
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

さ

サークル(ペット用囲い) 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

サーフボード 収集しない 購入先・処理業者にご相談ください。

サイクリングマシーン 不燃粗大 1m×1m×2m未満のもの。

変 サイドボード（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。）

座椅子 不燃 布・スポンジ部分は可燃ごみ。60cm以上は不燃粗大ごみ。

在宅医療用具
(注射器など)

収集しない 病院、調剤薬局にご相談ください。

在宅医療用具
(チューブ類など)

可燃 金属部分は不燃ごみ。

酒瓶(一升瓶) ビン・缶類 中を洗い、ラベルはできるだけ取る。フタは不燃ごみ。

酒パック 可燃 プラスチックの栓は軟プラ類。

座敷ほうき 可燃 50cm以下にする。

冊子
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

サッシ 不燃粗大 1m×1m×2m未満のもの。

変 座卓（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。

殺虫剤のスプレー缶 不燃 必ず中身を使い切り、穴を開けずに出す。

雑誌
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

錆びた缶 不燃 中身の無い状態にして出す。

変 座布団 布類
指定袋に入らない場合、５枚までを１組として縛り、指定袋を付け
て出す。

皿 不燃

サラダ油（プラスチック） 可燃

ざる 不燃 竹製は可燃ごみ。

三脚
(カメラ、ビデオカメラ用)

不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

サングラス 不燃

サンダー(工具) 不燃

サンダル 可燃

三輪車 不燃粗大 布・スポンジ部分は可燃ごみ。60cm未満は不燃ごみ。

サンヒーター 不燃粗大 1m×1m×2m未満のもの。可燃部分は可燃ごみ。

し

CD 軟プラ類 ケースも軟プラ類。歌詞カードなど紙製のものは小雑紙。

CDラジカセ・CDプレー
ヤー

不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）



分け方・出し方（五十音順）

ジェルパッド(敷物) 可燃
大きなものは切る。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(大)を付けて出す。

地下足袋 可燃 金属部分は不燃ごみ。

磁気マットレス 可燃 金属部分は不燃ごみ。

磁石 不燃

変 下着類 布類 汚れが落ちない場合は、可燃ごみ。金属部分もそのままで可。

七輪 不燃

事典・辞書
古紙類

(雑誌・雑紙)
ひもで縛る。

自転車 不燃粗大
タイヤ付きで出す。電動アシスト式自転車のバッテリーは購入先・
処理業者へご相談ください。

自転車のタイヤ・チュー
ブ

可燃 ホイルは不燃粗大ごみ。

新 自転車用空気入れ 不燃

竹刀 可燃 50cm以下にする。

地ビールの瓶 ビン・缶類 中を洗う。ラベルはできるだけ取る。

ジャッキ 不燃粗大
油圧式の場合は必ずオイルを抜き、60㎝以上は不燃粗大ごみに
出す。

変 しゃもじ（プラスチック製） 不燃 木製のものは可燃ごみ。

シャンプーなどの容器 可燃

シャンプーなどの容器
のポンプ

不燃

変 じゅうたん 布類
指定袋に入らない場合、折りたたむか、丸めて（長さは２ｍまで）、
紐で縛り、指定袋を付けて出す。

ジューサー（ミキサー） 不燃

充電池 役場町民生活課へ
ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池。絶縁処理を
して出す（８ページ参照）。※リチウム一次電池は出せません。

収納ケース 不燃

新 シュレッダーした紙 小雑紙 名刺やハガキなども小雑紙

瞬間湯沸かし器（台所用） 不燃 電池は抜く。（「電池」参照。）60㎝以上は不燃粗大ごみ。

消火器 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

将棋盤 可燃 解体して、3方を50㎝以下にする。

じょうろ 不燃

醤油瓶 ビン・缶類 中を洗う。ラベルはできるだけ取る。

醤油のペットボトル ペットボトル
中をきれいに洗い、つぶさずに出す。ラベル、キャップ、取手は外
して軟プラ類。

浄水器 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

新 消臭剤の容器 可燃 ふたは外して不燃ごみ。

消臭スプレー缶 不燃 必ず中身を使い切り、穴を開けずに出す。

変 障子 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。
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照明器具 不燃 蛍光管・電球は外して、60㎝以上は不燃粗大ごみ。

食品トレー 軟プラ類 きれいに洗う。

食用油のボトル
（プラスチック）

可燃

除湿機 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

除湿剤 可燃 水は抜く。

新 除草剤の容器（家庭用） 可燃 中身を使い切り、フタは不燃ごみ。農業用のものは収集しない。

食器 不燃

食器乾燥機 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

食器棚（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。）

シルバーカー(手押し車) 不燃粗大 布・スポンジ部分は可燃ごみ。

シンナー缶 不燃 中身を空にする。

新聞紙
古紙類

(新聞・チラシ)
ひもで縛る。

す

水槽 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

水中ポンプ(モーター式) 不燃 風呂の水汲み用などの小型のものに限る。

水中メガネ 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

水筒 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

水道パイプ
(塩化ビニール製)

不燃 できる限り60cm未満に切る。

炊飯器 不燃

スーツケース 不燃 布・ビニール・スポンジ部分は可燃ごみ。

スキー板 不燃粗大 木製は50cm以下にして可燃ごみ。

変 スキーウエア 布類 ボタン、ファスナーを外す必要はありません。

スキー靴 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

スキーストック 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

変 スキー手袋 布類 ボタン、ファスナーを外す必要はありません。

スキャナー 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

スケート靴 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

スケートボード 可燃 金属部分は不燃ごみ。

スコップ 不燃 可燃部分は可燃ごみ。

すずり 不燃

すだれ 可燃
大きなものは切断する。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(大)を付けて出す。

スタンプ台 不燃

スチール整理棚 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m未満のもの。
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ステレオ 不燃粗大 可燃部分は可燃ごみ。60㎝未満は不燃ごみ。

ストーブ 不燃粗大 電池は抜く。（「電池」参照。）燃料は空にして出す。

砂 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

スノーボード 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。木製は50cm以下にして可燃ごみ。

変 すのこ 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。

スパイクシューズ 可燃 金属部分は不燃ごみ。

スパナ(工具) 不燃

スピーカー（ステレオ用） 不燃粗大 可燃部分は可燃ごみ。60㎝未満は不燃ごみ。

スプーン 不燃

スプリングマットレス 不燃粗大 布・スポンジ部分は可燃ごみ。

スプレー缶 不燃 必ず中身を使い切り、穴を開けずに出す。

すべり台（幼児用） 不燃粗大

スポンジ 可燃

ズボンプレッサー 不燃 60cm以上は不燃粗大ごみ。

炭 可燃

スリッパ 可燃

スレート(セメント) 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

スロットマシーン 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

せ

生理用品 可燃

石油ストーブ 不燃粗大
電池は抜く。（「電池」参照。）燃料は空にして出す。60㎝未満は不
燃ごみ。

石油ファンヒーター 不燃粗大 必ず燃料は空にして、60㎝未満は不燃ごみ。

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

石灰 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

石鹸 可燃

石膏ボード 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

瀬戸物(陶磁器) 不燃 割れたものは、厚紙などで包み「われもの」と書いて出す。

新 背広 布類 ボタン、ファスナーを外す必要はありません。

セメント 収集しない 購入先・処理業者へご相談ください。

セラミックファンヒーター 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

洗剤容器 可燃 ふたは外して不燃ごみ。

洗濯粉容器 可燃

洗濯機 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
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洗濯物干し台 不燃粗大 コンクリート製の台は外す。

せんていばさみ 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。

扇風機 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。

洗面器 不燃

そ

掃除機 不燃粗大 60cm未満は不燃ごみ。中のごみは可燃。

ソファー 不燃粗大 布・スポンジ部分は可燃ごみ。

そり 不燃粗大


