
２０１９年版 

 ごみを減らすためには 

 一人ひとりがごみを減らす意識を持つことが大切です 

 必要以上のものは買わない 

 使えそうなものは捨てない 

 「捨てればごみでも、活かせば資源」です 

 

再生できるものは 

資源として再利用しましょう 

ごみの排出は分別収集にご協力ください 

子ども会の廃品回収や 

スーパーの店頭回収などを利用しましょう 

乾電池や携帯電話など販売店の収集に協力しま

しょう 

資源の節約、地球温暖化の防止など 

地球環境にやさしい効果が 

たくさんあります 

 

最後まで資源として利用しよう 

ごみを減らす一番の方法は 

ごみを出さないこと 

捨ててしまうものを減らしましょう 

マイバックを持参しレジ袋を断る 

シャンプーや洗剤は詰め替え用を選ぶ 

食品や日用品は使い切る 

生ごみの水をよく切るだけでも 

ずいぶん減量できます 

ごみの量を減らそう 

Reduce  /  減らす 

Recycle  /  再生する 

牛乳やビール、日本酒など 

返却・再利用できるリターナブル容器の

商品を選びましょう 

不要になったものは 

人に譲ったりバザーに提供を！ 

リサイクルショップやフリーマーケット

も利用しましょう 

自分が不要でも 

誰かが必要としているかもしれません 

繰り返し使おう 

Reuse  /  再利用する 

ボランティア袋・土嚢袋の支給について 

ボランティア清掃活動には回収袋や土嚢袋を用意し 

活動を行う町内会等に提供します。 

※実施前に事業計画書の提出が必要です。 

リサイクル運動 
 （ＰＴＡ・町内会などが行なう集団資源回収） 

 「ごみ減量化協力団体報奨金」について 

市では、限りある資源を大切にする活動を奨励し、市

内で排出されるごみの減量を図るために、町内会・Ｐ

ＴＡ・子供会等が自主的に実施する資源ごみの集団回

収活動に対して報奨金を交付しています 

 

１ 対象となる団体 

 ・地域住民で構成される団体であること 

 ・営業を目的としない団体であること 

２ 対象回収品目 

 ・紙類、繊維類、びん類、カン類、金属類 

  その他有価物 

３ 報奨金の額  

 ・資源ごみ回収重量１ｋｇにつき７円 

４ 申請手続 

 ・先にごみ減量化協力団体の登録が必要です 

 ・申請は資源回収業者の資源回収引取明細書と 

  団体報奨金交付申請書が必要です 

市では、ごみ等収集場所に収集施設を設置する 

関係地区に対して補助金を交付しています 

 

１ 対象と条件 

 ・おおむね１０戸～２５戸を 

  対象とした収集施設 

  （用地関係費は対象としない） 

 ・収集施設の維持管理は 

  関係地区住民で行なうこと 

 ・補助金の交付を受けた日から 

  ５年を経過しなくては再交付できない 

２ 補助金 

 ・標準的な施設で 

     設置費用の５０㌫以内（上限１０万円） 

     ※ただし、1,000円未満は切り捨て 

 

３ 申請  

 ・見積書・設計書等の書類が事前に必要です 

ゴミステーションなど収集施設の 

   新設や修繕の補助金について 
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高梁市では 

1１種類の分別をしています 

ごみの分別の仕方は？ 
 

 家庭から出るごみは「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の２種類に分けて 

その中から「９種類の資源収集品を選別する」と考えると分かりやすいと思います 

 ① 燃やせるごみとは  

  ・生ごみ・紙くず・プラスチック・ビニール製品・布製品・皮製品・木製品等 

 ○ 燃やせるごみから分別される資源収集品は７種類 

  ・ペットボトル・その他プラスチック・雑紙・段ボール・紙パック・新聞紙・雑誌 

 ② 燃やせないごみとは 

  ・金属・ガラス・陶磁器・不燃性の材質でできた製品 

 ○ 燃やせないごみから分別される資源収集品は2種類 

  ・カン類・ビン類 

 

 不燃物・可燃物の混合した製品は、不燃物が小さければ「燃やせるごみ」に出してくだ  

さい。焼却後に焼却灰と一緒に埋め立てますので、ごみのカサを減らす事ができます。 

 「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源収集品」「収集できないごみ」の 

 分別については、次ページ以降の表や索引を参考にしてください。 

ステーションに出せる大きさは？ 
 

●ステーションで収集できるごみや資源収集品の大きさは４５ℓの袋に入るもの 

 （燃やせるごみ・燃やせないごみ） 

 大きいサイズのものは１８リットルのポリタンク程度までです 

 長いものは１ｍ・直径１０ｃｍ程度までが収集範囲です 

 重さは片手で持てるぐらい（10キロ以下）を目安にしてください 

 特例として自転車は収集できます 

 

●ステーションで収集できない「大型ごみ」については 

 クリーンセンターに直接搬入するか、処理業者（Ｐ５）にご相談ください 

 大きな家具や物干し竿などでも、小さく壊せばステーションで収集できます 

その他の注意点は？ 
 

・ガラスや陶磁器の割れたもの・針金・刃物など作業の上で危険なものについては 

 新聞紙等で包み「危険物」と明記して、透明または半透明な袋に入れて出してください。 

 

・自転車や子供用三輪車は不用品と明記して出してください。 

 

・ストーブやファンヒーターなどは必ず灯油を抜いて出してください。 

 

・コンロやストーブなど着火用の乾電池を必ずはずして出してください。 

 

・水銀を使用している体温計・電池は別にしてわかるようにして出してください。 

 

・使い捨てライタ－は、穴を開けたり壊して出すのが原則ですが 

 小袋に入れて「ライター」と書いて出しても構いません。 

 

・スプレー缶は穴を開けて「カン類」に分別し出してください。 

 

・蛍光管は市民センター、地域局等での拠点収集にご協力ください。 

 

 

 

 

「燃やせないごみ」って何を出してもよいの？ 
 

 何を出してもよいわけではありません。 

 靴やかばん、プラスチック・ビニール製品などの「燃やせるごみ」や、カンやビンなど   

 「資源収集品」を出すことはできません。 

 「燃やせないごみ」は破砕して埋め立てていますので、処分場を長く使用するためにも 

 分別にご協力ください。 

 

「その他プラスチック」って？ 
 

プラスチック製品すべてが「その他プラスチック」ではありません。 

 のマークのついている「容器包装」製品が対象です。 

 また汚れたままのものが出されていることがありますが、リサイクルすることが目的です。 

 水洗い等で汚れの落ちないものは「燃やせるごみ」に出してください。 

 

 

 

 ごみステーションは「ゴミ捨て場」ではありません。 

 収集車が来るまでの一時保管場所です。 

 ステーションの管理は地域のみなさんで行っていただいています。 

 必ずお住まいの地域の決められた場所に出しましょう。 

 

 利用される方の一人ひとりのマナーが大切です。 

ごみの出し方は？ 
 

 ステーションへのごみや資源収集品の出し方は原則として３種類です 

 個別の出し方についてはＰ３～４を参考にしてください 

 ① 透明又は半透明の袋（４５ℓまで）に入れる 

          （異物の混入をふせぎ、作業員の安全を守るため） 

 ② 十文字に紐をかける 

          （作業の利便性と、運送の安全性のため） 

 ③ 専用バッグ・コンテナにバラバラにして入れる 

          （異物の混入をふせぎ、運送・作業の利便性のため） 

産業廃棄物 

家電等リサイクル対象品等 

・販売店・専門業者に相談 

大型ごみ・事業系一般廃棄物 

・クリーンセンターへ 

 持込み可能なもの 

カ ン 類 

ビ ン 類 

ペットボトル 

その他プラ 

 

紙 
 

類 

紙パック 

段ボール 

新聞紙 

雑 誌 
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収 集 日 出 し 方 種   類 

燃
や
せ
る
ご
み 

毎週 

曜日 

生ごみ・紙くず・木くず 

布製品・革製品・廃食油 

ビニール・プラスチック製品 

発泡スチロール製品等 

その他、可燃性の材質でできた製品 

生ごみなどは、水切りを十分する 

廃食油は紙や布にしみこませるか、固める 

紙おむつは汚物を取り除く 

家具や小枝等は小さくしてヒモでしばる 

布団・毛布・じゅうたんは折りたたんヒモでしばる 

長いものや材木類は 

１ｍ以内・直径は１０ｃｍ以内にまとめる 

透明または半透明の

袋を使用する 

（45ℓ以下） 

長い物などはヒモで 

しばる 

片手で持てる重さに

（10kg以下） （１８ℓポリタンク程度・１ｍぐらいの大きさまで） 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル 

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

毎月・第 

毎週 

曜日 

毎月・第 

曜日 

毎月・第 

曜日 

キャップをはずす 

異物を取り除き、水洗いなどで汚れを落とす 

 

※つぶさないこと 

※ プラ製キャップやラベルは「その他プラスチック」です 

トレイ・弁当容器・カップ類は 

異物を取り除き、水洗いなどで汚れを落とす 

ボトル・チューブ類は中身を使い切り、汚れを落とす 

 

雑紙（包装紙・紙袋・お菓子やティッシュの箱） 

牛乳・酒・ジュースの紙パック 

（紙パックのマークがあるもの） 

ダンボール 

新聞紙（広告は挟まれていてもＯＫ） 

雑紙は、紙袋に入れてヒモでしばる（ガムテープ留めも可） 

種類別に片手で持てる大きさにまとめる 

異物を取りのぞく 

ダンボールは金属ロック針を取り除く 

紙パックは水洗いして切りひらく 

（ペットボトルのマークがあるもの） 

菓子袋・食品トレイ・レジ袋 

カップ麺のカップ・弁当の容器 

洗剤やシャンプーのボトル等 

（その他プラスチックのマークがあるもの） 

種類ごとに 

ひもで十文字に 

しばって出す 

 

片手で持てる重さに 

（１０kg以下） 

緑色・専用バッグ 

※バラバラに入れ

る 

青色・専用バッグ 

※ バラバラに入れ

る 

  紙パック 

ダンボール 

収集場所では 

資 

源 

収 

集 

品 

 

水・お茶・ジュースなど液体飲料のペットボトル 

しょうゆ・みりんなど液体調味料のペットボトル等 

カ
ン
類 

ビ
ン
類 

曜日 

曜日 

異物を取り除き、水洗いなどで汚れを落とす 

カセットボンベ・スプレー缶は穴を開ける 

 

※ つぶさないこと 

キャップやフタをはずす 

異物を取り除き、水洗いなどで汚れを落とす 

ラベルはとらなくてよい 

 

※ 金属製キャップは「燃やせないごみ」です 

※ プラ製キャップは「その他プラスチック」です 

ジュース・酒など液体飲料のビン 

しょうゆ・みりんなど液体調味料のビン 

ジャム・つくだ煮・化粧品などのビン等 

（ビンの大きさや色は関係ありません） 

ジュース・ビールなどの飲料缶 

菓子缶・缶詰缶・ミルク缶 

スプレー缶・カセットボンベ缶等 

（一斗缶の半分ぐらいの大きさまで） 

青色・専用バッグ 
※ バラバラに入れる 

青色・専用コンテナ 
※ バラバラに入れる 

燃
や
せ
な
い
ご
み 曜日 

刃物やガラスなどは「危険物」と明記する 

ライターは壊してガスを抜く 

ストーブは燃料を抜く 

ガスレンジ・ストーブ等は乾電池をはずす 

長い物は１ｍ以内に切断する 

自転車は不用品と明記する 

収 集 日 種   類 出 し 方 収集場所では 

（１８ℓポリタンク程度・１ｍぐらいの大きさまで） 

資 

源 

収 

集 

品 

 

金属類・ガラス（ビン）類（資源収集品をのぞく） 

陶磁器類・クリスタル製品 

小型家電製品・乾電池・ライター 

自転車（不用品と表示する） 

その他、不燃性の材質で出来た製品 

※ 蛍光管は市民センター、地域局等での回収にご協力ください 

透明または半透明の袋を 

使用する（45ℓ以下） 

長い物などは 

ヒモでしばる 

片手で持てる重さに 

（10kg以下） 

コメ袋等では 

出さないで下さい 

毎月・第 

毎月・第 

毎月・第 

環 境 課 

２１－０２５９   

 

有漢地域局 

５７－３２００  

 

成羽地域局 

４２－３２１１ 

 

川上地域局 

４８－２２００ 

 

備中地域局 

４５－２２１１ 

   新聞紙 

   雑 誌 

 雑 紙 



市で収集できないごみや、大掃除や引越しなどで多量のごみを出される場合などは 

自己搬入されるか、一般廃棄物収集運搬許可業者（利用料が必要です）等にご相談ください。 

また事業活動に伴って発生したごみはステーションには出すことができません。 

処理施設へ自己搬入されるか、許可業者等にご相談いただくなど 

事業者の責任において適切な処理をお願いいたします。 

不
法
投
棄
に 

 
 

 

つ
い
て 

不法投棄は、法律で禁止されています。 

その行為者は「５年以下の懲役もしくは１千万円（法人の場合は３億円）以下の 

罰金または科料と定められています。 

ごみの不法投棄は、許さない・させない雰囲気づくりが必要です。 

日常の生活の中で監視の目を強めて、不法投棄対策にご協力ください。 

野焼き（野外焼却）は、農漁業や風俗習慣上やむをえない場合を除いて禁止されています。 

クリーンセンターへ直接搬入（有料）されるか 

一般廃棄物許可業者にご相談ください 

医療系廃棄物 各医療機関にご相談ください 

事業系一般廃棄物（事務所・商店・工場等） 

※事業活動によって生じるごみは自己処理が義務付けられています

クリーンセンターへ直接搬入されるか 

一般廃棄物許可業者にご相談ください 

自動車部品・オートバイ 

（タイヤ・ホイール・バッテリーなど） 

農機具・農薬・アゼナミ板・農業用ビニール類・大量の肥料袋 

多量のペンキ・ボンド、未使用の花火・火薬類 

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機 

（家電リサイクル法対象品） 

タンス・ベッド・机・ソファ・など１ｍを超える粗大ごみ 

建築廃材・土木廃材 産業廃棄物許可業者にご相談ください 

家電小売店にご相談ください 

四輪・二輪の専門店・解体業者にご相談ください 

購入店やＪＡにご相談ください 

パソコン・液晶ディスプレイ 購入店・メーカーにご相談ください 

消火器 取扱店にご相談ください 

プロパンガスボンベ（カセットボンベを除く） プロパンガス取扱店にご相談ください 

メーカー・購入店にご相談ください 

「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「大型ごみ」を 

 自己搬入される場合   （大量の場合は事前に連絡を） 

○クリーンセンター 
・月曜～金曜日（祝日は休み） 

・８時３０分～１２時・１３時～１６時３０分 

・ところ  高梁市段町７４８ 

・電 話  ２２－４６５１ 

「資源収集品」を自己搬入される場合 

       （ 大量の場合は事前に連絡を） 

○リサイクルプラザ 
・月・火・木・金（祝日も受け入れ可） 

・８時３０分～１２時・１３時～１６時３０分 

・ところ  高梁市落合町阿部２５２７ー１ 

・電 話  ２１－０５３０ 

高梁広域環境協同組合 

    ℡ ２２－1818 

高梁市落合町近似４－１ 

㈱佐野組 

    ℡ ４２－3318 

高梁市成羽町下日名３８－４ 

 

㈱三美産業 

    ℡ ４８－2878 

高梁市川上町三沢4342-2 

山陽興産㈱ 

    ℡ ２２－1035 

高梁市中原町１５４２－６ 

㈱三和サービス 

    ℡ ２８－2037 

高梁市中井町西方６３１３ 

㈱スナバ 

    ℡ ２２－7372 

高梁市下町１０７ 

㈱ツキモト 

    ℡ ２２－3841 

高梁市東町１８８５ 

ニショウ㈱ 

    ℡ ２２－6300 

高梁市落合町福地３３８－１ 

 
備北興業㈱ 

    ℡ ２２－1225 

高梁市津川町今津３３５ 

㈱平松運輸 

    ℡ ４８－3588 

高梁市川上町仁賀６２７ 

山根商事㈲ 

    ℡ ５７－2277 

高梁市有漢町上有漢7792-1 

西田商店 

    ℡ ４２－2121 

高梁市成羽町下原４６５ 

    

    

    

 福本環境マネジメント 

    ℡ ５６－0092 

高梁市奥万田町３６０３ 

 ㈱ゆめフク・ホーム 

    ℡ ２２－4311 

高梁市奥万田町３７１５ 

 野田コンストラクション㈱ 

    ℡  ２２－4615 

高梁市落合町近似３０－１ 

 ㈱勇成建設 

    ℡ ４８－3351 

高梁市川上町下大竹１５－２ 

一般廃棄物収集運搬許可業者 （２０１９年１月１日現在） 

 

家
電 

 

リ
サ
イ
ク
ル
品 

家電リサイクル法により家電製品４品目 

（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコン）は収集できません。 

家電リサイクル法はメーカーがリサイクルして、廃棄物を減らし資源の有効活用をするための法律で

す。処理される場合は家電販売店にご相談ください。 

パ
ソ
コ
ン 

パソコンはリサイクル対象品として法律で義務付けられています。 

（デスクトップ、ノートパソコン・ディスプレイ・一体型パソコン等） 

回収方法や料金などは、各メーカーのリサイクル窓口やパソコン３Ｒ推進協会 

（ＴＥＬ03-5282-7685）に、おたずねください。 

事
業
系
一
般
廃
棄
物 

法人・個人にかかわらず農業、商業、工業など事業活動にともなって出るごみは 

ごみを出される方が、クリーンセンターやリサイクルプラザに直接持ち込んでいただくか（有料）廃

棄物許可業者に依頼して処理してください。 

大
型
ご
み 

大型ごみとは、「燃やせるごみ」または「燃やせないごみ」で、収集ステーションでは受け付けられ

ない大きなサイズのごみの事です。 

ご自分でクリーンセンターに持ち込んでいただくか、専門の処理業者にご相談ください。 

木製の家具などは小さくすれば「燃やせるごみ」に出せます。 

 高梁市環境課 

・ところ   高梁市松原通２０４３ 

・電 話   ２１－０２５９ 

高梁地域事務組合クリーンセンター 
・ところ   高梁市段町７４８ 

・電 話   ２２－４６５１ 

分別・収集・リサイクル等について 処理について 
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品目 区分 注意事項 

一輪車（ねこ車） 直接 自己搬入する 

一輪車（遊具） 不燃   

一升瓶 

（調味料､酒 等） 
びん 割れたもの・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

一升瓶（油用） 不燃 油が付いているので【ビン類】対象外 

一升瓶ふた・王冠 不燃 
   マークの表示があるものは 

  【その他プラ】へ 

一斗缶 不燃   

医薬品容器 

（医療機関専用） 
不可 医療系産廃・医療機関へ返却 

医薬品容器・紙製 

（家庭用）  
可燃 家庭で使用したものに限る 

医薬品容器・びん 

（家庭用） 
びん 家庭で使用したものに限る 

医薬品容器・プラ製 

（家庭用） 
他プラ 家庭で使用したものに限る 

衣類 可燃   

衣類乾燥機 不可 家電リサイクル法・家電取扱店に相談 

インシュリン用 

注射器・ノボペン 
可燃 

針は外す、本体のみ【可燃】へ 

針は医療機関へ 

品目 区分 注意事項 

絵の具 チューブ 

（プラ製） 
可燃 中を洗うのが難しいので【その他プラ】対象外 

エレクトーン 

電子オルガン 
不燃 大きい物は自己搬入する 

塩化ビニール 

（ＰＶＣ）管 
可燃   

エンジン（車等） 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

エンジンオイル 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

オイルヒーター 

（暖房器具） 
不可 処理困難物・難燃性オイルを使用のため 

応接セット 

（ソファー） 
直接 自己搬入する 

オートバイ 

自動二輪車 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

オーブントースター

（トースター） 
不燃  

汚泥 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

おまる（プラ製） 可燃   

おむつ 可燃 汚物は取り除く 

おもちゃ 

(紙･布･木・プラ製) 
可燃 不燃部分が多いものは【不燃】へ 

温水器 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

温度計 不燃 水銀使用品は『水銀使用』と明記する 

カーテン 可燃 防火素材・不燃性のものは【不燃】へ 

カーテンレール 

（金属製） 
不燃   

カーペット 可燃   

カーペット 

(電気カーペット) 
可燃 コードは切りとって【不燃】へ 

貝殻 可燃   

カイロ（使い捨て） 可燃  水に浸してから出してください。 

かき氷器 不燃 業務用は【処理できません】 

額縁（木製） 可燃 ガラス板は【不燃】に 

傘 不燃 木製（番傘）は【可燃】へ 

菓子箱 紙類 【雑紙】として出す 

ガスコンロ 不燃 電池は本体から外して【不燃】へ 

ガスボンベ 

（カセット式除く） 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

ガスレンジ 不燃 電池は本体から外して【不燃】へ 

ガス缶 

カセットボンベ 
カン 必ず穴を開ける 

カセット式コンロ 不燃 乾電池・カセットボンベを外す 

カセットテープ 

（ケースを含む） 
可燃   

品目 区分 注意事項 

かっぱ・雨合羽 可燃   

カップ麺 

外装フィルム 
他プラ   

カップ麺（プラ製） 

具・スープの袋 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

カップ麺（紙製） 

具・スープの袋 
可燃   

カップ麺 容器・ふた 

（プラ製） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

カップ麺 容器・ふた

（紙製） 
可燃   

鞄：カバン 

(革・布・プラ製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

壁紙（紙製） 可燃 大量の壁紙は処理できません 

紙おむつ 可燃 汚物は取り除いて出す 

剃刀：カミソリ 不燃  『危険』と明記する 

紙パック 

牛乳パック･酒パック 
紙類 

     マークの表示がないもの 

   内側がアルミ貼りは【可燃】へ 

紙パック･アルミ貼り 可燃   

カメラ・レンズ 不燃   

カメラ（使い捨て） 可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

火薬類 

未使用の花火を含む 
不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

カラオケセット 不燃 大きなものは自己搬入する 

からし･わさびの 

チューブ 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ガラス製品 不燃   

革製品 靴、バッグ等 可燃   

瓦：カワラ 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

缶 飲料用缶 

（プルトップ缶） 
カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

缶 飲料用缶 

（ボトルタイプ） 
カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

缶 菓子缶 カン 金属製のふたは【缶類】へ 

缶 粉ミルク缶 カン プラスチック製のふたは【その他プラ】へ 

缶 ガス缶 

カセットボンベ 
カン 必ず穴を開ける 

缶 缶詰缶 カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

缶 スプレー缶 カン 必ず穴を開ける 

緩衝材 

発泡スチロール製 
可燃   

緩衝材（プラ製） 

（エアキャップ等） 
他プラ   

乾燥機（衣類用） 不可 家電リサイクル法・家電取扱店に相談 

乾燥機（農業用） 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

乾 燥 剤（シ リ カ ゲ

ル・生石灰等） 
可燃   

乾電池 

（水銀不使用） 
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） 不燃 
できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

水銀使用品は『水銀使用』と明記する 

乾電池 ボタン電池 不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

石 不可 自然に帰す、処理困難物・専門業者に相談 

衣装箱 

（紙･木製･プラ製） 
可燃 大きなものは自己搬入する 

衣装箱（金属） 不燃 大きなものは自己搬入する 

いす：椅子 

（木・プラ製） 
可燃 

金属製は【不燃】へ、大きなものは自己搬

入 

い 

植木鉢､受け皿 

（プラ製） 
可燃 陶器・金属製は【不燃】へ 

乳母車：ベビーカー 不燃   

エアキャップ・エア

パッキン(プチプチ) 
他プラ   

エアコン 

室内・室外機共 
不可 家電リサイクル法・家電取扱店に相談 

液晶テレビ 不可 家電リサイクル法・家電取扱店に相談 

絵の具・ペンキ 可燃 液状塗料、大量の絵の具は処理できません 

絵の具 チューブ 

（金属製） 
不燃  

う 

え 

お 

品目 区分 注意事項 

アイロン台 不燃   

アコーディオンカーテン 不燃 大きなものは自己搬入する 

畦波：アゼナミ 不可 農業用産廃・購入店・JAに相談 

油（食用） 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） 
不燃 油がついているので【缶類】対象外 

油 びん（食用） 不燃 油がついているので【びん類】対象外 

油 容器 

（その他プラ） 
可燃 油がついているので【その他プラ】対象外 

雨合羽・カッパ 可燃   

網状ネット 

みかんネット等 
他プラ   

アルミ缶（飲料用） カン つぶさないこと、ふたも【缶類】 

アルミ缶（菓子缶） カン 
金属製のふたは【缶類】 

プラ製トレーは【その他プラ】へ 

アルミ缶 

（食品缶・缶詰缶） 
カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

アルミホイール・車用 不可 処理困難物・専門業者に相談 

アルミホイル 

 アルミ箔 
不燃   

アルミホイル芯､箱 可燃   

アルミホイル刃(金属) 不燃   

安全靴（作業用靴） 可燃  

アンテナ 不燃 大きなものは自己搬入する 

あんま機 不燃 大きなものは自己搬入する 

 他プラ―その他プラスチック 

ペット―ペットボトル 

カ ン―缶類 

び ん―ビン類 

紙 類―雑紙・紙パック･段ボール･新聞紙･雑誌 

不 燃 ― 燃やせないごみ 

直 接 ― クリーンセンターに直接搬入 

不 可 ― 収集処理できません 

可 燃 ― 燃やせるごみ 

か 

い 

え 

あ 

か 

どう出せば 

いいんだろう？？ 

たくさん 

種類があるね！！ 



品目 区分 注意事項 

木・木の根・切り株 可燃 長さ１m・直径10㎝以内にする 

キーボード（楽器） 不燃 大きなものは自己搬入する 

ギター（木製） 可燃 金属製は【不燃】へ 

揮発油類 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

給湯器 不燃 大きなものは自己搬入する 

牛乳パック 

紙パック 
紙類 

   マークの表示がないもの 

   内側がアルミ貼りは【可燃】へ 

牛乳びん びん 
できるだけ業者へ返却 

割れ・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

牛乳びん ふた 

（紙製） 
可燃   

牛乳びん ふた 

（プラ製） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

教科書・参考書 紙類   

鏡台・ドレッサー 不燃 大きなものは自己搬入する 

キャリーバック 可燃 
金属部が多いものは【不燃】へ 

大きいものは自己搬入する 

霧吹き・スプレー 

（家事用・植物用) 
可燃 中身を空にして出す 

金魚鉢（ガラス製） 不燃 プラ製は【可燃】へ 

金庫（耐火式） 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

金庫（手提げ式） 不燃 耐火式金庫は処理できません 

空気清浄機 不燃  

クーラー・エアコン 

室内・室外機 
不可 家電リサイクル法・家電小売業者へ相談 

クーラーボックス 可燃   

草刈り機（小型機） 不燃 大型機は処理できません 

薬(錠剤･カプセル等) 

（家庭用） 
可燃 農薬は処理できません 

薬 びん（家庭用） びん 農薬びんは処理できません 

薬 プラ製容器・ふた 

（家庭用） 
他プラ 家庭で使用したものに限る 

薬包装シート･プラ製 

（家庭用） 
他プラ 家庭で使用したものに限る 

靴 可燃   

靴 安全靴 

（作業用靴） 
不燃 靴先に金属が入っているため 

クッションフロア 

（床材） 
可燃 大量（産廃：建築廃材）は処理できません 

グラスウール･断熱材 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

クリーニング カバー

（ビニール） 
可燃 【その他プラ】の対象外 

クリスタルガラス 

製品 
不燃 【びん類】対象外 

車椅子 不燃 大きなものは自己搬入する 

グローブ 

野球･ゴルフ等革製品 
可燃   

くわ：鍬 不燃 木製の柄のみは【可燃】へ 

品目 区分 注意事項 

蛍光管 

（棒状・円形） 

不燃 

蛍光管 

できるだけ地域センター等に持ち込む 

割れたものは【不燃】へ 

蛍光管や電球の割れた

もの 
不燃   

蛍光管 外箱 可燃 ダンボール製は資源収集に 

携帯電話 

（充電器を含む） 
不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

ゲートボール 

 スティック（木製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

ゲーム機 

（テレビゲーム機） 
不燃 大型機は処理できません 

ゲームソフト 可燃 家庭用に限る 

劇薬 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

化粧品 外装 

（プラ製） 
他プラ   

化粧品 びん 

（ガラス製） 
びん 汚れの落ちないものは【不燃】へ 

化粧品 容器(プラ製) 他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

化粧品 詰替用容器 

(プラ製) 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

血圧計（家庭用） 不燃 水銀未使用のものに限る 

建築廃材 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

原動機付自転車 

モペット 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

耕うん機 つめ 不可 取扱店・専門業者に相談 

工具･工具箱(金属製） 不燃 プラ製は【可燃】へ 

コード・ドラム 

テーブルタップ 
不燃   

コーヒー 紙パック 

（飲料用） 
紙類 

   マークの表示がないもの 

   内側がアルミ貼は【可燃】へ 

コーヒー 缶 

（飲料用） 
カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

コーヒー 缶 

（レギュラー豆用） 
カン プラ製のふたは【その他プラ】へ 

コーヒー びん 

（飲料用） 
びん 割れ・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 割れ・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

コーヒー 容器・袋 

フタ(プラ製) 
他プラ 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 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ござ 可燃 大きなものは自己搬入する 

こたつ 不燃 大きなものは自己搬入する 

こたつ 天板 可燃 大きなものは自己搬入する 

品目 区分 注意事項 

コップ 

（ガラス製・陶器） 
不燃   

コップ 

（プラ製､使い捨て用) 
可燃 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

コップ(金属製) 不燃 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 割れたもの・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

粉引き・ミル 不燃 業務用は処理できません 

コピー機（家庭用） 不燃 大型機は処理できません 

ゴム長靴 可燃   

ゴムホース 可燃 １m以内に切断しておく 

米びつ（金属製） 不燃 
プラ製は【可燃】へ 

大きなものは自己搬入する 

米袋（紙袋） 可燃 農業で使用しているものは処理できません 

米袋（ポリ袋） 他プラ 農業で使用しているものは処理できません 

ゴルフクラブ 不燃 できるだけ取扱店等に相談 

ゴルフクラブバッグ 可燃   

ゴルフボール 可燃   

コンクリート 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

コンクリートブロック 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

コンテナボックス 可燃 金属製は【不燃】へ 

コンパネ・ベニヤ板 可燃 大きなものは自己搬入する 

コンビニ弁当容器 

（プラ製） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

コンポスト容器 可燃 大きなものは自己搬入する 

コンロ（ガスコンロ） 不燃 電池は本体から外して【不燃】へ 

コンロ（カセット式） 不燃 カセットボンベを外して出す 

座椅子 不燃 金具の入っていないものは【可燃】へ 

採尿パック・採尿袋 可燃 尿は便所へ捨てる 

材木類 

長さ1m直径10㎝以内 
可燃 大きなものは自己搬入する 

酒 コップ型びん 

（ワンカップ等) 
びん 割れ・落ちないものは【不燃】へ 

酒 紙パック 紙類 
   マークの表示がないもの 

   内側がアルミ貼りは【可燃】へ 

酒 びん びん 割れたもの・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

座卓（木製） 可燃 大きなものは自己搬入する 

雑誌 紙類 十文字にくくって出す 

殺虫剤 スプレー缶 缶類 必ず穴を開ける 

殺虫剤容器(プラ製） 他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

品目 区分 注意事項 

サラダ油 可燃 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固める 

サラダ油 缶 不燃 油がついているので【缶類】対象外 

サラダ油 プラ製容器 可燃 油がついているので【その他プラ】対象外 

酸素ボンベ 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

三輪車 不燃   

ＣＤ・ケース含む 

コンパクトディスク 
可燃   

ＣＤプレーヤー 

ラジカセ 
不燃 大きなものは自己搬入する 

シェーバー・剃刀 不燃 ひげ・腕等 

辞書・辞典 紙類 写真ページの多いものは【可燃】へ 

七輪：シチリン 不燃   

室外機（エアコン用） 不可 家電リサイクル法・家電取扱店に相談 

自転車 不燃 『不用品』と明記する 

自転車 原動機付 

モペット 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

自転車  

電動アシスト補助車 
不燃 『不用品』と明記する 

シニアカー 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

芝刈り機（個人用） 不燃 大きなものは自己搬入する 

芝刈り機（業務用） 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

写真集・カタログ 可燃  

シャンプー・リンス 

容器 

他プラ 
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 

他プラ 
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 

他プラ 
汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ジュウタン:絨毯 可燃 大きなものは自己搬入する 

瞬間湯沸器 不燃 大きなものは自己搬入する 

消火器 不可 リサイクル品・取扱店・専門業者に相談 

しょうのう・防虫剤 可燃   

照明器具 不燃 蛍光管はできるだけ地域センター等に持ち込む 

食品トレー 他プラ プラ製は【可燃】へ 

除湿剤 可燃   

食器 

陶器･ガラス･金属製 
不燃 木製・プラ製は【可燃】へ 

シルバーカー 

電動車 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

人工芝 可燃   

シンナー 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

新聞紙(チラシ含む) 紙類 チラシのみは【可燃】へ 
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 他プラ―その他プラスチック 

ペット―ペットボトル 

カ ン―缶類 

び ん―ビン類 

紙 類―雑紙・紙パック･段ボール･新聞紙･雑誌 

不 燃 ― 燃やせないごみ 

直 接 ― クリーンセンターに直接搬入 

不 可 ― 収集処理できません 

可 燃 ― 燃やせるごみ 



品    目 区分 注  意  事  項 

水槽（ガラス製） 不燃 プラ製は【可燃】へ 

スキー板 

スノーボード 
不燃 大きなものは自己搬入する 

スキー靴 可燃 金属部品を使用しているものは【不燃】へ 

スケート靴 不燃   

スチール缶(飲料用) カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

スチール缶(菓子缶) カン 

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】へ 

金属製のふたは、本体と一緒に【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) 
カン 

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】へ 

ステレオコンポ 

(オーディオデッキ) 
不燃 大きなものは自己搬入する 

ストーブ 不燃 電池を外す、灯油タンクを空にする 

ストロー 可燃   

ストロー外袋･プラ製 他プラ 紙製は【可燃】へ 

スプレー缶 カン 必ず穴を開ける 

スプレー缶ふた 

（プラ製） 
他プラ   

スプレー式 容器 

（プラ製） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

炭（練炭・竹炭等） 可燃   

スレート 

(薄い板状の粘板岩) 
不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

石油ストーブ 

ファンヒーター 
不燃 電池を外す、灯油タンクを空にして出す 

接着剤 チューブ 

（プラ製） 
可燃 洗うのが難しいので【その他プラ】対象外 

接着剤 チューブ 

（金属製） 
不燃 中身を使い切って出す 

セメント 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

洗剤 計量カップ 

スプーン 
可燃   

洗濯機 不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

洗濯 ばさみ・ピンチ 

（プラ製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

洗濯 物干し竿 

（金属製） 
不燃 木製は【可燃】へ 

洗濯 物干し台 

(コンクリート土台) 
不燃 大きなものは自己搬入する 

扇風機 不燃  

掃除機 不燃 大きなものは自己搬入する 

ソファー 直接 
自己搬入時に解体作業をお願いします 

搬入時に道具をお貸しします 

ソファー 

スプリングのない物 
可燃 大きなものは自己搬入する 

品    目 区分 注  意  事  項 

体温計 不燃 水銀使用のものは『水銀使用』と明記 

耐火金庫 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

耐熱ガラス 不燃   

タイヤ 

下記よりも大きい物 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

タイヤ 

自転車用・ねこ車用 
可燃 リム・ホイールは不燃 

タイヤ チェーン 

（金属製） 
不燃   

タイヤホイール 

バイク・自動車用 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

タイル 不可 建築廃材・取扱店・専門業者に相談 

卓上コンロ 不燃   

畳：タタミ 直接 自己搬入する 

立て簾：タテス 可燃 大きなものは自己搬入する 

棚･ラック（木製） 可燃 金属製は【不燃】へ 

たわし・棒たわし 可燃   

タンス：箪笥 直接 自己搬入する 

断熱材 

グラスウール等 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

段ボール箱 紙類 水や油でひどく汚れた物は【可燃】へ 

チェーン 

（自動車タイヤ用） 
不燃   

茶筒缶 カン つぶさないこと 

チャイルドシート・ベ

ビーシート 
不燃 プラ製は【可燃】へ 

茶碗（陶製） 不燃   

注射器・注射針 不可 医療機関へ返却・専門業者に相談 

チューブ容器 

（調味料等） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

チラシ 紙類 
新聞紙と一緒に出す 

チラシのみは【雑紙】へ 

使い捨てカイロ 可燃  

使い捨てライター 不燃 中身を空にして壊してガスを抜いて出す 

机・テーブル 

（木製、プラ製） 
可燃 

金属・ガラス製は【不燃】へ 

大きなものは自己搬入する 

漬物石（既製品） 不燃 １０㎏超は自己搬入 

土 不可 専門業者に相談（少量は自然に還す） 

釣り竿（金属製・グラ

スファイバー製） 
不燃 木・プラ・カーボン製は【可燃】へ 

品    目 区分 注  意  事  項 

ティッシュの箱 紙類 
【雑紙】として出す 

（ナイロン部分は【その他プラ】へ） 

ディスプレイ 

（パソコン用） 
不可 資源利用法・取扱店・専門業者に相談 

ＤＶＤ(ケースを含む) 可燃   

ＤＶＤプレーヤー 不燃   

テーブル・机 

（木製、プラ） 
可燃 

金属・ガラス製は【不燃】へ 

大きなものは自己搬入する 

手押し車（金属製） 

老人車､玩具 
不燃 木・プラ製は【可燃】へ 

テレビ 

(ブラウン管式） 
不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

テレビ 

(液晶・プラズマ式） 
不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

電気温水器 不可 取扱店・専門業者に相談 

電気カーペット･毛布 可燃 コードの部分は、切り取って【不燃】へ 

電気コード 不燃   

電球 不燃   

電球型 蛍光灯 不燃 蛍光管はできるだけ地域センター等に持込む 

電子レンジ 不燃 大きなものは自己搬入する 

電池（水銀不使用） 不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ  

電池（水銀使用） 不燃 
できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

小袋等へ入れ『水銀使用』と明記 

電動アシスト自転車 

補助自転車 
不燃 

『不用品』と明記する 

バッテリーは不可 

天ぷら 油 可燃 紙にしみ込ませる、凝固剤で固める 

電話機・携帯電話 不燃 
携帯電話はできるだけ販売店の 

リサイクル回収へ  

トイレ（プラ製） 

ポータブル・簡易式 
可燃 大きなものは自己搬入する 

トイレブラシ 可燃   

陶磁器 不燃   

透析バッグ(家庭用) 可燃 中身は捨ててから出す 

灯油缶・一斗缶 

イットカン 
不燃   

灯油 タンク 

ポリタンク 
可燃   

トタン板・波板 

金属製 
不燃 大きなものは自己搬入する 

トナーカートリッジ 

（家庭用） 
可燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

塗料 可燃 液状塗料、大量の絵の具は処理できません 

塗料 空き缶 不燃 
液状の中身が残っているものは 

処理できません 

トレー 

（発泡スチロール） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

とろ箱 

(発泡スチロール製) 
可燃   

苗箱（苗床） 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

苗ポット 他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

長靴・ゴム長 可燃   

鍋焼きうどん 

アルミ容器 
不燃   

ニカド電池 不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ  

入浴剤 缶 カン プラ製のふたは【その他プラ】へ 

入浴剤 袋・容器 

（プラ製） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

縫い針 不燃   

猫砂 

ペット用トイレの砂 
可燃   

農業機械 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

農業用ビニール 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

農薬 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

農薬 容器 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

ノートパソコン 不可 資源利用法・製造メーカーに申し込む 

ノボペン 

インシュリン注射器 
可燃 針は必ず外す、針は医療機関が回収 

品    目 区分 注  意  事  項 

生ごみ・残飯 可燃 水切りをして出す 

生ごみ処理機 不燃 大きなものは自己搬入する 

波板・トタン板 不燃 
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 

灰(線香の燃え残り等) 可燃 発火の恐れがないようにして出す 

バイク 不可 取扱店・専門業者に相談 

パイプ ハンガー 不燃 大きなものは自己搬入する 

廃油（食用） 可燃 紙にしみ込ませる、凝固剤で固める 

廃油（食用以外） 不可 産業廃棄物・取扱店・専門業者に相談 

ハウスビニール 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

バケツ(プラ製) 可燃 金属製は【不燃】へ 

パソコン（本体） 不可 資源利用法・製造メーカーに申し込む 

パソコン(キーボード) 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（液晶画面を含む） 
不可 資源利用法・製造メーカーに申し込む 

パソコン (マウス) 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 

（プラ製） 
可燃 洗うのが難しいので【その他プラ】対象外 

バター 容器 ケース 

（プラ製） 
可燃 洗うのが難しいので【その他プラ】対象外 

発煙筒 

使用済みに限る 
可燃 危険物・未使用のものは処理できません 

バッグ・鞄 

（皮革・布・プラ製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

バッテリー 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

発泡スチロール 

（大型の緩衝材） 
可燃   

発泡スチロール 

（トレー・容器） 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 
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 他プラ―その他プラスチック 

ペット―ペットボトル 

カ ン―缶類 

び ん―ビン類 

紙 類―雑紙・紙パック･段ボール･新聞紙･雑誌 

不 燃 ― 燃やせないごみ 

直 接 ― クリーンセンターに直接搬入 

不 可 ― 収集処理できません 

可 燃 ― 燃やせるごみ 



品    目 区分 注  意  事  項 

花火（未使用）火薬 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

花火（使用済） 可燃 未使用のものは処理できません 

ハンガー 

（木･プラ製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

ハンドバッグ・鞄 

（皮革・布製） 
可燃   

ＰＰバンド 

（梱包用品） 
可燃   

ビール 缶 カン つぶさないこと、ふたも【缶類】へ 

ビール ケース 可燃 できるだけ販売店へ返却 

ビール びん びん 
できるだけ販売店へ返却、割れたもの、汚れ

の落ちないものは【不燃】へ 

ビール びん ふた 不燃   

ビデオ デッキ 不燃   

ビニールシート 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

ビニール袋・レジ袋 他プラ   

氷嚢・アイスノン 可燃   

肥料袋 

家庭園芸用･プラ製 
他プラ 汚れの落ちないものは【可燃】へ 

肥料袋（農業用） 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

びん(飲料･調味料用） びん 割れ・汚れの落ちないものは【不燃】へ 

びん（油用） 不燃 油がついているので【びん類】対象外 

びん・割れびん 

ひびが入っているびん 
不燃   

品    目 区分 注  意  事  項 

プロパンガスボンベ 不可 危険物・取扱店・専門業者に相談 

噴霧器（家庭園芸用） 不燃   

噴霧器（農業用） 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

ヘアスプレー缶 カン 
必ず穴を開ける 

キャップ等は【その他プラ】へ 

ベッド 直接  

ペット トイレ用砂 

（猫砂等） 
可燃   

ペットボトル 

（飲料・調味料用） 
ペット 

切断したものや 

汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ペットボトル 

(ふた・ラベル) 
他プラ 

水洗いしても 

汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ベビーカー 不燃 大きなものは自己搬入する 

ベビーシート 

チャイルドシート 
不燃   

ベビーバス 

（ビニール･プラ製） 
可燃 大きなものは自己搬入する 

ペンキ 空缶 不燃 
液状の中身が残っているものは 

処理できません 

ペンキ スプレー 缶 カン 必ず穴を開ける 

弁当容器 

パック等（プラ製） 
他プラ 

イベント等で大量に出る場合は 

販売業者に引き取りをお願いする 

ホイール 

自動車用 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

ボイラー 

（1m以内のもの） 
不燃 1mよりも大きなものは処理できません 

包装紙 紙類 【雑紙】として出す 

防腐剤 

（塗料・顔料等） 
可燃 ホルマリン、ナフタリン等 

ホース（ビニール） 可燃 １m以内に切断しておく 

ポータブルトイレ 

（プラ製） 
可燃 大きなものは自己搬入する 

ボール紙 可燃   

歩行器（金属製） 

（幼児用・介護用品） 
不燃 木製は【可燃】へ 

ボタン電池 不燃 できるだけ販売店のリサイクル回収へ 

ホットカーペット 

電気カーペット 
可燃 コードは切り取って【不燃】へ 

ポリタンク（家庭用） 

（灯油用・水用） 
可燃 中身を空にして出す 

ポリタンク（農業用） 不可 農業用産廃・取扱店・専門業者に相談 

ポリバケツ 可燃   

保冷剤 可燃   

本 紙類 
写真集・図鑑等の 

写真ページが多い本は【可燃】へ 

ファクシミリ 

（家庭用） 
不燃 大型機は処理できません 

ファンヒーター 不燃 灯油タンクを空にする 

仏壇 不可 専門業者に相談 

布団 

掛け布団・敷き布団 
可燃 ひもで十字にくくって出す 

ブラインド 

（プラ・木製） 
可燃 

金属製は【不燃】へ 

大きなものは自己搬入する 

プラモデル 可燃   

プランター･鉢 

（プラ製） 
可燃 陶磁器製は【不燃】へ 

プリンター（家庭用） 不燃 大型機は処理できません 

プリンタートナー 

（家庭用） 
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 可燃 事業用は処理できません 

風呂 ふた 

（木・プラ製） 
可燃   

品    目 区分 注  意  事  項 

マウス（パソコン用） 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 

マッサージ機 不燃 大きなものは自己搬入する 

マットレス 直接  

まな板 

（木製・プラ製） 
可燃   

マヨネーズ 

チューブ・キャップ 
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・取扱店・専門業者に相談 

家庭菜園は【可燃】へ 

まんが雑誌 

コミック本 
紙類 ひもで十字にくくって出す 

ミシン（家庭用） 不燃 業務用のものは処理できません 

味噌 容器（プラ製） 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） 
可燃   

むしろ・網代：アジロ 可燃   

メガネ 

金属・ガラス使用 
不燃 プラ製は【可燃】へ 

メガネケース 

（プラ･布製） 
可燃 金属製は【不燃】へ 

毛布 可燃   

モーター・電動機 

（家電機器用） 
不燃 

１kwまで処理可 

それ以上のものは【処理できません】 

木材 

１m以下・φ10㎝以下 
可燃 大きなものは自己搬入する 

餅つき機 不燃 大きなものは自己搬入する 

物干しざお・竿 

（金属製） 
不燃 木製は【可燃ごみ】へ 

薬品容器（プラ製） 

（家庭薬用に限る） 
他プラ 

水洗いしても 

汚れの落ちないものは【可燃】へ 

薬品容器（びん） 

（家庭薬用に限る） 
びん 

割れたもの・水洗いしても 

汚れの落ちないものは【不燃】へ 

薬品容器 

（家庭薬以外） 
不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

湯たんぽ（プラ製） 可燃 金属製は【不燃】へ 

湯沸し器 

（瞬間湯沸し器） 
不燃   

よしず：葦簾 

ロールスクリーン 
可燃 大きなものは自己搬入する 

リップクリーム容器 

（プラ製） 
他プラ 

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 
他プラ 

水洗いしても 

汚れの落ちないものは【可燃】へ 

リモコン 不燃 電池は本体から外して【不燃】へ 

ルアー（釣具） 可燃 
針は必ず外して【不燃】へ 

本体のみ【可燃】へ 

冷蔵庫 不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

冷凍庫 

冷凍ストッカー 
不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

レジ袋 他プラ    マークの表示がないものもあります 

レンジ・電子レンジ 不燃 大きなものは自己搬入する 

ロープ 

ビニール・布等 
可燃   

ローラースケート 

ローラーブレード 
不燃   

ロールスクリーン 

よしず（木･プラ製） 
可燃 大きなものは自己搬入する 

ワープロ 不燃   

ワイン クーラー 

（保冷庫） 
不可 家電リサイクル法・取扱店・専門業者に相談 

ワックス 

（家具用・車用等） 
可燃 業務用は処理できません 

割れたびん･ガラス 不燃   

ワンカップびん 

（酒コップ等） 
びん 

割れたもの・汚れの落ちないものは【不燃】

へ 

品    目 区分 注  意  事  項 

ライター 不燃 ガスを完全に抜く 

ライター（使い捨て） 不燃 中身を空にして壊してガスを抜いて出す 

ラジエーター 不可 処理困難物・取扱店・専門業者に相談 

ラジオ･ラジカセ 不燃   

ラック（棚） 

（木･プラ製） 
可燃 

金属製は【不燃】へ 

大きなものは自己搬入する 

ラップ（食品包装用） 他プラ 
水洗いしても 

汚れの落ちないものは【可燃】へ 

ラップ 外箱 

（食品包装用） 
可燃   

ラムネ びん びん 
割れたもの・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 

ビー玉は【不燃】、ふたは【その他プラ】へ 

水洗いしても、汚れの落ちないもの 

切断したものは【可燃】へ 

ランドセル 

（ビニール・皮革製） 
可燃   
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 他プラ―その他プラスチック 

ペット―ペットボトル 

カ ン―缶類 

び ん―ビン類 

紙 類―雑紙・紙パック･段ボール･新聞紙･雑誌 

不 燃 ― 燃やせないごみ 

直 接 ― クリーンセンターに直接搬入 

不 可 ― 収集処理できません 

可 燃 ― 燃やせるごみ 


