
江 田 島 市

みんなで話し合って
きれいな街づくりを ! !

ごみの分け方・出し方ガイド
平成29年度改訂

テキストボックス
（令和２年１２月現在）



　江田島市ではごみの分別資源の有効活用によりごみの減量化，処理費の抑制の取
り組みを行っているところです。
　こうした中，家電リサイクル法に加え，パソコン等電子機器の回収を目的とした
「小型家電リサイクル法」が施行され，ごみの分別がより多様化したため，現状に
対応した改訂版を発行することになりました。
　この改訂版を活用し，ごみの分別・減量化に一層のご協力をお願いします。

� 江田島市　市民生活部
� 環境課　衛生環境係

ごみの量を減らすためには！
　一人ひとりが４Ｒ推進のアクションを

毎日の暮らしを見直して，ごみの減量化に努めましょう

Reduce�（リデュース）……　ごみの発生を抑制　　　　　　　　　　
Reuse� （リユース）………　不要になったものは再使用　　　　　　
Recycie�（リサイクル）……　再利用できない物は資源として再生利用
Refuse� （リフューズ）……　買い物袋を持参し，過剰包装を断る　　

テキストボックス
地域支援課　環境係
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☆ストーブ等の油は抜き取って出してください。
☆電球・電池は取り外して出してください。
☆中身の入っている容器は出さないでください。
☆テレビ・冷蔵（凍）庫・衣類乾燥機・洗濯機・エアコンは収集しません。
☆発泡スチロール類の50cm以下のものは、燃えるごみに出してください。

●家電製品類・家具類・台所用品等のうち、
　主に木やプラスチックなどの燃える素材でできているもの。
※家電製品で小型家電回収ボックスに入るものは、
　各支所に設置してあります回収ボックスもご利用ください。

燃える粗大ごみ

●家具類・自転車・台所用品等のうち、主に金属でできているもの。
●やかん・フライパン・なべ・スプーン等の金属製品
※針金・釘・金属片などの小さな物も燃えない粗大ごみに出してください。

燃えない粗大ごみ

粗

　大

　ご

　み

●チラシは新聞にはさんで出してください。

●ガスボンベ
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※ふたのある物はふたをはずして
　出してください。

屋外など風通しの良い場所で穴をあけて、
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
あ ICレコーダー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみ

アイスノン 燃えるごみ
アイスボックス（クーラーボックス）燃える粗大ごみ
アイスピック 有害・危険ごみ
アイロン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
アイロン台 燃える粗大ごみ
アクセサリー 燃えないごみ
アコーデオンカーテン 燃える粗大ごみ
足元マット（化学繊維製） 燃えるごみ
足元マット（金属製） 燃えない粗大ごみ
厚紙 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
油（食用油） 燃えるごみ 紙・布にしみ込ませるか，固めて出す
油・潤滑油（食用油以外のもの） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
油紙 燃えるごみ
油の缶（４ℓ以下） びん・缶（資源ごみ） 中身を使い切る，一斗缶は燃えない粗大ごみ
油のびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
雨かさ 燃える粗大ごみ 骨組だけの場合は，燃えない粗大ごみ
雨合羽・レインコート 燃えるごみ
雨どい（エンビ製） 燃える粗大ごみ 1.5m以内にして，紐でくくって出す
網戸・雨戸 燃えない粗大ごみ 木製のものは燃える粗大ごみ
編み機 燃えない粗大ごみ
アルカリ電池 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
アルバム（写真も含む） 燃えるごみ
アルミ缶（飲料用） びん・缶（資源ごみ） 中身を使い切り，軽く水洗いして出す
アルミはく・アルミホイル 燃えないごみ アルミ製ガスレンジカバーは燃えない粗大ごみ
安全靴 燃えるごみ
アンテナ（テレビ用） 燃えない粗大ごみ
アンプ 燃える粗大ごみ
あんま器（座椅子型） 燃える粗大ごみ

い 石（園芸用の軽石） 燃えないごみ
石・ブロック等 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
衣装ケース（紙製） 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
衣装ケース（金属製） 燃えない粗大ごみ
衣装ケース（木製） 燃える粗大ごみ 50cm以内に解体すれば燃えるごみ
衣装ケース（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 50cm以内に解体すれば燃えるごみ
いす（木製） 燃える粗大ごみ 50cm以内に解体すれば燃えるごみ
いす（金属製） 燃えない粗大ごみ
板ガラス 燃えないごみ
板くず 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
一輪車（スチール製） 燃えない粗大ごみ プラスチック製は燃える粗大ごみ
一升びん（飲料用） びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
一斗缶（食料等） 燃えない粗大ごみ 中身を使い切る
一斗缶（ペンキ・オイル等） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
糸（釣り糸含む） 燃えるごみ
犬小屋（木・プラスチック製） 燃える粗大ごみ 50cm以内に解体すれば燃えるごみ
医薬品（錠剤・粉末） 燃えるごみ 注射針等は収集しません。医師に相談する
医療廃棄物 収集しません 専門処理業者に依頼するか，医師に相談する
衣類等 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
衣類乾燥機 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
印鑑 燃えるごみ
インクリボン 燃えるごみ
飲料用紙パック 古紙（資源ごみ） 内側にアルミコーティングのものは，燃えるごみ

う 植木鉢（金属製） 燃えない粗大ごみ
植木鉢（陶磁器製） 燃えないごみ
植木鉢（プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
ウォシュレット（便座） 燃えないごみ なるべく業者に引き取ってもらう
浮き輪 燃えるごみ
うす（石製・木製） 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
うちわ 燃えるごみ
腕時計 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
乳母車 燃える粗大ごみ 金属製のものは燃えない粗大ごみ
羽毛布団 燃える粗大ごみ 四つ折にし，紐でくくって出す

え エアコン（室内機） 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
エアコン（室外機） 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
映写機（８ミリ） 燃える粗大ごみ
枝木 燃えるごみ 50cm以内に切り，束ねて出す（指定袋に入れなくてよい）
枝切りハサミ（剪定バサミ） 燃えない粗大ごみ
鉛筆・毛筆・はけ 燃えるごみ
絵本 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって回収日に出す
LED電球 有害・危険ごみ
LPGボンベ 収集しません 販売店に依頼する
エレクトーン・オルガン 燃える粗大ごみ
園芸用の石（軽石） 燃えないごみ
エンジン（草刈機程度は除く） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
延長コード（電気コード） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
鉛筆削り器（電動） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す

お オイル 収集しません 油・潤滑油など販売店か専門の処理業者に依頼する
オイルヒーター 燃える粗大ごみ
応接セット 燃える粗大ごみ
温水器・給湯器（大型） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
お菓子の箱（紙製） 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
お菓子の箱（金属製・４ℓ以下） びん・缶（資源ごみ） 大型のものは燃えない粗大ごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
置き時計 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
おきもの（金属製） 燃えない粗大ごみ
おきもの（陶磁器製） 燃えないごみ
押しピン・画びょう 燃えないごみ 紙に包んで安全な状態で出す
おしゃぶり 燃えるごみ
お玉・しゃくし（金属製） 燃えない粗大ごみ 木製のものは燃える粗大ごみ
オーディオラック 燃える粗大ごみ 金属製は，燃えない粗大ごみ
落ち葉 燃えるごみ 雑草・枯れ花も同じ
お茶の缶 びん・缶（資源ごみ） プラスチック製のふたは燃えるごみ
オーブントースター 燃える粗大ごみ
オーブンレンジ 燃える粗大ごみ
お盆（金属製） 燃えない粗大ごみ
お盆（プラスチック・木製） 燃える粗大ごみ 50cm以内のものは，燃えるごみ
おまる 燃える粗大ごみ 50cm以内のものは，燃えるごみ
おもちゃ（金属製） 燃えない粗大ごみ
おもちゃ（金属との混合材質） 燃える粗大ごみ
おもちゃ（プラスチック製） 燃えるごみ ぬいぐるみも同じ
オルガン・エレクトーン 燃える粗大ごみ
温度計（水銀使用） 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す

か 貝殻 燃えるごみ
介護用ベッド 燃えない粗大ごみ
懐中電灯（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
懐中電灯（金属製） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
買い物袋（布・ビニール製） 燃えるごみ
鏡 燃えないごみ
花器（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ
花器（金属製） 燃えない粗大ごみ
家具類 燃える粗大ごみ
額（金属製） 燃えない粗大ごみ
額（木・プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
学習机 燃える粗大ごみ 金属製のものは燃えない粗大ごみ
掛け時計 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
かさ 燃える粗大ごみ 骨組だけの場合は燃えない粗大ごみ
菓子缶 びん・缶（資源ごみ） ４ℓを越えるものは燃えない粗大ごみ
菓子袋 燃えるごみ
加湿器 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ガスコンロ 燃えない粗大ごみ 中の電池は取り除いて出す
ガス炊飯器（金属製） 燃えない粗大ごみ 電気炊飯器は，燃える粗大ごみ
ガスストーブ 燃える粗大ごみ 中の電池は取り除いて出す
ガスボンベ（プロパンガス用） 収集しません 販売店に依頼する
ガスレンジ 燃えない粗大ごみ 中の電池は取り除いて出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
カセットコンロ（本体） 燃えない粗大ごみ ボンベは取り除いて，有害・危険ごみに出す
カセットコンロ用ボンベ 有害・危険ごみ 中身は使い切って出す
カセットデッキ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
カセットテープ 燃えるごみ
固めた食用油 燃えるごみ
カタログ類 古紙（資源ごみ） コーティング紙のものは可燃ごみ
カッターの刃 有害・危険ごみ 紙などに包んで『刃物』と書いて出す
カップメンの容器 燃えるごみ
カーテン 燃えるごみ 金具ははずす
カーテンレール 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
金づち 燃える粗大ごみ
かばん 燃えるごみ 金具ははずす
画びょう 燃えないごみ 紙に包んで安全な状態で出す
花瓶（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
カーぺット 燃える粗大ごみ 折りたたむか丸めて，紐でくくって出す
カーボン紙 燃えるごみ
釜（金属製） 燃えない粗大ごみ
紙おむつ 燃えるごみ 汚物は取り除く
紙コップ 燃えるごみ
紙箱 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
紙袋 古紙（資源ごみ） 紙以外のとっては，はずして古紙回収日に出す
カミソリ 有害・危険ごみ 紙などに包んで『刃物』と書いて出す
紙粘土 燃えるごみ
ガムテープ 燃えるごみ
カメラ（ビデオカメラも含む） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
カラオケセット 燃える粗大ごみ
ガラス（割れたもの・食器類も含む）燃えないごみ
カラーボックス（ラック） 燃える粗大ごみ
ガレキ類 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
革靴 燃えるごみ
革製品 燃えるごみ
瓦 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
換気扇 燃える粗大ごみ
頑具類（金属製） 燃えない粗大ごみ
頑具類（金属との混合材質） 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
頑具類（プラスチック製） 燃えるごみ
乾燥機（衣類） 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
乾燥剤 燃えるごみ
乾電池 有害・危険ごみ ボタン・ニッカド電池は販売店へ
感熱紙 燃えるごみ 再生できません
燗のできる酒缶 燃えないごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
缶類（菓子・海苔・かん詰缶等） びん・缶（資源ごみ） 中身をきれいにして出す
缶類（４ℓを越えたもの） 燃えない粗大ごみ 中身をきれいにして出す

き 木くず・木の枝 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
ギター（アンプ）も含む 燃える粗大ごみ ケースも同じ
きね 燃える粗大ごみ
着物 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
キーボード（楽器） 燃える粗大ごみ
脚立 燃えない粗大ごみ
びん等のキャップ（金属製） 燃えないごみ
びん等のキャップ（プラスチック製） 燃えるごみ
きゅうす（金属製） 燃えない粗大ごみ
きゅうす（陶磁器製） 燃えないごみ
牛乳等紙パック 古紙（資源ごみ） 中を洗い乾燥させ，開いて古紙回収日に出す
強化ガラス 燃えないごみ
教科書 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
鏡台（ドレッサー） 燃える粗大ごみ 鏡ははずして燃えないごみ
金庫（手提げ用） 燃えない粗大ごみ
金庫（耐火用） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む

く 空気入れ 燃えない粗大ごみ
空気清浄機 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
釘 燃えない粗大ごみ 紙などに包んで釘と表示して出す
草 燃えるごみ
草刈り機 燃えない粗大ごみ オイル・ガソリン類は抜き取って出す
くし・ヘアーブラシ 燃えるごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
果物の皮 燃えるごみ
ロ紅のケース 燃えるごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
くつ 燃えるごみ
クッキングペーパー 燃えるごみ
靴下 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
クッション 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
クーラー（エアコンも含む） 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル）
クーラーボックス 燃える粗大ごみ
クリップ 燃えないごみ 紙などに包んで出す
クリーニング袋 燃えるごみ
車いす 燃えない粗大ごみ
車用チェーン 燃えない粗大ごみ
車用ホイール 燃えない粗大ごみ タイヤ付は収集しません。販売店に依頼する
クレジットカード 燃えるごみ ハサミなどで切って出す
クレヨン 燃えるごみ
クロス壁紙 燃えるごみ
グローブ 燃えるごみ

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

− 10 −

テキストボックス
30cm



品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
グローランプ 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
くわ 燃える粗大ごみ
軍手 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ

け 蛍光管 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す（品目ごとに袋に入れて出す）
携帯電話 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
毛糸 燃えるごみ
計量はかり（プラスチック製） 燃える粗大ごみ
消しゴム 燃えるごみ
化粧品容器（ガラス製） 燃えないごみ びん・缶類の資源ごみと混ぜないでください
化粧品容器（スプレー缶） 有害・危険ごみ 中身は使い切って穴をあけて出す
化粧品容器（プラスチック製） 燃えるごみ
化粧用コットン 燃えるごみ
げた箱 燃える粗大ごみ
ケチャップの容器 燃えるごみ
玄関マット（金属製） 燃えない粗大ごみ
玄関マット（化学繊維製） 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
剣山 燃えない粗大ごみ
建築・建設廃材 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
顕微鏡 燃えない粗大ごみ

こ 耕運機 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
広告・チラシ 古紙（資源ごみ） 新聞にはさんで紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
工具箱 燃えない粗大ごみ 木製・プラスチック製は燃える粗大ごみ
硬質プラスチック 燃えるごみ
小型ラジオ・携帯ラジオ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ゴーグル（プラスチック製） 燃えるごみ
ござ 燃える粗大ごみ 50cm以内のものは燃えるごみ
こたつ 燃える粗大ごみ 天板・やぐらも同じ
こたつ布団 燃える粗大ごみ
コップ（紙・プラスチック製） 燃えるごみ
コップ（ガラス製） 燃えないごみ びん・缶類の資源ごみと混ぜないでください
コップ（金属製） 燃えない粗大ごみ
子供用ブランコ 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す　木製・プラ製のものは燃える粗大ごみ
粉薬の包装 燃えるごみ
コーヒーカップ（ガラス・陶磁器製）燃えないごみ びん・缶類の資源ごみと混ぜないでください
コーヒーカップ（金属製） 燃えない粗大ごみ
コーヒ一等の缶 びん・缶（資源ごみ） 中身は空にして出す
コーヒ一等のびん びん・缶（資源ごみ） 中身は空にしてふたは取って出す
コーヒーメーカー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ゴム製品（手袋・長靴等） 燃えるごみ タイヤは収集しません
米びつ（ライサー） 燃える粗大ごみ 金属製のものは燃えない粗大ごみ
ゴルフクラブ 燃えない粗大ごみ バッグは燃える粗大ごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
ゴルフボール 燃えるごみ
コンクリート・セメント 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
コンタクトレンズ（ガラス製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
コンテナ 燃える粗大ごみ 農業用は自分で持ち込む
コンパクト（化粧品） 燃えるごみ 金属製のものは燃えないごみ
梱包ひも 燃えるごみ ビニールひもも同じ（長くばらけないようにくくる）

さ サイクリングマシーン 燃えない粗大ごみ
座いす 燃える粗大ごみ
サイドボード 燃える粗大ごみ
裁縫道具 燃える粗大ごみ 針などは紙等に包んで燃えないごみで出す
材木・柱等 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
サインぺン 燃えるごみ
魚箱（発砲スチロール製） 燃えるごみ 一般家庭で使うもので指定袋に入らなければ，燃える粗大ごみ
酒カップ（ガラス製） 燃えないごみ
酒の容器（� �ペット№１） ぺットボトル 中を洗ってふたは，はずして出す� �マークを確認
酒の紙パック 古紙（資源ごみ） 中を洗い乾燥させ開いて古紙回収日に出す
酒の紙パック（内がアルミもの） 燃えるごみ
サッシ 燃えない粗大ごみ
雑誌 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
殺虫剤のスプレー缶 有害・危険ごみ 中身は使い切って穴をあけて出す
座布団 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
サーフボード 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
皿（紙・プラスチック製） 燃えるごみ
皿（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ
皿（金属製） 燃えない粗大ごみ
三角コーナー（金属製） 燃えない粗大ごみ
三角コーナー（プラスチック製） 燃えるごみ
サングラス（ガラス製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
サンダル 燃えるごみ
残飯 燃えるごみ よく水を切る，生ごみ処理機も活用する
三輪車 燃えない粗大ごみ プラスチック製は，燃える粗大ごみ

し 地下足袋 燃えるごみ
磁気カード 燃えるごみ
磁気マットレス 燃える粗大ごみ
磁石 燃えない粗大ごみ
辞書 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
下着類 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
シーツ 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
湿布薬 燃えるごみ
自転車・一輪車 燃えない粗大ごみ プラスチック製は，燃える粗大ごみ
自転車のタイヤ 燃える粗大ごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
自転車のチューブ 燃えるごみ 金具は取除いて出す
写真集・アルバム 燃えるごみ
ジャッキ 燃えない粗大ごみ
ジャムのびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いして出す（P４参照）
シャンプー・洗剤等の容器 燃えるごみ
じゅうたん 燃える粗大ごみ 折りたたむか丸めて，紐でくくって出す
ジュース缶 びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いして出す
ジュースの紙パック 古紙（資源ごみ） 中を洗い乾燥させ開いて古紙回収日に出す
ジュースびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
ジュース容器（� �ペット№１） ペットボトル 中を洗ってふたは，はずして出す� �マークを確認
ジュラルミンケース 燃えない粗大ごみ
シュレッダー（家庭用） 燃える粗大ごみ
瞬間湯沸器（家庭用） 燃えない粗大ごみ
消火器（未使用のもの） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
消火器（使用済のもの） 燃えない粗大ごみ 使用済と分かるようにして出す
定規（金属製） 燃えない粗大ごみ
定規（木・プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上は燃える粗大ごみ
錠剤のシート 燃えるごみ
焼酎の容器（� �ペット№１） ぺットボトル 中を洗ってふたは，はずして出す� �マークを確認
照明器具 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
醤油のびん（ガラス製） びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
醤油の容器（� �ペット№１） ぺットボトル 中を洗ってふたは，はずして出す� �マークを確認
食品くず 燃えるごみ よく水を切って出す（生ごみ処理機も活用する）
食品トレー 燃えるごみ なるべく購入した大規模店のリサイクルボックスヘ
食用油（固めた物） 燃えるごみ
食用油の缶（４ℓ以下） びん・缶（資源ごみ） 中身を使い切る，一斗缶は燃えない粗大ごみ
食用油のびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
食用油の容器（プラスチック製） 燃えるごみ 中身を使い切って出す（ペット№１� �は資源物）
除湿機 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
食器（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ
食器（金属製） 燃えない粗大ごみ
食器（プラスチック製） 燃えるごみ
食器洗い機・乾燥機 燃える粗大ごみ
食器棚 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
CD・DVD・BD 燃えるごみ ケースも同じ
CDプレーヤー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
人工芝 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
新聞紙 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す

す 水槽（ガラス製） 燃えないごみ
水槽（プラスチック製） 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
水銀電池 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
水筒（ガラス・金属製） 燃えない粗大ごみ
水筒（プラスチック製） 燃えるごみ
炊飯器・炊飯ジャー 燃える粗大ごみ 中身を使い切って出す
スキーウエアー 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
スキー靴 燃える粗大ごみ 金具のないものは燃えるごみ
スキーセット 燃える粗大ごみ 板・ストックも同じ
スクーター 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
スケート靴 燃えないごみ 金具のないものは燃えるごみ
スケートボード 燃える粗大ごみ
スコップ 燃えない粗大ごみ
すずり 燃えないごみ
すだれ・よしず 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
スタンド 燃える粗大ごみ
スチール缶 びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いして出す
ズック 燃えるごみ
スーツ 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
スーツケース 燃える粗大ごみ
ステレオセット 燃える粗大ごみ
ステレオラック 燃える粗大ごみ
ストッキング 燃えるごみ
ストーブ 燃えない粗大ごみ 石油は抜き取って電池は取り除いて出す
すのこ 燃える粗大ごみ
スノーボード 燃える粗大ごみ
スパイク付シューズ 燃えないごみ 金具のないものは燃えるごみ
スピーカー 燃える粗大ごみ
スプレー缶 有害・危険ごみ 中身を使い切って穴をあけて出す
スプーン 燃えない粗大ごみ
スポンジ 燃えるごみ
ズボンプレッサー 燃える粗大ごみ
スリッパ 燃えるごみ

せ 製図台（家庭で使用したもの） 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
生理用品 燃えるごみ
石油ストーブ 燃えない粗大ごみ 石油は抜き取って電池は取り除いて出す
セーター 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
石こうボード 燃えないごみ 多量の場合は自分で持ち込む
せともの・やきもの 燃えないごみ
洗剤の箱（容器も含む） 燃えるごみ
扇子 燃えるごみ
洗濯機 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
洗濯ばさみ（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
洗濯ハンガー（金属製） 燃えない粗大ごみ 混合材質も同じ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
洗濯ハンガー（プラスチック製） 燃えるごみ
剪定枝 燃えるごみ 50cm以内に束ねて出す
扇風機 燃える粗大ごみ
洗面器（金属製） 燃えない粗大ごみ
洗面器（プラスチック製） 燃えるごみ
洗面化粧台 燃える粗大ごみ 鏡は外して，燃えないごみ
洗面台（陶磁製） 燃えない粗大ごみ

そ 双眼鏡 燃えない粗大ごみ
掃除機 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ぞうり 燃えるごみ
ソファー 燃える粗大ごみ

た 体温計（水銀使用） 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
体重計（ヘルスメーター） 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
台所流し台 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
耐熱ガラス 燃えないごみ
タイプライター 燃えない粗大ごみ
タイヤ（自転車用） 燃える粗大ごみ
タイヤ（バイク・自動車用） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
太陽熱温水器 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
タイル 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
タオル・バスタオル 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
タタミ 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
脱臭剤 燃えるごみ
タッパーウェア 燃えるごみ
タバコの吸い殻 燃えるごみ
足袋 燃えるごみ
卵のパック 燃えるごみ
タライ（金属製） 燃えない粗大ごみ 木製は燃える粗大ごみ
たわし（かめのこ） 燃えるごみ
たわし（金属製） 燃えない粗大ごみ
タンス 燃える粗大ごみ
断熱材 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
ダンボール 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す

ち チェスト 燃える粗大ごみ
チェーン 燃えない粗大ごみ
地球儀 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
チャイルドシート 燃える粗大ごみ
茶がら 燃えるごみ
茶わん・皿（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
中性洗剤容器（プラスチック） 燃えるごみ 中身を使い切り水洗いして出す
調味料等の缶 びん・缶（資源ごみ） 中身を使い切り水洗いして出す
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テキストボックス
30cm



品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
調味料等のびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
チョーク 燃えるごみ
チラシ類 古紙（資源ごみ） 新聞にはさんで紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
ちりとり（木・プラスチック製） 燃えるごみ 金属類は燃えない粗大ごみ

つ 使い捨てカイロ 燃えるごみ 商品の指示表示による
使い捨てライター 有害・危険ごみ ガスは使い切って出す
机 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
積み木 燃えるごみ
爪切り 燃えない粗大ごみ
釣り竿 燃える粗大ごみ
つるはし（家庭で使用したもの） 燃える粗大ごみ

て ティーカップ（陶磁器製） 燃えないごみ
ティッシュペーパーの箱 古紙 ビニールをはがして古紙へ
手鏡 燃えないごみ
テキスト用紙 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
手提げ金庫 燃えない粗大ごみ
デスクトップパソコン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
鉄アレー 燃えない粗大ごみ
鉄パイプ 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
鉄板・鉄棒 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
テニスラケット 燃える粗大ごみ
手ぬぐい 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
手袋（布製） 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
テーブル（木製） 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
テレビ 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
テレビゲームソフト 燃えるごみ カセットは回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
テレビゲーム本体 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
テレビ台 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
電気あんか 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気カーペット 燃える粗大ごみ
電気釜 燃える粗大ごみ
電気こたつ 燃える粗大ごみ
電気コード 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気炊飯器 燃える粗大ごみ
電気スタンド 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気ストーブ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気カミソリ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気ポット 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気ミシン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
電気毛布 燃える粗大ごみ
電球 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
電子レンジ 燃える粗大ごみ
天体望遠鏡 燃える粗大ごみ
電卓 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
テント（レジャー用） 燃える粗大ごみ
電池 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
電動カート 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
天ぷらガード（アルミ製） 燃えない粗大ごみ
天ぷら廃油（家庭用） 燃えるごみ 固めるか紙等に含ませて出す
電話機 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す

と 戸・ドア・ふすま 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
トイレットペーパーの芯 古紙（資源ごみ）
トイレブラシ 燃えるごみ
陶磁器類 燃えないごみ
籐製家具 燃える粗大ごみ
時計 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
トースター 燃える粗大ごみ
戸棚 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
トタン板 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
トナー（家庭用） 燃えるごみ
土鍋 燃えないごみ
ドライヤー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ドラム缶 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
ドラムセット 燃える粗大ごみ
鳥かご 燃えない粗大ごみ 木・竹製は燃える粗大ごみ（小さい物は燃えるごみ）
塗料 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
ドリンクびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
トレ一類 燃えるごみ なるべく購入した大規模店のリサイクルボックスヘ
ドレッサー（鏡台） 燃える粗大ごみ 鏡ははずして燃えないごみ
トロフィー 燃える粗大ごみ ガラス製のものは燃えないごみ

な ナイフ 有害・危険ごみ 紙などに包んで『刃物』と書いて出す
長靴 燃えるごみ
流し台（金属製） 燃えない粗大ごみ
鍋（金属製） 燃えない粗大ごみ
鍋（金属製以外のもの） 燃えないごみ 土鍋・ガラス製等
生ごみ 燃えるごみ よく水を切って出す（生ごみ処理機も活用する）

に ニッカド電池 有害・危険ごみ なるべく販売店でリサイクルする
入浴剤容器 燃えるごみ
人形 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
人形ケース 燃える粗大ごみ ガラスは燃えないごみ

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ
縫い針 燃えないごみ 紙に包んで安全な状態で出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
布おむつ 燃えるごみ 汚物は取り除く
布くず・布切れ・はぎれ 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ

ね ネクタイ 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
粘着カーペットクリーナー 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
粘土 燃えないごみ 紙粘土は燃えるごみ

の 農機具 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
農業用ビニール 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
農具（カマ等） 燃える粗大ごみ 刃部分は紙などに包んで出す
農薬びん 燃えないごみ 中身は必ず使い切り水洗いする
農薬類・薬品等 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
のこぎり 燃える粗大ごみ 刃物部分は紙などに包んで出す
ノート 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくっての古紙回収日に出す
ノートパソコン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
海苔の缶 びん・缶（資源ごみ）

は 灰 燃えないごみ 一般家庭から出る少量の灰のみ（加湿して出す）
バイク 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
灰皿（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ
灰皿（金属製） 燃えない粗大ごみ
灰皿（プラスチック製） 燃えるごみ
パイプ椅子 燃えない粗大ごみ
廃木材 燃える粗大ごみ 1.5m以内にして出す
廃油 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
バインダー（金属製） 燃える粗大ごみ 金具を取り除いた場合は燃えるごみ
バケツ（金属製） 燃えない粗大ごみ
バケツ（プラスチック製） 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らないものは燃える粗大ごみ
はさみ 燃えない粗大ごみ 刃物部分は紙などに包んで出す
はしご（木製） 燃える粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
柱時計 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
パソコン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
鉢（陶磁器製） 燃えないごみ 植木鉢も同じ
鉢（プラスチック製） 燃えるごみ 植木鉢も同じ
バッグ 燃えるごみ 指定ごみ袋に入らないものは燃える粗大ごみ
バッテリー 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
発電機 燃えない粗大ごみ 小型レジャー用程度のもの
バット（金属製） 燃えない粗大ごみ
バット（木製） 燃える粗大ごみ
発泡スチロール 燃える粗大ごみ 指定袋に入るものは燃えるごみ
花台 燃える粗大ごみ
歯ブラシ 燃えるごみ 電気式は燃える粗大ごみ
歯磨きチューブ（ラミネート） 燃えるごみ
ハーモニカ 燃えない粗大ごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
刃物 有害・危険ごみ 紙などに包んで『刃物』と書いて出す
針 燃えないごみ 紙に包んで安全な状態で出す
針金 燃えない粗大ごみ
ハンガー（金属製） 燃えない粗大ごみ
ハンガー（金属との混合材質） 燃える粗大ごみ
ハンガー（プラスチック製） 燃えるごみ
ハンカチ 布類（資源ごみ） 汚れのひどいものは燃えるごみ
ハングライダー 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
はんてん 布類
パンフレット 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくっての古紙回収日に出す

ひ ピアニカ（楽器） 燃える粗大ごみ
ピアノ 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
PHS（携帯電話） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
日がさ 燃える粗大ごみ 骨組みだけは，燃えない粗大ごみ
ビー玉 燃えないごみ
ピッケル 燃える粗大ごみ
ビデオカメラ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ビデオデッキ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ビデオテープ 燃えるごみ
ひな段 燃えない粗大ごみ
ビニール（農業用） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
ビニール袋 燃えるごみ
ビニールホース 燃えるごみ 50cmに切るか，広がらないようにくくって出す
火鉢 燃えないごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
百科事典 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
びん（飲料用・食用・ドリンク等） びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
びん（化粧用） 燃えないごみ
びんのふた（金属・ガラス製） 燃えないごみ P４参照
びんのふた（コルク・プラスチック製）燃えるごみ P４参照

ふ ファクシミリ（家庭用） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ファクシミリ（業務用） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
ファンヒーター 燃える粗大ごみ 灯油・電池などは取り除く
フィルム（ケースも含む） 燃えるごみ
封筒 古紙（資源ごみ）
フェンス 燃えない粗大ごみ
フォーク 燃えない粗大ごみ
仏壇 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
布団 燃える粗大ごみ 折りたたむか丸めて，紐でくくって出す
布団カバー（収納用） 燃えるごみ
布団乾燥機 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ふとん干し 燃えない粗大ごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
フライパン 燃えない粗大ごみ
ブラインド 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
ぶら下がり健康器 燃えない粗大ごみ
プラスチック収納ケース 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
プラスチック製波板 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
プラモデル 燃えるごみ
プランター（プラスチック製） 燃えるごみ
プリンター 燃える粗大ごみ
古布・古着 布類（資源ごみ） 汚れのひどいものは燃えるごみ
風呂釜・浴槽 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
風呂敷 布類（資源ごみ） ビニール製や汚れのひどいものは燃えるごみ
ブロック 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
フロッピーディスク 燃えるごみ
風呂のふた 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
風呂のマット 燃えるごみ
噴霧器（家庭用） 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ

へ ヘアースプレーの缶 有害・危険ごみ 中身を使い切って穴をあけて出す
ヘアピン 燃えないごみ
ヘアーブラシ 燃えるごみ
ベッド（木製） 燃える粗大ごみ
ベッド（金属製） 燃えない粗大ごみ
ペットボトル（� �ペット№１） ペットボトル（資源ごみ）中を洗ってふたとラベルは，はずして出す� �マークを確認
ペットボトル（上記以外のもの） 燃えるごみ
ぺットボトルのふた・ラベル 燃えるごみ
ヘッドホンステレオ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ペーパータオル 燃えるごみ
ベビーカー 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
ベビーバス 燃える粗大ごみ
ヘルスメーター 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
ベルト 燃えるごみ 金具部分は外し燃えない粗大ごみ
ヘルメット 燃えるごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
ペンキ 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
ペンキ缶（中身のないもの） 燃えない粗大ごみ 一般家庭から出るもの
便器 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
勉強机 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ

ほ ボイラー 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
ホイール（タイヤ無し） 燃えない粗大ごみ タイヤが付いていたら収集しません
望遠鏡 燃えない粗大ごみ 双眼鏡も同じ
ほうき 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
帽子 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
包装紙（紙類） 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
包丁 有害・危険ごみ 紙などに包んで『刃物』と書いて出す
ホース 燃えるごみ 50cmに切るか，広がらないようにくくって出す
ホースリール（金属製） 燃えない粗大ごみ
ホースリール（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ
ポット 燃える粗大ごみ
ホットカーペット 燃える粗大ごみ 折りたたむか丸めて，紐でくくって出す
ホットカーラー 燃えるごみ
ホットプレート 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ホッチキス 燃えない粗大ごみ
哺乳びん（ガラス製） 燃えないごみ
哺乳びん（プラスチック製） 燃えるごみ
ポリタンク容器 燃える粗大ごみ 灯油・水等中身は空にして出す
ポリ袋 燃えるごみ
ボウリングの玉 燃えないごみ
ボールぺン 燃えるごみ
保冷剤 燃えるごみ
ホ一ロ一鍋 燃えない粗大ごみ
本 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
本棚・本立て・書庫 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
盆灯ろう 燃えるごみ 切って指定袋に入れて出す。50cm以上は燃える粗大ごみ

ま 枕 燃えるごみ
マジックインキ（ガラス製） 燃えないごみ プラスチック製のものは燃えるごみ
マスク 燃えるごみ
マッサージ椅子 燃える粗大ごみ
マットレス（スプリング入り含む）燃える粗大ごみ
窓用クーラー 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
まな板 燃えるごみ 50cm以上のものは燃える粗大ごみ
マニキュアのびん 燃えないごみ
マネキン（洋裁用） 燃える粗大ごみ 家庭で使用したものに限る
魔法びん 燃える粗大ごみ
豆電球 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す
マヨネーズの容器 燃えるごみ
マンガの本 古紙（資源ごみ） 紐で十文字にくくって古紙回収日に出す
マンガン電池 有害・危険ごみ 有害・危険ごみと分かるようにして出す

み ミシン 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
水切りネット 燃えるごみ
水枕 燃えるごみ
ミニコンポ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
みりんのびん（ガラス製） びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
ミルクの缶 びん・缶（資源ごみ） 中身を使い切って出す

む 虫眼鏡 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
め メガネ 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ

も 毛布 燃える粗大ごみ 折りたたむか丸めて紐でくくって出す
モーター（大型） 収集しません 販売店か専門の処理業者に依頼する
モーター（おもちゃ用） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
もちつき機 燃える粗大ごみ
モップ（柄付き） 燃える粗大ごみ
物置 燃えない粗大ごみ 解体して1.5m以内に切るか折って出す
物干し竿 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す
物干し台の台座（コンクリート製）燃えないごみ
モルタル 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
門扉 燃えない粗大ごみ 1.5m以内に切るか折って出す

や やかん 燃えない粗大ごみ
野球のボール 燃えるごみ
野菜くず 燃えるごみ よく水を切って出す（生ごみ処理機も活用する）
ヤッケ 燃えるごみ

ゆ 遊具（ブランコ・滑り台等） 燃えない粗大ごみ 解体して1.5m以内に切るか折って出す
浴衣 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
湯のみ（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ
湯のみ（金属製） 燃えない粗大ごみ
湯のみ（樹脂製） 燃えるごみ
湯沸器 燃えない粗大ごみ

よ 洋酒のびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
洋服 布類（資源ごみ） 汚れがひどいものは燃えるごみ
洋服掛け（金属製） 燃えない粗大ごみ
洋服掛け（金属との混合材質） 燃える粗大ごみ
洋服掛け（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
浴槽 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
汚れたびん・缶 燃えないごみ

ら ライター（使い捨て） 有害・危険ごみ 中身を使い切って出す
ライター（金属製） 燃えない粗大ごみ 中身を使い切って出す
ラケット（卓球等） 燃えるごみ テニス用は燃える粗大ごみ
ラジオ・ラジカセ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
ラップ 燃えるごみ
ランタン 燃えない粗大ごみ オイルは抜いて出す
ランチジャー（金属製） 燃えない粗大ごみ
ランチジャー（プラスチック製） 燃えるごみ
ランドセル 燃えるごみ
ランニングマシーン 燃えない粗大ごみ

り リチウム電池 収集しません 販売店に相談する
リモコン（テレビ等） 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
料理くず 燃えるごみ よく水を切って出す（生ごみ処理機も活用する）
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品　　　　名 分　　類 出し方のポイント
リール（釣具） 燃える粗大ごみ 釣り糸は50cmに切って燃えるごみに出す

れ 冷蔵庫 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
冷凍庫 収集しません 販売店に依頼する（家電リサイクル法）
レコード盤 燃えるごみ
レコードプレイヤー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
レーザーディスクプレイヤー 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
レジスター 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
レジ袋 燃えるごみ
レターケース（金属製） 燃えない粗大ごみ
レターケース（プラスチック製） 燃える粗大ごみ 50cm以下のものは燃えるごみ
レトルトパック（アルミ製） 燃えないごみ
レンガ 収集しません 専門の処理業者に依頼するか自分で持ち込む
レンジ敷 燃えないごみ

ろ ろう紙 燃えるごみ
ローソク 燃えるごみ
ロッカー 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
ロープ（家庭用） 燃えるごみ 50cmに切るか，広がらないようにくくって出す
ローラースケート 燃える粗大ごみ プラスチック製は燃えるごみ

わ ワイシャツ 布類（資源ごみ） 汚れのひどいものは燃えるごみ
ワインのびん びん・缶（資源ごみ） 中身は使い切り，軽く水洗いしふたをはずして出す
ワイヤー（家庭用に限る） 燃えない粗大ごみ 広がらないようにくくって出す
ワゴン 燃える粗大ごみ 金属製は燃えない粗大ごみ
綿・綿入りのもの 燃えるごみ
ワックスの缶 燃えない粗大ごみ 中身を使い切って出す
ワープロ 燃える粗大ごみ 回収ボックスに入れるか燃える粗大ごみに出す
わら製品 燃えるごみ
割り箸 燃えるごみ
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びん・缶

びん・缶

びん・かん
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びん・缶

びん・缶

びん・かん
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※チラシは新聞紙にはさんで出してください。

テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫の出し方
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※チラシは新聞紙にはさんで出してください。

テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫の出し方
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市役所本庁舎・沖美市民センター
三高支所　・　能美支所
江田島支所

使用済小型家電を回収しています！
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テキストボックス
能美市民センター

テキストボックス
江田島市民センター



市役所本庁舎・沖美市民センター
三高支所　・　能美支所
江田島支所

使用済小型家電を回収しています！

■江田島市環境センター　江田島市沖美町岡大王10718番地1 ☎49−1731

■江田島市リレーセンター　江田島市江田島町鷲部4−1−13 ☎42−2113

搬 入 受 付 時 間　月曜日〜金曜日　午前９時〜正午　午後１時〜４時
　　　　　　　（年末年始は除く）

ごみ処理施設

江田島市環境センター
○燃える粗大ごみ
○燃えない粗大ごみ
○燃えないごみ（陶器・ガラスなど）
○資源ごみ（びん・缶）
○ペットボトル

■

江田島市リレーセンター
○燃えるごみ
○古紙（新聞紙やダンボールなど）
○布類

■

　　●
三高支所

●沖美市民センター
江田島消防署
　能美出張所●

●藤三
●JA呉鹿川支所

●能美図書館

●
ナフコ

 ●
 イズミ

●江田島警察署

●堀栄工業

 自動車学校●

 ●
 消防本部能美支所●

能美海上ロッジ
　　　●

●江田島支所

切串

●江田島市役所

487
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テキストボックス
●三高支所

テキストボックス

テキストボックス
江田島市民センター

テキストボックス
能美市民センター

テキストボックス



びん

燃えない粗大ごみ
燃料・電池等は取り除いて持ち込んでください。
長さは1m50cm以下にして持ち込んでください。
　　　　　　　　　　　　【江田島市環境センターへ】

燃える粗大ごみ
燃料・電池等は取り除いて持ち込んでください。
長さは1m50cm以下にして持ち込んでください。
　　　　　　　　　　　　【江田島市環境センターへ】

テキストボックス
江田島市地域支援課

テキストボックス
（剪定木は太さ5㎝・長さ30㎝以下）




