
庄　原　市

ごみの分け方
ガイド

ごみの分け方
ガイド



1

庄原市のごみの分別は13種類です。

●ごみの分別は、ごみの減量とリサイクル推進の第一歩です。

●ごみは正しく分別して、決められた搬出を行ってください。

●定期収集されるごみは、収集日当日の午前８時までに、決められた収集場所に出してく

ださい。

●祝日も定期収集を実施しています。（年末年始を除く。）

●地域によっては、１月の収集日（週）が異なる場合がありますので、詳細については、

収集カレンダーでご確認ください。

ごみ分別の種類
ごみの減量とリサイクルの一層の推進を

生ごみ・
木・

革類等

プラスチック・　
ビニール製容器、
プラスチック・　
ビニール製包装、
〈  　が目印〉　

みりん・酢
醤油・酒類
飲料用の

ペットボトル

プラスチック製
品類 （容器包装
プラスチック以
外のもの）　　

燃えるごみ
（指定袋青）

古着
カーテン
タオルケット等

古着
（指定袋青）

プラスチック類
（指定袋紫）

容器包装
プラスチック類
（指定袋黄）

同じ種類の袋を別々に使ってください。同じ種類の袋を別々に使ってください。

ペットボトル
（指定袋黄）

白い紙ひもで十文字
に縛ること

白い紙ひもで十文字
に縛ること

白い紙ひもで十文字
に縛ること

新聞紙

新　聞

ダンボール

ダンボール
チラシ、本、

冊子、カタログ、
パンフレット

その他紙類

紙　　　　　　類
新聞・ダンボール・その他紙類（チラシ、本、冊子、カタログ、パンフレット）に分別し
て白い紙ひもで十文字に縛り、ごみステーションへ出すか、リサイクルプラザ・東城クリ
ーンセンターへ直接持ち込んでください。（持ち込みの場合不要）
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ごみの直接搬入もできます！
持ち込めるごみ 施設名称 持ち込める日時

燃えるごみ
備北クリーンセンター
〒727-0016 庄原市一木町266-2
TEL（0824）72-2044

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　９時～16時（12時～13時の
持ち込みはできません。）年末年始は休みます。

燃えるごみ
以外

リサイクルプラザ
〒727-0003 庄原市是松町20-25
TEL（0824）72-1398

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　９時～15時（12時～13時の
持ち込みはできません。）年末年始は休みます。

燃えるごみ 東城クリーンセンター
〒729-5122 庄原市東城町久代6671-2
TEL（08477）2-0214

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　９時～16時（12時～13時の
持ち込みはできません。）年末年始は休みます。燃えるごみ

以外

飲料缶、 
飲料ビン、 

菓子･海苔の缶、
化粧品のビン

金属類・陶磁器類・
ガラス類・鏡　　  
スプレー缶・ライター
金属がついている
おもちゃなど　　

体温計（水銀式）
蛍光管・

乾電池・電球・
充電式電池

飲料用紙パック（内側にアルミ箔が貼ってないもの）

紙パック

ビン・缶
（指定袋緑）

燃えないごみ
（指定袋赤）

有害ごみ
（指定袋赤）

同じ種類の袋を別々に使ってください。

指定袋はありませんので、白い紙ひもで十文字
に縛ってごみステーションへ出してください。 

直接リサイクルプラ
ザ・東城クリーンセ
ンターへ持ち込んで
ください。持ち込み
が困難な場合は、電
話申し込みにより自
宅まで収集に伺いま
す。指定袋に入るも
のは、必ず指定袋に
入れてください。

７ページを参考にして

下さい。

指定袋に
入らないもの

（家具類・電化製品類）

粗大ごみ

指定袋使用 指定袋なし※

家庭ごみ 無 料 60円

事業ごみ ❽0円 ❶❹0円

※燃えるごみ及び粗大ごみ
以外は指定袋を使用して
ください。

いずれも❶0ｋｇあたりの金額

持ち込みをする場合の処理手数料
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分別のポイント

プラスチック類
●プラスチックと金属
類の複合物は入れな
いでください

●割れ物・刃物・ガラスの破
片などは危険なので、紙な
どに包んで品名を書いてか
ら袋に入れてください

金属類・陶磁器類・
ガラス類など

金属製のフタ・さびた缶は
「燃えないごみ」

　のついていないプラ
スチック製品（ＣＤ・
ビニール下敷き）

紙パック

●水洗いして切り開いた後、乾燥させて
ください
●白い紙ひもで十文字に縛ってください

内側にアルミ箔を貼った
ものは「燃えるごみ」

生ごみ・革類

ビン・缶

紙　　類

●生ごみはしっかり
水切りをしてくだ
さい

ビン・缶
●中身は完全に使いき
って、すすぎ洗いして
ください

チラシ・本・冊子
カタログ・パンフレット
●白い紙ひもで十文字

　に縛ってください

●白い紙ひもで十文字に

縛ってください

●白い紙ひもで十文字に

縛ってください

汚れているものは
「燃えるごみ」

汚れているものは金具を取り除いたあと
「燃えるごみ」へ入れてください

ダンボール新　聞 その他紙類

燃えるごみ

●洗濯したものをた
たんで袋に入れて
ください。

古　着

燃えないごみ
●スプレー缶は全部
使いきって、穴をあ
けてください

割れ物・刃物類

スーツ・ジャケット・ジャンパー
コート・セーター・Tシャツ
ポロシャツ・ワイシャツ・トレーナー
スラックス・ジーンズ・スカート
ワンピース・下着類・子供服
着物・シーツ・タオル
くつ下・カーテン・ハンカチ
ネクタイ・マフラー・手ぬぐい　など
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廃食用油の回収のお願い！
●廃食用油の出し方
できるだけカスなどの不純物を取り除き、ペットボトルなどに廃食用油を入れて、

各自治振興センターへ直接持ち込んでいただくか、最寄りの回収ボックスへ持ち込ん

でください。廃食用油を入れた容器は持ち帰り、再利用をお願いします。

※廃食用油（期限の切れた油も含む。）のみ対象です。

粗大ごみ

●指定袋に入らないものは、
リサイクルプラザ・東城ク
リーンセンターへ持ち込ん
でください

※困難な場合は戸別収集を
　ご利用ください

プラスチック製のふた・ラベルは
「容器包装プラスチック類」

　のついているもの
（コンビニ弁当・カップ麺の容器・
食品トレイ）

ペットボトル

容器包装
プラスチック類
●残飯など中身や汚れは、
十分に取り除いてくだ
さい

●　のついていないプラ
スチック製品は入れな
いでください

ペットボトル
●ふた・ラベルは必ず
外してください
●中身を取り除き、水
洗いしてください

有害ごみ

電池

蛍光管

家具類・電化製品など

（汚れを取り除けない場合は「燃えるごみ」）

家庭系パソコンのリサイクル
平成❶❺年❶0月❶日以降に販売されたパソコンにはＰＣリサイクルマークがつ

いています。これらのパソコンは製造したメーカーが無料で回収・リサイ

クルしています。ＰＣリサイクルマークがついていないパソコンは、燃えな

いごみとして出してください。
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販売店に引き取りを依頼する場合
○排出する特定家庭用機器を過去に購入した販売店

○同種の製品を購入する販売店（買い替えの場合）

　買い替える場合は、購入時に引き取りを依頼する必要があります。

引き渡しの際、排出者が負担する費用は以下のとおりです。

※再商品化料金はメーカー・大きさで変わりますのでご注意下さい。

※所定の料金を支払うと販売店から管理票（家電リサイクル券）の写しが交付されますの

で保管しておいてください。

※携帯テレビ・カーテレビ及び浴室テレビ等は除きます。

家電のリサイクル
　家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）によって、家電製品のう
ち、『エアコン』『テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）』『電気冷蔵庫』『電
気冷凍庫』『電気洗濯機』『衣類乾燥機』の６品目は製造業者に回収が義務付
けられており、廃棄する場合は排出者が引き取り料金を支払わなければいけ
ません。

エアコン テレビ

ブラウン管
テレビ

液晶テレビ・
プラズマテレビ

電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気洗濯機 衣類乾燥機

＝ ＋
排出者が
負担する費用

収集運搬料金
再商品化料金（税別）

販売店の店頭表示や

電話での確認可能　

エアコン… 円　テ レ ビ… 円

洗 濯 機… 円　衣類乾燥機… 円

冷 蔵 庫… 円　冷 凍 庫… 円



6

引き取り義務のある販売店がない場合
　引越しで購入した店が遠隔地となった場合や、閉店して存在しない場合は、指定された

引き取り場所へ持ち込んでください。指定引き取り場所への持ち込みができない場合には、

リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへの持ち込みや戸別収集をご利用ください。そ

の時は、収集手数料と家電リサイクル券（再商品化料金）の貼り付けが

必要です。

　❶ 指定された引き取り場所へ自ら搬入される場合
　　 （家電リサイクル券の貼付のみ必要となり、収集運搬料金などはかかりません。）

　❷ 直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ搬入される場合

　❸ 戸別収集の場合（電話で事前申し込みが必要です。）

＝ ＋
排出者が
負担する費用

収集運搬料金

※1台につき

再商品化料金（税別）

円
エアコン… 円　テ レ ビ… 円

洗 濯 機… 円　衣類乾燥機… 円

冷 蔵 庫… 円　冷 凍 庫… 円

＝ ＋
排出者が
負担する費用

収集手数料
再商品化料金（税別）

円
エアコン… 円　テ レ ビ… 円

洗 濯 機… 円　衣類乾燥機… 円

冷 蔵 庫… 円　冷 凍 庫… 円※1台につき

次の指定引き取り場所に搬入してください。
○岡山県貨物運送㈱ 三次営業所 三次市東酒屋町 　TEL

　  （三次工業団地内）

○西濃運輸㈱ 三次営業所 三次市三次町 　　TEL
　  （三次文化会館跡地北）

１枚目 郵便局払込書

２枚目 排出者控

３枚目 現品貼付用

※再商品化料金はメーカー・
大きさで変わりますので
ご注意下さい。

　 【申込日】　上期 ９月10日まで　下期 1月31日まで
　　　　　 　収集日は、後日お知らせします。

家電リサイクル券は郵便局で取り扱っています。
●家電リサイクル券
　１枚目：郵便局払込書

　　　　　・再商品化料金を支払った後、右側の「払込金受領書」

　　　　　　「郵便振替払込受付証明書」が交付されます。

　　　　　・右端の「郵便振替払込受付証明書」を

　　　　　　３枚目の右端に貼ってください。

　２枚目：排出者控

　３枚目：現品貼付用（シール）
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１．粗大ごみの出し方
　❶直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ搬入

　❷戸別収集（自宅まで回収に伺います。）

　　※可燃性の粗大ごみについては、金属類は取り外し、

　　　形状のしっかりしているものは、できるだけ原型の

　　　まま出してください。

２．戸別収集の申込方法
　❶庄原市役所環境政策課または各支所へ電話（裏表紙

参照）にてお申し込みください。

　❷申し込みの際、電話番号、住所、氏名、出すごみの

種類、個数などを教えてください。また、収集日や

収集時間に希望がありましたら教えてください。

　❸毎月、10日に申し込みを締め切り、月末頃に収集

します。収集日と概ねの収集時間が決まりましたら、

一週間前に申込者へ連絡します。

　❹収集に伺った際、粗大ごみの重量を計量し、その場

で収集手数料＋処理手数料（下記参照）をお支払い

いただきます。お留守の時は収集できませんので、

必ず立ち合いをお願いします。

　❺軒先まで出していただくようお願いします。

３．収集手数料及び粗大ごみ処理手数料
　戸別収集を申し込まれた場合は、収集手数料と処理手数料が必要となります。

　❶収集手数料：粗大ごみ３個ごとに❺00円

　　　　例：粗大ごみ２個→❺00円　粗大ごみ４個→❶，000円　粗大ごみ６個→❶，000円

　❷粗大ごみ処理手数料：❶0㎏までごとに60円

　　具体例：たんす１個・食器棚１個・机２個、総重量❶00㎏を戸別収集した場合

　　　　　（収集手数料金❶，000円）+（粗大ごみ処理手数料600円）＝（合計❶，600円）

※直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ搬入される場合は、粗大ごみ処理手数

料のみを現金でお支払いください。また、事前の申し込みなどは必要ありません。

粗 大 ご み
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事業ごみ 製造業、サービス業、飲食業、加工業、農林業（家庭菜園除く）、
卸・小売業などの事業活動に伴って出るごみ（事業系一般廃棄物）

その他のごみ 引越し時などの一時多量ごみ

収集しないごみ

収集及び処理しないごみ

ごみステーションには出すことができません。

市が許可している
一般廃棄物収集・運搬許可業者へ

依頼してください。

販売店または専門業者へ処理を依頼してください。

自ら処理施設へ搬入する
●リサイクルプラザ・
　東城クリーンセンター

エンジン類、モーター、バッテリー、タイヤ、原動機付自転車、農業機械、農薬、毒劇物、
火薬類、石油類、ドラム缶、消火器、塗料、チェーンソー、芝刈り機、草刈機、ピア
ノ、ペットや家畜の死体、ペットや家畜のふん尿、下水汚泥、建築廃材、石綿、瓦、
医療廃棄物、医療機関などからの感染性廃棄物、産業廃棄物、農林業資材など

在宅医療系廃棄物の適正処理について

混入した医療系廃棄物の例（注

射器、点滴セットなど）

　注射針や点滴のチューブなどをはじめとする感染性（医療系）廃棄物は庄原市では収集

できません。

　近年、注射器などの医療器具が一般ごみとして、リサイクルプラザで処理されるごみの

中に混入する事例が増えてきています。これらのごみが含まれて

いると、手選別作業中に作業員がケガをするおそれがあり、また、

その際に重大な感染症を引き起こす可能性が高く、非常に危険で

す。一般のごみに混ぜて搬出することは絶対にしないでください。

ご家庭で不要になった医療系の廃棄物は、購入された病院・薬局

や獣医師などへ返却していただくか、専門の業者へ処理を依頼し

てください。



あ
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　主なごみの分別区分をあげています。全てのものが載っているわけではありませんので、

表にないものはお問い合わせください。

ごみの分け方早見表

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
あ アイスクリームの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

アイスクリームの容器（紙製） 燃えるごみ

アイスクリームの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

アイスノン 燃えるごみ

アイスピック 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

アイロン 燃えないごみ

アイロン台 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

空き缶（飲食物用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

空き缶（ペンキ類） 燃えないごみ 中身の塗料は収集・処理しません

空き缶のふた（金属製） 燃えないごみ

空きビン（飲食物用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

空きビン（化粧品・医薬品） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

空きビンのふた（金属製） 燃えないごみ

アクセサリー（ガラス・金属製） 燃えないごみ

アクセサリー（プラスチック製） プラスチック類

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

足ふきマット 燃えるごみ

畔波（農業用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

アタッシュケース 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

油（エンジンオイルなど） 収集・処理しません ガソリンスタンドなどの取扱業者に相談

油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

油のビン ビン・缶 中の油を充分に取り除くこと

油のポリ容器 燃えるごみ

雨ガッパ 燃えるごみ

網戸 粗大ごみ

雨どい（塩ビ製） 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類

雨どい（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

アルバム（写真用） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

アルミ缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミ製品 燃えないごみ

アルミ箔 燃えないごみ

アルミホイール（車両関係） 粗大ごみ

泡立器 燃えないごみ

あんか 燃えないごみ

安全靴 燃えないごみ

安全ピン 燃えないごみ

アンテナ（テレビ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

アンテナ線（ケーブル） 燃えないごみ

アンプ（ステレオ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

あんま機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

い 石（砂利・コンクリート・砂） 収集・処理しません 取扱業者に相談
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い
～
え

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
い 衣裳カバー 燃えるごみ

衣裳ケース 粗大ごみ 中身（衣裳）を取り除くこと

移植ごて 燃えないごみ

石綿（アスベスト） 収集・処理しません 取扱業者に相談

イス（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

イス（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

イス（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

板ガラス 燃えないごみ

一輪車 粗大ごみ

一升瓶 ビン・缶 できるだけ販売店に返却すること

一升瓶のふた 燃えないごみ

一斗缶 燃えないごみ

糸 燃えるごみ ３０㎝以下に切ること

鋳物類 燃えないごみ

イヤホーン 燃えないごみ

医療廃棄物 収集・処理しません 販売店、かかりつけの医療機関に相談（8ページ参照）

衣類 古着 洗たくし、乾いたもの（３ページ参照）

衣類乾燥機 家電リサイクル （５、６ページ参照）

入れ歯 燃えるごみ 金属が付いていれば「燃えないごみ」

色鉛筆 燃えるごみ

印鑑（象牙類） 燃えるごみ

印鑑（プラスチック製） プラスチック類

印鑑（木製） 燃えるごみ

インクカートリッジ 燃えないごみ

インクビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

インクビンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

インスタントコーヒーのビン ビン・缶 フタは「容器包装プラスチック類」

インスタント食品の容器（紙製） 燃えるごみ

インスタント食品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

インスタント麺のかやくの袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

インスタント麺の袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

インターホン 燃えないごみ

う ウイッグ 燃えるごみ

植木の枝葉 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

植木ばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

植木鉢（陶磁器製） 燃えないごみ 土を取り除いて水洗いすること

植木鉢（プラスチック製） プラスチック類 土を取り除いて水洗いすること

ウエットティッシュ 燃えるごみ

浮き輪 プラスチック類

臼 粗大ごみ

うちわ（プラスチック製） プラスチック類

うちわ（竹製） 燃えるごみ

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 粗大ごみ

運動靴 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

え エアコン 家電リサイクル （５、６ページ参照）

映写機（８ミリ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

栄養ドリンクのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること
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え
～
お

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
え 栄養ドリンクのビンのふた 燃えないごみ

エクステ 燃えるごみ

ＳＤカード プラスチック類

枝切りばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

枝類 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

絵の具のチューブ（金属製） 燃えないごみ 中身は取り除くこと

絵の具のチューブ（プラスチック製） 燃えるごみ

絵の具の箱 燃えるごみ プラスチック製であれば「プラスチック類」

絵筆 燃えるごみ

絵本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ＭＯソフト 燃えないごみ ケースは「プラスチック類」

ＭＯドライブ 燃えないごみ

ＭＤソフト 燃えないごみ ケースは「プラスチック類」

ＭＤプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ＭＤラジカセ 燃えないごみ

ＬＥＤ電球 有害ごみ

ＬＤソフト プラスチック類 ケースも「プラスチック類」

エレクトーン 粗大ごみ

塩化ビニール管 プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

エンジンオイル 収集・処理しません ガソリンスタンドなどの取扱業者に相談

エンジン類 収集・処理しません 取扱業者に相談

延長コード 燃えないごみ

煙突（石綿製） 収集・処理しません 取扱業者に相談

煙突（金属製） 粗大ごみ

鉛筆 燃えるごみ

鉛筆削り器 燃えないごみ 削りカスは取り除くこと

塩ビパイプ 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類

お オイル 収集・処理しません 販売店やガソリンスタンドに相談

オイル缶 燃えないごみ

オイルヒーター 粗大ごみ

王冠（金属製） 燃えないごみ

王冠（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

オーディオ機器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

オーディオプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

オーディオラック 粗大ごみ

オートバイ 収集・処理しません 取扱業者に相談

オードブルの容器（ふたを含む） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

オーブンレンジ 粗大ごみ

おかし類の紙缶のふた（紙製） 燃えるごみ

おかし類の紙缶のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

おかし類の紙筒 燃えるごみ

おかし類の紙筒の底（金属製） 燃えないごみ

置物（金属・陶磁器製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

置物（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

置物（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

桶（金属製） 燃えないごみ

桶（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること
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お
～
か

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
お 桶（木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

押しピン（がびょう） 燃えないごみ

おしゃぶり プラスチック類

お玉（金属製） 燃えないごみ

お玉（プラスチック製） プラスチック類

お手拭（使い捨て用） 燃えるごみ

お手拭（使い捨て用）の外袋 容器包装プラスチック類

斧 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

おまる（プラスチック製） プラスチック類 汚物は取り除くこと。指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

おむつ 燃えるごみ 汚物は取り除くこと

おもちゃ（金属製） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

おもちゃ（プラスチック製） プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

おもちゃ（木製） 燃えるごみ 金属がついているものは「燃えないごみ」

折り込みチラシ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

オルガン 粗大ごみ

オルゴール 燃えないごみ

おろし金 燃えないごみ

温水器 粗大ごみ

温度計（水銀式） 有害ごみ

温度計（デジタル式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

温風ヒーター 粗大ごみ

温風ファン 粗大ごみ

か カーステレオ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガーゼ 燃えるごみ

カーテレビ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

カーテン 古着 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」汚れているものは、金具を取り除いて「燃えるごみ」

カーテンレール 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

カートリッジリボン 燃えないごみ

カーナビゲーション 燃えないごみ

カーペット・じゅうたん 粗大ごみ

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

買い物袋（紙製） 燃えるごみ

買い物袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

カイロ（金属製） 燃えないごみ

カイロ（使い捨て） 燃えないごみ

カイロ（使い捨て）の外袋 容器包装プラスチック類

鏡 燃えないごみ

鍵 燃えないごみ

家具 粗大ごみ

掛軸 燃えるごみ

かご（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

かご（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

かご（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

傘 燃えないごみ 柄が袋からはみ出していても収集します

傘立て（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

菓子缶（スチール製） ビン・缶 中身は取り除くこと

加湿器 燃えないごみ
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か

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
か 菓子箱（紙製） 燃えるごみ

菓子箱（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身は取り除くこと

菓子袋（紙製） 燃えるごみ

菓子袋（ビニール製） 容器包装プラスチック類 中身は取り除くこと

ガスコンロ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガスストーブ 粗大ごみ

ガスマット（アルミ製） 燃えないごみ

ガス湯沸器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガスライター 燃えないごみ 中身は使いきること

ガスレンジ 粗大ごみ

カセットコンロ 燃えないごみ ボンベは取り除くこと

カセットボンベ 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

カセットボンベのキャップ 容器包装プラスチック類

カセットテープ 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類

カセットテープのケース プラスチック類

カセットデッキ 燃えないごみ

カタログ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

楽器類（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

楽器類（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

楽器類（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

カッパ（雨具） 燃えるごみ

カップ酒のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

カップ酒のビンのふた 燃えないごみ

カップ麺のかやく・スープの袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

カップ麺のふた（紙製） 燃えるごみ

カップ麺の包装フィルム 容器包装プラスチック類

カップ麺の容器（紙製） 燃えるごみ

カップ麺の容器（発泡スチロール製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

カップ麺の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

かつら 燃えるごみ

家庭用発電機 収集・処理しません 取扱業者に相談

金網 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

金具 燃えないごみ

かなづち 燃えないごみ

金たわし 燃えないごみ

かばん（金属製） 燃えないごみ

かばん（革製品） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

かばん（ビニール） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

花ビン（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ

花ビン（プラスチック製） プラスチック類

鎌 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

紙オムツ 燃えるごみ 汚物は取り除くこと

紙コップ 燃えるごみ

紙皿 燃えるごみ

かみそり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

紙パック（内側がアルミ箔付） 燃えるごみ

紙パック（牛乳など） 紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

紙パック（掃除機用） 燃えるごみ
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か
～
き

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
か 紙やすり 燃えるごみ

ガム 燃えるごみ

ガムテープ 燃えるごみ

ガムの包装 燃えるごみ

カメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

カメラのケース（革製） 燃えるごみ

火薬類 収集・処理しません 取扱業者に相談

カラオケ機器 粗大ごみ

ガラスクリーナー（スプレー缶） 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ガラスクリーナーのキャップ 容器包装プラスチック類

ガラステーブル 粗大ごみ

ガラス戸 粗大ごみ

カレンダー 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

革製品（革靴・バッグなど） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

皮むぎ器 燃えないごみ

瓦 収集・処理しません 取扱業者に相談

缶（油缶） 燃えないごみ 中の油は充分に取り除くこと

缶（菓子缶） ビン・缶

缶（スプレー缶） 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

缶（農薬・劇毒物缶） 収集・処理しません 取扱業者に相談

缶（のり缶） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

缶（ペットフード缶） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

缶（ミルク缶） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

缶（ワックス缶） 燃えないごみ

簡易トイレ 粗大ごみ 汚物は取り除くこと

換気扇 燃えないごみ

換気扇フィルター 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

缶きり 燃えないごみ

緩衝材（紙製） 燃えるごみ

緩衝材（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

乾電池 有害ごみ

乾電池の包装フィルム 容器包装プラスチック類

かんな 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

き キーボード（音楽用） 粗大ごみ

キーホルダー（金属製） 燃えないごみ

キーホルダー（プラスチック製） プラスチック類

ギター 粗大ごみ

キッチンペーパー 燃えるごみ

きね 粗大ごみ

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード 燃えるごみ はさみで切って出すこと

キャビネット 粗大ごみ

きゅうす 燃えないごみ

牛乳パック 紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

牛乳ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

牛乳ビンのふた（紙製） 燃えるごみ



15

き
～
く

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
き 給油ポンプ（手動式） プラスチック類

給油ポンプ（電動式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

鏡台 粗大ごみ

きり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

霧吹き（金属製） 燃えないごみ

霧吹き（プラスチック製） プラスチック類

銀紙 燃えるごみ

金魚鉢（ガラス製） 燃えないごみ

金魚鉢（プラスチック製） プラスチック類

金庫（据置型） 収集・処理しません 取扱業者に相談

金庫（手提型） 燃えないごみ

金属バット 燃えないごみ

く 空気入れ 燃えないごみ

空気清浄機 燃えないごみ

クーラーボックス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

釘 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

釘抜き 燃えないごみ

草刈機 収集・処理しません 取扱業者に相談

草刈機の刃 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

草花 燃えるごみ 土は落として出すこと

鎖（金属製） 燃えないごみ

鎖（プラスチック製） プラスチック類

串（金属製） 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

串（プラスチック製） プラスチック類

串（木製・竹製） 燃えるごみ

薬（医薬品） 燃えるごみ

薬（医薬品）のチューブ（金属製） 燃えないごみ

薬（医薬品）のチューブ（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身は取り除くこと

薬（医薬品）の袋（薬を入れた紙袋） 燃えるごみ

薬（医薬品）のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

薬ビン（医薬品） ビン・缶 農薬のビンは収集・処理しません

果物の包装（紙製） 燃えるごみ

果物の包装（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

口紅 燃えないごみ

靴 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

クッキーの缶 ビン・缶

靴下（ストッキングを除く） 古着

靴下の外袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

クッション 燃えるごみ

靴べら（金属製） 燃えないごみ

靴べら（プラスチック製） プラスチック類

靴べら（木製） 燃えるごみ

首輪（金属製） 燃えないごみ

首輪（布・革製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

クリアファイル プラスチック類

クリーニング袋（ビニール袋） プラスチック類

クリップ 燃えないごみ

車椅子 粗大ごみ
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く
～
こ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
く クレジットカード 燃えるごみ はさみで切って出すこと

クレヨン・クレパスケース（紙製） 燃えるごみ

クレヨン・クレパスケース（プラスチック製） プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

クレヨン・クレパスケース中敷（紙製） 燃えるごみ

クレヨン・クレパスケース中敷（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

グローブ 燃えるごみ

グローランプ 燃えないごみ

くわ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

軍手 燃えるごみ

け 蛍光管 有害ごみ

蛍光灯 有害ごみ

蛍光灯器具（本体） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

蛍光ペン 燃えるごみ

計算機 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

携帯電話（充電器を含む） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

毛糸 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

計量カップ（金属製） 燃えないごみ

計量カップ（プラスチック製） プラスチック類

計量ばかり 燃えないごみ

計量ばかり（デジタル） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ゲートボールのスティック（木製） 燃えるごみ

ゲートボールの玉 燃えないごみ

ゲーム機（家庭用） 燃えないごみ

ゲーム機（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ゲームソフト（カセット） 燃えないごみ

ゲームソフト（ＣＤ） プラスチック類

劇毒物 収集・処理しません 取扱業者に相談

劇毒物の容器 収集・処理しません 取扱業者に相談

消しゴム 燃えるごみ

消しゴムの外装 燃えるごみ

消しゴムの包装フィルム 容器包装プラスチック類

化粧品の紙箱 燃えるごみ

化粧品のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

化粧品のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」水銀式は「有害ごみ」

ケトル 燃えないごみ

玄関マット（金属製） 燃えないごみ

玄関マット（布製） 燃えるごみ

玄関マット（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと。取れない場合は「燃えるごみ」

剣山 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

建築廃材 収集・処理しません 取扱業者に相談

原動機付自転車 収集・処理しません 取扱業者に相談

顕微鏡 燃えないごみ

こ 碁石 燃えないごみ

耕運機 収集・処理しません 取扱業者に相談

工具箱（金属製） 燃えないごみ

工具箱（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと
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こ
～
さ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
こ 広告紙 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ゴーグル（プラスチック製） プラスチック類

コード（電気） 燃えないごみ

コードリール 燃えないごみ

コーヒーの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

コーヒーのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

コーヒーのビンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

コーヒーフィルター 燃えるごみ

コーヒーメーカー 燃えないごみ

氷枕 燃えるごみ

ござ 燃えるごみ 60㎝角以下に切って出すこと

こたつ 粗大ごみ

こたつ板 粗大ごみ

こたつ布団・毛布 粗大ごみ

コップ（紙製） 燃えるごみ

コップ（ガラス・金属製） 燃えないごみ

コップ（プラスチック製） プラスチック類

粉ミルクの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

粉ミルクの缶のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

粉ミルクの缶のふた（アルミ製） 燃えないごみ

碁盤 粗大ごみ

コピー機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ごみ箱（金属製） 燃えないごみ

ごみ箱（プラスチック製） プラスチック類

ごみ箱（木製） 燃えるごみ

ゴムホース 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

ゴムボート 粗大ごみ

ゴムマット 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

米びつ 粗大ごみ

米袋（紙製） 燃えるごみ

米袋（布製） 燃えるごみ

米袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

コルク栓 燃えるごみ

コルク抜き 燃えないごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

コンクリートブロック 収集・処理しません 取扱業者に相談

コンタクトレンズ 燃えるごみ

コンバイン 収集・処理しません 取扱業者に相談

コンパクト 燃えないごみ

コンパネ 粗大ごみ

コンビニ弁当の容器（ふた含む） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

コンポ 燃えないごみ 指定袋入らなければ「粗大ごみ」

梱包用のひも（麻製） 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

梱包用のひも（プラ・ビニール製） プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

さ 座椅子 粗大ごみ

在宅医療用廃棄物（注射針など） 収集・処理しません 販売店、かかりつけの医療機関に相談（８ページ参照）

サイドボード 粗大ごみ
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さ
～
し

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
さ 財布 燃えるごみ

裁縫箱（金属製） 燃えないごみ 中身は取り除くこと

裁縫箱（プラスチック製） プラスチック類 中身は取り除くこと

酒パック 燃えるごみ

酒パックのキャップ 容器包装プラスチック類

酒ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

酒ビンのふた（金属製） 燃えないごみ

酒ビンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

座卓 粗大ごみ

冊子 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

サッシ 粗大ごみ

雑誌 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

雑草 燃えるごみ 土は落として出すこと

殺虫剤 収集・処理しません 取扱業者に相談

殺虫剤のスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

殺虫剤のスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

殺虫剤のビン 燃えないごみ 中身は取り除くこと

殺虫剤のビンのふた 燃えないごみ

錆びた缶 燃えないごみ

座布団 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

皿（紙製） 燃えるごみ

皿（金属製・陶器製） 燃えないごみ

皿（プラスチック製） プラスチック類

サラダ油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

サラダ油の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中の油を充分に取り除くこと

ざる（金属製） 燃えないごみ

ざる（竹製） 燃えるごみ

ざる（プラスチック製） プラスチック類

三角コーナー（金属製） 燃えないごみ

三角コーナー（プラスチック製） プラスチック類

三脚 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

サングラス 燃えないごみ

サンダル 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

残飯 燃えるごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 古着 汚れているものは、金具を取り除いて「燃えるごみ」

ＣＤソフト プラスチック類 ケースも「プラスチック類」

ＣＤプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ＣＤラジカセ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

シェーバー 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

磁気マットレス 粗大ごみ

磁石 燃えないごみ

辞書・辞典 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

システムキッチン 粗大ごみ

下敷き（紙製） 燃えるごみ

下敷き（プラスチック製） プラスチック類

湿布剤 燃えるごみ

湿布剤の外箱・外袋（紙製） 燃えるごみ
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し

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
し 湿布剤の外箱・外袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

湿布剤のフィルム 容器包装プラスチック類

自転車 粗大ごみ 防犯登録してある場合、警察で解除

芝刈り機（エンジン付） 収集・処理しません 取扱業者に相談

シャープペンシル（金属製） 燃えないごみ

シャープペンシル（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

シャープペンの芯 燃えるごみ

シャープペンの芯の容器 容器包装プラスチック類

写真 燃えるごみ

写真のネガフィルム プラスチック類

ジャッキ 燃えないごみ

しゃもじ（金属製） 燃えないごみ

しゃもじ（プラスチック製） プラスチック類

しゃもじ（木製） 燃えるごみ

シャンデリア 粗大ごみ 蛍光管は外して「有害ごみ」

シャンプー・リンスの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

シャンプー・リンスの詰替え容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

シャンプーハット プラスチック類

週刊誌 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ジューサー 燃えないごみ

ジュースの紙パック 紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

ジュースの紙パック（内側アルミ箔付） 燃えるごみ

ジュースの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ジュースのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ジュースのビンのふた（金属製） 燃えないごみ

ジュースのペットボトルのふた 容器包装プラスチック類

修正液容器 燃えるごみ

じゅうたん 粗大ごみ

充電式電池（ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン） 有害ごみ

柔軟剤の容器 容器包装プラスチック類

収納ケース 粗大ごみ

消火器 収集・処理しません 取扱業者に相談

定規（金属製） 燃えないごみ

定規（プラスチック製） プラスチック類

定規（木製） 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

将棋の駒（プラスチック製） プラスチック類 磁石入りのものは「燃えないごみ」

将棋の駒（木製） 燃えるごみ

将棋盤 粗大ごみ

焼却灰 収集・処理しません

じょうご（金属製） 燃えないごみ

じょうご（プラスチック製） プラスチック類

錠剤アルミケース 容器包装プラスチック類

障子 粗大ごみ

消臭スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

消臭スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

浄水機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

錠前 燃えないごみ

照明器具 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」蛍光灯は外して「有害ごみ」
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し
～
す

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
し しょうゆ入れ（魚型など） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

しょうゆビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

じょうろ（金属製） 燃えないごみ

じょうろ（プラスチック製） プラスチック類

食品トレイ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

食用油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

食用油のビン ビン・缶 中の油を充分に取り除くこと

食用油のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中の油を充分に取り除くこと

食用油の容器のふた（金属製） 燃えないごみ

食用油の容器のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

除湿機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

除湿剤のふた（紙製） 燃えるごみ

除湿剤の容器（紙製） 燃えるごみ

除湿剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

書籍 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

除草剤 収集・処理しません 取扱業者に相談

除草剤の容器（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

食器（紙製・木製） 燃えるごみ

食器（陶磁器製・金属製） 燃えないごみ

食器（プラスチック製） プラスチック類

食器洗い機 粗大ごみ

食器乾燥機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

食器棚 粗大ごみ

人工芝（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと

シンナー 収集・処理しません 取扱業者に相談

新聞紙 新聞紙 白い紙ひもで十文字に縛ること

す 水銀血圧計 有害ごみ

水銀体温計 有害ごみ

水槽（ガラス製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

水槽（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

水中ポンプ（ペット用） 燃えないごみ

水中眼鏡（ガラス製） 燃えないごみ

水中眼鏡（プラスチック製） プラスチック類

水筒・魔法瓶 燃えないごみ

水道蛇口 燃えないごみ

水道パイプ（塩ビ製） 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類

水道パイプ（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

炊飯器 燃えないごみ

スーツケース 粗大ごみ

スーパーのレジ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

スキー板 粗大ごみ

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー靴 燃えないごみ

スクーター 収集・処理しません 取扱業者に相談

スケート靴 燃えないごみ

スケッチブック 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

スコップ 燃えないごみ

すだれ 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」
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す
～
せ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
す スタンプ台 燃えないごみ

スチールイス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

スチール缶（飲食用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

スチール棚 粗大ごみ

スチール机 粗大ごみ

スチールホイール 粗大ごみ

ステレオ 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 灯油及び乾電池は必ず取り除くこと

ストッキング 燃えるごみ

ストロー（ガラス製） 燃えないごみ

ストロー（プラスチック製） プラスチック類

ストロー袋（紙製） 燃えるごみ

ストローの袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

砂時計 燃えないごみ

スニーカー 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

スノーボード 粗大ごみ

スノーボード用ブーツ 燃えないごみ

すのこ 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

酢のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

スパイクシューズ 燃えないごみ

スパナ 燃えないごみ

スピーカー 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

スプーン（金属製） 燃えないごみ

スプーン（プラスチック製） プラスチック類

スプーン（木製） 燃えるごみ

スプリングマットレス 粗大ごみ

スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

すべり台 粗大ごみ

スポンジ（プラスチック製） プラスチック類

ズボンプレッサー 粗大ごみ

炭 燃えるごみ

図面筒 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

スリッパ 燃えるごみ

スレート 収集・処理しません 取扱業者に相談

すり鉢 燃えないごみ

せ 整髪料のスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

整髪料のスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

整髪料のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

整髪料のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

清涼飲料缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

清涼飲料ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

生理用品 燃えるごみ

生理用品の包装 容器包装プラスチック類

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油及び乾電池は必ず取り除くこと

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油及び乾電池は必ず取り除くこと

石油類 収集・処理しません 取扱業者に相談

石灰 燃えるごみ
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せ
～
た

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
せ 石鹸 燃えるごみ

石鹸の個袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

石鹸の個装（紙製） 燃えるごみ

石鹸の外箱（紙製） 燃えるごみ

石膏ボード 収集・処理しません 取扱業者に相談

接着剤のチューブ（金属製） 燃えないごみ

接着剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

セメント 収集・処理しません 取扱業者に相談

ゼリーのふた 容器包装プラスチック類

ゼリーの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

セロハン紙 燃えるごみ

セロハンテープ 燃えるごみ

セロハンテープ台 燃えないごみ

セロハンテープの芯 燃えるごみ

セロハンテープの外箱 燃えるごみ

線香 燃えるごみ

洗剤の計量カップ プラスチック類

洗剤の詰替え用袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

洗剤容器（紙製） 燃えるごみ

洗剤容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

洗濯機 家電リサイクル （５、６ページ参照）

洗濯乾燥機 家電リサイクル （５、６ページ参照）

洗濯竿 粗大ごみ

洗濯ばさみ 燃えないごみ

洗濯物干し台（金属部分） 粗大ごみ

洗濯物干し台（コンクリートの部分） 収集・処理しません 取扱業者に相談

剪定ばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

栓抜き 燃えないごみ

扇風機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

洗面器（金属製） 燃えないごみ

洗面器（プラスチック製） プラスチック類

そ 双眼鏡 燃えないごみ

ぞうきん 燃えるごみ

惣菜トレイ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

惣菜パック 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

掃除機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

掃除機のごみパック 燃えるごみ

ソケット 燃えないごみ

ソファー 粗大ごみ

そり 粗大ごみ

そろばん 燃えるごみ

た 体温計（水銀式） 有害ごみ

体温計（デジタル式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

体重計（ヘルスメーター） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

台所洗剤の詰め替え 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

台所洗剤の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

耐熱ガラス食器 燃えないごみ

耐熱プラスチック食器 プラスチック類
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た
～
ち

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
た タイヤ（車用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

タイヤチェーン（金属製） 燃えないごみ

タイヤチェーン（ゴム製） 燃えないごみ

タイヤホイール 粗大ごみ

太陽熱温水器 粗大ごみ

タイル 燃えないごみ

田植え機 収集・処理しません 取扱業者に相談

タオル 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

タオルケット 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

高枝ばさみ 粗大ごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

たがね 燃えないごみ

凧 燃えるごみ

たこ焼き機 燃えないごみ

たたみ 粗大ごみ

卓球ラケット 燃えるごみ

脱脂綿 燃えるごみ

脱脂綿の容器 容器包装プラスチック類

脱臭剤 プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

タッパー（プラスチック製） プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

タバコの空き箱 燃えるごみ

タバコの吸殻 燃えるごみ

タバコの外包装フィルム 容器包装プラスチック類

足袋 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

卵の殻 燃えるごみ

卵のパック（紙製） 燃えるごみ

卵のパック（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

たわし（亀の子） 燃えないごみ

たわし（金属製） 燃えないごみ

単行本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

タンス 粗大ごみ

ダンベル 粗大ごみ

ダンボール ダンボール 白い紙ひもで十文字に縛ること

ち チェーンソー 収集・処理しません 取扱業者に相談

地下足袋 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

地球儀 燃えないごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶筒（紙製） 燃えるごみ

茶筒（金属製） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

茶の殻 燃えるごみ

茶碗（陶磁器） 燃えないごみ

茶碗（プラスチック製） プラスチック類

注射器 収集・処理しません 取扱業者に相談

注射針 収集・処理しません 取扱業者に相談

チューブ（からし、はみがき粉など） 燃えるごみ

彫刻刀 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

調味料の缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

調味料の小袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

調味料のチューブ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること
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ち
～
て

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ち 調味料のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

チョーク 燃えるごみ

チラシ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

チリトリ（金属製） 燃えないごみ

チリトリ（プラスチック製） プラスチック類

つ 杖（金属製） 燃えないごみ

杖（木製） 燃えるごみ

使い捨てカイロ 燃えないごみ

使い捨てカイロの外装 容器包装プラスチック類

使い捨てガスライター 燃えないごみ 中身は使いきって出すこと

机 粗大ごみ

漬物石 収集・処理しません 取扱業者に相談

土 収集・処理しません 取扱業者に相談

壷 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

つまようじ 燃えるごみ

爪切り 燃えないごみ

釣り糸 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

釣り竿（金属製・カーボン製） 燃えないごみ

釣り竿（プラスチック製） プラスチック類

釣り竿（木製） 燃えるごみ

釣り竿ケース（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

釣り針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

て ティーパック（紅茶など） 燃えるごみ

ＤＶＤケース プラスチック類

ＤＶＤソフト プラスチック類

ＤＶＤプレイヤー 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

定期入れ（革製） 燃えるごみ

定期入れ（プラスチック製） プラスチック類

ティッシュボックス 燃えるごみ

ティッシュボックス外包装フィルム 容器包装プラスチック類

ティッシュボックス取出口のフィルム 容器包装プラスチック類

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス 燃えるごみ 60㎝角以下に切って出すこと。布製は「古着」

手押し車 粗大ごみ

手鏡 燃えないごみ

手提げ袋 燃えるごみ

手提げ袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

デジタルカメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

デスクマット プラスチック類

鉄アレイ 燃えないごみ

鉄パイプ 粗大ごみ

鉄板（料理用） 燃えないごみ

テニスラケット 燃えないごみ

手袋 燃えるごみ

テレビアンテナ 粗大ごみ

テレビ（携帯型） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） 家電リサイクル （５、６ページ参照）

テレビゲーム 燃えないごみ
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て
～
と

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
て テレビゲームソフト 燃えないごみ

テレビ台 粗大ごみ

電気あんか 燃えないごみ

電気温水器 粗大ごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気蚊取り器 燃えないごみ

電気かみそり 燃えないごみ

電気コード 燃えないごみ

電気スタンド 燃えないごみ

電気ストーブ 燃えないごみ

電気毛布 燃えないごみ

電球 有害ごみ

電子オルガン 燃えないごみ

電子辞書 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電子手帳 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電池（乾電池） 有害ごみ

テント（骨組） 粗大ごみ

テント（屋根） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

電動ドリル 燃えないごみ

電動歯ブラシ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

てんぷらガード（アルミ製） 燃えないごみ

電話機 燃えないごみ

電話帳 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

と ドア 粗大ごみ

とい（塩ビ製） 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類  指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

とい（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

砥石 燃えないごみ

トイレ（おまる）（プラスチック製） プラスチック類 汚物は取り除くこと。指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

トイレコーナー プラスチック類

陶磁器 燃えないごみ

豆腐の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

豆腐容器のフィルム 容器包装プラスチック類

灯油ポンプ（手動式） プラスチック類

灯油ポンプ（電動式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

トースター 燃えないごみ

毒劇物 収集・処理しません 取扱業者に相談

毒劇物の容器 収集・処理しません 取扱業者に相談

時計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

戸棚 粗大ごみ

トタン 粗大ごみ

徳利（とっくり） 燃えないごみ

トナー 収集・処理しません 取扱業者に相談

土鍋 燃えないごみ

跳び縄 プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと
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と
～
ぬ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
と ドライバー（工具） 燃えないごみ

ドライヤー 燃えないごみ

トラクター 収集・処理しません 取扱業者に相談

ドラム缶 収集・処理しません 取扱業者に相談

ドラムコード 燃えないごみ

トランク（旅行用） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

トランシーバー 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

鳥かご 燃えないごみ

塗料 収集・処理しません 取扱業者に相談

塗料缶 燃えないごみ 中身の塗料は収集しません

塗料スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

塗料スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

トレイ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

トレイ（紙） 燃えるごみ

トレーニング器具 粗大ごみ

ドレッシングのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ドレッシングのビンのふた 容器包装プラスチック類

ドレッシングの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

どんぶり鉢 燃えないごみ

な ナイフ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ナイロン袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

苗木用ビニールポット プラスチック類 水洗いすること

苗箱 収集・処理しません 取扱業者に相談

長靴 燃えるごみ 金属が付いているものは燃えないごみ

流し台 粗大ごみ

なた 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ナット 燃えないごみ

納豆容器（紙製） 燃えるごみ

納豆容器（発泡スチロール製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

納豆容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

ナプキン（生理用品） 燃えるごみ

鍋 燃えないごみ

鍋敷（金属製） 燃えないごみ

鍋敷（布製・木製） 燃えるごみ

生ごみ 燃えるごみ

波板（トタン） 粗大ごみ

縄 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

に 荷造りひも（麻製） 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

荷造りひも（プラスチック製） プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

乳酸飲料容器（紙製） 燃えるごみ

乳酸飲料容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

乳酸飲料容器のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

乳酸飲料容器のふた（アルミ製） 燃えるごみ

入浴剤の袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

入浴剤の容器（缶） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

入浴剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

人形（布製・木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」
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ぬ
～
は

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ぬ ぬか 燃えるごみ

布切れ 燃えるごみ

ね ネガ プラスチック類

ネクタイ 古着

ネクタイピン 燃えないごみ

ネジ 燃えないごみ

寝袋 燃えるごみ

粘着テープ 燃えるごみ

粘土（紙・油粘土） 燃えるごみ

の ノート その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

農業機械 収集・処理しません 取扱業者に相談

農薬 収集・処理しません 取扱業者に相談

農薬のビン・缶 収集・処理しません 取扱業者に相談

のこぎり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

のみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

のり（でんぷんのり）のチューブ 燃えるごみ

海苔ビン・海苔缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

海苔の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

は バール 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

灰 収集・処理しません

バイク 収集・処理しません 取扱業者に相談

灰皿（陶磁器・金属製・ガラス製） 燃えないごみ

灰皿（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

パイプイス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

パイプレンチ 燃えないごみ

バインダー（農機具） 収集・処理しません 取扱業者に相談

バインダーファイル 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バインダーファイルの留具（プラスチック製） プラスチック類

バインダーファイルの留具（金属製） 燃えないごみ

はがま 燃えないごみ

はかり 燃えないごみ

はかり（デジタル） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

白熱球 有害ごみ

はけ（プラスチック製） プラスチック類

はけ（木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バケツ（金属製） 燃えないごみ

バケツ（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

はさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

箸（木・竹製） 燃えるごみ

箸（金属製） 燃えないごみ

箸（プラスチック製） プラスチック類

はしご 粗大ごみ

バスマット 燃えるごみ

パソコン（デスクトップ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」（4ページ参照）

パソコン（ノート型） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」（4ページ参照）

パソコンラック 粗大ごみ

はたき（プラスチック製） プラスチック類

はたき（木製） 燃えるごみ
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は
～
ひ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
は バッグ（かばん）（革製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バッグ（かばん）（金属製） 燃えないごみ

バッグ（かばん）（ビニール製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バッテリー 収集・処理しません 取扱業者に相談

発電機 収集・処理しません 取扱業者に相談

発泡スチロール 容器包装プラスチック類 大型のものは割って入れること

発泡スチロール（トレイ） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

バドミントンのラケット 燃えないごみ

花 燃えるごみ

花火 燃えるごみ 使用済みのものに限る

バネ 燃えないごみ

羽根布団 粗大ごみ

歯ブラシ プラスチック類

歯ブラシの包装パック 容器包装プラスチック類

歯磨きチューブ 燃えるごみ

刃物 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

パラボラアンテナ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

針金 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

パレット 粗大ごみ

はん（印鑑）（象牙類） 燃えるごみ

はん（印鑑）（プラスチック製） プラスチック類

はん（印鑑）（木製） 燃えるごみ

ハンガー（金属製） 燃えないごみ

ハンガー（プラスチック製） プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

ハンガー（木製） 燃えるごみ 金属がついているものは「燃えないごみ」

ハンカチ 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

ばんそうこう 燃えるごみ

ハンドバッグ 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

パンの袋（ビニール製） 容器包装プラスチック類

パンフレット その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ハンマー 燃えないごみ

ひ ピアノ 収集・処理しません 取扱業者に相談

ビー玉 燃えないごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビーチボール プラスチック類

ビート板 プラスチック類

ビール缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ビール瓶 ビン・缶 できるだけ販売店に返却すること

ビール瓶のふた（王冠） 燃えないごみ

ひげそり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ひし波 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ビデオカメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ビデオテープ 燃えるごみ 東城地域はプラスチック類

ビデオテープのケース プラスチック類

ビデオデッキ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ビニールシート プラスチック類

ビニールテープ プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと
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ひ
～
ふ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ひ ビニールハウスのビニール 収集・処理しません 取扱業者に相談

ビニールひも プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

ビニールプール プラスチック類

ビニール袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

ビニール風呂敷 容器包装プラスチック類

ビニールホース プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

火箸 燃えないごみ

ひも（麻製） 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

ひも（プラスチック製） プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

漂白剤の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

肥料（家庭園芸用） 燃えるごみ

肥料袋（家庭園芸用） 燃えるごみ

ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ピンセット 燃えないごみ

ビン詰めのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ピンポン玉 プラスチック類

ふ ファイル（紙製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ファイル（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ファスナー 燃えないごみ

ファックス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油及び電池は必ず取り除くこと

フィルム（ネガ） プラスチック類

フィルムケース 容器包装プラスチック類

フィルムの外箱 燃えるごみ

風船 燃えるごみ

フォーク（金属製） 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

フォーク（プラスチック製） プラスチック類

フォーク（木製） 燃えるごみ

ふすま・障子 粗大ごみ

ブックカバー（紙製） 燃えるごみ

ブックカバー（ビニール製） 容器包装プラスチック類

仏壇 収集・処理しません 取扱業者に相談

筆（竹・木製） 燃えるごみ

筆箱（金属製） 燃えないごみ

筆箱（プラスチック製） プラスチック類

筆箱（木製） 燃えるごみ

筆ペン 燃えるごみ

ふとん 粗大ごみ

ふとん乾燥機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ふとんたたき（プラスチック製） プラスチック類

ふとんたたき（木製） 燃えるごみ

ふとんばさみ 燃えないごみ

フライパン 燃えないごみ

ブラインド 粗大ごみ

プラスチック製食器 プラスチック類

プラモデル プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

プランター プラスチック類 土を取り除くこと

フリーザーバッグ プラスチック類
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ふ
～
へ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ふ プリンター 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

プリンターのカートリッジ 燃えないごみ

プリンの外包装フィルム 容器包装プラスチック類

プリンの台紙 燃えるごみ

プリンのふた（アルミフィルム製） 燃えるごみ

プリンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

プリンの容器（紙製） 燃えるごみ

プリンの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

ブルーシート プラスチック類

ふろしき（布製） 燃えるごみ

ふろしき（ビニール製） 容器包装プラスチック類

ブロック（コンクリート） 収集・処理しません 取扱業者に相談

フロッピーディスク 燃えないごみ

風呂のふた プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

プロパンのボンベ 収集・処理しません 取扱業者に相談

風呂マット プラスチック類

古着類 古着 洗たくし、乾いたもの　３ページを参考にしてください

ブルーレイのディスクとケース プラスチック類

文房具（金属製） 燃えないごみ

文房具（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

文房具（木製） 燃えるごみ

噴霧器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

へ ヘアースプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ヘアースプレー缶のキャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

ヘアードライヤー 燃えないごみ

ヘアーピン 燃えないごみ

ペーパーナイフ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ベッド 粗大ごみ

ベッドのスプリングマット 粗大ごみ

ペットのトイレ用砂（可燃性） 燃えるごみ

ペットのトイレ用砂（不燃性） 収集・処理しません

ペットのフン 収集・処理しません

ペットフード缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ペットボトル（ジュースなどの飲料用） ペットボトル 中身を取り除いて水洗いすること（ラベルをはがす）

ペットボトル（焼酎、酒類、本みりんなどの酒類用） ペットボトル 中身を取り除いて水洗いすること（ラベルをはがす）

ペットボトル（しょう油用） ペットボトル 中身を取り除いて水洗いすること（ラベルをはがす）

ペットボトルのふた・ラベル 容器包装プラスチック類

ヘッドホン 燃えないごみ

ペット用おり 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ベニヤ板 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ヘルスメーター 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ベルト 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ヘルメット 燃えないごみ

ペン（金属製） 燃えないごみ

ペン（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

便器 粗大ごみ 汚物は取り除くこと

ペンキ缶 燃えないごみ 中身の塗料は収集しません
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へ
～
ほ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
へ ペンキ缶のプラスチック製キャップ 容器包装プラスチック類

ペンキのスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ペンキのスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

便座 粗大ごみ

便座カバー 燃えるごみ

ペンチ 燃えないごみ

弁当箱（金属など複合品） 燃えないごみ

弁当箱（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

弁当箱（プラスチック製使い捨て） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

弁当容器（コンビニなど） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

弁当容器（コンビニなど）の外包装フィルム 容器包装プラスチック類

ペンライト 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ほ ホイール（車両関係） 粗大ごみ

ホイールキャップ 燃えないごみ

望遠鏡 燃えないごみ

ほうき 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

芳香剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

帽子 燃えるごみ

防虫剤（ハンガータイプ） プラスチック類 中身は取り除くこと

包丁 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ボウル（台所用品）金属製 燃えないごみ

ボウル（台所用品）プラスチック類 プラスチック類

ホース プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

ホースリール 粗大ごみ

ボール 燃えるごみ

ボールペン プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ポケットティッシュ 燃えるごみ

ポケットティッシュの個装 容器包装プラスチック類

ポケットティッシュの外装 容器包装プラスチック類

歩行器 粗大ごみ

ポスター その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ボタン（金属製） 燃えないごみ

ボタン（プラスチック製） プラスチック類

ボタン（木製） 燃えるごみ

ボタン電池 有害ごみ

補聴器 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ポット 燃えないごみ

ホットカーペット 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ホットプレート 燃えないごみ

哺乳ビン（ガラス製） 燃えないごみ

哺乳ビン（プラスチック製） プラスチック類

哺乳ビンの乳首（天然ゴム・シリコン） 燃えるごみ

ポリタンク プラスチック類

ポリバケツ プラスチック類 水洗いすること

ポリ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

ボルト 燃えないごみ

保冷剤 燃えるごみ

保冷袋 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」
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ほ
～
む

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ほ ホワイトボード 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

盆（金属製） 燃えないごみ

盆（プラスチック製） プラスチック類

盆（木製） 燃えるごみ

本立て 燃えないごみ

本棚 粗大ごみ

ま マーカーペン（金属製） 燃えないごみ

マーカーペン（プラスチック製） 燃えるごみ

マーガリンの外箱 燃えるごみ

マーガリンの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

マイク 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

巻尺 燃えないごみ

まくら 燃えるごみ

まごの手 燃えるごみ

マジックペン 燃えないごみ

マスク 燃えるごみ

マッサージ器 粗大ごみ

マッチ 燃えるごみ 未使用のものは水につけて出すこと

マットレス 粗大ごみ

まな板（プラスチック製） プラスチック類

まな板（木製） 燃えるごみ

魔法瓶 燃えないごみ

マヨネーズの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

マルチ（農業用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

まんが本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

万年筆 燃えないごみ

万歩計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

み みかんのネット 容器包装プラスチック類

ミキサー 燃えないごみ

ミシン 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ミシン針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

水きりネット 燃えるごみ

ミニコンポ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

耳かき（金属製） 燃えないごみ

耳かき（プラスチック製） プラスチック類

耳かき（木製） 燃えるごみ

ミルクの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ミルクの缶のふた（アルミ） 燃えないごみ

ミルクの缶のふた（プラスチック製） プラスチック類

む 虫かご（金属製） 燃えないごみ

虫かご（プラスチック製） プラスチック類

虫かご（木製） 燃えるごみ

蒸し器（金属製） 燃えないごみ

蒸し器（木製） 燃えるごみ

虫取り網 燃えないごみ

虫眼鏡 燃えないごみ

むしろ 燃えるごみ 60㎝角以下に切って出すこと
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め
～
ら

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
め 眼鏡 燃えないごみ

眼鏡ケース（革製、布製） 燃えるごみ

眼鏡ケース（金属製） 燃えないごみ

眼鏡ケース（プラスチック製） プラスチック類

メガホン（プラスチック製） プラスチック類

目薬の携帯ケース プラスチック類

目薬の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

メジャー（巻尺） 燃えないごみ

綿棒 燃えるごみ

綿棒の容器 容器包装プラスチック類

も 毛布 粗大ごみ

モーター 収集・処理しません 取扱業者に相談

木製バット 燃えるごみ

木炭 燃えるごみ

餅つき器 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台（金属部分） 燃えないごみ

物干し台（コンクリート部分） 収集・処理しません 取扱業者に相談

物干しハンガー プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

や やかん 燃えないごみ

焼き物（陶磁器類） 燃えないごみ

薬品類 収集・処理しません 取扱業者に相談

野菜の外装（ビニール製） 容器包装プラスチック類

やすり 燃えないごみ

ゆ 湯たんぽ（金属製） 燃えないごみ

湯たんぽ（プラスチック製） プラスチック類

湯飲み茶碗 燃えないごみ

指輪 燃えないごみ

ゆりかご 粗大ごみ

湯沸器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

よ ヨーグルトのカップ（紙製） 燃えるごみ

ヨーグルトのカップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

ヨーグルトの外フィルム 容器包装プラスチック類

ヨーグルトの台紙 燃えるごみ

ヨーグルトのふた（アルミ製） 燃えるごみ

ヨーグルトのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

浴室テレビ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

浴槽 粗大ごみ

ら ラーメンの袋 容器包装プラスチック類

ライター 燃えないごみ 中身は使い切ること

ラケット（金属製） 燃えないごみ

ラケット（木製） 燃えるごみ

ラジオ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラジカセ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラジコン 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラック 粗大ごみ

ラップ（商品包装用） 容器包装プラスチック類 シールは除去すること
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ら
～
わ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ら ラップケースの刃 燃えないごみ

ラップの芯 燃えるごみ

ラップの箱 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ランドセル 燃えないごみ

り リール（釣具） 燃えないごみ

リモコン 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

リンス・シャンプーの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

る ルーペ 燃えないごみ

れ 冷蔵庫 家電リサイクル （５、６ページ参照）

冷凍庫 家電リサイクル （５、６ページ参照）

レインコート 燃えるごみ

レコード プラスチック類

レコードプレーヤー 粗大ごみ

レジ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

レトルトパック 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

レトルトパックの外箱 燃えるごみ

レンジ（電子・ガス） 粗大ごみ

レンジガード（アルミ製） 燃えないごみ

レンジ台 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

レンズ 燃えないごみ

ろ ローソク 燃えるごみ

ロープ（麻製） 燃えるごみ 30㎝以下に切って出すこと

ロープ（プラスチック製） プラスチック類 30㎝以下に切って出すこと

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ワイシャツ 古着 汚れているものは、金具を取り除いて「燃えるごみ」

ワイシャツの外装 容器包装プラスチック類

ワイシャツの中の台紙 燃えるごみ

ワイシャツのポリ袋（クリーニング品） プラスチック類

ワイヤー 燃えないごみ

ワインのコルク栓 燃えるごみ

ワインのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

輪ゴム 燃えるごみ

ワゴン 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

綿 燃えるごみ

ワックスの缶 燃えないごみ

割り箸 燃えるごみ

割り箸の袋（紙製） 燃えるごみ

割り箸の袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

割れたビン 燃えないごみ 紙などに包んで品名を書いて出すこと



一木町

上原町

戸郷町

庄原I.C

新庄町

川手町
掛田町

国兼池

上野池

是
松
町

至三良坂

至三次I.C

至三次

至総領

広島県立農業
技術大学校

板橋小学校

消防署

実業高校田園文化
センター

びんご
みっかいち

びんごしょうばら

至口和
至比和・高野

市役所
警察署

至東城I.C

至西城

国営備北
丘陵公園

庄原
カントリークラブ

県
大
通り

中国自動車道

183

432

JR芸
備線

東城 I.C

岡山県

久代

川東

東城

戸宇

東城中学校

東城支所

東城小学校

中国自動車道

至庄原I.C

至西城 至新見I.C

至福山至神石

とうじょう東城高校

23

25

182

314

東城クリーンセンター

Ｊ
Ｒ
芸
備
線

成
羽
川

至福山至神石 至福山

お 問 い 合 わ せ
☎（０８２４）７２－１３９８
☎（０８２４）８２－２１８２
☎（０８４７７）２－５１４１
☎（０８２４）８７－２１１３
☎（０８２４）８６－２１１３

リサイクルプラザ（環境政策課）

西城支所地域振興室

東城支所産業建設室

口和支所地域振興室

高野支所地域振興室

☎（０８２４）８５－３００３
☎（０８２４）８８－３０６５
☎（０８２４）７２－２０４４
☎（０８４７７）２－０２１４

比和支所地域振興室

総領支所地域振興室

備北クリーンセンター

東城クリーンセンター

❷0❶❼．6 改訂




