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リサイクル

指定ごみ袋
導入の目的

ごみの減量化！
ごみの減量とリサイクルを推進し、
吉備中央町の豊かな自然を
守りましょう。

地球温暖化防止に向けた挑戦！
ごみの減量を行い、焼却処理に伴う
CO2の排出量を削減し、地球温暖化
防止に向けた挑戦をしていきます。

ごみ処理費用の
負担の公平性の確保！
排出量に応じて指定ごみ袋を購入していただく
「指定ごみ袋」制度を導入することで、より費用負担の
公平性を確保します。

混ぜればごみ。
分ければ資源！

ごみの減量に
努力した人の
負担を軽減！

地球にやさしい
環境を！

吉備中央町指定ごみ袋可燃ごみ・不燃ごみ
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　一般家庭から出されるごみの分別、
出し方について、正しい分別を行って頂
くため、「ごみ分別ガイドブック」を作成
しました。この冊子により、ごみの分別、
出し方の決まりを守りましょう。

　一般家庭から出されるごみの分別、
出し方について、正しい分別を行って頂
くため、「ごみ分別ガイドブック」を作成
しました。この冊子により、ごみの分別、
出し方の決まりを守りましょう。



ごみの排出方法
※指定ごみ袋は可燃ごみにも不燃
ごみにも使えます。
※「分別されていないごみ」や「指
定袋に入れていないごみ」は収
集できません。

指定ごみ袋の
対象区分

種　類
（可燃ごみ・不燃ごみ共通）

販売価格
（10枚/セット）

45リットル袋 210円

20リットル袋 130円

※バラ売りはできません。

分別収集の区分 指定ごみ袋の対象区分

※燃えるごみ
指定ごみ袋の対象

※燃えないごみ

資源ごみ
指定ごみ袋の対象外

粗大ごみ

※指定ごみ袋の対象は可燃ごみ・
不燃ごみとし、資源化物への分
別の徹底を図るため、資源化物
は無料としています。

指定ごみ袋の金額

指定ごみ袋取扱店

吉 備 中 央 町

※この指定ごみ袋販売取扱表示の
ある商店等で購入していただけ
ます。

指定ごみ袋

吉

備 中 央 町

透明袋

半透明袋

レジ袋

指定ごみ袋

吉

備 中 央 町

吉備中央町
指定袋

－ 2－



ごみの分別

廃
棄
物（
ご
み
）

一
般
廃
棄
物

 

家
庭
ご
み

事
業
系
一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

ステーションに出せないもの

 燃えるごみ 台所生ごみ、布類、木屑類など

 燃えないごみ ガラス、金物類、茶碗、鉢類、割れた
ビン、乾電池など

資源ごみ
ビン類、缶類、ペットボトル、その他
プラスチック、新聞、雑誌、段ボール、
紙パック、蛍光管

粗大ごみ
自転車、畳、布団、じゅうたん、家具
など、家電リサイクル品以外の家電、
石油ストーブなど

●家電リサイクル法対象品
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機
が対象になります。
※処分する際は、取扱店に相談するか、郵便局で家電
リサイクル券を購入し、指定取引場所まで自己搬入
して下さい。（最寄りの指定取引場所は一般財団法人
家電製品協会のホームページをご覧下さい。）

●パソコン（資源有効利用促進法対象品）
資源有効利用促進法により、メーカーが回収・リサイクル
を行っています。
●その他
LPガスボンベ、消火器、医療廃棄物（注射器等）、自動車
部品（バッテリー、タイヤ、ホイール等）、バイク、農機具
類（エンジン付き草刈機を除く）、農薬、農業用資材（農業
用ビニール、あぜなみ等）、建築廃材等。

事業活動に伴うごみ（産業廃棄物、
事業系一般廃棄物）は事業主の責任
で処理する事となっています。

産業廃棄物の処理についての問い合わせ先

備前県民局環境課　086-233-9805

吉備中央町 住民課　0866-54-1316家庭ごみについての
問い合わせ先
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吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

燃えない燃える

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

守ってください。ごみ出しルール
ごみを出す時は必ずルールを守りましょう。

ごみの処理効率の向上と、危険な事故の防止のためです。みなさん、ご協力ください。

1
指定ごみ袋を使おう。
片手で持てる重さにしよう。
（10㎏程度）

2
収集場所の近所の方の迷惑にならないよう、
決められた場所、日時を守ろう。

3
ごみはきちんと分けて出そう。

4
爆発する恐れがあるので、スプレー缶
などは必ず穴を開けてから出そう。

5
調理くずなどの
生ごみは捨てる前に
十分水切りをしよう。

6
刃物などケガのしやすいものは、
紙などに包んで出そう。

7
できるだけリサイクルに回そう。

8
ストーブの灯油タンクは空にして出そう。
※乾電池は取る。
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1.燃えるごみ（指定ごみ袋で出して下さい。）

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

※生ごみは、水切りを十分にして下さい。

※プラスチック製品は「燃えるごみ」で出して
下さい。
　（例：おもちゃ、バケツ、ハンガー、ハブラシ等）

※おむつ類は、汚物を取り除いて出して下さい。

※油の容器など、汚れの落ちにくいものは、
「燃えるごみ」で出して下さい。

※チューブ類は中身を使い切ってから出して
下さい。

※植木のせん定ごみは、指定袋に入る長さにし
て１～２袋ずつ出して下さい。

※発泡スチロール（緩衝剤）は指定袋に入る
大きさに砕いて下さい。

週2回

生ごみ

くつ・長ぐつ ぬいぐるみ

おむつ・紙おむつ

カップめん
（紙製）

庭木の枝
（太さ10㎝未満、
長さ1m未満）

かばん

指定袋に入れて出して下さい。

－ 5－
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吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

2.燃えないごみ（指定ごみ袋で出して下さい。）

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

※刃物などけがのしやすいものは紙などに包
んで「危険物・ワレモノ」等と明記して出して
下さい。

※水洗いしても汚れの落ちないビン類、缶類等。

※乾電池は小袋に入れ、指定袋に入れて出し
て下さい。（できるだけ、販売店のリサイクル
回収へ出して下さい）

※白熱電球、LED蛍光管は「燃えないごみ」で
出して下さい。

※蛍光管は、リサイクル資源として4月、8月、12
月の年3回収集しています。

月2回

陶磁器類 ガラスヤカン

乾電池 ペンキ缶

油缶 割れたビン

刃物 鍋食器

※傘などについては、はみ出
して結構です。
　（ただし、1m以上のものは
不燃粗大ごみへ）

指定袋に入れて出して下さい。

－ 6－
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※袋などに入れずにバラバラにして
　あきかん収集バッグに入れて下さい。

3.カン類

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

※あき缶（金属製のふたを含む）は“つぶさない”
で水洗いをして出して下さい。

※スプレー缶、カセットボンベ類は、火災や爆発
の原因となるので、必ず穴を開けてから出し
て下さい。
　（ふたは「その他プラ」へ）
〈穴開け時の注意点〉
 ・中身を全て出し切ってください。
 ・必ず火気の無い風通しの良い場所で行って
下さい。

月1回

カン

スプレー缶 カセットボンベ
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ルール 1

ルール 2

ルール 3

ルール 4

この表示のあるもの。

お茶
オレンジ

焼
酎

しょうゆ

4.ペットボトル

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

月1回

ふたを必ず取る。

ラベルをはがす。

水洗いしつぶさない。

タバコのすいがらなどの不純物を入れない。

※袋などに入れずにバラバラにして
　ペットボトル収集バッグに入れて下さい。

お茶

酒類

ジュース
（清涼飲料）

しょうゆ

※ふた、ラベルはその他プラへ
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●燃えるごみで出して下さい●

商品そのもの

中がきれいに
洗えないもの

食品トレー

卵のパック
菓子袋等

シャンプー容器
リンス容器 弁当容器

プラスチック製のおもちゃ、
洗面器、バケツ、カセットテープ、
ゴム手ぶくろ、歯ブラシなど

歯磨き粉、わさび、練りからし、油の容器、
マヨネーズ、白髪染めのチューブなど

わ
さ
び

か
ら
し

わ
さ
び

か
ら
し

5.   その他プラスチック

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

月2回

この表示のあるもの。

水洗いする。

※袋などに入れずバラバラにして   
収集バッグへ入れて下さい。
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カ
ッ
プ
酒

一
升
び
ん

ワイン

ルール 1

ルール 2

ルール 3

洋酒

ドリンク

6.ビン類

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

月１回

※袋などに入れず横向きにして
　コンテナへ入れて下さい。

※ふたは必ず取る。
　プラスチック製→その他プラへ
　金属製→燃えないごみへ

ふたを必ず取る。

ラベルははがさないで、水洗いする。

タバコのすいがらなどの不純物を入れない。
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7.段ボール・紙パック・新聞・雑誌

決められた日の朝８時３０分までに決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

●段ボール

※十文字にひもで縛って出して下さい。

※大きな物は１m角くらいにして出して下さい。

※金具等は取り除いて燃えないごみへ出して
下さい。

※段ボールは断面が波状になっている物。

※菓子箱等厚紙は燃えるごみへ出して下さい。

●紙パック（紙パックマークのあるもの）

※中を水で洗って開いて乾かしてから出して下
さい。

※酒パック等のアルミ付、ろう付のものは燃え
るごみに出して下さい。

※十文字にひもで縛って出して下さい。

●新聞・雑誌

※写真集などの写真の多いものは燃えるごみ
へ出して下さい。

※折込広告は新聞と一緒に出して下さい。

※十文字にひもで縛って出して下さい。

月１回

段ボール

紙パック（牛乳・ジュース）

雑誌新聞

※断面が波状になって
　いれば段ボール
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たんす

可燃粗大

不燃粗大

じゅうたん・カーペット

スキー板 石油ファンヒーター

自転車

たたみ

ふとん

8.粗大ごみ
決められた日の朝８時３０分までに
決められたごみ収集ステーションへ

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

※ふとんはひもで十文字に縛って出して下さい。

※じゅうたん、カーペットはひもで十文字に縛っ
て出して下さい。

※たんすやミズヤの金具・ガラス類は取りはず
し、燃えないごみに出して下さい。

※金属類、ガラス類が取りはずしできない場合
は不燃粗大ごみに出して下さい。

※ゴルフクラブ、スキー板等は、束ねて出して
下さい。

※石油ファンヒーターなどは中の灯油は空にし
て出して下さい。

※買い替えの際、できるだけ販売店に引き取っ
てもらいましょう。

※家電リサイクル法対象機器は粗大ごみでは
収集しません。
　（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、
衣料乾燥機）

年4回 可燃　２回　 不燃　２回
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●蛍光管収集場所●

直管型蛍光管

電球型蛍光管 割れた蛍光管

丸型蛍光管

家庭
用蛍
光管

9.蛍光管類

ごみの出し方

代　表　例 出し方の注意

※蛍光管、電球型蛍光管は外箱から出して割れ
ないように収集コンテナへ入れて下さい。

※破損している蛍光管などは、紙等に包み、
収集ボックスに入れて出して下さい。

※白熱型蛍光管LEDは燃えないごみへ出して
下さい。

※コンテナは収集月の初日に設置します。

4月、8月、12月

上竹荘公民館
豊野公民館
納地公民館
下竹荘公民館

吉川公民館
大和公民館
加茂川庁舎
かもがわ総合福祉センター

長田地区農村公園
豊岡いきいきプラザ
旧農協新山支所
きびプラザ

家庭
用蛍
光管

収集月に1ヵ月間収集コンテナを設置
しますので、下記収集場所へ。年3回
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町で収集できないごみについて

※発火性・引火性のある危険物及び毒物・劇薬などの危険物、ボンベ等危険物は収集できません。
※販売店に返せる容器類はできるだけ引き取ってもらいましょう。
※建築廃材等の産業廃棄物は、事業者自身の処理責任となっており、自ら処理できない場合は、産業
廃棄物処理業者に相談して下さい。

LPガス

買い替えの時に販売店に引き取ってもらうか、
専門業者等に処理を依頼して下さい。

建設・建築又は引取り業者に相談して下さい。

タイヤ

冷蔵庫・
冷凍庫

ブロック レンガ かわら

洗濯機・
衣類乾燥機

エアコン
テレビ パソコン

オートバイ
車、バイク等の
バッテリー LPガスボンベ 消火器 農薬・劇薬

●事業系一般廃棄物の処理方法
事務所、商店、工場等事業活動で発生する一般廃棄物は、廃棄物処理法により
事業者の責任において適正に処理して下さい。

－ 14 －
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ボランティア専用袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

吉 備 中 央 町
指 定 ご み 袋

家庭ごみ
指定ごみ袋

Q

&Q A
ごみの不法投棄について
●ごみの不法投棄の最も効果的な対策は、
不法投棄を許さない、させないような雰
囲気づくりです。皆さんに日常の生活の
中で監視の目を強化していただくなど、
不法投棄対策にご協力をお願いします。

●ごみの不法投棄は、法律で禁止されてい
ます。その行為者には「5年以下の懲役
若しくは1千万円以下の罰金またはその
併科」と定められており、れっきとした犯
罪です。

生ごみをレジ袋などに入れてから、指定ごみ袋に入れ
て出してもいいですか？

A 必要最小限であれば構いません。生ごみはきちんと水切りしてください。

Q ごみは自分で焼却処分してもいいですか？

地域活動に伴う
ごみ等について

ボランティア清掃
ボランティア清掃時には、別形状のボランティ
ア袋を用意しており、活動を行う団体に配布します。
※ボランティア袋はごみステーションに出せません。
　ボランティア袋を使用した場合は、住民課までご連絡ください。

ごみ減量化協力団体報奨金制度
再生資源回収品目1ｋｇ当たり5円を報奨金として団体へ補助します。

A ごみの野外焼却（野焼き）は法律で除外されるものを除き、原則禁止と
なっています。落ち葉のような小規模なものであっても被害が第三者
に及ぶような場合は、指導の対象となります。

Q 家庭から排出される可燃ごみや不燃ごみを、クリーン
センターへ直接持ち込む場合も、指定ごみ袋を使わな
いといけませんか？

A 家庭から排出される可燃ごみや不燃ごみを、クリーンセンターへ直
接持ち込む場合も、指定ごみ袋を使用してください。
ただし、指定ごみ袋に入れることが困難な場合にはきちんと分別し
て袋に入れずに直接持ち込んでください。

Q A

ルールはきち
んと

守りましょう！

不法投棄に関する相談
086-233-9805
（備前県民局環境課）

通
　報

●
い
つ・ど
こ
で・ど
ん
な
も
の

●
車
の
ナ
ン
バ
ー
な
ど
の
情
報

●
あ
な
た
の
氏
名・連
絡
先

不
法
投
棄
の
通
報
体
制

不
法
投
棄・不
法
投
棄
者
を
見
つ
け
た
ら

ごみ減量化
・資源化等の
支援制度

生ごみ処理容器購入費補助制度
電気式生ごみ処理機〈購入費（税込）の半額で
上限3万円〉及び、コンポスト容器〈購入費（税込）
の半額で上限2容器1万円〉の補助をします。

ごみステーション施設整備費補助制度
ごみステーションの施設整備費補助金を
1箇所あたり、10万円を限度に交付します。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

あ ＩＨ調理器・電磁調理器 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

アイス カップ・ふた（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

アイスノン（保冷まくら） プラ ■可燃

アイロン 金属、プラ ■不燃 コードはひもで縛る。

アイロン台 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

アコーディオンカーテン 金属、布 ■不燃粗大 大きなものはできるだけ自己搬入。

畦波：アゼナミ 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店（農協等）に相談。農業用産業廃

棄物。

アタッシュケース 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

アダプター（電源用） ゴム、金属、
プラ ■不燃

圧力鍋 金属、プラ ■不燃

油（食用） 可燃 ■可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める。

油 缶（食用・オイル缶詰用） 金属 ■不燃 中身は空にする。油がついているので【缶
類】対象外。

油 びん（食用・機械用・精油等） ガラス ■不燃 中身は空にする。油がついているので【びん
類】対象外。

油 容器（その他プラ） プラ ■可燃 中身は空にする。油がついているので【その
他プラ】対象外。

油こし容器 金属、プラ ■不燃

雨合羽：カッパ プラ ■可燃

網状ネット…果物等商品の包装用 プラ ■プラ プラマークの表示がないものは【可
燃】へ。

◦ 分 別 ガ イ ド 表 ◦
■この表は、家庭ごみをごみステーション、または高梁クリーンセンターへ直接持ち込みをする場合の分別ガイドです
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

あ アルバム 紙 ■可燃 金属類が含まれている場合は【不燃】へ。

アルミ缶（飲料用） アルミ ■缶類
水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。
（一斗缶以上の大きさのものは【不燃】）

アルミ缶（菓子缶） アルミ ■缶類
水洗いし、つぶさないこと。金属製のふたも【缶類】へ。
プラマークのある仕切りなどのプラ製トレーは【その他プラ】へ。

アルミ缶（食品用・缶詰缶） アルミ ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。

アルミホイール（車用品） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店（ガソリンスタンド等）に相談。

アルミホイル・アルミ箔 その他可燃 ■可燃

アルミホイル芯、箱 紙 ■可燃

アルミホイル刃（金属） 金属 ■不燃 紙製の刃は、紙製容器ごと【可燃】へ。

アルミレンジフード 金属 ■不燃

あんか 金属、プラ、
布 ■不燃 コードはひもで縛る。

安全靴（作業用靴） 布、革、金属 ■不燃 足先に金属が入っているため【不燃】へ。
※強化プラスチックが入っているものは【可燃】

アンテナ（テレビ） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入らな
いものは【不燃粗大】へ。

アンプ（トランジスタ） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら
ないものは【不燃粗大】へ。

あんま機 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入らな
いものは【不燃粗大】へ。

い 育苗箱 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店（農協等）に相談。

石 不可（処理で
きないもの） 処理できません →専門業者に相談

衣装箱 紙、木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

移植ごて（園芸用スコップ） 金属、プラ ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

いす：椅子（金属） 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

い いす：椅子（プラ製） プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

一輪車（ねこ車） ゴム、金属 ■不燃粗大

一輪車（遊具） ゴム、金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

一升瓶（調味料、酒） びん ■びん類
水洗いし、ラベルをはがさないこと。
割れたもの、洗っても汚れの落ちないものは
【不燃】へ。

一升瓶ふた・王冠 金属、プラ ■不燃 プラマークの表示があるものは【その
他プラ】へ。

一斗缶 金属 ■不燃 中身は空にする。指定袋に入れず【不燃】へ。

医薬品容器（医療機関専用） 不可（医療系
産廃） 処理できません →医療機関へ返却。

医薬品容器・紙製（家庭薬用） その他可燃 ■可燃 家庭で使用したものに限る。

医薬品容器・びん製（家庭薬用） びん ■びん類
家庭で使用したものに限る。
ふたは、金属製【不燃】へ・プラ製は【その他プラ】へ。

医薬品容器・プラ製（家庭薬用） 容器包装プラ ■その他プラ 家庭で使用したものに限る。

イヤホン 金属、プラ ■不燃

衣類 布 ■可燃

衣類乾燥機 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

入れ歯 その他可燃 ■可燃

インクカートリッジ プラ ■可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

インクリボン プラ ■可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

インシュリン用ペン型注射器
：ノボペン その他可燃 ■可燃 針は必ず外して、本体のみ【可燃】へ（針は

医療機関へ）。

インスタントカメラ 紙、プラ ■不燃 ※電池の入っていないものは【可燃】へ。

インスタント食品容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

い インスタント食品容器（プラ製以外） その他可燃 ■可燃

飲料用紙パック 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは【可燃】へ。

う ウイスキーびん びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

植木の枝葉 木 ■可燃 指定袋に入る長さで、直径10cm未満、長
さ1m未満のものに限る。

植木鉢（陶器） 陶器 ■不燃

植木鉢（プラ）　 プラ ■可燃

ウォーターベッド 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店に相談。

ウォッシャー液 容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

うがい薬の容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

浮き輪 ビニール ■可燃

腕時計 金属、プラ ■不燃

乳母車：ベビーカー 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

え エアキャップ・エアパッキン
(プチプチ) 容器包装プラ ■その他プラ

エアコン（室内機・室外機共） 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →取扱店へ相談。

栄養ドリンク剤 びん びん ■びん類
割れたもの・洗っても汚れの落ちないものは
【不燃】へ。
ふたは取って【不燃】へ。

液晶テレビ 不可（家電リ
サイクル法 処理できません →取扱店へ相談。

エコキュート（電気温水器） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店、専門業者等へ相談。

SDカード その他可燃 ■可燃

枝切りばさみ 金属、プラ ■不燃
『危険物ハモノ』と明記し、鋏を閉じた状態
でテープ等で固定する。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

え 絵の具 チューブ（プラ製） その他プラ
可燃 ■可燃

中身は空にする。中を洗うのが難しいので
【その他プラ】対象外。
金属製は【不燃】へ。

ＦＤ：フロッピーディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

絵本 雑誌 ■新聞･雑誌 写真絵本は【可燃】へ（写真印刷の冊子は
リサイクルしにくい為）。

ＭＯ：光磁器ディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

ＭＯドライブ 金属、プラ ■不燃

ＭＤ：ミニディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

ＭＤプレーヤー 金属、プラ ■不燃

ＬＤ：レーザーディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

ＬＤプレーヤー 金属、プラ ■不燃

エレキギター 金属、プラ ■不燃粗大

エレクトーン：電子オルガン 木、金属、
プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

塩化ビニール（PVC)管 その他可燃 ■可燃

エンジン（車等） 不可（産業廃
棄物） 処理できません →取扱店に相談。

エンジンオイル 不可（産業廃
棄物） 処理できません →取扱店に相談。

遠赤外線ヒーター（暖房器具） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

延長コード その他不燃 ■不燃

煙突 不可（建築廃
材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

鉛筆 木 ■可燃

鉛筆削り器 金属・プラ ■不燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

お オイルヒーター（暖房器具） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店に相談。

応接セット 布、革、木 ■不燃粗大 できるだけ自己搬入。

オートバイ 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店に相談。

オーブントースター 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

オーブンレンジ 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入らな
いものは【不燃粗大】へ。

桶：オケ（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃

おしぼり・お手拭 紙、布 ■可燃

おしゃぶり ゴム、プラ ■可燃

お玉：レードル
　　 （調理用具）（金属製） 金属 ■不燃 木製・プラ製のものは【可燃】へ。

汚泥 不可（処理で
きないもの） 処理できません 専門業者に相談。

落ち葉 木 ■可燃

帯：オビ 布 ■可燃 バラけないように結ぶ。

汚物入れ： トイレコーナーポット
（プラ製） プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

おぼん：盆（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

おまる プラ ■可燃

おむつ 紙 ■可燃 汚物は取り除く。

おもし：重石（漬物用） その他不燃 ■不燃 機械に入ると故障する恐れがあるので、他
の【不燃】とは分ける。自然石は不可。

おもちゃ 紙、木、布、
プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。中の電池は抜いて

【不燃】へ。

オルガン 木、金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

お オルゴール 木、金属、
プラ ■不燃

おろし器・おろし金（調理用具） 金属、プラ ■不燃 プラ製のものは【可燃】へ。

おわん：碗（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃 陶器は【不燃】へ。

温水器 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店に相談。

温度計 その他不燃 ■不燃 水銀使用品は小袋等へ入れ「水銀使用」と
明記し【不燃】へ。

か カーテン 布 ■可燃 ひもで縛る。防火素材・不燃性のものは
【不燃】へ。

カーテンレール 金属 ■不燃粗大

カーナビ 金属 ■不燃

カーペット 布 ■可燃粗大 運びやすい様にひもで十文字に縛る。

カーペット（電気カーペット） 布、金属 ■可燃粗大
運びやすい様にひもで十文字に縛る。コード
の部分は、切り取って【不燃】へ。コードが取
りはずしできない場合は【不燃粗大】へ。

貝殻 その他可燃 ■可燃

懐中電灯 金属、プラ ■不燃 乾電池はできるだけ販売店のリサイクル
回収へ。

カイロ（使い捨て） その他可燃 ■可燃 水に浸してから出す。

鏡 その他不燃 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

かき氷器 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る。業務用は処理できません。
→取扱店・専門業者に限る。

額縁 木、プラ ■可燃 ガラスをはずして「危険物ワレモノ」と明記
し紙などに包み【不燃】へ。

かご 木、布、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

傘 布、金属 ■不燃 木製（番傘）は【可燃】へ。

傘立て 金属、陶器 ■不燃 木製・プラ製は【可燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

か 菓子 缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 金属製のふたは、本体と一緒に【缶類】へ。仕切な

どのプラスチック製トレーは【その他プラ】へ。

菓子 箱（厚手の紙） 紙 ■可燃

菓子 袋（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

加湿器・除湿機 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。容器の水は捨てる。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ガスコンロ 金属 ■不燃
できるだけ取扱店に相談。乾電池は取り
はずし【不燃】へ。指定袋に入らないもの
は【不燃粗大】へ。

ガスボンベ（カセット式除く） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）

に相談。

ガスレンジ 金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。乾電池は取り
はずし【不燃】へ。

ガス缶（カセットボンベ） スプレー缶 ■缶類 必ず穴を開ける。キャップは【その他プ
ラ】へ。

カセット式コンロ 金属 ■不燃
ガス缶は本体から外し、穴を開けて【缶
類】へ。乾電池は取りはずし【不燃】へ。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

カセットテープ（ケースを含む） プラ ■可燃

カセットテープデッキ 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら
ないものは【不燃粗大】。

カタログ・写真集 紙 ■可燃 写真ページの多いものはリサイクルしにく
いので【可燃】へ。

楽器（木製・プラ等） 木、プラ ■可燃 大型楽器については、できるだけ取扱店に
相談。ピアノは処理できません。

楽器（金属） 金属 ■不燃 大型楽器については、できるだけ取扱店に
相談。

カッターナイフ・刃 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

かっぱ プラ ■可燃

カップ麺 プラ・紙 ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないもの、紙製
については【可燃】へ。

かつら・ヘアピース：つけ毛 その他可燃 ■可燃

金網：カナアミ 金属 ■不燃 ひもで縛る。指定袋に入らないものは【不
燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

か 金串：カナグシ 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

金槌：カナヅチ 木、金属 ■不燃

鞄：カバン 布、革 ■可燃 金属製は【不燃】へ。

画板：ガバン 木 ■可燃

画びょう・押しピン 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

花びん 陶器、ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

壁紙（紙製） 紙 ■可燃
大量の壁紙は【処理できません】(建築廃材)｡
→取扱店・専門業者に相談。
※建築廃材でないものに限る。

鎌：カマ 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

釜：カマ（調理器具） 金属 ■不燃

紙おむつ その他可燃 ■可燃 汚物は取り除く。

剃刀：カミソリ 金属、プラ ■不燃
『危険物ハモノ』と明記し、刃先が出ない
ように収納ケースに入れる。または、紙等
で包む。

神棚 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者等へ相談。

紙粘土 その他可燃 ■可燃

紙パック・牛乳パック 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは、【可燃】へ。

紙やすり 紙 ■可燃

ガムテープ（紙・布） 紙、布 ■可燃

カメラ 金属、プラ ■不燃 インスタントカメラについては【可燃】へ。

蚊帳：カヤ 布、プラ ■可燃

火薬類（未使用の花火を含む） 不可（危険
物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

か カラーボックス・収納箱 木、プラ ■可燃粗大

カラオケセット 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

からし・わさびのチューブ 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ガラスクリーナー（スプレー缶） スプレー缶 ■缶類 必ず穴を開ける。キャップは【その他プ
ラ】へ。

ガラスクリーナー（プラ製容器） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ガラス製品 ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

刈り込み機 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る。できるだけ取扱店に相談。指
定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

革製品（靴、バッグ等） 革 ■可燃

皮むき器 金属、プラ ■不燃

瓦 不可（建築廃
材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

缶：一斗缶 金属 ■不燃 中身は空にする。指定袋に入れなくてよい。

缶：飲料用缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。フタも【缶類】へ。

缶：菓子缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類

金属製のふたは、本体と一緒に【缶類】へ。
水洗いし、つぶさないこと。
仕切りなどのプラスチック製トレーは【その
他プラ】へ。

缶：粉ミルク缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 プラスチック製のふたは【その他プラ】へ。

水洗いし、つぶさないこと。

缶：ガス缶・カセットボンベ スプレー缶 ■缶類 必ず穴を開ける。キャップ等は【その他プ
ラ】へ。

缶：缶詰缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。

缶：スプレー缶 スプレー缶 ■缶類 必ず穴を開ける。キャップ等は【その他プ
ラ】へ。

換気扇 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る（業務用の大型のものは処
理できません）。

缶切り、コルク抜き 金属、プラ ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

か 緩衝材（発泡スチロール） プラ ■可燃

乾燥機（衣類用） 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

乾燥機（農業用） 不可（産業廃
棄物） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

乾燥剤（シリカゲル・生石灰等） その他可燃 ■可燃 生石灰を使用した乾燥剤は、水を含ませる
と発熱・発火するものもあるので注意。

乾電池（水銀不使用） その他不燃 ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

乾電池（水銀使用） その他不燃 ■不燃
できるだけ販売店のリサイクル回収へ。
水銀使用分は小袋等へ入れ『水銀使用』と明
記し【不燃】へ。

乾電池：ボタン電池 その他不燃
(水銀) ■不燃

できるだけ販売店のリサイクル回収へ。
水銀使用分は小袋等へ入れ『水銀使用』と明
記し【不燃】へ。

き 木 木 ■可燃 指定袋に入る長さで、直径10cm未満、長
さ1m未満のものに限る。

キーボード（楽器） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店等に相談。指定袋に入
らないものは【不燃粗大】へ。

ギター 木 ■可燃粗大 できるだけ取扱店に相談。金属製は【不燃
粗大】へ。

キックボード 金属 ■不燃

キッチンバサミ：料理ばさみ 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、鋏を閉じた状
態でテープ等で固定する。

揮発油類 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

着物 布 ■可燃 ひもで縛る。

脚立：キャタツ 金属 ■不燃粗大

キャッシュカード プラ ■可燃 はさみ等で切り、使用できない状態にする。

キャリーバック 布 ■可燃 金属類が含まれているものは【不燃】へ。
指定袋に入らないものは【粗大】へ。

吸引器 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る（医療系のものは処理でき
ません）。

急須：キュウス 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

き 給湯器（湯沸かし器） 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら
ないものは【不燃粗大】へ。

牛乳パック・紙パック 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは、【可燃】へ。

牛乳びん びん ■びん類
できるだけ業者へ返却。
割れたもの・洗っても汚れの落ちないものは
【不燃】へ。

教科書・参考書　等 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。

鏡台：ドレッサー 木、ガラス ■不燃粗大

錐：キリ（工具） 木、金属 ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

霧吹き：スプレー（家事用・植物用) プラ ■可燃 中身は空にする。

金魚鉢 ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

金庫（耐火式） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

金庫（手提げ式） 金属 ■不燃 耐火式金庫は【処理できません】
→取扱店・専門業者に相談。

く 空気入れ 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

空気清浄機 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら
ないものは【不燃粗大】へ。

空気清浄機フィルター（紙製） 紙 ■可燃

クーラー：エアコン 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →取扱店に相談。

クーラーバッグ その他可燃 ■可燃

クーラーボックス プラ ■可燃
指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。
また金属製（スチール・ステンレス）のも
のは【不燃】へ。

釘 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

草 草 ■可燃 クリーンセンターへ直接持ち込む場合は
一日2車まで。

草刈り機
（肩掛け式、背負式に限る）

金属 ■不燃 ※直接搬入のみ可（刃は不燃）
※手押し式、自走式は、取扱業者等へ依頼
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

く 鎖：クサリ 金属 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

櫛：クシ・ブラシ 木、プラ ■可燃

串（金串：金属製） 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

薬（錠剤・カプセル 等） その他可燃 ■可燃
家庭で使用したものに限る。
農薬は【処理できません】
→取扱店（農協等）に相談。

薬：びん びん ■びん類
家庭で使用したものに限る。金属製のふたは【不
燃】へ・プラスチック製は【その他プラ】へ。
農薬びんは【処理できません】
→取扱店（農協等）に相談。

薬：プラ製容器・ふた 容器包装プラ ■その他プラ
家庭で使用したものに限る。
※農薬容器は【処理できません】
→取扱店（農協等）に相談。

口紅、口紅の容器 金属 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

靴 布、革、ゴム ■可燃

靴：安全靴（作業用靴） 布、革、ゴム、
金属 ■不燃

クッキングヒーター・
電磁調理器 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら

ないものは【不燃粗大】へ。

クッション材（緩衝材） プラ ■可燃

クッションフロア（床材） ビニール ■可燃 指定袋に入るものは【可燃】へ。
※建築廃材でないものに限る。

グラスウール 不可（処理で
きないもの） 処理できません 取扱店・専門業者に相談。

グラス・コップ ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

クリーニング カバー（ビニール） プラ ■可燃 【その他プラ】の対象外。

クリスタルガラス製品 ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

クリスマスツリー飾り・
オーナメント 木、紙、プラ ■可燃 電飾及び金属製の飾りは【不燃】へ。プラ

スチック製の飾りは【可燃】へ。

クリヤーファイル プラ ■可燃

車椅子 金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

く 車用ワックス 容器 プラ ■可燃 中身は空にする。金属製は【不燃】へ。

クレジットカード プラ ■可燃 はさみ等で切り、使用できない状態にする。

クレヨン・クレパス その他可燃 ■可燃

グロー球 ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

グローブ（野球・ゴルフ等） 革 ■可燃

くわ：鍬 金属、木 ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。
柄（木）は【可燃】へ。

け 蛍光灯（照明器具） その他不燃 ■不燃 蛍光管とプラ部分はとりはずし、プラは
【可燃】へ。

蛍光管（棒状・円形） ガラス ■蛍光管
地域の指定場所（コンテナ）へ出す（4月、
8月、12月収集）。白熱球、LEDは【不燃】
へ。

蛍光管：割れたもの ガラス ■蛍光管 割れたものは、紙等で包み、「蛍光管」と表
示して収集ボックスへ。

蛍光管　割れたもの（白熱球・LED） ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

蛍光ペン プラ ■可燃

珪藻土マット 珪藻土 ■不燃

携帯電話（充電器を含む） 金属、プラ ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

計量カップ（金属製・耐熱ガラス製） 金属、ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

計量ばかり（調理用、体重計等） 金属、プラ ■不燃

ケーキ包装フィルム・
アルミ箔 金属、プラ ■可燃

ゲートボール スティック 木 ■可燃 金属製は【不燃】へ。

ゲートボール ボール 木 ■可燃

ケーブル（延長コード等） 金属、ゴム ■不燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

け ゲーム機（テレビゲーム機） 金属、プラ ■不燃 大型機は【処理できません】
→取扱店に相談。

ゲームソフト 金属、プラ ■可燃 できるだけ取扱店に相談。

劇薬 不可（危険
物） 処理できません →取扱店に相談。

化粧品：外装（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ

化粧品：びん ガラス ■びん類 クリスタルガラス、または水洗いしても、
汚れの落ちないものは【不燃】へ。

化粧品：容器（プラ製） プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

化粧品：詰替用容器（プラ製） プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ケチャップボトル 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

血圧計 金属、プラ ■不燃 水銀使用のものは「水銀使用」と明記する。

結束テープ プラ ■可燃

毛抜き 金属、プラ ■不燃

牽引ロープ：ケンインロープ 金属、ゴム ■不燃

健康器具 金属、プラ ■不燃
木製・布製のものは【可燃】へ。できるだ
け取扱店に相談。指定袋に入らないものは
【粗大】へ。

剣山：ケンザン 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

建築廃材 不可（建築廃
材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

剣道：胴着 布 ■可燃

剣道：防具（面、甲手、胴、垂 など） その他不燃 ■不燃

原動機付自転車 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店に相談。

顕微鏡 金属 ■不燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

こ 碁石 その他不燃 ■不燃

碁盤（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃 木の厚みが10cm以内のものに限る。

こいのぼり 布、プラ ■可燃

耕耘機 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店（農協等）に相談。

耕耘機 つめ 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店（農協等）に相談。

工具（工具箱含む） 金属、プラ ■不燃

ゴーグル ゴム、プラ ■可燃

コード：テーブルタップ 金属、ゴム ■不燃

コードリール：ドラムリール 金属、プラ ■不燃

コーヒー 紙パック（飲料用） 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは【可燃】へ。

コーヒー 缶（飲料用） アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】

へ。

コーヒー びん（飲料用） びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

コーヒー びん（インスタント用） びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

コーヒー 容器・袋（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

コーヒー ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル ふたとラベルは【その他プラ】へ。汚れの
落ちないものは【可燃】へ。

コーヒー メーカー 金属、プラ、
ガラス ■不燃

できるだけ取扱店に相談。ガラス製サー
バーは『危険物ワレモノ』と明記し、紙等
に包む。

黒板 木 ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。
金属のものは【不燃】へ。

ござ・葦 その他可燃 ■可燃粗大 ひもで縛る。

こたつ 木、金属 ■不燃粗大
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

こ こたつ：天板 木 ■可燃粗大

こたつ：布団・毛布 布 ■可燃粗大
多量の場合は自己搬入または収集業者に
依頼。指定袋に入るものはひもで縛って【可
燃】へ。

コップ
（ガラス製・陶器・金属製） ガラス、金属 ■不燃 ガラス製、陶器製のものは『危険物ワレモ

ノ』と明記し、紙等に包む。

コップ（ マークのもの) 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

コップ（紙製・木製・プラ製） 紙、木、プラ ■可燃 紙製・木製・プラ製は【可燃】へ。

コップ型 びん（ワンカップ等） びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

粉石けん 容器（紙製） 紙 ■可燃

粉引き（ミル） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

粉ミルク：缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 プラ製のふたは【その他プラ】へ。

コピー機（家庭用） 金属、プラ ■不燃 大型機は【処理できません】
→取扱店に相談。

コミック本・まんが雑誌 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。

ゴム手袋 ゴム ■可燃

ゴム長靴 ゴム ■可燃

ゴムホース ゴム ■可燃 １m以内に切断しておく。

ゴムマット・ヨガマット ゴム ■可燃 ひもで縛る。

米びつ 金属、プラ ■不燃粗大
プラ製のものは【可燃粗大】へ。
保冷機能がついたものは【処理できません】
→取扱店に相談

米袋（紙袋） 紙 ■可燃 農業で使用しているものは【処理できません】
→取扱店（農協等）に相談。

米袋（ポリ袋） プラ ■その他プラ 農業で使用しているものは【処理できません】
→取扱店（農協等）に相談。

コルクボード 木 ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

こ ゴルフクラブ 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

ゴルフクラブバッグ 布、革 ■可燃粗大 金属部分は【不燃】へ。

ゴルフボール その他可燃 ■可燃

コロコロ： 粘着式クリーナー
（掃除用具） 金属、プラ ■不燃 使用済みの粘着紙は【可燃】へ。

コンクリート 不可（建築廃
材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

コンクリートブロック 不可（建築廃
材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

コンテナボックス プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

コンパス（文房具） 金属、プラ ■不燃
『危険物ハモノ』と明記し、刃先が出ない
ように収納ケースに入れる。または、紙等
で包む。

コンパネ：ベニヤ板 木 ■可燃粗大 指定袋に入るものは【可燃】へ。
※建築廃材でないものに限る。

コンビニ弁当  容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

コンポスト容器 プラ ■可燃粗大 指定袋に入るものは【可燃】へ。

コンロ（ガスコンロ） 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
※電池を外す。

コンロ（カセット式） 金属 ■不燃 カセットボンベは本体から外し、穴を開け
て【缶類】へ。

さ サーキュレーター 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

サークル（子供・ペット用） 金属、プラ ■不燃 木製・プラ製は【可燃】へ。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

座椅子 木、布、金属 ■不燃粗大 金具の入っていないものは【可燃粗大】へ。

採尿パック、採尿袋 その他可燃 ■可燃 尿はトイレで処理。

魚焼き器 金属 ■不燃

酒 紙パック 紙 ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは【可燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

さ 座卓 木、プラ ■可燃粗大 大きなものはできるだけ自己搬入。

サッカーボール 革 ■可燃 空気が入っているものは抜く。

雑誌 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。

殺虫剤：スプレー缶 スプレー缶 ■缶類 必ず穴を開ける。キャップ等は【その他プ
ラ】へ。中身は全部使い切る。

殺虫剤：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

皿 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包
む。プラ製は【可燃】へ。

サラダ油 その他可燃 ■可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める。

サラダ油：缶 金属 ■不燃 中身は空にする。油がついているので【不
燃】へ。

サラダ油：プラ製容器 その他可燃 ■可燃 中身は空にする。油がついているので【可
燃】へ。

ざる（プラ製・竹製） 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

三角コーナー プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

三脚 金属 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

酸素濃度計 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る。業務用は【処理できません】
→取扱店・専門業者に相談。

酸素ボンベ 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

三輪車 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ販売店に相談。

し 飼育箱 プラ ■可燃 ガラス製は【不燃】。

シーツ 布 ■可燃

ＣＤ：コンパクトディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

CDプレーヤー・ラジカセ 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

し シェーバー：剃刀
（ひげ、眉、腕・足、脇用） 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、刃先が出ない

ように紙等で包む。

磁気ネックレス 金属 ■不燃

磁石 その他不燃 ■不燃

辞書・辞典 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。写真集・図鑑等の写
真ページが多い本は【可燃】へ。

下敷き（プラスチック製） プラ ■可燃

七輪：シチリン その他不燃 ■不燃

室外機（エアコン用） 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

湿布剤 その他可燃 ■可燃

自転車 金属、ゴム ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

自転車：空気入れ 金属、プラ ■不燃

自転車：チューブ ゴム ■可燃

自転車：電動アシスト（補助） 金属、プラ、
ゴム ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。バッテリーは

【処理できません】→取扱店に相談。

竹刀：シナイ 木 ■可燃

シニアカー 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

芝刈り機 その他不燃 ■不燃粗大 家庭用に限る。できるだけ取扱店に相談。

シャープペンシル：シャーペン その他可燃 ■可燃 金属製は【不燃】へ。

写真集・カタログ 紙 ■可燃 写真ページの多いものは、リサイクルしに
くいので【可燃】へ。

シャベル・スコップ 金属 ■不燃粗大 指定袋に入るものは【不燃】へ。

シャワーヘッド プラ ■可燃 金属製は【不燃】。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

し シャンプー・リンス 容器 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

シャンプー等 詰め替え容器 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

シャンプー等 ボトル・ポンプ部分 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

週刊誌 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。

ジューサー：ミキサー：ミル 金属、プラ、
ガラス ■不燃

ジュース：紙パック 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは、【可燃】へ。

ジュース：缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】

へ。

ジュース：びん びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

ジュース：ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル 水洗いし、つぶさないこと。ラベル・ふたは
【その他プラ】へ。

絨毯：ジュウタン 布 ■可燃粗大 運びやすいようにひもで縛る。指定袋に入
るものは【可燃】へ。

収納箱 木、プラ ■可燃粗大 指定袋に入るものは【可燃】へ。

収納箱（木製・プラ製以外） 金属 ■不燃粗大 指定袋に入るものは【不燃】へ。

重箱：ジュウバコ（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃

数珠：ジュズ 木、プラ ■可燃 木製、プラ製以外は【不燃】へ。

シュラフ：寝袋 布、プラ ■可燃

瞬間湯沸器 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

消火器 不可（処理で
きないもの） 処理できません →専門業者等に相談。

将棋盤 木、プラ ■可燃 紙・木・プラ製以外のものは【不燃】へ。木
の厚みが10cm以内のものに限る。

将棋駒（木・プラ製） 木、プラ ■可燃 紙・木・プラ製以外のものは【不燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

し しょうのう・防虫剤（紙・プラ製容器） 紙、プラ ■可燃

照明器具（蛍光管を除く） その他不燃 ■不燃
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
蛍光管は取りはずして地域の指定場所（コ
ンテナ）へ出す（4月、8月、12月収集）。

しょう油：紙パック 紙 ■可燃

しょう油：びん びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。

しょう油：容器
（プラ製）…弁当等付属 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可

燃】へ。

しょう油：ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル 水洗いし、つぶさないこと。ふたは【その他プ
ラ】へ。汚れの落ちないものは【可燃】へ。

しょう油さし ガラス、陶器 ■不燃 ガラス・陶器は『危険物ワレモノ』と明記
し紙等に包む。プラは【可燃】へ。

じょうろ プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

燭台：ろうそく台 金属、陶器 ■不燃

食品トレイ 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

食用油 その他可燃 ■可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める。

食用油：容器 びん ガラス ■不燃 中身は空にする。油がついているので【び
ん類】対象外。

食用油：容器 缶 金属 ■不燃 中身は空にする。油がついているので【缶
類】対象外。

食用油：容器（プラ製） その他可燃 ■可燃 中身は空にする。油がついているので【そ
の他プラ】対象外。

除湿機・加湿器 金属 ■不燃 容器の水は捨てる。指定袋に入らないも
のは【不燃粗大】へ。

除湿剤 その他可燃 ■可燃 中に溜まった水は捨てる。

食器 ガラス、陶器 ■不燃
『危険物ワレモノ』と明記し、紙等へ包む。
木製・プラ製は【可燃】へ。金属製は【不
燃】へ。

食器洗い機、食器洗浄器 金属、プラ ■不燃

食器乾燥機 金属、プラ ■不燃粗大
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

し 食器棚 木、ガラス ■可燃粗大
ガラスははずして【不燃】へ。金属製のも
のや、金具類・ガラス類が取り外しできな
いものは【不燃粗大】へ。

シリカゲル・乾燥剤 その他可燃 ■可燃 生石灰を使用した乾燥剤は、水を含ませる
と発熱・発火するものもあるので注意。

シリコン型（製菓・製氷用） その他可燃 ■可燃

シルバーカー：手押し車 金属 ■不燃粗大

シルバーカー：電動車 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

人工芝：ジンコウシバ その他可燃 ■可燃 指定袋に入らないものは、ひもで十文字に
縛って【可燃粗大】へ。

シンナー 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

新聞紙（チラシ含む） 新聞紙 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る（箱や袋で出さない）。

す 水槽 ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

水中メガネ ゴム、プラ ■可燃 ガラス製は【不燃】へ。

水筒 金属、プラ ■不燃 プラスチックのみのものは【可燃】へ。

炊飯器 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

スキー板・スノーボード その他不燃 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

スキーウェア 布 ■可燃

スキー靴 その他可燃 ■可燃 金属を使用しているものは【不燃】へ。

スケート靴 その他不燃 ■不燃

スケール 金属、プラ ■不燃

スコップ・シャベル 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

硯：スズリ その他不燃 ■不燃 プラスチック製のものは【可燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

す 簾：スダレ その他可燃 ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

スタンド照明器 金属、プラ ■不燃
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
蛍光管は取りはずして地域の指定場所（コ
ンテナ）へ出す（4月、8月、12月収集）。

スタンプ台 プラ、布 ■可燃 ケース（金属製）は【不燃】へ。

スチール缶（飲料用） スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。

スチール缶（菓子缶） スチール缶 ■缶類
水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。
仕切りなどのプラ製トレーは【その他プラ】へ。

スチール 缶（食品用缶・缶詰
缶） スチール缶 ■缶類

水洗いし、つぶさないこと。
一斗缶以上の大きさのものは【不燃】へ。中身
は空にする。指定袋に入れず【不燃】へ。

スチールホイール（車用品） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

スーツケース プラ、布、
金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ステレオコンポ（オーディオデッキ） 木、金属、
プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ステンレス製パイプ棚 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ストーブ 金属 ■不燃
灯油タンクは空にする。乾電池があるもの
は本体から外して【不燃】へ。指定袋に入
らないものは【不燃粗大】へ。

ストライダー
（ペダル無し自転車） 金属、プラ ■不燃粗大

ストロー プラ ■可燃

すのこ 木、プラ ■可燃粗大

スパイクシューズ 革、金属 ■不燃

スピーカー 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店等に相談。指定袋に入
らないものは【不燃粗大】へ。

スプーン 金属、陶器 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

スプリング マットレス 布、金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店等に相談。

スプレー缶 スプレー缶 ■缶類 中身を空にし、必ず穴を開ける。キャップ
等は【その他プラ】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

す スプレー缶：ふた（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ

スポンジ プラ ■可燃

炭（練炭、竹炭等） その他可燃 ■可燃

スライサー（調理用具） 金属、プラ ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

すり鉢 その他不燃 ■不燃

スレート（薄い板状の粘板岩） 不可
（建築廃材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

せ 製氷皿、製氷器 プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

精米機（小型家庭用） 金属、プラ ■不燃 業務用は【処理できません】
→専門業者へ相談。

石油ストーブ・ファンヒーター 金属 ■不燃粗大 灯油タンクは空にする。乾電池があるもの
は本体から外して【不燃】へ。

石膏ボード 不可
（建築廃材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

接着剤：チューブ（プラ製） その他可燃 ■可燃 中を洗うのが難しいので【可燃】へ。

接着剤：チューブ（金属製） その他不燃 ■不燃 中身は使い切る。

セメント 不可
（建築廃材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

ゼリー・プリン カップ（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

セロハン：フィルム プラ ■可燃

セロハン：テープ プラ ■可燃

線香 その他可燃 ■可燃

線香たて 金属、陶器 ■不燃 灰は水で湿らせ、小袋等に入れて【可燃】へ。

洗剤：計量カップ・スプーン 紙、プラ ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

せ 洗剤：詰め替え容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

洗剤：容器（紙製） 紙 ■可燃

洗剤：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

洗車ブラシ 木、プラ ■可燃

洗濯機 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

洗濯：かご 木、プラ ■可燃

洗濯：ネット 布、プラ ■可燃

洗濯：のり 容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

洗濯：ばさみ・ピンチ 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

洗濯：物干し竿 金属、プラ ■不燃粗大 木製・プラ製は【可燃粗大】へ。

洗濯：物干しスタンド 金属、プラ ■不燃 プラ製は【可燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

洗濯：物干し台（コンクリート台） その他不燃 ■不燃粗大

栓抜き 金属、陶器 ■不燃

扇風機：センプウキ 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

千枚通し・ピック（工具） 金属、プラ ■不燃 『危険物』と明記し、先端・刃先を粘着性
テープでパウチ。または、紙等で包む。

洗面器・桶 プラ、木 ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

そ 造花：ゾウカ 布、プラ ■可燃

双眼鏡 ガラス ■不燃

掃除機 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

そ 掃除機用紙パック 紙 ■可燃

ソース：びん びん ■びん類 ふたは【可燃】へ。割れたもの・洗っても汚
れの落ちないものは【不燃】へ。

ソース：ボトル（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ソファー 布、革、木 ■可燃粗大 スプリングのあるものは【不燃粗大】へ。

た 体温計 その他不燃 ■不燃 水銀使用のものは小袋等に入れ【水銀使
用】と明記し【不燃】へ。

耐火金庫 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

体重計・計量器 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

大正琴：タイショウゴト 木、金属 ■不燃粗大

耐熱ガラス ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等へ包む。

タイピン その他不燃 ■不燃

タイヤ（バイク・自動車用） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

タイヤ（自転車用・ねこ車用） ゴム ■可燃 金属部分（リム・ホイール）は【不燃】へ。

タイヤ：ホイール（バイク・自動車用） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）

に相談。

タイル 不可
（建築産廃） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

ダイレクトメール 紙、プラ ■可燃

太陽熱温水器 金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。
※一部処理できないものがあります。

田植機 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

卓上コンロ 金属 ■不燃

竹串：タケグシ 木 ■可燃 先端が危ないので、紙等で包む。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

た 畳：タタミ その他可燃 ■可燃粗大 できるだけ取扱店に相談または自己搬入。

脱臭剤・芳香剤 その他可燃 ■可燃

脱臭剤：ケース（ガラス製、陶器） ガラス、陶器 ■不燃

脱臭剤：ケース（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

タッパー（保存容器） プラ ■可燃

立て簾：タテス その他可燃 ■可燃粗大

棚・ラック（木製） 木 ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【可燃粗大】へ。

たばこ 吸い殻 塵芥 ■可燃 水で湿らせる。

タブレット（端末機） 金属、プラ ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

卵の殻 塵芥 ■可燃

卵 パック（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ

タモ（タモ網） 金属、プラ ■不燃

たらい・桶：オケ 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

樽：タル（木製） 木、プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

たれ（調味料）びん びん ■びん類 水洗いし、割れたもの・洗っても汚れの落
ちないものは【不燃】へ。

たれ（調味料）ボトル（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いし、汚れの落ちないものは【可燃】
へ。

たわし・棒たわし 木、プラ ■可燃

箪笥：たんす 木、プラ ■可燃粗大 金属部分は取りはずし【不燃】へ。金具類が
取り外しできない場合は【不燃粗大】へ。

断熱材（グラスウール等） 不可（産業廃
棄物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

た ダンベル：鉄アレイ 金属 ■不燃

段ボール箱 段ボール紙 ■段ボール 折りたたみ、ひもで十文字に縛る。油でひどく
汚れたものは再利用できないので【可燃】へ。

ち チェーン
（アクセサリー・インテリア用等） 金属 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

チェーン（自転車用） 金属 ■不燃

チェーン（自動車タイヤ用） 金属 ■不燃 ゴム製は【可燃】へ。

チェンソー 金属 ■不燃 ※直接搬入のみ。

地球儀 プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

茶筒缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 ふたも【缶類】へ。プラ製の中栓は【その

他プラ】へ。

茶葉 袋（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

チャイルドシート・
ベビーシート 布、プラ ■不燃粗大

茶碗 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。
プラ製は【可燃】へ。

注射器・注射針 不可（医療系
産廃） 処理できません →医療機関へ返却・専門業者に相談。

チューナー 金属 ■不燃

チューブ容器類（調味料等） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

彫刻刀：チョウコクトウ 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

チラシ 紙 ■新聞･雑誌 新聞紙と一緒にひもで十文字に縛る。箱
や袋で出さない。

ちりとり プラ ■可燃 金属製のものは【不燃】へ。

つ 杖（木製） 木 ■可燃 金属製は【不燃】へ。

使い捨てカイロ（使用済みのみ） その他可燃 ■可燃 水に浸す。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

つ 使い捨てライター その他不燃 ■不燃 プラ部分に釘等で穴をあけ、ガスを完全に
抜く。

机・テーブル（木製・プラ） 木、プラ ■可燃粗大 金属・ガラス製及び金具部分が取り外しで
きないものは【不燃粗大】へ。

漬物石 プラ、
セメント ■不燃

漬物用：樽 木、プラ ■可燃粗大 中を出して指定袋に入るものは【可燃】
へ。

積み木 木、プラ ■可燃 プラ製も【可燃】へ。

釣り糸：テグス プラ ■可燃

釣り竿 金属・グラス
ファイバー ■不燃 木・プラ・カーボン製は【可燃】へ。

釣り針 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

て ディスプレイ（パソコン用） 不可（資源有効
利用促進法） 処理できません →製造メーカーに申し込む。（液晶画面を

含む）

ティッシュ箱 紙 ■可燃

ＤＶＤ（ケースを含む） その他可燃 ■可燃

ＤＶＤプレーヤー 金属、プラ ■不燃

テープレコーダー 金属、プラ ■不燃

テーブル・机 木、プラ ■可燃粗大 金属・ガラス製及び金具部分が取り外しで
きないものは【不燃粗大】へ。

テーブルクロス 布、プラ ■可燃

手押し車（老人車、おもちゃ） 金属 ■不燃粗大 木・プラ製は【可燃粗大】へ。

手鏡 その他不燃 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。

テグス（釣り糸・アクセサリー用） プラ ■可燃

手提げ金庫 金属、プラ ■不燃 耐火式金庫は【処理できません】。
→取扱店・専門業者に相談。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

て デジタルカメラ 金属、プラ ■不燃

デジタルビデオカメラ 金属、プラ ■不燃

デスクマット（ビニール製） プラ ■可燃

鉄アレイ：ダンベル 金属 ■不燃

テニスボール ゴム ■可燃

テニスラケット 木・カーボン ■可燃 金属製は【不燃】へ。

テレビ 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

テレビアンテナ 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。指定袋に入ら
ないものは【不燃粗大】へ。

テレビ台（木製） 木、プラ ■可燃粗大 金属製及び金具部分が取り外しできない
ものは【不燃粗大】へ。

電化製品：緩衝材
（発砲スチロール） プラ ■可燃

電気あんか 布、金属、
プラ ■不燃 コードはひもで縛る。

電気温水器 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

電気カーペット 布、金属 ■可燃粗大
コードの部分は、切り取って【不燃】へ。運び
やすいようにひもで十文字に縛る。コードが
取り外しできない場合は【不燃粗大】へ。

電気かみそり・ひげそり 金属、プラ ■不燃

電気コード 金属、プラ ■不燃 バラけないように結ぶ。

電気こたつ 木、金属、
プラ ■不燃粗大 コードはひもで縛る。

電気コンロ 金属 ■不燃 コードはひもで縛る。

電気スタンド 金属、プラ ■不燃
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
コードはひもで縛る。蛍光管は取りはずして地域の指
定場所（コンテナ）へ出す（4月、8月、12月収集）。

電気ストーブ 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】。
コードはひもで縛る。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

て 電気ポット 金属、プラ ■不燃 コードはひもで縛る。

電気毛布 布、金属 ■可燃 コードの部分は、切り取って【不燃】へ。運
びやすいようにひもで十文字に縛る。

電球（LED、白熱球、割れたもの） ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等で包む。

電子オルガン 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

電子レンジ 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

電磁調理器：クッキングヒーター 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

電卓 金属、プラ ■不燃

電池（水銀使用） その他不燃 ■不燃
できるだけ販売店のリサイクル回収へ。
水銀使用分は小袋等へ入れ『水銀使用』と明
記し【不燃】へ。

電池（水銀不使用） その他不燃 ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

テント（家庭用） 布、プラ ■可燃 金属部分は【不燃】へ。指定袋に入らない
ものは【粗大】へ。

電動アシスト（補助）自転車 金属、プラ、
ゴム ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。バッテリーは処

理できません→取扱店に相談。

電動ドリル（家庭用） 金属 ■不燃 コードはひもで縛る。

電動のこぎり（家庭用） 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

電動歯ブラシ 金属、プラ ■不燃 コードはひもで縛る。

電動式ランニングマシン
（家庭用） 金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

天ぷら 油 その他可燃 ■可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める。

電話機・携帯電話 金属、プラ ■不燃 携帯電話はできるだけ販売店の【リサイク
ル回収】へ。

と 砥石：トイシ（家庭用） その他不燃 ■不燃 機械に入ると故障する恐れがあるので他
の【不燃】とは分ける。

トイレ：便器(ポータブル・簡易式)
(※家庭用ウォシュレット) プラ ■可燃 汚物は取り除く。指定袋に入らないものは

【可燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

と トイレコーナーポット
：汚物入れ(プラ製) プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

トイレブラシ プラ ■可燃

陶磁器 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

透析バッグ（点滴バッグ：家庭用） プラ ■可燃 中は空にして本体のみ【可燃】へ。

灯油 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）
に相談。

灯油：タンク プラ ■可燃 中身は空にする。金属製は【不燃】へ。

灯油：ポンプ プラ ■可燃 電動のものは【不燃】へ。
指定袋に入らないものは【粗大】へ。

トタン板・波板 金属 ■不燃粗大
運びやすいようにひもで縛る。
畦波（塩化ビニール）は業務用産廃に該当するので【処理
できません】→専門業者（農協等）に相談。

トナーカートリッジ（家庭用） プラ ■可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

土鍋 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。

ドラム缶（ふたを外したもの） 金属 ■不燃粗大 中身を空にする。できるだけ取扱店に相談。

ドラムセット（楽器） 革、金属、
プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

トランク・かばん その他可燃 ■可燃 金属製のものは【不燃】へ。指定袋に入ら
ないものは【粗大】へ。

鳥かご 金属 ■不燃 木･プラ製は【可燃】へ。指定袋に入らない
ものは【粗大】へ。

塗料：空き缶（家庭用） 金属 ■不燃
中身は空にする。
液状の中身が残っているものは【処理できませ
ん】→取扱店・専門業者に相談。

ドリンク剤：びん びん ■びん類 水洗いし、割れたもの・洗っても汚れの落ち
ないものは【不燃】へ。ふたも【不燃】へ。

トレー 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ドレッシング：容器（びん） ガラス ■不燃 プラ製のふたは【可燃】へ。

ドレッシング：容器（プラ） プラ ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

と ドレッシング（ノンオイル）：
容器(びん) ガラス ■びん類 水洗いしても、汚れの落ちないものは【不

燃】へ。

ドレッシング（ノンオイル）：
容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可

燃】へ。

とろ箱（発泡スチロール製） 容器包装プラ ■可燃 くだいて指定袋に入れる。

な ナイフ 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

苗箱 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

苗ポット（家庭用） プラ ■可燃 農業用は処理できません→取扱店（農協
等）に相談。

長靴・ゴム長 ゴム ■可燃

鉈：ナタ 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

鍋・フライパン 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

鍋焼きうどん：アルミ容器 金属 ■可燃

生ごみ・残飯 塵芥 ■可燃 しっかり水切りし、小袋に入れる。

生ごみ処理機 金属、プラ ■不燃 コンポスト容器は【可燃】へ。指定袋に入
らないものは【不燃粗大】へ。

波板・トタン板 金属 ■不燃粗大
運びやすいようにひもで縛る。
畦波（塩化ビニル等）は、農業用産廃に該当するので
処理できません→専門業者（農協等）に相談。

に ニカド電池 その他不燃 ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

ニッパー（工具） 金属 ■不燃

乳酸菌飲料：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

入浴剤：缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 プラ製のふたは【その他プラ】へ。水洗いし

ても汚れの落ちないものは【不燃】へ。

入浴剤：袋・容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

尿パッド（紙オムツ） その他可燃 ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項
に 庭木 枝葉 木 ■可燃

指定袋に入る長さで、直径10cm未満のものに限る。
クリーンセンターへ直接搬入の場合は、長さ1m未
満、直径10cm未満。1日2車まで。

人形（ひな人形・五月人形等） 紙、木、布、
革 ■可燃 陶器製は【不燃】へ。

ぬ ぬいぐるみ 布 ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

縫い針 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、粘着性テープ等で包む。

ね ネガフィルム プラ ■可燃

ネクタイ 布 ■可燃

ねこ車：一輪車 金属、ゴム ■不燃粗大

猫砂（ペット用トイレの砂） その他可燃 ■可燃

ネット…野菜・果物等商品の包装用 プラ ■可燃 プラマークの表示があるものは【その
他プラ】へ。

寝袋（シュラフ） 布 ■可燃 ひもで縛る。

粘土
（紙粘土、油粘土等、樹脂粘土等） その他可燃 ■可燃 大量には【搬入不可】→販売店又は専門店

等に相談。

粘土（土粘土） その他不燃 ■不燃 大量には【搬入不可】→販売店又は専門店
等に相談。

の 農業機械 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

農業用ビニール 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

農薬 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

農薬：容器 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

ノート 紙 ■可燃

ノートパソコン 不可（資源有効
利用促進法） 処理できません →製造メーカーに申し込む。

のこぎり：鋸 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

の ノボペン（インシュリン注射器） その他可燃 ■可燃 針は必ず外して、本体のみ【可燃】へ（針は
医療機関が回収）。

のみ（工具） 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

のり容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

のり容器 スティック 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

のり容器 チューブ 容器包装プラ ■可燃 その他プラの対象品目ですが、中を洗うの
が難しいので【可燃】へ。

のり袋（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

のりボトル（洗濯用） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

海苔 個包装（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ

海苔 容器 缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。

海苔 容器 びん びん ■びん類 水洗いし、割れたもの・洗っても汚れの落
ちないものは【不燃】へ。

海苔 容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いし、つぶさないこと。乾燥剤は【可
燃】へ。

は バーベキュー 金網 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

バーベキュー 金串 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

バーベキュー コンロ 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ハーモニカ 金属 ■不燃

灰 (線香・豆炭・練炭の灰のみ) その他可燃 ■可燃 水で湿らせて小袋に入れる。

バイク 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

灰皿（ガラス、陶器、金属製） ガラス、陶
器、金属 ■不燃 ガラス・陶器は『危険物ワレモノ』と明記

し、紙等に包む。

パイプ いす 金属 ■不燃粗大

− 52 −

  の
  は



品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

は パイプ 棚 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

パイプ ベッド 金属 ■不燃粗大

廃油（食用） その他可燃 ■可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める。

廃油（食用以外） 不可（産業廃
棄物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

ハウスパイプ（ビニールハウス用） 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

ハウスビニール 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

ハエたたき プラ ■可燃

はかり（計量器） 金属 ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

バケツ（金属製） 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

バケツ（プラ製） プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

はさみ 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

梯子：ハシゴ 金属、プラ ■不燃粗大

バスマット 布 ■可燃

パソコン 不可（資源有効
利用促進法） 処理できません →製造メーカーに申し込む。

パソコン：キーボード 金属・プラ ■不燃 できるだけパソコン本体と一緒にメーカー
リサイクルへ。

パソコン：ディスプレイ 不可（資源有効
利用促進法） 処理できません →製造メーカーに申し込む。（液晶画面を

含む）

パソコン：マウス 金属・プラ ■不燃 できるだけパソコン本体と一緒にメーカー
リサイクルへ。

バター 容器 チューブ その他可燃 ■可燃

鉢（陶器） 陶器 ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

は 鉢（プラ製） プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

発煙筒　※使用済みに限る その他不燃 ■不燃 未使用のものは【処理できません】→取扱
店・専門業者に相談。

バッグ 布、革、プラ ■可燃

パック：飲料用容器（紙製） 紙パック ■紙パック 内側がアルミ貼りのものは【可燃】へ。

パック：飲料用容器
（紙製、内側アルミ） 紙 ■可燃

バッテリー 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）

に相談。

バット（調理用具） プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

バット（野球用、金属製） 金属 ■不燃 木製バット・プラ製は【可燃】へ。

発泡スチロール（緩衝材） プラ ■可燃 砕いて指定袋に入れる。

花ござ（い草） その他可燃 ■可燃 ひもで縛る。指定袋に入らないものは【可
燃粗大】へ。

花火（未使用）・火薬 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

花火（使用済） その他可燃 ■可燃 水で十分に湿らせる。

歯ブラシ プラ ■可燃

歯磨き粉：チューブ その他可燃 ■可燃 中を洗うのが難しいので【可燃】へ。

針（裁縫用、釣り用等） 金属 ■不燃 『危険物』と明記し、粘着性テープで包む。

針金 金属 ■不燃 ばらけないように縛る。

バリカン 金属 ■不燃

ハンガー 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

ハンガーラック 金属、プラ、
木 ■不燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

は パンチ（穴あけ器） 金属、プラ ■不燃

ハンドバッグ 布、革 ■可燃

ひ ピアノ 木、金属、
プラ 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

ビー玉 ガラス ■不燃

ビーチパラソル 布、金属、
プラ ■不燃粗大 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

ＰＰバンド（梱包用品） プラ ■可燃

ピーラー（皮むき器） 金属、プラ ■不燃

ビール：缶 アルミ缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。ふたも【缶類】へ。

ビール：ケース プラ ■可燃 できるだけ販売店へ返却。

ビール：びん びん ■びん類 水洗いし、ラベルははがさないこと。割れたも
の・洗っても汚れの落ちないものは【不燃】へ。

ビール：びん ふた 金属 ■不燃

日傘・傘 布、金属 ■不燃

ピック・千枚通し（工具） 金属、プラ ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

ビデオ カメラ 金属、プラ ■不燃

ビデオ テープ・ケース プラ ■可燃

ビデオ デッキ 金属、プラ ■不燃

ビニールシート プラ ■可燃 農業用は【処理できません】→取扱店・専門
業者（農協等）に相談。

ビニール手袋 プラ ■可燃

ビニールプール プラ ■可燃 空気を抜いてたたむ。指定袋に入らないも
のは、ひもで十文字に縛り【可燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ひ ビニール袋：レジ袋 プラ ■可燃 プラマークの入っているものは【その
他プラ】へ。

氷嚢：ヒョウノウ・アイスノン ゴム、プラ ■可燃

肥料袋（農業用） 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

肥料袋（家庭園芸用・プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

びん（飲料・調味料用） びん ■びん類 水洗いし、ラベルははがさないこと。割れたも
の・洗っても汚れの落ちないものは【不燃】へ。

びん（油用） ガラス ■不燃 中身は空にする。油がついているので【び
ん類】対象外。

ふ ファクシミリ（家庭用） 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る。大型機は【処理できません】
→取扱店に相談。

ファンヒーター 金属、プラ ■不燃粗大 灯油タンクを空にする。乾電池があるもの
は本体から外して【不燃】へ。

フィルム（ネガ） プラ ■可燃 ケース（プラ製）は【その他プラ】へ。

封筒：ダイレクトメール等（プラ製） プラ ■可燃

フードカッター 金属、プラ ■不燃 『危険物』と明記し、紙等で包む。

プール（家庭用・ビニール製） プラ ■可燃 空気を抜いてたたむ。指定袋に入らないも
のは、ひもで十文字に縛り【可燃粗大】へ。

フォーク 金属 ■不燃 木製、プラ製は【可燃】へ。

仏具（金属製） 金属 ■不燃 木製は【可燃】へ。

仏壇 木、金属 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

筆 木 ■可燃

筆ペン プラ ■可燃

筆 箱・ペンケース 布、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

布団（掛け布団、敷き布団） 布 ■可燃 ひもで縛る。指定袋に入らないものは【可
燃粗大】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ふ 布団：乾燥機 金属、プラ ■不燃

布団：干し台 金属、プラ ■不燃粗大

フライ返し 金属、プラ ■不燃 木製・プラ製は【可燃】へ。

フライパン 金属、プラ ■不燃

ブラインド 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。
指定袋に入らない場合は【可燃粗大】へ。

ぶら下がり健康器 金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

ブラシ（頭髪用・ペット用） 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

ブラシ（たわし：掃除用） 木、布、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

プラモデル プラ ■可燃

フラワースタンド プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

プランター プラ、木 ■可燃

プリン・ゼリー等 カップ（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

プリンター（家庭用） 金属、プラ ■不燃 家庭用に限る。大型機は【処理できません】
→取扱店・専門業者に相談。

プリンタートナー（家庭用） プラ ■可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

ブルーシート プラ ■可燃
指定袋に入らないものは、ひもで十文字に縛
り【可燃粗大】へ。
農業用は【処理できません】→取扱店・専門業
者（農協等）に相談。

ブルーレイレコーダー
（レコーダー） その他不燃 ■不燃

ブルーレイディスク その他可燃 ■可燃

風呂：ふた プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

風呂：マット プラ ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ふ ブロック（建築材） 不可
（建築廃材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

ＦＤ：フロッピーディスク
　　 （ケースを含む） その他可燃 ■可燃

プロパンガスボンベ 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

噴霧器（家庭園芸用） 金属、プラ ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

噴霧器
（農業用：エンジン動力 等）

不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

へ ヘアアイロン 金属、プラ ■不燃

ヘアドライヤー 金属、プラ ■不燃

ヘアスプレー缶 スプレー缶 ■缶類 中身を空にし、必ず穴を開ける。キャップ
等は【その他プラ】へ。

ヘアピース・かつら（つけ毛） その他可燃 ■可燃

ベッド 木、プラ、
金属 ■不燃粗大 できるだけ販売店に相談。

ペット：キャリーケース 木、布、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【可燃粗大】で。

ペット：サークル（囲い） 金属、プラ ■不燃 木製・プラ製は【可燃】へ。指定袋に入ら
ないものは【粗大】で。

ペット：トイレ用砂（猫砂等） その他可燃 ■可燃

ペットフード：缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 水洗いし、つぶさないこと。洗っても汚れ

の落ちないものは【不燃】へ。

ペットフード：袋（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ペットボトル（飲料・調味料用） ペットボトル ■ＰＥＴボトル
水洗いし、つぶさないこと。ふた・ラベルは
【その他プラ】へ。洗っても汚れの落ちない
もの・切断したものは【可燃】へ。

ベビー カー 金属、プラ ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

ベビー サークル 木、プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

ベビー シート・
チャイルドシート 布、プラ ■不燃粗大
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

へ ベビー チェア プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

ベビー バス プラ ■可燃粗大

ベビー ベッド（木製） 木、金具、
プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも

のは【粗大】へ。

ヘルメット プラ ■可燃

ペンキ：空缶（家庭用） 金属 ■不燃
固体でも不可。中身が残っているものは
【処理できません】→取扱店・専門業者に
相談。

ペンキ：スプレー 缶 スプレー缶 ■缶類 中身を空にし、必ず穴を開ける。キャップ
等は【その他プラ】へ。

便器：移動式・簡易式 プラ ■可燃 汚物は処理する。指定袋に入らないもの
は【可燃粗大】へ。

弁当箱：（プラ製） 紙、プラ ■可燃
コンビニ弁当・惣菜などのプラ製容器は、水洗いして【そ
の他プラ】へ。洗っても汚れの落ちないものは【可燃】へ。
金属製は【不燃】へ。

ほ ホイール（自動車用品） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）

に相談。

ホイールキャップ（自動車用品） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者（ガソリンスタンド等）

へ相談。

ボイラー 金属 処理できません →取扱店に相談。

望遠鏡 金属、プラ ■不燃

ほうき 木・プラ ■可燃 指定袋に入らないものは【粗大】へ。柄が
金属製のものは【不燃】へ。

芳香剤・脱臭剤 その他可燃 ■可燃

芳香剤：ケース（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

包装紙 その他可燃 ■可燃

包丁 金属 ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、紙等で包む。

包丁研ぎ器 金属、プラ ■不燃

防腐剤 その他可燃 ■可燃
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ほ ボウリング玉 その他不燃 ■不燃

ホウロウ鍋 金属 ■不燃

ホース ゴム、プラ ■可燃 1m以内に切断しておく。

ホースリール台 プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

ポータブルトイレ プラ ■可燃粗大 汚物は処理する。

ホームベーカリー（パン焼き機） 金属、プラ ■不燃

ボール：ボウル（調理用具） 金属、ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

ボール（野球・サッカー等） 革・ゴム・
プラ ■可燃 空気が入っているものは空気を抜く。

ボール紙 紙 ■可燃

ボールペン プラ ■可燃

歩行器（幼児用・介護用品） 金属、プラ ■不燃粗大

ボタン電池 その他不燃 ■不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ。

補聴器 その他不燃 ■不燃

ホッチキス 金属、プラ ■不燃

ホッチキス針 金属、プラ ■不燃

ポット 金属、プラ ■不燃

ホットカーペット
：電気カーペット 布 ■可燃粗大 運びやすいようにひもで十文字に縛る。

コードの部分は切り取って【不燃】へ。

ホットプレート 金属、プラ ■不燃

ポテトチップス：袋 容器包装プラ ■その他プラ
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ほ ポリタンク
（灯油用・水用）（家庭用） プラ ■可燃 中身は空にする。指定袋に入るものは【可燃】。

指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

ポリタンク（農業用） 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

ポリバケツ プラ ■可燃 指定袋に入るものは【可燃】。指定袋に入
らないものは【可燃粗大】へ。

保冷庫 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

保冷剤 その他可燃 ■可燃

本 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。写真集・図鑑等の写
真ページが多い本は【可燃】へ。

本立て：ブックエンド 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

盆ちょうちん その他可燃 ■可燃 金属部分・コードは切り取って【不燃】へ。
指定袋に入らないものは【可燃粗大】へ。

ま マーガリン：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

マウス（パソコン用） 金属、プラ ■不燃 できるだけパソコン本体と一緒にメーカー
のリサイクルへ。

マウスパッド 布、プラ、
ゴム ■可燃

巻き尺：メジャー プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

薪ストーブ 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者等へ相談。

マグネット：磁石 その他不燃 ■不燃

マジックペン その他可燃 ■可燃

マッサージ機（マッサージチェア） 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

マッチ（未使用） 不可（危険物） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

マットレス（スプリング入） 布、金属 ■不燃粗大 できるだけ取扱店に相談。

マットレス・ウレタンマット 布 ■可燃粗大 ひもで十文字に縛る。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ま まな板（木製・プラ製） 木、プラ ■可燃

マニキュア：びん ガラス、その
他可燃 ■不燃 中身は空にする（液状の中身が残っている

ものは処理できません）。

魔法瓶 その他不燃 ■不燃

マヨネーズ：チューブ・
キャップ 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可

燃】へ。

マルチ（農業用） 不可（農業用
産廃） 処理できません →取扱店・専門業者（農協等）に相談。

まんが雑誌・コミック本 雑誌 ■新聞･雑誌 ひもで十文字に縛る。

万歩計 金属、プラ ■不燃

み ミキサー 金属、プラ ■不燃

ミシン（家庭用） 金属、プラ ■不燃
家庭で使用していても、業務用のものは【処理でき
ません】→専門業者、購入店へ相談。
指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

水差し：ミズサシ：ピッチャー
　　　　（プラ製） プラ ■可燃

水差し： ミズサシ
　　　　（ガラス、陶器、金属）

ガラス、陶器、
金属 ■不燃 ガラス・陶器は『危険物ワレモノ』と明記

し、紙等で包む。

水まくら 布、ゴム ■可燃

味噌：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ＭＤ：ミニディスク
（ケースを含む） プラ ■可燃

みりん：びん（調味料用びん） びん ■びん類 水洗いし割れたもの・洗っても汚れの落ち
ないものは【不燃】へ。

みりん：ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル
水洗いし、つぶさないこと。ふたは【その
他プラ】へ。汚れの落ちないもの・切断し
たもの・ラベル（紙）は【可燃】へ。

ミル・粉引き 金属、プラ ■不燃
家庭で使用していても、業務用のものは
【処理できません】→専門業者、購入店へ
相談。

ミルク：缶 アルミ缶・
スチール缶 ■缶類 プラ製のふたは【その他プラ】へ。

む 虫かご 木、プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

む 蒸し器・簡易蒸し器 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

虫メガネ 金属、ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

むしろ・綱代 木 ■可燃

め メガネ（金属製フレーム） 金属、ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

メガネケース プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

メガホン プラ ■可燃

目薬：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 中身は空にする。

メジャー：巻尺 プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

メモリーカード（記録メディア） その他可燃 ■可燃

も 毛布 布 ■可燃 ひもで縛る。指定袋に入らないものは【可
燃粗大】へ。

モーター・電動機（家電機
器用） その他不燃 ■不燃粗大 家庭用に限る。

木材 木 ■可燃
指定袋に入る長さで直径10cm未満のもの
に限る。直接搬入の場合は長さ1m未満、
直径10cm未満。

餅つき機 金属、プラ ■不燃粗大

モデルガン 金属、プラ ■不燃

物干しざお・竿 金属 ■不燃粗大 木製・プラ製は【可燃粗大】へ。

物干し台（コンクリート台） その他不燃 ■不燃粗大

や 野球 シューズ 布、革 ■可燃 金属製のスパイクが付いているものは【不
燃】へ。

野球 ボール ゴム ■可燃

薬品容器（プラ製）
（家庭薬用に限る） 容器包装プラ ■その他プラ 家庭で使用したものに限る。

− 62 − − 63 −

  む
  め
  も
  や



品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

や 薬品容器（びん）
（家庭薬用に限る） ガラス ■びん類 家庭で使用したものに限る。水洗いし汚

れが落ちないものは【不燃】へ。

薬品容器（家庭薬以外） 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。（農薬・化学

薬品等の容器）

ゆ ＵＳＢメモリ（記録メディア） 金属、プラ ■可燃

湯たんぽ（プラ製） プラ ■可燃 金属製は【不燃】へ。

湯沸し器（瞬間湯沸し器） 金属 ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

よ よしず：葦簾・ロールスクリーン その他可燃 ■可燃粗大 バラけないようにひもで縛る。

ら ライター 金属、プラ ■不燃 ガスを完全に抜く。

ライター（使い捨て） 金属、プラ ■不燃 プラ部分に釘等で穴をあけ、ガスを完全に
抜く。

ラケット 木、カーボン ■可燃 金属製は【不燃】へ。

ラジエーター 不可（処理で
きないもの） 処理できません →取扱店・専門業者に相談。

ラジオ・ラジカセ 金属、プラ ■不燃

ラジコンカー 金属、プラ ■不燃

ラック 木 ■可燃 金属製は【不燃】へ。指定袋に入らないも
のは【粗大】へ。

ラップ（食品包装用） プラ ■可燃

ラムネ：びん びん ■びん類 ビー玉は【不燃】へ。割れたもの・洗っても
汚れの落ちないものは【不燃】へ。

ラムネ：ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル
ふた・ラベルは【その他プラ】へ。汚れの落
ちないもの・切断したものは【可燃】へ。→
ビー玉は【不燃】へ。

ランチジャー（保温弁当箱） その他不燃 ■不燃 中のプラ製容器は【可燃】へ。

ランドセル 革、ビニール ■可燃

ランドリーラック プラ ■可燃 金属製の物は【不燃】へ。
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品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

り リップクリーム容器（プラ製） プラ ■可燃 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

リップクリーム・グロス等 
チューブ容器 プラ ■可燃 【その他プラ】の対象品目ですが、中を洗

うのが難しいので【可燃】へ。

リモコン 金属、プラ ■不燃 乾電池は本体から外して【不燃】へ。

料理ばさみ：キッチンバサミ 金属、プラ ■不燃 『危険物ハモノ』と明記し、鋏を閉じた状
態でテープ等で固定しておく。

る ルアー（釣具） その他可燃 ■可燃 針は必ず外して【不燃】へ。本体のみ【可
燃】へ。

れ 冷蔵庫 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

冷凍庫・冷凍ストッカー 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →家電小売業者へ相談。

レコード その他可燃 ■可燃

レコードプレーヤー 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

レジ袋 容器包装プラ ■その他プラ プラマークの表示があるもののみ。そ
の他のものは【可燃】へ。

レジャーシート プラ ■可燃 折りたたんでひもで縛る。

レトルト食品：アルミパック その他可燃 ■可燃

レトルト食品：容器（プラ製） 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

レンガ（建築材） 不可
（建築廃材） 処理できません →専門業者に相談または産業廃棄物処理

業者へ依頼。

レンジ：電子レンジ 金属、プラ ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

レンジガード その他不燃 ■不燃

レンズ ガラス ■不燃 プラ製は【可燃】へ。

ろ ろうそく その他可燃 ■可燃

ロープ 紙、布、プラ ■可燃 バラけないように結ぶ。

− 64 − − 65 −

  り
  る
  れ
  ろ

− 64 −



品　　　　　目 主 な 素 材 区 　 分 注　　意　　事　　項

ろ ローラースケート・
ローラーブレード

革、ゴム、
金属 ■不燃

ロッカー 金属 ■不燃 指定袋に入らないものは【不燃粗大】へ。

わ ワープロ 金属、プラ ■不燃 できるだけ取扱店に相談。

ワイヤーシェルフ 金属 ■不燃

ワイン：びん びん ■びん類
水洗いし、ラベルをはがさないこと。コルク
の栓は【可燃】へ。
割れたもの・洗っても汚れの落ちないものは
【不燃】へ。

ワイン：ペットボトル ペットボトル ■ＰＥＴボトル
水洗いし、つぶさないこと。ふたは【その
他プラ】へ。洗っても汚れの落ちないも
の・切断したものは【可燃】へ。

ワインクーラー（保冷庫） 不可（家電リ
サイクル法） 処理できません →取扱店に相談。

輪ゴム ゴム ■可燃

わさび・からしのチューブ 容器包装プラ ■その他プラ 水洗いしても、汚れの落ちないものは【可
燃】へ。

ワックス：容器 プラ ■可燃
中身は空にする。金属製は【不燃】へ。
家庭用に限る。業務用は【処理できません】
→取扱店・専門業者に相談。

割れたびん・ガラス ガラス ■不燃 『危険物ワレモノ』と明記し、紙等に包む。

ワンカップびん（酒コップ等） びん ■びん類 割れたもの・洗っても汚れの落ちないもの
は【不燃】へ。
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ごみの分別と
出し方索引簿

（50音順）

－ 16 －



クリーンセンターとリサイクルプラザへの自己搬入について

【ごみの種別】
　燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ、
　蛍光管
【受付日】
　月曜日～金曜日（祝祭日は搬入できません）
【受付時間】
　午前 8 時30分～午前12時00分
　午後 1 時00分～午後 4 時30分
【お問い合わせ先】
　高梁地域事務組合　クリーンセンター
　　所在地　高梁市段町748番地
　　電　話　0866-22-4651

家庭から出るごみを自己搬入することができます。
（施設内においては、係員の指示にご協力願います）

可燃ごみ・不燃ごみは指定袋へ入れて搬入して下さい。

【ごみの種別】
　資源ごみ（蛍光管をのぞく）
【受付日】
　月曜日～金曜日（水曜日は搬入できません）
【受付時間】
　午前 8 時30分～午前12時00分
　午後 1 時00分～午後 4 時30分
【お問い合わせ先】
　高梁地域事務組合　リサイクルプラザ
　　所在地　高梁市落合町阿部2527番地1
　　電　話　0866-21-0530

リサイクルプラザ

※ごみは分別して搬入してください。 
※家電リサイクル法対象品（エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）、資源
有効利用促進法対象品（パソコン）等は搬入できません。

クリーンセンター

クリーンセンター

備中高梁駅

至吉備中央町

至岡山

至井原

至新見

高
梁
川

484180

313

ポルカ天満屋

いずみ
ゆめタウン

リサイクルプラザ至井原
至新見

至岡山

180313

いずみ
ゆめタウン

落合小
クリーン
センター

郵便局 高梁川

成羽川

吉備中央町指定ごみ袋可燃ごみ・不燃ごみ


