
分け方・出し方（五十音順）

新規
変更 品 名 分 別 区 分 出 し 方 ・ 気 を つ け て ほ し い こ と

か

カーテン 可燃 金属部分は不燃ごみ。

カーテンレール 不燃粗大 2m未満にする。

変 カーペット 布類 丸めてひもで縛り、指定袋を付けて出す。

カーボン紙 可燃 古紙類で出せない紙（薬品加工紙）のため。

貝殻 可燃

介護用トイレ
(ポータブルトイレ)

不燃粗大 汚物は必ず取り除き、60㎝未満は不燃ごみ。

懐中電灯 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）

買い物袋（レジ袋） 軟プラ類 汚れが落ちない場合は、可燃ごみ。

カイロ（使い捨て） 可燃

鏡 不燃 可燃部分は可燃ごみ。60㎝以上は不燃粗大ごみ。

鍵 不燃

変 家具類（木製） 可燃
解体し、3方を50㎝以下にして、ひもで縛り指定袋(大)を付けて出
す。不燃部分は外す。（TMSでも回収しています。９ページ参照。）

変 学習机（木製） 可燃
解体し、3方を50㎝以下にして、ひもで縛り指定袋(大)を付けて出
す。不燃部分は外す。金属製は不燃粗大ごみ。（TMSでも回収し
ています。９ページ参照。）

額縁 可燃 木製以外は不燃ごみ。

かご 可燃
木製は可燃ごみ。プラスチック製でハサミで切れる程度のものは
軟プラ。

傘 不燃 布・ビニール部分は可燃ごみ。

菓子缶 ビン・缶類 中をきれいにする。

加湿器 不燃 中の水は抜く。60㎝以上は不燃粗大ごみ。

菓子箱
古紙類

(ダンボール・箱)
ひもで縛る。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみ。

菓子袋 軟プラ類 汚れが落ちない場合は、可燃ごみ。

ガスストーブ 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

ガスボンベ 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

ガスマット 不燃

ガスレンジ 不燃粗大
可燃部分（ゴムホース）は外して、可燃ごみに出す。電池は外して
出す。（「電池」参照。）

カセット式コンロ 不燃

カセットデッキ 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

カセットテープ 不燃
分解して、中の磁気テープは可燃ごみ。リサイクルプラザに直接
持ち込まれる場合（有料）は、分解せずそのまま出せます。

カセットテープのケース 軟プラ類

カセットボンベ
（カセット式コンロ）

不燃 必ず中身を使い切り、穴を開けずに出す。



分け方・出し方（五十音順）

ガソリン携行缶 不燃 必ず中身をカラにして、ふたを開ける。

カタログ
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

かつら 可燃

新 活性炭 可燃

カッターナイフ 不燃 刃は厚紙などで包み、「刃物」と書く。

カップめん容器 軟プラ類 きれいに洗う。汚れの落ちないものは可燃ごみ。

金網 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

かなづち(工具) 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

カバン（革・ビニール製） 可燃 金属部分は不燃ごみ。

花瓶 不燃

釜(茶道具、羽釜など) 不燃

鎌 不燃
木製部分は可燃ごみ。刃の部分は厚紙などに包んで「刃物」と書
く。

紙オムツ 可燃 汚物は必ず取り除く。

カミソリ 不燃 危険がないように厚紙などに包んで「刃物」と書く。

紙粘土 可燃

紙パック（500ml以上)
古紙類

(牛乳パック)
中を洗い、乾燥させて切り開き、ひもで縛る。

紙袋
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

カメラ 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）

蚊帳 可燃 3方を50cm以下にする。

カラーボックス（木製） 可燃 3方を50cm以下にする。

ガラス製品 不燃 厚紙などに包んで「ガラス」と書く。

新 革靴 可燃 金属部分は不燃ごみ。

新 革ジャンパー 布類 ボタン、ファスナーを外す必要はありません。

瓦 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

換気扇 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

缶切り器 不燃

緩衝材 軟プラ類

乾燥機 収集しない
家電リサイクル法対象品。町で収集・処理しないごみ「家電４品
目」１０ページ参照

乾燥剤 可燃

缶詰の缶（食用） ビン・缶類 中を洗う。ラベルはできるだけ取る。

乾電池 乾電池 「電池」参照。

かんな(工具) 不燃 木製部分は可燃ごみ。

感熱紙 可燃 薬品加工されているため。



分け方・出し方（五十音順）

缶ビール・缶ジュース ビン・缶類 中をきれいにする。フタは不燃ごみ。

き

変 木 可燃
3方を50㎝以下にし、束ね指定袋(大)をつける。（TMSでも回収して
います。９ページ参照。）

キーホルダー 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

キーボード(楽器) 不燃粗大

キーボード
(パソコン、ワープロ）

不燃
メーカー等がパソコンと一体として販売したキーボード、マウス、
ケーブル等の付属品はパソコンと一緒に回収されます。

ギター 可燃 金属部分は不燃ごみ。

キッチンタイマー 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）

杵 可燃 解体して、3方を50㎝以下にする。

脚立 不燃粗大 3方の長さが1ｍ×1ｍ×2ｍ以下のもの。

キャッシュカード 可燃 切って出す。

キャップ（プラスチック） 軟プラ類 きれいに洗う。

新 キャリーケース 不燃粗大 60㎝未満は不燃ごみ。可燃部分は可燃ごみ。

急須 不燃

給湯器 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）60㎝以上は不燃粗大ごみ。

牛乳パック(500ml以上)
古紙類

(牛乳パック)
中を洗い、乾燥させて切り開き、ひもで縛る。

牛乳ビン ビン・缶類 できる限り販売店に返却する。

給油ポンプ(電池式) 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）60㎝以上は不燃粗大ごみ。

教科書
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

金庫(耐火金庫) 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

金庫(手提げ金庫） 不燃

く

空気入れ 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

空気清浄器 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

クーラー（エアコン） 収集しない
家電リサイクル法対象品。町で収集・処理しないごみ「家電４品
目」１０ページ参照

クーラーボックス 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

新 釘（くぎ） 不燃 厚紙などに包んで「釘」と書く。

草刈機(モーター式) 不燃粗大 エンジン式は、収集しません。処理業者等にご相談下さい。

草刈機の刃 不燃 危険がないように厚紙などに包んで「刃物」と書く。

草花 可燃 土は取り除く。

串（金属製） 不燃
竹製は可燃ごみ。プラスチック製でハサミで切れるものは、軟プラ
類に出せます。

薬のアルミ箔 可燃
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果物の保護材
(ネット状・紙製)

可燃

靴 可燃 金属部分は不燃ごみ。

変 クッション 布類 中身がプラスチック等の不燃ごみの場合は、中身は不燃ごみ。

グランドゴルフのスティック 可燃 木製以外は不燃ごみ。

グランドゴルフの球 不燃 木製は可燃ごみ。

クリスタルガラス 不燃

クリスマスツリー 不燃粗大 可燃部分は可燃ごみ。60㎝未満は不燃ごみ。

車いす 不燃粗大 布・スポンジ部分は可燃ごみ。

新 クレパス、クレヨン 可燃

グローブ(野球用) 可燃

グローランプ(グロー球) 不燃 蛍光管には出せません。

新 軍手 布類 ゴムが付いているものも可

け

蛍光管 蛍光管
箱は古紙類。割れたものは透明な袋に入れる。（品番の最初のア
ルファベットが「F」「EF」「HF」以外は不燃ごみ。）

新
珪藻土製品（バスマッ
ト、コースターなど）

不燃

携帯電話 不燃
バッテリーは抜く。（「電池」参照。）※できる限り販売店に返却して
ください。

ゲートボールのスティック 可燃 木製以外は不燃ごみ。

ゲートボールの球 不燃 木製は可燃ごみ。

ゲーム機 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）

ゲームソフト 不燃 パッケージの紙、取説等の紙は可燃ごみ。

化粧瓶 不燃 中身を空にする。

化粧スプレー 不燃 必ず中身を使い切り、穴を開けずに出す。

下駄 可燃

変 下駄箱（木製） 可燃
解体し、3方を50㎝以下にして、ひもで縛り指定袋(大)を付けて出
す。（TMSでも回収しています。９ページ参照。）

新 ケチャップの容器 可燃 ふたは外して不燃ごみ。

血圧計（電気、電池式） 不燃 可燃部分は可燃ごみ。電池は抜く。（「電池」参照。）

新 玄関マット 布類 布製のもの。

剣山(生花用) 不燃 危なくないように厚紙などに包んで出す。

建設廃材 収集しない 処理業者等へご相談ください。

原動機付自転車
(スクーター)

収集しない 「廃二輪車取扱店」に処理を依頼する。（１１ページ参照）

けん盤ハーモニカ
(ピアニカ)

不燃 可燃部分は可燃ごみ。
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こ

鯉のぼり 可燃 金属部分は不燃ごみ。

広告(チラシ)
古紙類

(新聞・チラシ)
ひもで縛る。

広報誌
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

ゴーグル
(スキー用・水泳用)

不燃 可燃部分は可燃ごみ。

コード（電気） 不燃 できる限り60cm未満に切る。

コーヒーメーカー 不燃

氷枕 可燃 金属部分は不燃ごみ。

ござ 可燃
50cm以上のものは切断する。指定袋に入らない場合、3方を50cm
以下に丸めてひもで縛り、指定袋を付けて出す。

古紙
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。汚れているものは可燃ごみ。

変 こたつ(木製) 可燃
解体し3方を50㎝以下にして、ひもで縛り指定袋(大)を付けて出
す。木製以外は、不燃粗大ごみ。

変 こたつ板(木製) 可燃
解体し、3方を50㎝以下にして、ひもで縛り指定袋(大)を付けて出
す。木製以外は、不燃粗大ごみ。（TMSでも回収しています。９
ページ参照。）

こたつの電熱器具 不燃 コードはできる限り60㎝未満に切る。

新 こたつ布団 布類 指定袋に入らない場合は、布団１枚につき１枚指定袋を付ける。

コップ 不燃 プラスチック製でハサミで切れるものは、軟プラ類に出せます。

粉ミルクの缶 ビン・缶類
中をきれいにする。フタ（プラスチック製でハサミで切れるもの）は
軟プラに出す。

碁盤 可燃 解体して、3方を50㎝以下にする。

コピー機(家庭用小型
機)

不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

ゴム製品
(ゴム手袋、長靴など)

可燃

ゴムホース 可燃 2m以下に切り、縛って出す。

米びつ 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

変 米袋（紙） 可燃

ゴルフクラブ 不燃粗大

ゴルフバッグ 可燃 金属、硬質プラスチック部分は不燃ごみ。

ゴルフボール 可燃

コンクリート 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

コンポスト
(生ごみ処理容器)

不燃粗大 1m×1m×2m未満のもの。


