
外ヶ浜町ごみ分別辞典

品名 素材 分別区分 備考

あ ＩＨ調理器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

紙 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

プラスチック

アイロン
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可（電気式に限る）。

アイロン台 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

空きびん（飲食用） ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋は紙・プラスチック
は燃えるごみ。金属は燃えないごみ。

空きびん（化粧品） ガラス 燃えないごみ

空きびん（農薬・劇薬） ガラス 燃えないごみ
家庭菜園で使用したものに限る。農薬等の処理は、農
協または販売店へ相談してください。

厚紙 紙 古紙類

紙ひもで縛って出す。防水加工紙、金紙、銀紙、感熱
紙、圧着紙、カーボン紙、写真、ティッシュ、トイ
レットペーパー、においが強い紙は、リサイクルでき
ないため燃えるごみへ出す。

圧力鍋 金属 燃えないごみ

油（食用） 燃えるごみ 布・新聞紙に染み込ませるか、凝固剤で固めて出す。

油の缶・びん 金属・ガラス
資源ごみ・燃
えないごみ

キレイに洗えて油が残っていないものは資源ごみへ。
洗っても油が取れなかったものは燃えないごみへ。油
が入っているものは回収不可。

油のペットボトル プラスチック 燃えるごみ 油が入っているものは回収不可。

編み機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

網戸 粗大ごみ 分解して袋に入る場合は燃えないごみ。

飴の包装紙 紙 燃えるごみ

飴の外装 プラスチック 燃えるごみ

アルバム
紙・プラス
チック

燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

アルミ缶 アルミ 空きカン 異物を取り除いて中をすすぐ。

アイスクリーム・ヨーグル
トの容器

燃えるごみ



品名 素材 分別区分 備考

アルミコーティング袋
（レトルト食品用）

プラスチック 燃えるごみ

アルミはくの鍋
（鍋焼きうどん用など）

アルミ 燃えるごみ

アルミホイル（台所用品） アルミ 燃えるごみ

アルミホイルの芯 紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

泡立て器（電動式）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

アンテナ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

アンプ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

い 石
収集しないご
み

専門業者（石材店・造園業等）に依頼してください。
土、石、砂はごみでないため収集しません。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

木製 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

木製 燃えるごみ

一輪車（乗り物）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

一輪車（ねこ車） 金属 粗大ごみ

一升瓶 ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋はプラスチックは燃
えるごみ。金属は燃えないごみ。※販売店に持ってい
くと、有価物として引き取ることもあります。

いちごパック プラスチック 燃えるごみ

泡立て器

安全靴

衣装ケース 袋に入らないものは粗大ごみ。

椅子 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

一斗缶 金属 燃えないごみ 家庭で使用したものに限る。

木製・プラス
チック

粗大ごみ 分解して袋に入る場合は燃えるごみ。

金属 粗大ごみ

衣類 布 燃えるごみ
役場本庁及び各支所に無料回収ボックスがありますの
で、リサイクル回収へご協力下さい。

衣類乾燥機
プラスチッ
ク・金属

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

インクジェットカードリッ
ジ

燃えるごみ
家電量販店でリサイクル回収を行っておりますので、
持ち込みをご検討下さい。

インスタントラーメンのか
やく袋や外装

プラスチック 燃えるごみ

う
ウインドサーフィン用ボー
ド（サーフィンボードを含
む）

粗大ごみ

プラスチック 燃えるごみ

陶器 燃えないごみ

植木（苗）ポット（軟プラ
スチック）

プラスチック 燃えるごみ 家庭で使用したものに限る。土は取り除く。

臼（うす） 粗大ごみ 杵（きね）と一緒の時はセットで1点とする。

乳母車（ベビーカー）
プラスチッ
ク・布・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

え
エアコン（窓用エアコン、
室外機を含む）

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

エアゾール缶（スプレー
缶）

金属 燃えないごみ
必ず使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を
あけて出す。

液体洗剤の容器 プラスチック 燃えるごみ

枝 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談（住民課0174-31-1222）。

絵の具 燃えるごみ

ＭＤ・ＭＤケース 燃えるごみ

ＬＥＤ電球 燃えないごみ

エレキギター 木製・金属 粗大ごみ

エレクトーン 粗大ごみ

犬小屋

植木鉢 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

塩化ビニール管 燃えるごみ
家庭で使用したのものに限る。袋に入る大きさ（１ｍ
程度）に切って燃えるごみへ。袋に入らないものは粗
大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

エンジンオイル（車用オイ
ル等）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

エンジン類
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

延長コード（テーブルタッ
プ）

プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ

煙突 金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

お
金属（アルミ
箔）

燃えるごみ

金属（アルミ
箔以外）

燃えないごみ

ガラス 燃えないごみ

オイルヒーター 金属 粗大ごみ
メーカーに確認の上、オイルを抜いて出す。オイルを
抜いたものは小型家電回収可。

オーディオラック 木製・金属 粗大ごみ

オーブントースター 金属 燃えないごみ 小型家電回収可。

オーブンレンジ 金属 燃えないごみ 小型家電回収可。

お菓子・パンなどの袋 プラスチック 燃えるごみ

紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。金紙、銀紙、防水加工紙はリサイクルできないた
め燃えるごみへ出す。

缶・金属 空きカン
水で軽くすすぐ等で汚れを取る。蓋は燃えないごみ。
汚れのひどいものは燃えないごみへ出す。

落ち葉・枯れ葉 燃えるごみ

おにぎりの外装フィルム プラスチック 燃えるごみ

おまる プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

紙・高分子ポ
リマー

布

園芸用支柱
袋に入らないものは粗大ごみ（5本を束ねて粗大ごみ1
個）。

オイルガード（台所用品） 袋に入らないものは粗大ごみ。

お菓子の箱

オムツ 燃えるごみ 汚物を取り除いて出す。



品名 素材 分別区分 備考

プラスチック 燃えるごみ
電池で動くものは、電池をはずして燃えないごみへ出
す。袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可
（電気式に限る）。

金属 燃えないごみ 小型家電回収可（電気式に限る）。

折り込みチラシ 紙 古紙類 新聞紙と一緒に紙ひもで縛る。

オルガン 粗大ごみ

温度計（水銀式） ガラス・水銀 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

温度計（電子式）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
電池をはずして出す。ボタン電池は年に2回（4月、10
月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計の日に出す。

か カーテン 布 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

カーテンレール 金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

カードゲームのカード 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

カーペット
木製・布・プ
ラスチック

燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

カーポートの屋根
強化プラス
チック

粗大ごみ
自己解体に限る。業者に依頼して解体したものは業者
が産業廃棄物として廃棄。

カーボン紙 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

貝殻 燃えるごみ 家庭で消費したものに限る。

カイロ（使い捨て） 燃えるごみ

木製 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

傘 燃えないごみ

傘立て 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

加湿器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

おもちゃ

カーペットローラー

額縁（外枠） 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

ガスコンロ（卓上カセット
式）

金属 燃えないごみ ボンベと電池をはずして出す。

ガステーブル（ガスレン
ジ）

金属 粗大ごみ
電池をはずして出す。小型家電回収可（電気式に限
る）。

ガスボンベ
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

カセットテープ プラスチック 燃えるごみ

カセット（ガス）ボンベ 金属 燃えないごみ
必ず使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を
あけて出す。

ガソリン
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

ガソリンタンク（ガソリン
携行缶）

金属 燃えないごみ
中を空にして、ふたを開けた状態で出す。袋に入らな
いものは粗大ごみ。

カタログ 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

カッターの刃 金属 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「刃物」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

プラスチック 燃えるごみ 刃が付いているものは燃えないごみへ。

金属 燃えないごみ

カップ麺の外包装やかやく
袋

プラスチック 燃えるごみ

紙 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

家庭用ゲーム機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
電池で動くものは、電池をはずして出す。小型家電回
収可。バッテリー内蔵のものは収集不可、販売店で回
収依頼。

家電製品の緩衝材 プラスチック 燃えるごみ 発泡スチロールなど

布・革

プラスチック

壁紙（自己解体に限る） 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

紙コップ・紙皿 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

カミソリ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「刃物」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

紙パック（中が白いもの） 紙 古紙類 洗って切り開き、乾かして紙ひもで縛って出す。

カッター本体

カップ麺のふた・容器

カバン・バッグ 燃えるごみ

外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。革製品は燃え
にくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いします。
袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

紙パック（中が銀色のも
の）

紙 燃えるごみ 金紙、銀紙は、リサイクル不可。

紙袋・紙箱 紙 古紙類 紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出す。

ガムの銀紙 紙 燃えるごみ 金紙、銀紙は、リサイクル不可。

ガムの包装フィルム プラスチック 燃えるごみ

カラーコーン（家庭で使用
したものに限る）

プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

カラーボックス 木製 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

カラオケ機器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

ガラス（窓ガラスなど） ガラス 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ガラスのかけら ガラス 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「ガラス」と貼紙
をしてから袋へ入れて下さい。

缶（食品が入っていたも
の）

金属 空きカン
異物を取り除いて中をすすぐ。汚れが取れない場合は
燃えないごみ。蓋は燃えないごみ。

金属 空きカン
異物を取り除いて中をすすぐ。汚れが取れない場合は
燃えないごみ。蓋は燃えないごみ。

金属 燃えないごみ
カセットボンベ・スプレー缶は必ず使い切り、火の気
のない風通しの良い屋外で穴をあけて出す。

換気扇
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰の空き缶 金属 空きカン
異物を取り除いて中をすすぐ。汚れが取れない場合は
燃えないごみ。蓋は燃えないごみ。

乾電池（ボタン電池を含
む）

金属・水銀 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

感熱紙 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

き キーボード（楽器） 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

キーボード（パソコン）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

木くず 木 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談（住民課0174-31-1222）。

義手・義足
金属・プラス
チック

燃えないごみ

ギター
木製・プラス
チック

粗大ごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

缶（食品以外のものが入っ
ていたもの）



品名 素材 分別区分 備考

ギター 金属 粗大ごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ギターのアンプ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

金属（アルミ
箔）

燃えるごみ

金属（アルミ
箔以外）

燃えないごみ

ガラス 燃えないごみ

キッチンラック
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

木の根 木 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談（住民課0174-31-1222）。

杵（きね） 粗大ごみ 臼（うす）と一緒の時はセットで1点とする。

キャットタワー 粗大ごみ
分解して袋に入れられる場合は、材質によって燃える
ごみまたは燃えないごみへ。

プラスチック 燃えるごみ 資源ごみに出さない。

金属 燃えないごみ

布・革 燃えるごみ

外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。革製品は燃え
にくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いします。
袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ
外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

牛乳パック 紙 古紙類 洗って切り開き、乾かして紙ひもで縛って出す。

牛乳びん ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋は紙・プラスチック
は燃えるごみ。金属は燃えないごみ。

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

業務用冷蔵庫・冷凍庫（家
庭から出るものに限る）

粗大ごみ
フロンガスを抜いてもらった証明書を添付して粗大ご
みとして自己搬入する。

切り株 粗大ごみ
長さ１m、太さが20cm程度までに限る。これを超える
ものについては要相談。

金庫（据置型） 粗大ごみ

金庫（手提げ） 燃えないごみ

キッチンガード 袋に入らないものは粗大ごみ。

キャップ・蓋（びん・缶・
ペットボトル等）

キャリーバッグ



品名 素材 分別区分 備考

く 空気清浄機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

クーラーボックス プラスチック 粗大ごみ
サイズに関わらず粗大ごみ。外せる金具は外して燃え
ないごみへ。はずせない少量の金属は付いたまま出
す。

くぎ 金属 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「くぎ」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

草 燃えるごみ
出来る限り乾燥させてから出す。多量の場合は何度か
に分けて出す。

本体（プラス
チック・金
属）

収集しないご
み

刃（金属）
収集しないご
み

本体（プラス
チック・金
属）

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

刃（金属）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

薬の空きびん（家庭薬用） ガラス ガラスびん
洗ってふたをはずして出す。蓋は紙・プラスチックは
燃えるごみ。金属は燃えないごみ。

薬の空きびん（劇薬・農
薬）

ガラス 燃えないごみ
家庭菜園で使用したものに限る。農薬等の処理は、農
協または販売店へ相談してください。

薬が入っていた容器（錠
剤）

プラスチック 燃えるごみ

果物などの網・ネット プラスチック 燃えるごみ

クリーニングの袋 プラスチック 燃えるごみ

車椅子 粗大ごみ

車型のおもちゃ（乗り物） 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

くわ 粗大ごみ

け プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ゲームソフト（ＣＤ・ＤＶ
Ｄ製）

プラスチック 燃えるごみ

ゲームソフト（中に基盤入
りのもの）

プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ

ケーブル（ラン・同軸） 燃えないごみ 長さ1m程度に切断して出す。

蛍光管・蛍光灯 ガラス・金属 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

草刈機（エンジン式） 販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

草刈機（電気式）

ゲージ（ベビー用、ペット
用）

ゲーム販売店やリサイクル店等で売却できる可能性が
高いものですのでご検討下さい。



品名 素材 分別区分 備考

携帯電話・ＰＨＳ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
バッテリーが外せるものに限る。外したバッテリーは
回収協力店または家電量販店などにあるリサイクル
ボックスへ出す。小型家電回収可。

珪藻土（けいそうど）バス
マット

珪藻土 燃えないごみ
アスベスト混入可能性により販売店回収対象となって
いるものはごみとして出さないで販売店に回収を依頼
して下さい。

化粧品の空きびん ガラス 燃えないごみ

化粧品のボトル プラスチック 燃えるごみ

下駄箱 粗大ごみ

ケチャップの外袋・容器 プラスチック 燃えるごみ

ケトル
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可（電気式に限る）。

健康器具 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

こ 高圧洗浄器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

広告チラシ 紙 古紙類 新聞紙と一緒に紙ひもで縛って出す。

こうり（行李） 竹 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

コーヒーの空きびん ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋は紙・プラスチック
は燃えるごみ。金属は燃えないごみ。

コーヒーメーカー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

氷まくら
ゴム・プラス
チック・ゲル

燃えるごみ 中身（氷、水）は空にして出す。

黒板 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチック 折り畳んで、ひもで縛って出す。

プラスチック
以外

こたつ（天板含む） 粗大ごみ

こたつ布団 布 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

粉ミルクの缶 缶 空きカン
異物を取り除いて中をすすぐ。汚れが取れない場合は
燃えないごみ。蓋は燃えないごみ。

コピー機 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。ト
ナーは外して家電量販店等の回収店で回収。

コミック 紙 古紙類
紙ひもで縛って出す。ビニールカバーは燃えるごみへ
出す。

ござ 燃えるごみ



品名 素材 分別区分 備考

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

ゴムホース 燃えるごみ
袋に入る大きさ（１ｍ程度）に切って燃えるごみへ。
袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

ゴルフクラブ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ゴルフバック 燃えるごみ

クラブは抜いて空にする。外せる金具は外して燃えないごみ
へ。はずせない少量の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。
革製品は燃えにくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いし
ます。袋に入らないものは粗大ごみ。

ゴルフボール 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

コンクリートブロック
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自宅から出
たものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合があります
ので、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

コンビニやスーパー等の弁
当の容器

プラスチック 燃えるごみ

コンプレッサー（電気式） 粗大ごみ 小型家電回収可。

コンプレッサー（ガソリ
ン・灯油式）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

コンポのうちミニコンポ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

金属 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

コンロ（ガスコンロ・カ
セットコンロ）

金属 燃えないごみ
電池をはずして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。
小型家電回収可。

さ サウナ（家庭用） 粗大ごみ ボイラー等が付いていないものに限る。

サーキュレータ（空気循環
器）

プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

サーフボード（ウインド
サーフィンボード含む）

粗大ごみ

ごみ箱 袋に入らないものは粗大ごみ。

米びつ 袋に入らないものは粗大ごみ。

コロコロ（カーペットロー
ラー）

コンポスト



品名 素材 分別区分 備考

座椅子 粗大ごみ

在宅医療廃棄物（非鋭利な
もの・感染性の無いもの）

プラスチック
など

燃えるごみ

CAPDバッグ（残存物を取り除く）・脱脂綿・ガーゼ
（非感染性に限る）・紙オムツ（汚物取り除く）・服
用しなかった薬など。輸血・栄養剤バッグなどは、完
全に使いきってから出す。
針や血液が付いているものは収集できませんので、か
かりつけの医療機関に処分を依頼してください。

在宅医療廃棄物（鋭利なも
の・感染性の有るもの）

プラスチッ
ク・金属など

収集しないご
み

注射針・注射筒・チューブ・カテーテル類などかかり
つけの医療機関に処分を依頼してください。

サイディング（自己解体に
限る）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自宅から出
たものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合があります
ので、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

サイドボード 粗大ごみ

座卓 粗大ごみ

雑誌 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

殺虫剤（スプレー式） 金属 燃えないごみ
必ず使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を
あけて出す。

座布団 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

せともの 燃えないごみ
割れたものは新聞紙などに包んで「割れた皿」と貼紙
をしてから袋へ入れて下さい。

プラスチック 燃えるごみ

紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

サンシェード（日よけ） 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

三輪車（子ども用） 金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

三輪車（大人用） 金属 粗大ごみ

し ＣＤ・ＣＤケース プラスチック 燃えるごみ

システムベッド（ロフト
ベッド）

木製・金属 粗大ごみ
机・棚等が付属していても1点として数える。ただ
し、ベッドマット・椅子は別。

湿布剤の外箱 紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。

湿布剤の外袋 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

自転車（子ども用・大人
用）

粗大ごみ 三輪車は三輪車の欄を参照してください。

ジャッキ（油圧） 金属 粗大ごみ

皿



品名 素材 分別区分 備考

ジャッキ（油圧以外） 金属 燃えないごみ

シャベル 金属 燃えないごみ

紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。汚れが取れない場合は
燃えないごみ。蓋は紙・プラスチックは燃えるごみ。
金属は燃えないごみ。

プラスチック 燃えるごみ

シャンプーの空き容器 プラスチック 燃えるごみ

週刊誌 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

ジューサー・ミキサー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

じゅうたん 布・木製 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

充電式電池
収集しないご
み

回収協力店または家電量販店などにあるリサイクル
ボックスへ出す。

樹脂製波板（自己解体に限
る）

プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

シュレッダー機（本体） 燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

シュレッダーくず 紙 燃えるごみ
なるべくシュレッダーにかけず「古紙」としてリサイ
クルすることにご協力下さい。

瞬間湯沸し器（自分で取り
外したものに限る。）

燃えないごみ
電池をはずして出す。小型家電回収可。貯湯機能のあ
るものは収集できないので、販売店等の取扱業者へ回
収を依頼してください。

消火器
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

消火具（エアゾール式） 金属 燃えないごみ
未使用のものは販売店等の取扱業者へ回収を依頼して
ください。使用済みのものは必ず使い切り、火の気の
ない風通しの良い屋外で穴をあけて出す。

焼却炉 金属 粗大ごみ ボイラー等が付いていないものに限る。

照明器具
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
電球、蛍光灯の灯具は外して出す。袋に入らないもの
は粗大ごみ。小型家電回収可。

食品トレイ プラスチック 燃えるごみ

車庫（パイプ製）自転車用 プラスチック 粗大ごみ

車庫（パイプ製）自動車用 プラスチック
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

除湿機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
フロンが入っている場合は、フロンガスを抜いても
らった証明書を添付して粗大ごみとして自己搬入す
る。小型家電回収可。

ジャムの容器



品名 素材 分別区分 備考

除雪機
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

食器洗浄乾燥機 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

シルバーカー（老人車）
プラスチッ
ク・布・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

シンナー類
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

新聞紙、新聞チラシ 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

す プラスチック 燃えるごみ

ガラス 燃えないごみ

水筒（プラスチック製） 燃えるごみ

水筒（魔法瓶） 燃えないごみ ステンレス製を含む

炊飯器（ジャー）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

布・革 燃えるごみ

外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。革製品は燃え
にくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いします。
袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ
外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー板・ストック 粗大ごみ
5組まで1点として数える。スキーの金具は取り外して
燃えないごみへ出す。

スキー靴 燃えないごみ

すきやき鍋 鋳物 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

スケート靴 燃えないごみ

スケートボード 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

スコップ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

すだれ 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

水槽 袋に入らないものは粗大ごみ。

スーツケース



品名 素材 分別区分 備考

スチール缶 スチール 空きカン 異物を取り除いて中をすすぐ。

ステレオ（セット）
プラスチッ
ク・金属

粗大ごみ
袋に入るミニコンポは燃えないごみへ出す。小型家電
回収可。

ストーブ（灯油式） 粗大ごみ
大小にかかわらず粗大ごみへ出す。小型家電回収可。
※必ず油を抜き取る

ストーブ（薪・ガス式） 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ストーブ（電気式） 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ストーブガード 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

砂
収集しないご
み

専門業者（石材店・造園業等）に依頼してください。
土、石、砂はごみでないため収集しません。

スノーダンプ
プラスチッ
ク・金属

粗大ごみ

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

スプリングマット 粗大ごみ
分解してマットとスプリングへ分けたもののみ可。分
けれないものは収集できませんので、販売店等へ依頼
して下さい。

スプリング類（自動車部品
他）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

スプレー缶 金属 燃えないごみ
必ず使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を
あけて出す。

ズボンプレッサー 粗大ごみ

炭 燃えるごみ
使用直後のものは不可。じゅうぶんに冷やしてから出
す。多量または未使用のものを出す場合は住民課
（0174-31-1222）へご相談下さい。

せ プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ
スプレー式は、必ず使い切り、火の気のない風通しの
良い屋外で穴をあけて出す。

ガラス 燃えないごみ

生理用品 燃えるごみ

石炭 燃えるごみ
使用直後のものは不可。じゅうぶんに冷やしてから出
す。多量または未使用のものを出す場合は住民課
（0174-31-1222）へご相談下さい。

石炭ストーブ 粗大ごみ

石油ストーブ（ファンヒー
ター）

粗大ごみ
大小にかかわらず粗大ごみへ出す。小型家電回収可。
※必ず油を抜き取る

整髪料容器



品名 素材 分別区分 備考

石油タンク（ポリタンク） プラスチック 燃えるごみ 必ず空にして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。

石油タンク（室内用・携帯
用）

金属 燃えないごみ 必ず空にして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。

石灰
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

石けん 燃えるごみ

石こうボード（自己解体に
限る）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自宅から出
たものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合があります
ので、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

せともの 燃えないごみ
割れたものは新聞紙などに包んで「割れたせともの」
と貼紙をしてから袋へ入れて下さい。

線香の箱 燃えるごみ においの強い紙はリサイクル不可。

紙 燃えるごみ においの強い紙はリサイクル不可。

プラスチック 燃えるごみ

洗濯機
プラスチッ
ク・金属

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

せん定枝 木 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談（住民課0174-31-1222）。

扇風機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

セメント
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自宅から出
たものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合があります
ので、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

洗面化粧台 粗大ごみ 自分で取り外したものに限る。

そ 掃除機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

ソースの容器 プラスチック 燃えるごみ

側溝のふた
金属・コンク
リート

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自己
所有のものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合
がありますので、役場住民課（0174-31-1222）へご相
談下さい。町・県・国所有のものは出せません。

ソファー 粗大ごみ 離れるタイプのものは1個につき粗大ごみ1点。

そり プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

た 体温計（水銀式） ガラス・水銀 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

体温計（デジタル式）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
電池をはずして出す。小型家電回収可。ボタン電池は
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

洗剤容器



品名 素材 分別区分 備考

耐火ボード（自己解体に限
る）

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。自宅から出
たものに限り処理施設への自己搬入が可能な場合があります
ので、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

タイヤ（自動車・バイク） ゴム
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

タイヤ（自転車・一輪車） ゴム 燃えるごみ スポークなどを含む場合は、燃えないごみへ出す。

タイヤチェーン（自転車）
鉄・プラス
チック

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

タイヤチェーン（自動車） 鉄・ゴム 粗大ごみ 2個で粗大ごみ1点。

タイヤホイール（自動車） アルミ・鉄
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。ホイ
ルカバーのみの場合は、プラスチックのものは燃える
ごみ、金属のものは燃えないごみへ出す。

タイル（建材）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

ダイレクトメール 紙 古紙類 紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出す。

ダイレクトメールの封筒 紙 古紙類
窓がセロハンのものは切り取って出す。セロハンは燃
えるごみへ出す。

ダイレクトメールが入って
いた袋

プラスチック 燃えるごみ

宅配ピザの紙箱 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

畳 粗大ごみ
業者に依頼して解体した際に発生したものは、業者が
産業廃棄物として廃棄。

タッパー（密封容器） プラスチック 燃えるごみ

たばこの外箱 紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。

たばこの中銀紙 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

たばこの包装フィルム プラスチック 燃えるごみ

紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。

プラスチック 燃えるごみ

たまねぎなどを入れた網・
ネット

プラスチック 燃えるごみ

単行本 紙 古紙類 ビニールカバーは燃えるごみへ出す。

タンス 粗大ごみ

断熱材
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

卵のパック



品名 素材 分別区分 備考

ダンベル 粗大ごみ

段ボール 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

ち
チェーンソー（電動のこぎ
り）

粗大ごみ
電気式のみ粗大ごみ。ガソリン・灯油を使用するもの
は収集しないため、販売店等の取扱業者へ回収を依頼
してください。

チャイルドシート 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

木材 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

着火剤 燃えるごみ
使用直後のものは不可。じゅうぶんに冷やしてから出
す。多量または未使用のものを出す場合は住民課
（0174-31-1222）へご相談下さい。

チャッカマン
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ ガスは必ず空にしてから出す。

陶器 燃えないごみ
割れたものは新聞紙などに包んで「割れた茶碗」と貼
紙をしてから袋へ入れて下さい。

プラスチック 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ 長さ1m程度に切断してから袋へ入れて出す。

金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

調味料びん ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋はプラスチックは燃
えるごみ。金属は燃えないごみ。

チラシ 紙 古紙類 新聞紙と一緒に紙ひもで縛って出す。

ちり紙 紙 燃えるごみ

チョコレートの銀紙 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

つ 使い捨てカイロ 燃えるごみ

木材

プラスチック

金属 燃えないごみ

漬物石（市販されているも
のに限る）

プラスチッ
ク・セメント

粗大ごみ 自然石はごみでないため収集しません。

漬物樽 プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

茶箱 袋に入らないものは粗大ごみ。

茶碗

チューブ類

机

燃えるごみ

袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

土
収集しないご
み

専門業者（石材店・造園業等）に依頼してください。
土、石、砂はごみでないため収集しません。

突っ張り棒
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

詰め替えパック・ボトル プラスチック 燃えるごみ
水で軽くすすぐか、いらない紙などで拭き取って出
す。

釣りざお
プラスチッ
ク・グラス
ファイバー・

燃えるごみ
袋に入るサイズに切断して出す。袋に入らないものは
粗大ごみ。リール・おもりは燃えないごみへ出す。

つるはし 粗大ごみ

て 低周波治療器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

ティッシュペーパー 紙 燃えるごみ

ティッシュペーパーの箱 紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。

ＤＶＤ・ＤＶＤケース 燃えるごみ 燃えるごみ

ＤＶＤプレイヤー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

木材

プラスチック

金属 燃えないごみ

手押し車（高齢者用） 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

手紙 紙 古紙類
紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出す。特殊
加工紙（金紙、銀紙等）はリサイクルできないので燃
えるごみへ出す。

デジタルオーディオプレイ
ヤー

プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

デジタルカメラ・ビデオ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

鉄アレイ 粗大ごみ
鉄アレイの大きさに関わらず１個につき粗大ごみ1
点。

鉄パイプ（単管パイプ） 粗大ごみ

鉄瓶 鋳物 粗大ごみ

テニスラケット 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

テレビ（ブラウン管・液
晶・プラズマ）

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

テーブル

燃えるごみ

袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

テレビ（プロジェクター・
プロジェクション）

粗大ごみ
家電リサイクル法対象外のため、粗大ごみへ出す。小
型家電回収可。

木材

プラスチック

金属 燃えないごみ

電気カーペット 布・金属 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。切断できない
もの、袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収
可。

電気カミソリ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

電気スタンド
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 電球・蛍光灯ははずして出す。小型家電回収可。

電気ストーブ 金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

電気毛布 布・金属 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。切断できない
もの、袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収
可。

電気ポット
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

電球 燃えないごみ
割れたものは新聞紙などに包んで「割れた電球」と貼
紙をしてから袋へ入れて下さい。

電子煙草 燃えないごみ
充電式は回収不可の為、販売店等に回収を依頼して下
さい。

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

電卓 燃えないごみ 小型家電回収可。

電池（乾電池・ボタン電
池）

金属・水銀 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

テント 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。パイプ・留め金（金属）は、燃えな
いごみへ出す。

電動自転車 粗大ごみ
バッテリーは販売店などに引き取りを依頼してくださ
い。

電動歯ブラシ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
電池式は電池を外して出す。充電式は回収不可の為、
販売店等に回収を依頼して下さい。

電話機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 黒電話はNTT（局番なし116）に確認してください。

と 砥石
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

陶磁器 燃えないごみ
割れたものは新聞紙などに包んで「割れた陶磁器」と
貼紙をしてから袋へ入れて下さい。

テレビ台

燃えるごみ

袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

豆腐のパック プラスチック 燃えるごみ

灯油
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

灯油タンク（室内用） 金属 燃えないごみ 中を空にして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。

灯油タンク（ポリタンク） プラスチック 燃えるごみ 中を空にして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。

灯油ポンプ（手動式） プラスチック 燃えるごみ

灯油ポンプ（電動式）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 電池をはずして出す。

トースター
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

トタン板 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ドライヤー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

ドラム缶
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

塗料
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。ごく
少量なら布や新聞紙などに染み込ませて燃えるごみへ
出す。

紙 古紙類
つぶして紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出
す。特殊加工紙や汚れが落ちないものはリサイクルで
きないので燃えるごみへ出す。

金属 燃えないごみ

プラスチック 燃えるごみ

トロ箱（発泡スチロール） プラスチック 燃えるごみ

な ナイフ（包丁） 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「刃物」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

長靴 ゴム 燃えるごみ

流し台（自己解体に限る） 粗大ごみ

納豆の容器 プラスチック 燃えるごみ

金属・せとも
の

燃えないごみ

アルミ箔 燃えるごみ

生ごみ 燃えるごみ しっかりと水をきってから出す。

トレイ

鍋



品名 素材 分別区分 備考

に ニカド電池
収集しないご
み

回収協力店または家電量販店などにあるリサイクル
ボックスへ出す。

ニッケル水素電池
収集しないご
み

回収協力店または家電量販店などにあるリサイクル
ボックスへ出す。

乳酸飲料容器 プラスチック 燃えるごみ

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

縫い針 金属 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「縫い針」と貼紙
をしてから袋へ入れて下さい。

ぬかみそ 燃えるごみ

布 燃えるごみ
衣類は役場本庁及び各支所に無料回収ボックスがあり
ますので、リサイクル回収へご協力下さい。

ね 根 木 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談（住民課0174-31-1222）。

ねこ車（一輪車） 粗大ごみ

ねじ（ボルト・ナット含
む）

金属 燃えないごみ

ネット（食品梱包用） プラスチック 燃えるごみ

粘土（紙粘土・児童用粘
土）

燃えるごみ

粘土（陶芸用）
収集しないご
み

専門業者（石材店・造園業等）に依頼してください。
土、石、砂はごみでないため収集しません。

の 農機具（エンジン付）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

農業用ビニール（家庭で使
用したもに限る）

プラスチック 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

農薬・劇薬
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

のこぎり 燃えないごみ
危険なので新聞紙など包んでから「のこぎり」と貼紙
をしてから袋へ入れて下さい。

野良犬・野良猫の死体
収集しないご
み

役場住民課（0174-31-1222）へご連絡下さい。

は バーベル 粗大ごみ

バイク
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

パイプ椅子 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

バインダー 紙 燃えるごみ



品名 素材 分別区分 備考

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

バウンサー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

はがき 紙 古紙類
紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出す。剥が
して中を開くタイプ（圧着紙）はリサイクルできない
ため燃えるごみへ出す。

はさみ 金属 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「刃物」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

はしご（脚立） 粗大ごみ 袋に入る小さいものは燃えないごみへ出す。

布 燃えるごみ

珪藻土 燃えないごみ
アスベスト混入可能性により販売店回収対象となって
いるものはごみとして出さないで販売店に回収を依頼
して下さい。

パソコン（本体またはノー
ト型）

収集しないご
み

個人情報を削除の上、販売店、メーカー、パソコン3R
推進協会へ相談してください。小型家電回収可。

パソコンディスプレイ（モ
ニター）

収集しないご
み

販売店、メーカー、パソコン3R推進協会へ相談してく
ださい。小型家電回収可。

パソコンラック 粗大ごみ

蜂の巣 燃えるごみ 生きている蜂が入っているものは不可。

発煙筒
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

バッテリー
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

発電機
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

木製 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

発泡スチロール製容器（魚
箱等）

プラスチック 燃えるごみ

花火 燃えるごみ
水に十分に浸してから出す。多量または未使用のもの
を出す場合は住民課（0174-31-1222）へご相談下さ
い。

パネルヒーター 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

プラスチック 燃えるごみ
クリーニングに伴うものは、クリーニング店で回収す
る場合があります。

金属 燃えないごみ
ピンチハンガー(折りたたみハンガー)は燃えるごみへ
出す。クリーニングに伴うものは、クリーニング店で
回収する場合があります。

バインダー

バスマット

バット（野球用） 袋に入らないものは粗大ごみ。

ハンガー



品名 素材 分別区分 備考

パンの外袋 プラスチック 燃えるごみ

パン袋のとめ具 プラスチック 燃えるごみ 針金を使用しているものは燃えないごみへ出す。

ひ ピアノ
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

ビールケース プラスチック 燃えるごみ
※販売店に持っていくと、有価物として引き取ること
もあります。

ビールの缶
アルミ・ス
チール

空きカン 異物を取り除いて中をすすぐ。

ビールびん ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋はプラスチックは燃
えるごみ。金属は燃えないごみ。

皮革（かばんなど） 燃えるごみ 燃えるごみ

外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。革製品は燃え
にくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いします。
袋に入らないものは粗大ごみ。

ピザの紙箱 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

ビデオテープ プラスチック 燃えるごみ

ビデオデッキ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

ビニール（包装など） プラスチック 燃えるごみ

ＰＰバンド 燃えるごみ

肥料
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

肥料の袋（家庭で使ったも
のに限る）

プラスチック 燃えるごみ 中身を完全使い切ったものに限る。

びん（化粧品） ガラス 燃えないごみ

びん（農薬・劇薬） ガラス 燃えないごみ

便箋 紙 古紙類
紙ひもで縛るか、雑誌や本などにはさんで出す。特殊
加工紙（金紙、銀紙等）はリサイクルできないので燃
えるごみへ出す。

金属 燃えないごみ

プラスチック 燃えるごみ

ふ ブースターケーブル 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

封筒 紙 古紙類
紙ひもで縛って出すか、雑誌や本などにはさんで出
す。窓がセロハンのものは、切り取って出す。セロハ
ンは燃えるごみへ出す。

びんのふた



品名 素材 分別区分 備考

フードプロセッサー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可（電気式に限る）。

ふすま 粗大ごみ

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

ぷちぷち（緩衝材） プラスチック 燃えるごみ

仏壇 粗大ごみ

布団 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

布団乾燥機
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

フライパン 金属 燃えないごみ

紙・木材・プ
ラスチック

燃えるごみ

金属 燃えないごみ

プラスチック（包装）フィ
ルム

プラスチック 燃えるごみ

ブランコ（子ども用遊具） 粗大ごみ

プランター プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

プリンター
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ インクは必ず外す。小型家電回収可。

プリンターインク
プラスチッ
ク・金属

燃えるごみ
家電量販店でリサイクル用に回収を行っておりますの
で、持ち込みをご検討下さい。

プリント類（学校等での配
布物）

紙 古紙類
紙ひもで縛って出すか、雑誌や本などにはさんで出
す。

ブルーシート 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

プルタブ アルミ 燃えないごみ 缶からはずしたプルタブのみは燃えないごみ。

風呂釜（ボイラー式）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

風呂釜（ボイラー式以外） 粗大ごみ

風呂のふた プラスチック 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ふた・キャップ（びん・
缶・ペットボトル等）

ブラインド 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

ブロック 粗大ごみ
自宅から出たものに限ります。ブロック１個につき粗
大ごみ1点。

プロパンガスボンベ
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

ブロワ（浄化槽用品） 燃えないごみ 小型家電回収可。

文庫本 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

へ ヘアスプレー缶 燃えないごみ
必ず使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を
あけて出す。

ベッド 粗大ごみ
スプリングマットは分解してマットとスプリングへ分
けたもののみ可。分けれないものは収集できませんの
で、販売店等へ依頼して下さい。

ベッドマット（スポンジ
マット）

粗大ごみ
袋に入るサイズに切って袋に入れる場合は燃えるご
み。

ベッドマット（スプリング
マット）

粗大ごみ
分解してマットとスプリングへ分けたもののみ可。分
けれないものは収集できませんので、販売店等へ依頼
して下さい。

ペットボトル ペットボトル 異物を取り除いて中をすすぐ。蓋は燃えるごみ。

ペットボトルキャップ プラスチック 燃えるごみ

ペットボトルラベル プラスチック 燃えるごみ

ペットの死体（犬・猫）
収集しないご
み

今別地区斎場で火葬する場合は、役場住民課（0174-
31-1222）へ連絡してください。

ペットのトイレ（犬用シー
ト）

燃えるごみ 汚物を取り除いて出す。

ペットのトイレ（猫砂） 燃えるごみ 汚物を取り除いて出す。

ベニヤ板 粗大ごみ

ベビーカー（乳母車など）
プラスチッ
ク・布・金属

粗大ごみ 袋に入る1人用のものは燃えないごみへ出す。

ヘルメット
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ

便器（洋式・和式） 粗大ごみ
きれいに洗ってから出す。（家庭用かつ自己解体した
ものに限る。）

便座 燃えないごみ
きれいに洗ってから出す。（家庭用及び自己解体した
ものに限る。）

便座カバー 燃えるごみ

ペンキ缶（家庭で使用した
ものに限る）

燃えないごみ 中を使い切って空になったものに限る。

ペンキ
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。ごく
少量なら布や新聞紙などに染み込ませて燃えるごみへ
出す。



品名 素材 分別区分 備考

紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

プラスチック 燃えるごみ

ほ プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

ボイラー
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

包装紙 紙 古紙類 紙ひもで縛って出す。

包装フィルム プラスチック 燃えるごみ

包丁 燃えないごみ
危険なので新聞紙などに包んでから「刃物」と貼紙を
してから袋へ入れて下さい。

ボウリングの玉 粗大ごみ

ホース プラスチック 燃えるごみ
袋に入る大きさ（１ｍ程度）に切って燃えるごみへ。
袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチック 燃えるごみ
ホースはリール台から切り離し、袋に入る大きさ（１
ｍ程度）に切って燃えるごみへ出す。

金属 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ポータブルトイレ
プラスチッ
ク・木製

粗大ごみ きれいに洗ってから出す。

ホームタンク（室外用）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

ボール ゴム 燃えるごみ

ポケットティッシュの包装 プラスチック 燃えるごみ

歩行器（幼児用） 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

保存びん ガラス 燃えないごみ
ふたがプラスチックの場合は、ふたのみ燃えるごみへ
出す。

ボタン電池 金属・水銀 乾電池等
年に2回（4月、10月）の乾電池・蛍光灯・水銀体温計
の日に出す。

補聴器
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

ホットカーペット 布・金属 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。切断できない
もの、袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収
可。

ホットプレート
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

弁当・惣菜の容器

ホイールキャップ（ホイー
ルカバー）

ホースリール台



品名 素材 分別区分 備考

ホッピング 金属 粗大ごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ポテトチップの袋 プラスチック 燃えるごみ

ガラス 燃えないごみ 吸い口は燃えるごみへ出す。

プラスチック 燃えるごみ

ポリタンク プラスチック 燃えるごみ 必ず空にして出す。袋に入らないものは粗大ごみ。

ポリバケツ プラスチック 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本 紙 古紙類
紙ひもで縛って出す。ビニールカバーは燃えるごみへ
出す。

ま 麻雀卓 粗大ごみ

麻雀牌 燃えるごみ

麻雀マット 燃えるごみ

マッサージ器（椅子型・全
身型）

プラスチッ
ク・金属

粗大ごみ

マッチ 燃えるごみ
水に十分に浸してから出す。多量または未使用のもの
を出す場合は住民課（0174-31-1222）へご相談下さ
い。

マットレス（スポンジマッ
ト）

粗大ごみ
袋に入るサイズに切って袋に入れる場合は燃えるご
み。

マットレス（スプリング
マット）

粗大ごみ 分解してマットとスプリングへ分けたもののみ。

窓付き封筒 紙 古紙類
窓がセロハンのものは、切り取って出す。セロハンは
燃えるごみへ出す。

木製 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

魔法瓶 燃えないごみ

マヨネーズの外袋 プラスチック 燃えるごみ

マヨネーズの容器 プラスチック 燃えるごみ

丸太 木材 燃えるごみ
直径10cm以内、長さ40cm以内に切って出す。切れない
場合は要相談。

哺乳びん

まな板 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

み みかんなどの網・ネット プラスチック 燃えるごみ

ミキサー・ジューサー
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ

プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可（電気
式に限る）。

金属 粗大ごみ 小型家電回収可（電気式に限る）。

プラスチッ
ク・金属

金属

水枕 燃えるごみ 水を抜いて出す。留め金具は燃えないごみへ出す。

ミニコンポ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

む 虫眼鏡 燃えないごみ

め 名刺 紙 古紙類
紙ひもで縛って出すか、雑誌や本などにはさんで出
す。

眼鏡 燃えないごみ

メモ用紙 紙 古紙類
紙ひもで縛って出すか、雑誌や本などにはさんで出
す。

も 毛布 布 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

毛布（電気毛布） 布・金属 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。切断できない
もの、袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収
可。

モーター類（大型）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

モーター類（おもちゃ用）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 小型家電回収可。

木材（木の板） 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

木炭 燃えるごみ
使用直後のものは不可。じゅうぶんに冷やしてから出
す。多量または未使用のものを出す場合は住民課
（0174-31-1222）へご相談下さい。

模造刀
金属・プラス
チック・木製

燃えないごみ
「模造刀」と書いた貼紙をして出す。袋に入らないも
のは粗大ごみ。

餅つき機（家庭用）
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

物置（自己解体に限る） 燃えないごみ
処理施設への自己搬入のみ可。業者に依頼して解体し
たものは、業者が産業廃棄物として廃棄。

物干しざお
プラスチッ
ク・金属

粗大ごみ
物干しセット→台2個、支柱2本、竿4本を束ねて粗大
ごみ1個

ミシン（卓上型）

ミシン（足踏み型） 粗大ごみ



品名 素材 分別区分 備考

物干し支柱
プラスチッ
ク・金属

粗大ごみ
物干しセット→台2個、支柱2本、竿4本を束ねて粗大
ごみ1個

物干し台 コンクリート 粗大ごみ
物干しセット→台2個、支柱2本、竿4本を束ねて粗大
ごみ1個

や やかん 金属 燃えないごみ

薬品・農薬類
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

野菜などの外装フィルム プラスチック 燃えるごみ

やなぎごうり（竹で編んだ
箱）

竹 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ゆ 融雪機（固定式）
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

融雪機（移動式） 粗大ごみ
電気式のみ粗大ごみ。ガソリン・灯油を使用するもの
は収集しないため、販売店等の取扱業者へ回収を依頼
してください。

プラスチック 燃えるごみ

金属 燃えないごみ

融雪剤
塩化カルシウ
ムなど

収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

床暖パネル（自己解体に限
る）

粗大ごみ
処理施設への自己搬入のみ可。業者に依頼して解体し
たものは、業者が産業廃棄物として廃棄。

雪べら（柄とへらが固定さ
れているもの）

プラスチッ
ク・木材

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

プラスチッ
ク・木材

燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

金属 燃えないごみ

雪べらのへら部分
プラスチック
製

燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

湯沸し器（自分で取り外し
たものに限る）

燃えないごみ
電池をはずして出す。小型家電回収可。貯湯機能のあ
るものは収集できないので、販売店等の取扱業者へ回
収を依頼してください。

よ 浴槽
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

紙 燃えるごみ

プラスチック 燃えるごみ

ら ライター 燃えないごみ ガスは必ず空にしてから出す。

ラケット（テニス、バドミ
ントン）

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

湯たんぽ

雪べらの柄部分

ヨーグルト・アイスクリー
ムの容器



品名 素材 分別区分 備考

ラジカセ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。小型家電回収可。

ラック 粗大ごみ

ラップ プラスチック 燃えるごみ

ラップの箱 紙 古紙類
つぶして紙箱・包装紙等として出す。金属の刃は取り
外し、燃えないごみへ出す。

ラップの芯 紙 古紙類 つぶして紙箱・包装紙等として出す。

木材

プラスチック

ラベル（PETボトル） プラスチック 燃えるごみ

ランドセル 燃えるごみ
外せる金具は外して燃えないごみへ。はずせない少量
の金属は付いたまま燃えるごみへ出す。革製品は燃え
にくいので、出来るだけ分解、裁断をお願いします。

リ リチウムイオン電池
収集しないご
み

回収協力店または家電量販店などにあるリサイクル
ボックスへ出す。

リモコン
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ 電池をはずして出す。小型家電回収可。

リヤカー 粗大ごみ

木材

プラスチック

れ 冷蔵庫・冷凍庫
プラスチッ
ク・金属

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

レシート 紙 燃えるごみ 特殊加工紙になる為、リサイクル不可。

レジ袋 プラスチック 燃えるごみ

レジャーシート 燃えるごみ
袋に入る大きさに切って燃えるごみへ。袋に入らない
ものは粗大ごみ。

レトルトパック プラスチック 燃えるごみ

レトルトパックの外箱 紙 古紙類 つぶして紙箱・包装紙等として出す。

レンガ
収集しないご
み

販売店等の取扱業者へ回収を依頼してください。

レンジ台 粗大ごみ

ラティス 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

りんご箱（家庭用） 燃えるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。



品名 素材 分別区分 備考

ろ 老人車（シルバーカー）
プラスチッ
ク・布・金属

燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ろうそく 燃えるごみ

ロープ（家庭で使用のもの
に限る）

燃えるごみ
袋に入る大きさ（１ｍ程度）に切って燃えるごみへ。
袋に入らないものは粗大ごみ。事業活動に伴うものは
産廃となります。

ローボード 粗大ごみ

わ ワープロ
プラスチッ
ク・金属

燃えないごみ
パソコンと間違わないように｢ワープロ｣と書いた貼紙
をして出す。小型家電回収可。

ワイパー 燃えないごみ

ワイヤーロープ 燃えないごみ 袋に入らないものは粗大ごみ。

ワインのびん ガラス ガラスびん
異物を取り除いて中をすすぐ。蓋はプラスチック・コ
ルクは燃えるごみ。金属は燃えないごみ。

ワインセラー
プラスチッ
ク・金属

収集しないご
み

家電リサイクル法に基づきます。購入した販売店または買い
替える販売店に引き渡すか、指定引き取り場所に持っていく
か、運搬業者へ回収を依頼してください。

ワゴン 粗大ごみ

割り箸 燃えるごみ

割り箸の袋 紙 古紙類 紙ひもで縛って出すか、雑誌や本などにはさんで出す

※用語説明

・刃物等の危険なものを出す場合は見える所（ごみ袋や新聞紙に包んだ本体）に何が入っているか貼紙をして下さい。

・疑問に思った場合は自己判断で分別せず、役場住民課（0174-31-1222）へご相談下さい。

粗大ごみ→年に1回行う粗大ごみ回収時に出すか、ごみ処理施設へ自己搬入することが可能です。

・基本的に袋に入らないものは燃えるごみ、燃えないごみともに粗大ごみになります。袋に入るサイズでも入れたまま
持ち上げることが困難な重量物（鉄アレイ等）も粗大ごみになります。

・じゅうたんや布団などは裁断して袋に入れて下さい。折り畳んで袋に入れないで下さい。裁断できず、袋に入れるこ
とが困難なものは全て粗大ごみになります。

・同じ種類のごみでも産業廃棄物にあたるものが多岐にわたりあります。産業廃棄物は町では収集出来ませんので、業
者へ依頼して処分して下さい。

小型家電回収可→年に3回（各地区1回）行う小型家電回収が可能です。無料回収ですので限りある資源の有効活用の為
にも小型家電回収時の回収にご協力下さい。

自己搬入可能施設詳細

施設名 取扱いごみ種類 休業日 営業時間 住所 電話番号

蟹田可燃・不燃

平舘可燃・不燃

三厩可燃

三厩不燃

全地区資源

グリーンハート外ヶ浜
土日祝日及び

年末年始
8時30分～16時30分

外ヶ浜町字蟹田小

国東小国山170
0174-22-3282

今別地区環境センター

（上磯地区ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）

土日祝日及び

年末年始

8時30分～16時

12時～13時は搬入不可

今別町大字山崎字

山元88-12
0174-35-2254


