ
陶器・ガラス製 不燃ごみ 新聞紙等で包んで、出してください。

プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

釜 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

鎌 不燃ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで出してください。

紙おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除いて出してください。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

か

紙コップ 燃やすごみ 内側に防水加工してあり、紙としてリサイクルできないため「燃やすごみ」で
す。燃やして発電します。

カミソリ 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

紙パック（食品・飲料用） 資源G
洗って、開いて、乾燥させて出してください。内側にアルミが貼ってあるも
の、プラスチックのキャップ付きは紙としてリサイクルできないため「燃やす
ごみ」です。プラスチック部分を取り除けば「資源G」として出せます。

紙袋
防水加工あり 燃やすごみ 紙としてリサイクルできないため「燃やすごみ」です。燃やして発電します。

防水加工なし 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

カメラ 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

カラーボックス 木製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

カラオケ 不燃ごみ 家庭用に限ります。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

カラオケテープ 燃やすごみ
ガラス屑（窓ガラス等） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

ガラスコップ 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

刈払機
エンジン式 適正処理困難物

販売店、処理業者、スクラップ業者などに、ご相談ください。家庭で使われた
もので、燃料を使い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直接
持ち込むことができます。

電気式 粗大（不燃）家庭で使われたものに限ります。バッテリーは「適正処理困難物」です。バッ
テリーの処分は、販売店、処理業者などにご相談ください。

刈払機の刃
金属製 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してくだ

さい。

ナイロン製 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。

がれき類 適正処理困難物 個人が搬入されるものについても、受け入れ出来ません。処理業者にご相談く
ださい。

革靴 燃やすごみ
革ジャンパー 燃やすごみ

瓦 適正処理困難物 交換する際に施工業者に引き取ってもらってください。処分だけの場合は処理
業者にご相談ください。

換気扇（家庭用） 不燃ごみ 自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

換気扇カバー
アルミ製 不燃ごみ
プラスチック製 燃やすごみ

缶切り器 不燃ごみ

玩具

金属製 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

プラスチック製
金属の付属品なし 燃やすごみ 燃やして発電します。

プラスチック製
金属の付属品あり 不燃ごみ

乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

木製	 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃
性）」です。

感染性廃棄物 適正処理困難物
専門処理が必要になります。病院や処理業者などにご相談ください。ビニール
バッグ類、チューブ・カテーテル類、注射筒（針以外の部分）、脱脂綿・ガーゼ
等、鋭利な物以外の非感染性の在宅医療廃棄物は「燃やすごみ」に出せます。

感熱紙 燃やすごみ ファックス用紙、レシートなど。

乾燥機（食器用など、衣類乾燥機以
外のもの） 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。衣類乾燥機は家電リサイ

クル対象品目です。

乾燥剤 燃やすごみ
缶詰の缶・ふた 資源A 中身を出して洗って出してください。できるだけ地区の集団回収に出してください。

乾電池 特定品目 透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別に出してくださ
い。できるだけ販売店の回収箱に入れてください。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

き

キーボード（楽器） 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

キーボード（パソコンの付属品） 不燃ごみ パソコンをリサイクルに出す時に、なるべく一緒にメーカー等に出してください。

キーホルダー 不燃ごみ

木くず 燃やすごみ
日曜大工に限ります。直径10㎝以下、長さ50㎝以下にして、必ず指定袋に入れ
て出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。面
の直径又は面の短辺の長さが10㎝を超えるもの、長辺の長さが3ｍを超えるもの
は、処理業者にご相談ください。

基礎石 適正処理困難物 処理業者にご相談ください。

ギター 木製 粗大(可燃)
アコースティックギター、クラシックギター。主に不燃性の素材で作られてい
るものは「粗大ごみ（不燃性）」です。指定袋に入るものは、可燃性が「燃や
すごみ」、不燃性が「不燃ごみ」です。

木づち 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。面の直径又は面の短辺の
長さが10㎝を超えるものは、処理業者にご相談ください。

キッチンパック 燃やすごみ 燃やして発電します。

木の根 適正処理困難物 自ら処理できない場合は、処理業者にご相談ください。

着物 資源E できるだけ地区の集団回収に出してください。

脚立
金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

木製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

キャップ・ふた

金属製 不燃ごみ

プラスチック製 資源J
プラマークが付いているもののみ。汚れているものは軽く洗い流して出してく
ださい。プラマークが付いていないもの、軽く洗い流して汚れが取れないもの
は「燃やすごみ」です。

キャリーバッグ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

急須
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

陶器製 不燃ごみ 新聞紙等に包んで出してください。

牛乳パック 紙製 資源G
洗って、開いて、乾燥させて出してください。プラスチックのキャップ付きは
紙としてリサイクルできないため「燃やすごみ」です。プラスチック部分を取
り除けば「資源G」として出せます。できるだけスーパーなどの回収ボックスに
出してください。

牛乳びん ガラス製 資源A 中を洗って出してください。

教科書 資源D
指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。ビニール加工をしてあるページは「燃やすご
み」です。

鏡台 粗大（可燃）

金庫
耐火金庫 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。家庭で使われたも

のであれば環境美化センターに直接持ち込むことができます。

手提げ 不燃ごみ

く

空気入れ 不燃ごみ 製品自体、すべてがプラスチック製のものは「燃やすごみ」です。燃やして発
電します。

空気清浄機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

クーラーバッグ 燃やすごみ

クーラーボックス

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

プラスチック製 燃やすごみ
接合部等の金具は外して「不燃ごみ」に出してください。金属部分が取り外せ
ないものは「不燃ごみ」です。また、指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可
燃性）」です。

釘 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

草 燃やすごみ 土を落として、乾燥させてから出してください。なるべく土に埋めるなどして
堆肥化してください。

串
金属製 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

竹製 燃やすごみ 新聞紙等で包んで出してください。

櫛
金属製 不燃ごみ
木製・プラスチック製 燃やすごみ

薬 燃やすごみ
使い切ることが出来なかった飲薬や塗薬。容器が「燃やすごみ以外」のごみ区
分になる場合は、容器から薬を出して、薬のみ「燃やすごみ」に出してくださ
い。容器はそれぞれのごみ区分で出してください。

靴
革製・ゴム製・プラスチック製 燃やすごみ
安全靴 不燃ごみ
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

く

靴下 燃やすごみ
クッション 燃やすごみ
グラスウール（断熱材） 適正処理困難物 処理業者にご相談ください。

クリアフォルダー 燃やすごみ 燃やして発電します。

クリスタルガラス（灰皿等） 不燃ごみ
車いす 粗大（不燃）

車の部品（ハンドル等） 適正処理困難物
販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。走行性能に係らな
い用品等（カーオーディオ、カーナビ、スピーカー、ドライブレコーダー、
レーダー探知機、車内マット、車内アクセサリー、車載用キャリアなど）は、
それぞれのごみ区分でごみステーションに出せます。

車用品

アクセ
サリー

不燃性 不燃ごみ シガーソケット、小型の車載用空気清浄機など。

可燃性 燃やすごみ 後付けのドリンクホルダーやカードホルダーなど。

車載用キャリア 粗大（不燃）
マット 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

グローランプ（点灯管） 不燃ごみ

くん煙殺虫剤容器
（バルサンなど）

プラスチック製 資源J 未使用のものは出せません。

金属製 不燃ごみ 未使用のものは出せません。

け

蛍光管 廃蛍光管 割れないように買った時の容器に入れるか、新聞紙等に包んで出してくださ
い。なるべく販売店の回収箱へ入れてください。

蛍光灯の傘
プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

蛍光灯の本体部分 不燃ごみ 蛍光管を取り付けるところです。

珪藻土マット 不燃ごみ 二重袋に入れて、指定袋に入れて出してください。アスベストが含まれる物は
出せませんので、販売店などにお問い合わせください。

携帯電話 不燃ごみ なるべく販売店等に引き取ってもらってください。

携帯用音楽プレイヤー 不燃ごみ
iPod、ウォークマンなど。乾電池は取り外して出してください。充電池はリサ
イクル協力店の回収箱に入れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープ
で貼って、特定品目として乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の
回収箱をご利用ください。

軽油 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

計量器 金属製・プラス
チック製 不燃ごみ

乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ゲーム機 不燃ごみ
ファミコン・プレイステーション・wii・switchなど。乾電池は取り外して出し
てください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入れてください。ボタン電
池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として乾電池と一緒に出せます
が、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ゲーム機のソフト
カートリッジ・ＭＯ・
ＳＤタイプ 不燃ごみ
CDタイプ 燃やすごみ

劇薬類 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

化粧品の容器
ガラス製 資源A

中をよく洗って出してください。マニュキュアの容器など中身が固まって取れ
ないものは「不燃ごみ」に出してください。マニュキュアの刷毛は「燃やすご
み」です。

プラスチック製 資源J
下駄箱 木製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ケチャップ容器 資源J 中をきれいに洗って出してください。

血圧計
水銀式 特定品目

割れないように買った時の容器に入れるか、新聞紙等で包んで「きけん」と書き
「不燃ごみ」の日に、指定袋とは別に厚めの透明ポリ袋に入れるか、ポリ袋を二重
にするなど、割れたときに水銀が外に出ないような工夫をして出してください。割
れたものも同じ取扱いです。

電子式 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

玄関マット 燃やすごみ 屋内で使う可燃性のもの。主に金属で出来ているものなど、不燃性のものは「不燃
ごみ」です。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

け

原付バイク
（原動機付自転車、軽・小型二輪等） 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者、自動車リサイクル促進センターなどにご

相談ください。

剣道の防具
竹刀 竹製・カーボン製 粗大（可燃）
面 不燃ごみ
胴・こて 燃やすごみ

鍵盤ハーモニカ 不燃ごみ

こ

碁石
天然石 不燃ごみ
プラスチック製・貝 燃やすごみ

コーキングガン
金属製 不燃ごみ カートリッジは取り外して出してください。家庭で使われたものに限ります。

プラスチック製 燃やすごみ 家庭で使われたものに限ります。

コーキング材
容器

紙製・
プラスチック製 燃やすごみ 家庭で使われたものに限ります。使い切って出してください。中身が残っている場

合は、中身を新聞紙や布等に出してください。出した中身は「燃やすごみ」です。

金属製 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。使い切って出してください。中身が残っている場
合は、中身を新聞紙や布等に出してください。出した中身は「燃やすごみ」です。

工具類 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。金属が付いていないものは「燃やすごみ」です。

コード 不燃ごみ
コーヒーメーカー 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

黒板 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ござ 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

こたつ

天板 木製 粗大（可燃）
ヒーター 不燃ごみ
枠 木製・プラスチック製 粗大（可燃）
脚 木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

コップ

紙製 燃やすごみ 防水加工してあるので「燃やすごみ」です。燃やして発電します。

ガラス製・陶器製 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

ゴム製品
手袋 燃やすごみ
ホース 燃やすごみ 1ｍ以内に切って出してください。

マット 燃やすごみ

米びつ

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。
金属製とプラスチック
製の混合物 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

プラスチック製 燃やすごみ 製品自体、すべてがプラスチック製のものに限ります。指定袋に入らないもの
は「粗大ごみ（可燃性）」です。

米袋

紙製 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

プラマークあり
プラスチック製 資源J
プラマークなし
プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

ゴルフ道具

靴 不燃ごみ 金属が付いていないものは「燃やすごみ」です。

クラブ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

バッグ 粗大（不燃）
ボール 燃やすごみ

コンクリート 適正処理困難物 販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。

混合油 適正処理困難物 販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。

混合油が入っていた空かん 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。ふた（キャップ）を取っ
て、1日（24時間）以上おき、使い切っていることが確認できれば、環境美化セ
ンターに直接持ち込むことができます。なお、ふた（キャップ）を取る際は、
風通しが良く、火の気のない屋外（日陰）で行ってください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

こ

コンセントプラグ 不燃ごみ
コントローラー（ゲーム機の付属品） 不燃ごみ

コンビニ弁当の容器 資源J 軽く洗い流して出してください。軽く洗い流して汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。

梱包材（紙とエアーキャップの圧着物） 資源J
コンロのパネル アルミ製 不燃ごみ コンロ周りの汚れ防止のパネルなど。汚れが取れないものは「燃やすごみ」です。

さ

サーフボード 粗大（可燃）

座椅子
木製 燃やすごみ

金属部分は取り外して出してください。金属部分が取り外せないものは「不燃
ごみ」です。また、指定袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ（可燃性）」で
す。

金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

酒パック 紙製 資源G
洗って開いて、乾燥させて出してください。内側にアルミが貼ってあるもの、
プラスチックのキャップ付きは紙としてリサイクルできないため「燃やすご
み」です。プラスチック部分を取り除けば「資源G」として出せます。

酒びん 資源A できるだけ地区の集団回収に出してください。金属製のふたは「不燃ごみ」で
す。プラスチック製のふたは「資源J」です。

雑誌
ビニール等付着あり 燃やすごみ ビニールを取り除き紙だけにすれば「資源D」です。

ビニール等付着なし 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

殺虫剤 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

殺虫スプレーの缶 特定品目
商品に記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のな
い屋外で、確実に中身を空にしてください。危険なので穴は空けないでくださ
い。透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別に出してくだ
さい。

座布団 燃やすごみ
皿洗い機・食器洗い機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

皿
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

陶器製 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

ざる類
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

三脚 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

サンシェード
（日差し除け）

紙製 資源D 厚い紙のみで出来ているものを想定しています。
布製・ビニール製・
プラスチック製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。シート状のものは1ｍ四方以内に切って出し

てください。金属が取り外せないものは「不燃ごみ」です。
サンダル ゴム製・プラスチック製 燃やすごみ
残飯 燃やすごみ 水切りをしてください。生ごみの堆肥化にご協力ください。

三輪車(子ども用) 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

し

CD・CDケース 燃やすごみ

CDラジカセ 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。

シート 燃やすごみ 1ｍ四方以内に切って出してください。ビニール製・ゴム製・布製など可燃性の
もの。

シーリング材

容器

紙製・
プラスチック製 燃やすごみ

家庭で使われたものに限ります。使い切って出してください。中身が残ってい
る場合は、中身を新聞紙や布等に出してください。出した中身は「燃やすご
み」です。

金属製 不燃ごみ
家庭で使われたものに限ります。使い切って出してください。中身が残ってい
る場合は、中身を新聞紙や布等に出してください。出した中身は「燃やすご
み」です。

シーリングライト
LED・白熱電球型 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

蛍光管型 不燃ごみ 蛍光管を取り外して出してください。取り外した蛍光管は、買った時の容器に
入れるか、割れないように新聞紙等に包んで「特定品目」で出してください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

し

磁気マットレス 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

磁石 不燃ごみ
システムコンポ 不燃ごみ
下着類 燃やすごみ
下敷き プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

七輪 不燃ごみ
室内物干し 金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

自転車
人力型 粗大（不燃）防犯登録を解除してから出してください。タイヤのみで指定袋に入る場合は

「不燃ごみ」です。

電動補助型 粗大（不燃）防犯登録を解除してから出してください。バッテリーは「適正処理困難物」で
す。バッテリーの処分は、販売店、処理業者などにご相談ください。

自転車等空気入れ 金属製・
プラスチック製 不燃ごみ 製品自体、すべてがプラスチック製のものは「燃やすごみ」です。燃やして発

電します。

自動車関係部品 適正処理困難物
販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。走行性能に係らな
い用品等（カーオーディオ、カーナビゲーション、カースピーカー、ドライブ
レコーダー、レーダー探知機、車内マット、車内アクセサリー、車載用キャリ
アなど）は、それぞれのごみ区分で収集に出せます。

シニアカー 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。

芝刈機
エンジン式 適正処理困難物

販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。家庭で使われたもの
であれば、燃料を使い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直
接持ち込むことができます。

エンジン式以外 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

写真 燃やすごみ 燃やして発電します。

ジャムのびん 資源A 中を洗って出してください。ふたは「不燃ごみ」です。

しゃもじ 竹製・プラスチック製 燃やすごみ
砂利・土砂 適正処理困難物 自ら処理できない場合は処理業者にご相談ください。

シャワーヘッド 不燃ごみ

シャンプーの
容器

プラマークあり
プラスチック製 資源J 中を軽くゆすいで出してください。

プラマークなし
プラスチック製 燃やすごみ

ガラス製 不燃ごみ 中を軽くゆすいで出してください。

習字紙 資源D 使用済のものも「資源D」で出せます。指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれな
い工夫をしましょう。できるだけ地区の集団回収に出してください。

瞬間ガス湯沸器 不燃ごみ
ジューサー・ミキサー 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ジュース容器 紙製 資源G
洗って開いて、乾燥させて出してください。内側にアルミが貼ってあるもの、
プラスチックのキャップ付きは紙としてリサイクルできないため「燃やすご
み」です。プラスチック部分を取り除けば「資源G」として出せます。

じゅうたん 燃やすごみ 1ｍ四方以内に切ってください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃
性）」です。

銃弾 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

充電式ドライバー 不燃ごみ 充電池は、リサイクル協力店の回収箱に入れてください。

朱肉
練りタイプ 特定品目

硫化水銀が使用されている可能性があるため、特定品目として回収します。容
器ごと透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別に出してく
ださい。

スタンプタイプ 燃やすごみ 容器がプラスチック製のものを想定しています。容器が金属製、陶器製など不
燃性の場合は「不燃ごみ」です。

収納ケース 紙製・木製・プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

充電器（本体） 不燃ごみ
重油 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

ジュニアシート 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

し

シュレッダー
（電動式、手動式）

本体 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。

ダストボックス プラスチック製	 燃やすごみ 燃やして発電します。

シュレッダーで裁断した紙 燃やすごみ 直接搬入される場合は資源として再利用できますので、できるだけ環境美化セ
ンターへお持ちください。

ジョイントマット 燃やすごみ

消火器 適正処理困難物
消火器リサイクル推進センターに、ご相談ください。家庭で使われたもので、
使い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むことが
できます。

将棋盤 木製
板厚10㎝以下 燃やすごみ
板厚10㎝超 適正処理困難物 処理業者などにご相談ください。

焼却灰 燃やすごみ
水をかけて時間（最低１日）を置くなどして、完全に火が消えてしまってい
ることを確認したうえで、収集袋に入れて出してください。たき火やバーベ
キューの灰など。

定規 竹製・プラスチック製 燃やすごみ
錠剤カプセル容器 資源J プラマークが付いていないものは「燃やすごみ」です。

浄水器
本体

プラスチック製	 燃やすごみ
プラスチックと
金属の混合物 不燃ごみ

カート
リッジ プラスチック製	 燃やすごみ

硝酸 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

しょうじ戸 粗大（可燃）業者に取り替えてもらう場合はなるべく業者に引き取ってもらってください。

しょうじ紙 燃やすごみ 紙としてリサイクルできないため「燃やすごみ」です。燃やして発電します。

消毒剤 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

照明器具
本体 不燃ごみ 電球は「不燃ごみ」、蛍光管は「廃蛍光管」です。照明器具から取り外し、それ

ぞれ別に出してください。

かさ
プラスチック製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。金属が取り外せないものは「不燃ごみ」です。

金属製 不燃ごみ

じょうろ
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

食用油（液体は不可） 燃やすごみ 固めたり、布等で吸い取ったりして出してください。

食用油缶
４ℓ未満 資源A 中を洗って出してください。

４ℓ以上 不燃ごみ 中を洗って出してください。(サイズ例：20㎝×20㎝×10㎝以上）

食用油ボトル プラスチック製 燃やすごみ プラマークが付いているものは中をきれいに洗えば「資源J」でも出せます。

除湿器 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

除湿剤の容器 プラスチック製 資源J 水を抜いて乾かしてから出してください。

食器洗い機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

食器乾燥機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

食器棚 木製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ショベル
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ

（不燃性）」です。

木と金属の混合物 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ
（不燃性）」です。

人工芝 燃やすごみ 土、砂を落として出してください。

シンナー 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

シンナーが入っていた空かん 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。ふた（キャップ）を取って、
1日（24時間）以上おき、使い切っていることが確認できれば、環境美化セン
ターに直接持ち込むことができます。なお、ふた（キャップ）を取る際は、風
通しが良く火の気のない屋外(日陰）で行ってください。

新聞紙 資源C 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

す

水銀体温計・水銀血圧計 特定品目
割れないように買った時の容器に入れるか、新聞紙等で包んで「きけん」と書
き「不燃ごみ」の日に、指定袋とは別に、厚めの透明ポリ袋に入れるか、ポリ
袋を二重にするなど、割れたときに水銀が外に出ないような工夫をして出して
ください。割れたものも同じ取扱いです。

水槽
ガラス製 不燃ごみ 新聞紙等で覆って「きけん」と書いて出してください。指定袋に入らないものは

「粗大ごみ（不燃性）」です。

プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗
大ごみ（可燃性）」です。

水筒

ふた・
キャップ

金属製	・金属とプラ
スチックの混合物 不燃ごみ

プラスチック製	 燃やすごみ 燃やして発電します。

本体

金属製	・金属とプラ
スチックの混合物 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

プラスチック製	 燃やすごみ 金属などの付属品はなるべく取り外して出してください。魔法びんﾀｲﾌﾟは「不
燃ごみ」です。

炊飯器
本体 不燃ごみ 釜も「不燃ごみ」ですが、釜は本体から取り出して、出してください。

釜 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

スーツケース(旅行ケース) 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

スキー板 粗大（不燃）
スキー靴 不燃ごみ
スキャナー 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

スコップ
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ

（不燃性）」です。

プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

硯（すずり） 不燃ごみ

すだれ 竹製・プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗
大ごみ（可燃性）」です。

スチールラック 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

ステレオ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

ストーブ 不燃ごみ 車両火災の原因になりますので、灯油、電池は必ず抜いてください。指定袋に
入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

ストッキング 燃やすごみ

ストロー
（飲料用）

紙製・プラスチック
製・木製 燃やすごみ 燃やして発電します。

ガラス製 不燃ごみ 軽く洗い流して、新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

スノーボード
板 粗大（不燃）
靴 燃やすごみ

すのこ 木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗
大ごみ（可燃性）」です。

スパイクシューズ 不燃ごみ
スピーカー 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

スプレー缶（塗料以外) 特定品目
商品に記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のない
屋外で、確実に中身を空にしてください。危険なので穴は空けないでください。
透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別に出してください。

すべり台 木製・プラスチック製 粗大（可燃）金属などの付属品は取り外して出してください。

スポンジ 燃やすごみ

炭（バーベキュー等で使用したもの） 燃やすごみ 水をかけて時間（最低１日）を置くなどして、完全に火が消えてしまっている
ことを確認したうえで、収集袋に入れて出してください。

スレート 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

せ

精米機（家庭用） 不燃ごみ
生理用品 燃やすごみ

セイロ
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製 燃やすごみ
セーター 資源E

石油ストーブ 不燃ごみ 車両火災の原因になりますので、灯油、電池は必ず抜いてください。指定袋に
入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

石油(灯油)ポンプ
電動式 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。
手動式	
プラスチック製 燃やすごみ

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

せ

石けん箱 紙製 燃やすごみ 香りが付いた紙は、紙として再生出来ないため「燃やすごみ」です。燃やして
発電します。

石けんケース
プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

金属製 不燃ごみ 汚れているものは、洗って出してください。

石膏ボード 適正処理困難物 処理業者にご相談ください。

セロハン（セロハンテープなど） 燃やすごみ 燃やして発電します。

洗剤容器
(箱・ボトル)

紙製 燃やすごみ 香りが付いた紙は、紙として再生出来ないため「燃やすごみ」です。燃やして
発電します。

プラマークあり
プラスチック製 資源J 中を軽くゆすいで出してください。

プラマークなし
プラスチック製 燃やすごみ

洗濯機 粗大
（家電リサイクル）

買い替えの場合、販売店が分かっている場合は、販売店に引き渡してくださ
い。販売店が分からない場合、なくなっている場合のみ出すことが出来ます。
リサイクル券が必要です。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。

洗濯バサミ
木製・プラスチック製 燃やすごみ
金属製 不燃ごみ

洗濯物干し台 金属部のみ 粗大（不燃）セメント・石等の土台部分は「適正処理困難物」となりますので、販売店、処
理業者などにご相談ください。

剪定バサミ 不燃ごみ ハサミの部分を新聞紙等で包んで出してください。

扇風機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

洗面器 プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

洗面台 不燃ごみ 自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

そ

造花
針金あり 不燃ごみ
針金なし 燃やすごみ

掃除機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

送風機（サーキュレーターなど) 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

ソースの容器
ガラス製 資源A 中を洗って出してください。

プラスチック製 資源J 中を軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。

ソファー
金属製 粗大（不燃）

木製 粗大（可燃）

ソファーベッド
金属製 粗大（不燃）

木製 粗大（可燃）

た

タープ（家庭用簡
易型テント）

天幕 燃やすごみ 1ｍ四方以内に切って出してください。

支柱（ポール） 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

体温計
水銀式 特定品目

割れないように買った時の容器に入れるか、新聞紙等で包んで「きけん」と書
き「不燃ごみ」の日に、指定袋とは別に、厚めの透明ポリ袋に入れるか、ポリ
袋を二重にするなど、割れたときに水銀が外に出ないような工夫をして出して
ください。割れたものも同じ取扱いです。

電子式 不燃ごみ ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として乾電池と一緒に
出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

耐火ボード 適正処理困難物 処理業者に、ご相談ください。

体重計 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

耐熱ガラス製品 ガラス鍋・灰皿・ポット・
魔法瓶・レンジ用 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

タイヤ 適正処理困難物 販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。自転車のタイヤは指定袋に
入れば「不燃ごみ」、指定袋に入らない場合は「粗大ごみ(不燃性)」で出せます。

タイヤチェーン 不燃ごみ

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

た

太陽熱温水器 適正処理困難物 販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであ
れば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

ダウンジャケット 燃やすごみ
タオルケット 資源E できるだけ地区の集団回収に出してください。

卓上コンロ 不燃ごみ
カセットボンベは、商品に記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通
しが良く火の気のない屋外で、確実に中身を空にして「特定品目」に出してく
ださい。危険なので穴は空けないでください。

卓上ミシン 不燃ごみ
竹の根 適正処理困難物 排出者自ら処理しましょう。自ら処理できない場合は処理業者にご相談ください。

畳（家庭用） 粗大（可燃）畳替えの際はできるだけ販売店に引き取ってもらってください。

タッパー（密閉容器） 燃やすごみ

たばこの容器
フィルム 資源J

外箱・外紙 燃やすごみ 香りが付いた紙は、紙として再生出来ないため「燃やすごみ」です。燃やして発電
します。

卵パック
紙製 資源D 卵の中身などで汚れたものは「燃やすごみ」です。

プラスチック製 資源J
たれの容器
（ソース・ドレッシ
ング等容器）

プラスチック製 資源J 中を軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。

ガラス製 資源A 中を洗って出してください。

たわし
金属製 不燃ごみ
金属製以外 燃やすごみ

単車（バイク） 適正処理困難物 販売店、自動車リサイクル促進センター、スクラップ業者などにご相談ください。

たんす 粗大（可燃）
丹前 燃やすごみ

段ボール 資源F 指定袋に入れて出してください。指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工
夫をしましょう。できるだけ地区の集団回収に出してください。

断熱材（グラスウールなど） 適正処理困難物 処理業者にご相談ください。

ち

チェーンソー

家庭用電気式 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

エンジン式 適正処理困難物
販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたもので燃
料を使い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むこ
とができます。

チャイルドシート 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

チャッカマン（着火ライター） 特定品目 中身を使い切り、透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別
に出してください。

茶器
陶器製 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

金属製 不燃ごみ

茶わん
陶器製 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ

チューブ

プラスチック製 燃やすごみ 使い切って、きれいに洗えば「資源J」でも出せます。

金属製 不燃ごみ 使い切って出してください。中身が残っている場合は中身を新聞紙や布等に出
してください。出した中身は「燃やすごみ」です。

点滴用 燃やすごみ
在宅医療で使われた「感染性廃棄物」に該当しないものに限ります。「注射針等
鋭利なもの」は、収集・選別作業員がけがをする恐れがあるため、絶対に出さ
ないでください。

タイヤ用 燃やすごみ 自転車、一輪車のものを想定しています。

チラシ
新聞折込み 資源C 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区

の集団回収に出してください。

新聞折込み以外 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

つ

使い捨てカイロ 燃やすごみ

机	
(学習机等）

金属製 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

木製 粗大（可燃）全部が木で出来ていて指定袋に入るものは「燃やすごみ」です。

漬け物石 適正処理困難物 販売店、製造業者、処理業者などにご相談ください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

つ

漬け物容器
陶器製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

プラスチック製 燃やすごみ
積み木 木製・プラスチック製 燃やすごみ

詰め替え
パック・パウチ

食料品 燃やすごみ 中をきれいに洗えば「資源J」でも出せます。

食料品以外 資源J 使い切って、口の部分を軽く洗い流して出してください。

釣道具

竿
竹製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

竹製以外 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

糸 燃やすごみ
針・ルアー（疑似餌） 不燃ごみ 針は新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

リール 不燃ごみ 釣糸は取り外して出してください。外した釣糸は「燃やすごみ」です。

て

DVD 燃やすごみ

DVDプレイヤー・レコーダー 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入れ
てください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として乾電
池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

手押し車（シルバーカート） 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

テーブル
木製 粗大（可燃）全部が木で出来ていて指定袋に入るものは「燃やすごみ」です。

金属製 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

手提げ金庫 不燃ごみ
デスクマット ビニール製 燃やすごみ 1ｍ四方以内に切って出してください。

鉄アレイ 適正処理困難物 販売店、処理業者、スクラップ業者などにご相談ください。家庭で使われたも
のであれば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

テニスラケット 不燃ごみ

テレビ 粗大
（家電リサイクル）

買い替えの場合、販売店が分かっている場合は販売店に引き渡してください。
販売店が分からない場合、なくなっている場合のみ出すことが出来ます。リサ
イクル券が必要です。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。

テレビ台 木製 粗大（可燃）不燃性の部分を取り外して、指定袋に入る大きさであれば「燃やすごみ」で出
せます。

電気あんか 不燃ごみ

電気温水器 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれ
ば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

電気カーペット 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

電気釜（金属製炊飯器） 不燃ごみ 釜も本体も「不燃ごみ」ですが、釜は本体から取り出して、出してください。
汚れているものは洗って出してください。

電気かみそり 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

電気コンロ 不燃ごみ
電気スタンド 不燃ごみ 「電球」「蛍光管」は、はずして出してください。

電気ストーブ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

電気ポット 不燃ごみ
電気マッサージ機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

電気毛布 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

電気餅つき器
本体 不燃ごみ 釜も「不燃ごみ」ですが、釜は本体から取り出して、出してください。指定袋

に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

釜 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

電球 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

電子オルガン（エレクトーン） 粗大（不燃）
電子たばこ（加熱式たばこ） 不燃ごみ
電子ピアノ 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

電子レンジ 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

て

電卓 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

電池
乾電池・ボタン電池 特定品目

透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋とは別に出してください。
ボタン電池を出す際は、両面をセロハンテープで貼って出してください。ボタン
電池はなるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

充電池 適正処理困難物 販売店の回収箱に入れてください。

テント（家庭用）
天幕 燃やすごみ 1ｍ四方以内に切って出してください。

支柱（ポール） 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

電動ノコギリ 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。刃の部分を新聞紙等で包んで出してください。

天日(太陽熱温水器) 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれ
ば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

電話機（ファックス機能付含む） 不燃ごみ

電話帳 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ電話
会社の回収、地区の集団回収に出してください。

と

トイレットペーパーの芯 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

トイレのウォシュレット 不燃ごみ

トイレ便座
陶器製 不燃ごみ
プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外してください。

陶器製品 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

灯油 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

灯油ポンプ
電動式 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。

手動式プラスチック製 燃やすごみ
灯油容器 プラスチック製 燃やすごみ 使い切って、中身が入っていない状態で出してください。

トースター 不燃ごみ

時計 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

トタン（ブリキ） 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

ドライブレコーダー 不燃ごみ
ドライヤー 不燃ごみ

ドラム缶 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたもので、中
身が入っていないことが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むこと
ができます。

鳥かご
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製 燃やすごみ 金属部分は取り外して出してください。金属部分が取り外せないものは「不燃
ごみ」です。

塗料缶（スプレー缶も含む） 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたもので、使
い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むことがで
きます。

トレイ（食品用） 資源J ラベルなどはなるべく剥がしてください。できるだけスーパー等の回収ボックス
に出してください。軽く洗い流して汚れが取れないものは「燃やすごみ」です。

ドレッシング等
の容器

ガラス製 資源A 中を洗って出してください。

プラスチック製 資源J 中を軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃や
すごみ」です。燃やして発電します。

トロフィー
プラスチック製 燃やすごみ 金属部分は取り外して出してください。金属部分が取り外せないものは「不燃

ごみ」です。

鋳物 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

な

ナイフ 不燃ごみ
汚れているものは洗って出してください。

刃の部分を新聞紙等で包んで「きけん」と書いて出してください。

長靴 燃やすごみ

流し台 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれ
ば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

納豆のパック 燃やすごみ 燃やして発電します。きれいに洗えば「資源J」としても出せます。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

な

なべ 金属製・陶器・ガラス製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

生ごみ 燃やすごみ 水を切って出してください。生ごみの堆肥化にご協力ください。

波板
プラスチック製 燃やすごみ

自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業者
に引き取ってもらってください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」
です。

金属製 不燃ごみ
自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業者
に引き取ってもらってください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」
です。

に
日本刀 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

人形
陶器製 不燃ごみ
木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。

ぬ

ぬいぐるみ 燃やすごみ

布類

中綿入りの衣類・
靴下・下着類・
革製品

燃やすごみ
中綿入りの衣類（綿入はんてん）（丹前（どてら））（ダウンジャケット）（綿入ジャケッ
ト）（ダウンベスト）（綿入ベスト）、靴下、下着類、布団、座布団、ぬいぐるみ、
革製品など

中綿なしの衣類など 資源E （中綿入り・革製品・靴下・下着類）以外の衣類、毛布、シーツ、布製マッ
ト、カーテンなど

ね

ネクタイ 資源E
ねこ（一輪車） 粗大（不燃）
ネット（果物用） 資源J
寝袋 燃やすごみ
粘着テープ 燃やすごみ ガムテープ、セロハンテープ、ビニールテープなど

粘土（工作用） 燃やすごみ

の

農機具類 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれ
ば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

農薬類 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

農薬の缶・びん 適正処理困難物
販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたもので、中身
が入っていないことが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むことがで
きます。

のこぎり 不燃ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで出してください。

飲み薬のびん 資源A 液状の薬が入っていたものは中を洗って出してください。金属製のふたは「不燃ご
み」、プラスチック製のふたは「資源J」です。

海苔（のり）の
容器

金属製
４ℓ未満 資源A 汚れているものは中を洗って出してください。できるだけ地区の集団回収に出して

ください。

４ℓ以上 不燃ごみ 汚れているものは中を洗って出してください
(サイズ例：20㎝×20㎝×10㎝以上）

ガラス製 資源A
プラスチック製 資源J

は

バーベキュー用品 金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不
燃性）」です。

バーベル 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれば、環
境美化センターに直接持ち込むことができます。

ハーモニカ 不燃ごみ

バイク（単車） 適正処理困難物 販売店、自動車リサイクル促進センター、スクラップ業者などにご相談ください。

灰皿
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

陶器・ガラス製 不燃ごみ 新聞紙等に包んで出してください。

パイプ椅子 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

パイプハンガー 粗大（不燃）

パイプベッド 粗大（不燃）

廃油 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭用食用油は、固めたり布等で
吸い取ったりすれば「燃やすごみ」で出せます。

はかり 不燃ごみ
はがき 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

はがま 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

履物 木製・革製・ビニール製 燃やすごみ

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

— 36 —



品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

は

バケツ
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

プラスチック製 燃やすごみ
はご板 燃やすごみ
はさみ 不燃ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで「きけん」と書いて出してください。

はしご
金属製 粗大（不燃）
木製 粗大（可燃）

パソコン 不燃ごみ

パソコンは資源有効利用促進法により、メーカーによる回収・リサイクルが義
務づけられていますが「不燃ごみ」でも出せます。ただし、排出者の責任にお
いて必ずパソコン内のデータは消去してください。環境美化センターに集めら
れたパソコンは、小型家電リサイクル法の認定事業者に引き渡され再資源化さ
れます。なお、従来どおりメーカーでの回収・リサイクルを希望される場合は
各メーカーにお問合せください。また、メーカーでの回収・リサイクルについ
てご不明な点は、パソコン３Ｒ推進センターへお問合せください。

パソコンラック
木製 粗大（可燃）指定袋に入るものは「燃やすごみ」です。「燃やすごみ」で出す場合は、金属

などの付属品を取り除いて出してください。

木製以外 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

肌着 資源E
汚れている物は洗って出してください。ウエス等に再利用されますが、他人が
再利用するのが気になる方は「燃やすごみ」に出してください。できるだけ地
区の集団回収に出してください。女性用の下着は「燃やすごみ」です。

パチンコ台・パチスロ台 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。家庭で使われたものに限ります。

発煙筒 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

バッグ 革製・プラスチック
製・ビニール製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。外した金属、キャリーバッグは

「不燃ごみ」です。

バッテリー 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

バット
金属製 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

木製・プラスチック製 粗大（可燃）指定袋に入るものは「燃やすごみ」です。

発泡スチロール 資源J ラベルなどはなるべく剥がしてください。

バドミントンラケット 不燃ごみ

花火
使用済 燃やすごみ
未使用 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

歯ブラシ
電動式 不燃ごみ

乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

手動式プラスチック製 燃やすごみ

歯磨き粉チューブ 燃やすごみ 燃やして発電します。中身を使い切って、きれいに洗えば「資源J」としても出
せます。

パラソルハンガー
金属製 不燃ごみ

プラスチック製 燃やすごみ 洗濯ばさみのばねやリング以外の金属は取り外して出してください。付属品が
取り除けないものは「不燃ごみ」です。

バラン 不燃ごみ 弁当に使う仕切りです。カップも「燃やすごみ」です。プラマークが付いてい
るカップはきれいに洗えば「資源J」でも出せます。

針 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

針金 不燃ごみ 解けないように、結んで出してください。

ハロゲンヒーター 不燃ごみ

ハンガー

針がね製 不燃ごみ
プラマークあり
プラスチック製 資源J 金属は取り外して出してください。金属が取り外せないものは「不燃ごみ」で

す。
プラマークなし
プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

木製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

ハンドマッサージ器 不燃ごみ
金属とプラスチック等の混合物を想定しています。乾電池は取り外して出して
ください。材質が「木製」「竹製」「プラスチック製」等の可燃物のみの場合
は「燃やすごみ」です。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

ひ

ピアニカ（メロディオン） 不燃ごみ

ピアノ 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたものであれ
ば、環境美化センターに直接持ち込むことができます。

ビールびん 資源A 中を洗って出してください。できるだけ販売店、地区の集団回収に出してくださ
い。ふたは「不燃ごみ」です。

ビデオカメラ 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入れ
てください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として乾電
池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ビデオテープ 本体・ケース 燃やすごみ
ビデオデッキ 不燃ごみ
ビニール製品 燃やすごみ １ｍ四方を超えるものは１ｍ四方以内に切って出してください。

漂白剤容器 資源J 中を軽くゆすいで出してください。プラマークが付いているもののみが「資源
J」の対象になります。プラマークが付いていないものは「燃やすごみ」です。

びん 資源A 中を洗って出してください。

びんのふた

金属製 不燃ごみ 洗って出してください。
プラマークあり
プラスチック製 資源J 軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃やすご

み」に出してください。燃やして発電します。
プラマークなし
プラスチック製 燃やすごみ

ピンチハンガー
（物干し用）

金属製 不燃ごみ

プラスチック製 燃やすごみ 本体のばねや洗濯ばさみのばね・リング以外の金属は取り外して出してくださ
い。金属が取り外せないものは「不燃ごみ」です。

ふ

ファックス
本体 不燃ごみ

用紙（包み紙含む） 燃やすごみ ファックス専用のロール紙（感熱紙）を想定しています。コピー用紙を使用され
ている場合は「資源D」で、出してください。

ファミコンソフト 不燃ごみ

ファンヒーター 不燃ごみ 車両火災の原因になりますので、灯油、電池は必ず抜いてください。指定袋に
入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

フィルム（ネガ） 燃やすごみ
ブースターケーブル 不燃ごみ

封筒
窓なし・窓(紙製)あり 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

窓(プラスチック製)あり 燃やすごみ 燃やして発電します。透明な部分だけ外せば、残りの部分は「資源D」で出せま
す。透明な部分は「燃やすごみ」で出してください。

フォーク
（食事用）

金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。先の部分を新聞紙等で包んで出して
ください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

ふすま戸 粗大（可燃）業者に取り替えてもらう場合はなるべく業者に引き取ってもらってください。

ブックスタンド
金属製 不燃ごみ
木製・プラスチック製 燃やすごみ

仏壇 木製 粗大（可燃）宗教儀礼などの観点から、なるべくお寺や仏具店に引き取ってもらってくださ
い。位牌は出せませんので、お寺や仏具店に引き取ってもらってください。

ふとん 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ふとん乾燥機 不燃ごみ
フライパン 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ブラインド
金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

木製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。付属品が取り外せないものは「不
燃ごみ」です。また、指定袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ぶらさがり健康器 粗大（不燃）

プラスチックの
ボトル

プラマークあり 資源J 中を軽くゆすいで出してください。PETマークが付いているものは「ペットボト
ル」です。

プラマークなし 燃やすごみ 燃やして発電します。

プラモデル 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

ブランコ
金属製 粗大（不燃）
木製・プラスチック製 粗大（可燃）金属はなるべく取り外して出してください。

プランター
木製・プラスチック製 燃やすごみ 金属はなるべく取り外して出してください。

陶器製 不燃ごみ

ブリキ（トタン） 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業者に
引き取ってもらってください。指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

ふ

プリンター

本体 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。

インクカートリッジ 燃やすごみ 家庭で使われたものに限ります。できるだけ市内４ヵ所または販売店等の回収箱
に入れてリサイクルにご協力ください。詳細は11ページをご覧ください。

トナーカートリッジ・ト
ナー回収ボックス(ボトル) 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。できるだけメーカー等の回収システムをご利

用ください。

古釘 不燃ごみ 新聞紙等で包んで出してください。

ブロック 適正処理困難物 個人が搬入されるものについても受け入れません。販売店、製造元、処理業者
などにご相談ください。

フロッピーディスク 不燃ごみ

風呂釜（浴槽） 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

風呂場用品 プラスチック製 燃やすごみ 洗面器、いす、石けん入れ。燃やして発電します。

風呂ふた 木製・プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

文鎮 不燃ごみ

噴霧器
エンジン式 適正処理困難物

販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。家庭で使われたもので、燃
料を使い切っていることが確認できれば、環境美化センターに直接持ち込むこ
とができます。

エンジン式以外 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。

へ

ヘアーアイロン 不燃ごみ
ヘアーブラシ 燃やすごみ 電気を使わない「木製」「プラスチック製」を想定しています。

ベスト 資源E ダウンベスト、綿入ベストは「燃やすごみ」です。

ベッド
金属製 粗大（不燃）
木製 粗大（可燃）

ペットボトル 資源H PETマークが付いているものが対象になります。中を軽くゆすいで出してくだ
さい。ふたと外側のフィルムは「資源J」です。

ヘッドホン・イヤホン 不燃ごみ 乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。

ペットのフン 燃やすごみ
ペット用のトイレ砂 燃やすごみ

ベビーカー 粗大（不燃）
指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。電動補助型ベビーカーのバッテリーは
「適正処理困難物」です。バッテリーの処分は、販売店、処理業者などにご相
談ください。

ベビーバス プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ベルト ビニール製・革製 燃やすごみ 金属部分はなるべく取り除いて出してください。

ヘルメット 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。

弁当がら プラスチック製 資源J 軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃やすご
み」です。燃やして発電します。

弁当箱
木製・プラスチック製 燃やすごみ
金属製・保温用 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ほ

ホイール（自動車部品） 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

ボイラー 粗大（不燃）家庭で使われたものに限ります。業者に取り替えなどを依頼した場合は、業者
に引き取ってもらってください。

望遠鏡 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

ほうき 竹製・プラスチック製 燃やすごみ 金属部分は取り外して出してください。指定袋に入らないものは「粗大ごみ
（可燃性）」です。

芳香剤容器

電気式 不燃ごみ 中身は使い切り、乾電池は取り除いて出してください。

電気式以外
プラスチック製 資源J 中身は使い切って出してください。プラマークが付いているもののみが「資源

J」の対象になります。プラマークが付いていないものは「燃やすごみ」です。
電気式以外
陶器・ガラス製 不燃ごみ 中身は使い切って出してください。

帽子 燃やすごみ
防虫剤容器 衣類用（プラスチック製） 資源J 防虫剤が残っているものは「燃やすごみ」です。

包丁 不燃ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで「きけん」と書いて出してください。

ボウリングのボール 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

ほ

ボウル（炊事用）
ガラス製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。新聞紙等で包み「きけん」と書いて

出してください。
金属製 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

木製・プラスチック製 燃やすごみ
ホース ビニール製 燃やすごみ 1ｍ以内に切って出してください。

ホースリール プラスチック製 不燃ごみ ホースは取り外して出してください。

ポータブルDVDプレイヤー 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ポータブルトイレ
(バケツ部分) プラスチック製 燃やすごみ 汚物は取り除いて出してください。本体部分は「いす」の出し方を参考にして

ください。

ボート(小型)
ゴム製 燃やすごみ 金属は取り外して出してください。1ｍ四方以内に切って出してください。指定

袋に入らないものは「粗大ごみ(可燃性)」です。

プラスチック製・FRP製 粗大（可燃）金属はなるべく取り外して出してください。３ｍ×1.5ｍ×1ｍ以内のものに限
ります。

ホームベーカリー 不燃ごみ
ボール 燃やすごみ 野球、テニス、バスケット、サッカー、バレーなどで使用するもの。

ボールペン 本体
金属製 不燃ごみ
プラスチック製 燃やすごみ

ホーロー製品 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ボタン電池 特定品目 必ず両面をセロハンテープで貼り、透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に
指定袋とは別に出してください。できるだけ販売店の回収箱に入れてください。

ホットカーペット 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。
ホットプレート 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ポット（園芸用）
プラスチック製 燃やすごみ 土、砂を落として出してください。家庭で使われたものに限ります。
陶器製 不燃ごみ 土、砂を落として出してください。家庭で使われたものに限ります。

ポット（保温用） 不燃ごみ

哺乳びん
本体

ガラス製 不燃ごみ 洗って出してください。
プラスチック製 燃やすごみ 燃やして発電します。

本体以外 燃やすごみ
ポリバケツ 燃やすごみ 指定袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ（可燃性）」です。
ポリ袋 燃やすごみ 燃やして発電します。

ポリ容器
飲料用 燃やすごみ
灯油用 燃やすごみ 使い切って、中身が入っていない状態で出してください。

保冷剤 燃やすごみ
ホワイトボード 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

本棚
木製 粗大（可燃）指定袋に入るものは「燃やすごみ」です。
金属製 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

本
ビニール加工あり 燃やすごみ ビニールを取り除き、紙だけにすれば「資源D」です。

ビニール加工なし 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

ま

麻雀牌
プラスチック製 燃やすごみ
プラスチック製以外 不燃ごみ ガラス製、金属製、天然石等を想定しています。

マウス（パソコンなどの付属品） 不燃ごみ
まくら 燃やすごみ

マジック
金属製 不燃ごみ
プラスチック製 燃やすごみ

マッサージ機
椅子式 粗大（不燃）指定袋に入るものは「不燃ごみ」です。

肩たたき機等 不燃ごみ
金属とプラスチック等の混合物を想定しています。乾電池は取り外して出してく
ださい。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入れてください。材質が「木製」
「竹製」「プラスチック製」等、可燃物のみの場合は「燃やすごみ」です。

マット 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

マットレス
スプリング入り 粗大（不燃）
スプリングなし 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

窓付き封筒
紙製 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。

プラスチック製 燃やすごみ 透明な部分だけ外せば残りの部分は「資源D」で出せます。透明な部分は「燃や
すごみ」で出してください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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ま

窓ガラス 不燃ごみ
新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。自分で取り外しや取り替
えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業者に引き取ってもらって
ください。

まな板 木製・ゴム製・
プラスチック製 燃やすごみ

マニュキュアの
容器

本体
ガラス製 不燃ごみ 中身がきれいに取り除ければ「資源A」でも出せます。

プラスチック製 燃やすごみ
刷毛 燃やすごみ

マネキン 燃やすごみ 金属部分が取り外せない場合は「不燃ごみ」です。事業（理美容業・店舗等）
で使用されたものは出せません。

魔法びん 不燃ごみ
豆電球 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

マヨネーズ容器 資源J 中をきれいに洗って出してください。

漫画本 資源D 指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれない工夫をしましょう。できるだけ地区
の集団回収に出してください。

み

ミキサー 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ミシン
台付 粗大（不燃）
卓上 不燃ごみ

水枕 燃やすごみ 中の水は、抜いて出してください。

む 虫かご プラスチック製 燃やすごみ 土、砂等の不燃ごみは取り除いて出してください。

虫めがね 不燃ごみ

め めがね 不燃ごみ
メトロノーム 不燃ごみ

も

毛布 資源E できるだけ地区の集団回収に出してください。

モールド紙（卵の灰色容器） 資源D 卵の中身などで汚れたものは「燃やすごみ」です。

木製の置物 燃やすごみ 板の厚さを10㎝以内に切断して、出してください。指定袋に入らないものは
「粗大ごみ（可燃性）」です。

餅つき器	
（電動式）

本体 不燃ごみ 釜も「不燃ごみ」ですが、釜は本体から取り出して、出してください。指定袋
に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

釜 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

モップ（雑巾類） 燃やすごみ

モップの柄
金属製 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

木製・プラスチック製 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

モデム 不燃ごみ

物干し竿
金属製 粗大（不燃）

竹製 粗大（可燃）長さ３ｍ以内のものに限ります。３ｍを超えるものは「適正処理困難物」にな
りますので、販売店、処理業者などにご相談ください。

物干し台
金属製 不燃ごみ セメント・石等の土台部分は「適正処理困難物」になりますので、販売店、処

理業者などにご相談ください。

セメント・石類等 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

プラスチック製 燃やすごみ 金属などの付属品は取り外して出してください。

盛鉢の皿
（プラスチック製)

プラマークあり 資源J 軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃やすご
み」です。

プラマークあり 燃やすごみ

や やかん 不燃ごみ 汚れているものは洗って出してください。

ゆ

湯たんぽ
金属製 不燃ごみ 中の水は抜いて出してください。

プラスチック製 燃やすごみ 中の水は抜いて出してください。

湯飲み
陶器製 不燃ごみ
プラスチック製 燃やすごみ

湯沸し器 不燃ごみ

よ 洋酒びん 資源A 中を洗って出してください。

洋服ダンス 木製 粗大（可燃）

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。
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品　目 材質・種類等 分類区別 出し方のポイント

よ

ヨーグルトの容器 資源J 中を軽くゆすいで出してください。軽くゆすいで汚れが取れないものは「燃や
すごみ」に出してください。燃やして発電します。

浴槽 粗大（不燃）自分で取り外しや取り替えをしたものに限ります。業者に依頼した場合は、業
者に引き取ってもらってください。

汚れた紙 燃やすごみ
よしず 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（可燃性）」です。

ら

ライター 特定品目
必ず中身を空にして、透明のポリ袋などに入れて「不燃ごみ」の日に指定袋と
は別に出してください。なお、補充用のガスボンベは商品に記載されている使用
説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のない屋外で、確実に中身を空に
してください。同じく特定品目で別の透明のポリ袋に入れて出してください。

ラジオ 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ラジカセ 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ラジコン 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

ラップ 燃やすごみ

ラップの芯・箱 資源D 金属部分は取り除いて出してください。指定袋の口を強く縛るなど、雨にぬれ
ない工夫をしましょう。取り除いた金属部分は「不燃ごみ」です。

ラミネート紙 燃やすごみ 燃やして発電します。

ランドセル 革製・合成樹脂製 燃やすごみ

り

リコーダー（笛） 燃やすごみ 燃やして発電します。

リモコン 不燃ごみ
乾電池は取り外して出してください。充電池はリサイクル協力店の回収箱に入
れてください。ボタン電池は両面をセロハンテープで貼って、特定品目として
乾電池と一緒に出せますが、なるべく回収協力店の回収箱をご利用ください。

硫酸（希硫酸含む） 適正処理困難物 販売店、製造元、処理業者などにご相談ください。

リュックサック 布・ビニール製 燃やすごみ
旅行用ケース(キャリーバッグ) 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

れ

冷蔵庫・冷凍庫 粗大
（家電リサイクル）

買い替えの場合、販売店が分かっている場合は、販売店に引き渡してくださ
い。販売店が分からない場合、なくなっている場合のみ出すことが出来ます。
リサイクル券が必要です。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。

冷風機 不燃ごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃性）」です。

レーダー探知機（車載用） 不燃ごみ 車に載せる小型のものを想定しています。

レコード盤 燃やすごみ
レコードプレイヤー 不燃ごみ
レシート紙 燃やすごみ
レンガ 適正処理困難物 販売店、処理業者などにご相談ください。

レンジ（電子式・スチーム式） 不燃ごみ
レンジマット アルミ製 不燃ごみ ガスコンロの下敷き。

ろ

ロースター 不燃ごみ

ローボード
金属製 粗大（不燃）
木製 粗大（可燃）

ローラースケート靴 不燃ごみ

ロッカー
金属製 粗大（不燃）家庭で使われたものに限ります。買い替えの際はなるべく業者に引き取っても

らってください。

木製 粗大（可燃）家庭で使われたものに限ります。３ｍ×1.5ｍ×1ｍ以内のものに限ります。買
い替えの際はなるべく業者に引き取ってもらってください。

ロッキングチェアー
金属製 粗大（不燃）買い替えの際はなるべく業者に引き取ってもらってください。

木製 粗大（可燃）買い替えの際はなるべく業者に引き取ってもらってください。

わ

ワープロ 不燃ごみ 家庭で使われたものに限ります。指定袋に入らないものは「粗大ごみ（不燃
性）」です。

和紙 燃やすごみ 紙としてリサイクルできないため「燃やすごみ」です。燃やして発電します。

和ダンス 粗大（可燃）３ｍ×1.5ｍ×1ｍ以内のものに限ります。

わら等 適正処理困難物 排出者自ら処理しましょう。自ら処理できない場合は、処理業者にご相談ください。

割れたびん 不燃ごみ 新聞紙等で包み「きけん」と書いて出してください。

ワンカップ（酒） 資源A 中をゆすいで出してください。

指定袋に入らない物や、入ってもきちんと指定袋の口が結べない物は、粗大ごみとなります。

— 42 —



令和３年３月31日までの
分別区分

令和３年４月１日からの
分別区分 変　更　点

燃やすごみ 燃やすごみ 対象範囲拡大（容器包装プラ以外のプラ追加）
燃やして発電します。

資源物 資源物

　Ａ：空きカン、空きビン 　Ａ：空きカン、空きビン スプレー缶は特定品目で出す。

　Ｂ：小型金物、小型廃家電 資源物Bで出していたものは、不燃ごみで出す。

　Ｃ：新聞紙、折込みチラシ 　Ｃ：新聞紙、折込みチラシ 変更なし。

　Ｄ：雑誌、本、その他の紙 　Ｄ：雑誌、本、その他の紙 変更なし。

　Ｅ：布類 　Ｅ：布類 変更なし。

　Ｆ：段ボール 　Ｆ：段ボール 変更なし。

　Ｇ：牛乳パック 　Ｇ：牛乳パック類

・名称変更
・対象範囲拡大（食品・飲料用紙パック追加。

ただし内側にアルミ箔が貼ってあるものは燃
やすごみで出す。）

　Ｈ：ペットボトル 　Ｈ：ペットボトル 変更なし。

　Ｉ：白色トレイ・
　　　発泡スチロール

資源物Ｉで出していたものは、資源物Ｊで出す。
（拠点収集場所ではなく、通常のごみステー
ションに出す。）

　Ｊ：プラスチック類 　Ｊ：　　容器包装プラス
　　　チック	等

・名称変更
・対象範囲拡大（資源物Ｉ（白色トレイ・発泡

スチロール）追加）
・対象範囲縮小（容器包装プラ以外のプラは、

燃やすごみで出す。）

廃蛍光管 廃蛍光管 変更なし。

特定品目 特定品目

　①乾電池 　①乾電池・ボタン電池 ボタン電池追加

　②蛍光管 　②蛍光管 変更なし。

　③携帯電話 不燃ごみで出す。

　④水銀体温計・水銀血圧計 　③水銀体温計・水銀血圧計 変更なし。

　④ライター・チャッカマン 追加

　⑤スプレー缶 追加

　⑥練り朱肉 追加

不燃・埋立ごみ 不燃ごみ
・名称変更
・対象範囲拡大(資源物Ｂ（小型金物、小型廃家

電）、携帯電話追加)

廃食用油（てんぷら油） 廃食用油（てんぷら油） 変更なし。

可燃性粗大ごみ 可燃性粗大ごみ 最大寸法1.5m×2ｍ×1ｍ→1.5m×3ｍ×1ｍ

不燃性粗大ごみ 不燃性粗大ごみ 変更なし。

6 令和３年４月からのごみ分別方法の変更点一覧
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