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～混ぜればごみ、分ければ資源～
●3切り（使いきり、食べきり、水切りはしっかり）
●きちんと分別して
●燃やせるゴミを減らしましょう

保存版

家庭ごみの

正しい分け方・出し方

ごみ分別 あいうえお 辞典
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（包装紙・ボール紙・
カタログ・チラシ等

家庭ごみの正しい分け方・出し方
★各地区に設置してあるごみ収集所に、ごみ収集日「当日に」出してください。（朝８時まで）
★資源物は町の資源回収日や、学校の資源回収に出すなどして資源として活用しましょう。
★農耕車・食用油等の廃油は、各地区に設置した「廃油回収缶」に出してください。
★古紙類（ダンボール・雑誌・新聞・広告・雑がみ）・かん類は(有)坂下リサイクルサービス金山サテ
ライト（川口）もご利用いただけます。

燃やせるごみ
● 町指定のごみ袋（赤）に入れて収集日の朝８時までに出してください。
● 生ごみは、水切りを十分に行ってください。
● 毛布や布団はたたんでひもで縛って出してください。

不燃ごみ
● 町指定のごみ袋（青）に入れて出してください。
● スプレー缶やカセットボンベなどは、中身を使い切り穴を開けてから出して
　 ください。

古紙類
● 種類別に分けて紙ひもで十文字に結んで出してください。
● 紙パックは水ですすぎ、切り開いて乾燥させてから、紙ひもで十文字に結ん
　 で出してください。
● 新聞紙とチラシは区分して出してください。（チラシは雑誌と一緒に出す。）

ダンボール

雑
が
み
の
例

● 紙ひもで十文字に縛って出してください。

雑誌・書籍・雑がみ

資源かな？

ごみかな？

まるめて縛る

・・・

●紙袋

●紙の芯 ●台紙・画用紙 ●カレンダー ●雑誌 ●チラシ・カタログ

●包装紙 ●紙箱 ●メモ用紙
　・コピー用紙

●封筒・はがき
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● 中をよくすすいでから出してください。
● キャップとラベルは「プラスチック容器包装」に出してください。

● 中身を使い切り、汚れはすすぐか紙などで拭き取ってから出してください。
※汚れの落ちにくいものは「燃やせるごみ」として出してください。
● 町指定のごみ袋（青）に入れて出してください。
● プラスチック製のおもちゃなど「容器」でないものは、「不燃ごみ」に出して
　 ください。

ペットボトル プラスチック容器包装

● 中をよくすすぎ「スチール」と「アルミ」に分けて出してください。
● 錆びたもの、汚れの落ちにくいもの、缶詰などの金属製のふた類は「不燃
　 ごみ」に出してください。
● ミルク缶より大きなものは「不燃ごみ」に出してください。

● 中をすすぎ４色（茶・青緑・無色・黒系）に分けて出してください。
● 化粧品、乳白色、油などのびんは「不燃ごみ」に出してください。

かん類 びん類

● 町で指定した「粗大ごみ収集日」に出してください。
● 「ごみ分別　あいうえお辞典」をご覧になり「粗大」と記入されている物のみ
　 収集しますので、よくご確認ください。

粗大ごみ 収集しないごみ（個人負担で処理）

【家電リサイクル品】
※販売店にご相談ください。

【家庭用パソコン】
※販売店にご相談ください。

黒
系

茶
系

無
色
・
透
明

青
緑

●デスクトップパソコン本体 ●ノートブックパソコン

冷蔵庫 洗濯機 エアコン・室外機 テレビ

●液晶ディスプレイ
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ごみ分別 あいうえお 辞典
あ

か

アイスクリーム容器（紙製） 可燃
アイスクリーム容器（プラスチック製）資源（プラスチック）※汚れがひどい時は、可燃
アイスピック 不燃（先端を厚めの紙や布で包む）
アイロン 不燃
アイロン台（板のみ） 可燃
アイロン台（脚付き） 不燃
空き缶（アルミ・スチール） 資源（缶）（アルミ・スチールに分け中をきれいに）
空き缶（錆びたもの） 不燃
アクセサリー類 不燃
アクリル板 不燃
アコーディオン（楽器） 不燃
アコーディオンカーテン 粗大
足踏みミシン 粗大
圧力鍋 不燃
油缶 不燃（中をきれいに）
雨戸 粗大
雨どい 不燃（1.8ｍ以内）
編み機 不燃
網戸（金属製） 不燃（1.8ｍ以内）

アルカリ電池 不燃（単1型から単6型電池まで）
※9ボルト型電池・充電式でないもの

アルバム 可燃（金具付きは不燃）
アルミサッシ 粗大
アルミホイル 可燃
安全ピン 不燃
アンテナ（屋内用） 不燃
アンテナ（屋外用） 再生資源業者へ
泡立て器 不燃
アンプ 不燃

あんま機（小型） 不燃
あんま機（座椅子型） 粗大
衣装ケース（プラスチック製） 不燃（紙製は可燃）
いす（金属製） 粗大（スプリングを取る）
板ガラス 不燃（縛る）

板くず 可燃（長さ60㎝以内に切って束ね紐でしばる）
それ以上の長さ2ｍまでは粗大ごみ

一輪車（運搬用） 粗大
一斗缶 不燃（中身を使い切る）
糸鋸 不燃
犬小屋（分解できないもの） 粗大
犬小屋（分解できる木製のもの） 可燃（分解して縛る）
犬小屋
（分解できる金属・プラスチック製のもの） 不燃（分解して縛る）

イヤホン 不燃
衣類 可燃
入れ歯 可燃
飲料用紙パック 資源（紙）（中をきれいに）
ウィンドブレーカー 可燃
植木鉢 不燃（軟質プラ製は可燃）
植木・苗木ポット 可燃
ウェットティッシュの容器 資源（プラスチック）
浮き輪 可燃
うちわ 可燃（金属製は不燃）
腕時計 不燃
エアコン 販売店へ（家電リサイクル品）
エアコン室外機 販売店へ（家電リサイクル品）
枝きりハサミ 不燃
絵の具チューブ（金属製） 不燃

絵の具チューブ（プラスチック製） 可燃
絵本 資源（紙）
エレキギター 不燃
エンジン 販売店・再生資源業者へ
延長コード（室内用） 不燃
煙突 不燃
鉛筆 可燃
鉛筆削り 不燃
オイルヒーター 粗大（オイルを抜き取る）
オイル缶 不燃（中をきれいに）

オーディオラック
分解できない場合は、粗大
分解できる時は、金属・ガラスは不燃
木製は可燃

オーブントースター 粗大
オーブンレンジ 粗大
おかし等の缶 不燃
桶（プラスチック製） 不燃
桶（木製） 可燃
おしゃぶり 可燃
落ち葉 可燃（乾燥させる）
おはじき 不燃
帯 可燃
おぼん（木製） 可燃
おぼん（金属・プラスチック製） 不燃
おまる 粗大

おもちゃ 不燃（木製は可燃）金属製・プラスチック製は不燃
材質が混合している場合は不燃

オルガン 粗大
カーテン 可燃（縛る）
カーステレオ 不燃

カーテンレール 粗大　木製は長さ60㎝以内にして可燃
金属製・プラスチック製は長さ2m以内にして不燃

カード類 可燃

カーペット 可燃　長さ60㎝以内になるよう丸める。もしくは
折りたたんでから縛る。できない場合は、粗大。

カーボン紙 可燃

貝殻 可燃
懐中電灯 不燃
カイロ（使い捨て） 可燃
鏡 不燃
家具（木製） 粗大
家具（金属） 粗大
額縁（木製） 可燃
額縁（金属・ガラス・プラスチック製） 不燃
掛け軸 可燃（木製以外は不燃）
傘 不燃
傘立て 不燃
加湿器 不燃
ガス炊飯器 粗大
ガスボンベ（プロパン用） 販売店へ
ガステーブル 粗大
カセットコンロ 不燃
カセットコンロ用ボンベ 不燃（穴をあけガスを抜く）
カセットテープ 可燃
ガソリン携行缶 不燃（中身を完全に抜く）
合羽 可燃

カップラーメンの容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
汚れが落ちない場合は、可燃

金網 不燃（小さく切る）
金づち 不燃
金ブラシ 不燃
かばん 可燃（革製、布製）プラスチック製は不燃
花瓶 不燃
紙おむつ 可燃（汚物はトイレへ）
カミソリ、カッターの刃 不燃（缶に入れる）
紙粘土 可燃
カメラ 不燃
カラーボックス 可燃（分解して紐で縛る）
カラオケの機械 粗大
がれき類 再生資源業者へ
カレンダー 資源（紙）（金属・プラスチック部は不燃）
革製品 可燃
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ごみ分別 あいうえお 辞典
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アイスクリーム容器（紙製） 可燃
アイスクリーム容器（プラスチック製）資源（プラスチック）※汚れがひどい時は、可燃
アイスピック 不燃（先端を厚めの紙や布で包む）
アイロン 不燃
アイロン台（板のみ） 可燃
アイロン台（脚付き） 不燃
空き缶（アルミ・スチール） 資源（缶）（アルミ・スチールに分け中をきれいに）
空き缶（錆びたもの） 不燃
アクセサリー類 不燃
アクリル板 不燃
アコーディオン（楽器） 不燃
アコーディオンカーテン 粗大
足踏みミシン 粗大
圧力鍋 不燃
油缶 不燃（中をきれいに）
雨戸 粗大
雨どい 不燃（1.8ｍ以内）
編み機 不燃
網戸（金属製） 不燃（1.8ｍ以内）

アルカリ電池 不燃（単1型から単6型電池まで）
※9ボルト型電池・充電式でないもの

アルバム 可燃（金具付きは不燃）
アルミサッシ 粗大
アルミホイル 可燃
安全ピン 不燃
アンテナ（屋内用） 不燃
アンテナ（屋外用） 再生資源業者へ
泡立て器 不燃
アンプ 不燃

あんま機（小型） 不燃
あんま機（座椅子型） 粗大
衣装ケース（プラスチック製） 不燃（紙製は可燃）
いす（金属製） 粗大（スプリングを取る）
板ガラス 不燃（縛る）

板くず 可燃（長さ60㎝以内に切って束ね紐でしばる）
それ以上の長さ2ｍまでは粗大ごみ

一輪車（運搬用） 粗大
一斗缶 不燃（中身を使い切る）
糸鋸 不燃
犬小屋（分解できないもの） 粗大
犬小屋（分解できる木製のもの） 可燃（分解して縛る）
犬小屋
（分解できる金属・プラスチック製のもの） 不燃（分解して縛る）

イヤホン 不燃
衣類 可燃
入れ歯 可燃
飲料用紙パック 資源（紙）（中をきれいに）
ウィンドブレーカー 可燃
植木鉢 不燃（軟質プラ製は可燃）
植木・苗木ポット 可燃
ウェットティッシュの容器 資源（プラスチック）
浮き輪 可燃
うちわ 可燃（金属製は不燃）
腕時計 不燃
エアコン 販売店へ（家電リサイクル品）
エアコン室外機 販売店へ（家電リサイクル品）
枝きりハサミ 不燃
絵の具チューブ（金属製） 不燃

絵の具チューブ（プラスチック製） 可燃
絵本 資源（紙）
エレキギター 不燃
エンジン 販売店・再生資源業者へ
延長コード（室内用） 不燃
煙突 不燃
鉛筆 可燃
鉛筆削り 不燃
オイルヒーター 粗大（オイルを抜き取る）
オイル缶 不燃（中をきれいに）

オーディオラック
分解できない場合は、粗大
分解できる時は、金属・ガラスは不燃
木製は可燃

オーブントースター 粗大
オーブンレンジ 粗大
おかし等の缶 不燃
桶（プラスチック製） 不燃
桶（木製） 可燃
おしゃぶり 可燃
落ち葉 可燃（乾燥させる）
おはじき 不燃
帯 可燃
おぼん（木製） 可燃
おぼん（金属・プラスチック製） 不燃
おまる 粗大

おもちゃ 不燃（木製は可燃）金属製・プラスチック製は不燃
材質が混合している場合は不燃

オルガン 粗大
カーテン 可燃（縛る）
カーステレオ 不燃

カーテンレール 粗大　木製は長さ60㎝以内にして可燃
金属製・プラスチック製は長さ2m以内にして不燃

カード類 可燃

カーペット 可燃　長さ60㎝以内になるよう丸める。もしくは
折りたたんでから縛る。できない場合は、粗大。

カーボン紙 可燃

貝殻 可燃
懐中電灯 不燃
カイロ（使い捨て） 可燃
鏡 不燃
家具（木製） 粗大
家具（金属） 粗大
額縁（木製） 可燃
額縁（金属・ガラス・プラスチック製） 不燃
掛け軸 可燃（木製以外は不燃）
傘 不燃
傘立て 不燃
加湿器 不燃
ガス炊飯器 粗大
ガスボンベ（プロパン用） 販売店へ
ガステーブル 粗大
カセットコンロ 不燃
カセットコンロ用ボンベ 不燃（穴をあけガスを抜く）
カセットテープ 可燃
ガソリン携行缶 不燃（中身を完全に抜く）
合羽 可燃

カップラーメンの容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
汚れが落ちない場合は、可燃

金網 不燃（小さく切る）
金づち 不燃
金ブラシ 不燃
かばん 可燃（革製、布製）プラスチック製は不燃
花瓶 不燃
紙おむつ 可燃（汚物はトイレへ）
カミソリ、カッターの刃 不燃（缶に入れる）
紙粘土 可燃
カメラ 不燃
カラーボックス 可燃（分解して紐で縛る）
カラオケの機械 粗大
がれき類 再生資源業者へ
カレンダー 資源（紙）（金属・プラスチック部は不燃）
革製品 可燃



6

さ

かわら 販売店へ
換気扇 不燃
缶切り 不燃
乾燥機(衣類） 販売店へ（家電リサイクル品）
乾燥剤 可燃

缶詰の缶 資源（缶）（中をきれいに）
汚れが落ちない場合は、不燃

乾電池
不燃（充電式、ボタン型電池以外）
※充電式、ボタン型電池は、販売店などのリサイ
クルへ出す。

キーボード（楽器） 粗大
キーボード（パソコン用） 不燃
キーホルダー 不燃

木の枝・角材 可燃（太さ10cm、長さ60cm以下）紐で束ねる場
合は、直径30㎝以下にして出す。

着物 可燃（1回1袋まで）
脚立 長さ2m以内は粗大※2m以上は処理不可
キャリア（車用） 粗大
キャリーバッグ 不燃
強化ガラス 不燃
鏡台 粗大
キリ 不燃
金庫（耐火） 販売店・再生資源業者へ
金庫（耐火以外） 不燃（手提げ金庫）
空気清浄機 不燃
くぎ 不燃（紙等に包んで透明な袋に入れる）
草 可燃（土を取り除く）
草刈り機 粗大（燃料を抜く）
草刈り機の刃 不燃
くし・ヘアーブラシ 不燃
靴 可燃
クッション 可燃
靴べら 不燃
首輪 可燃（金具が付いていても可。総金属製は不燃）
クリアファイル 可燃
クリスマスツリー 不燃（プラスチック製、金属製）木製は、可燃

クリップ 不燃
車椅子 粗大
クレヨン 可燃
グローブ 可燃
軍手 可燃

蛍光灯 不燃（購入時の箱又は新聞紙等に包みゴミ袋に
入れる）

ケージ 不燃
携帯電話 販売店へ
携帯灰皿 不燃（金属製）可燃（その他）
計量はかり（小） 不燃

化粧品の容器
不燃（中をきれいに）
プラマークの表示がある場合は、「プラスチック」
容器は不燃

下駄箱 粗大

ケチャップ容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）汚れが落ち
ない場合は、可燃

玄関用マット 可燃
玄関用マット（金属製） 粗大
健康器具 粗大
剣山 不燃（透明袋に入れる）
鍵盤ハーモニカ 粗大
顕微鏡 不燃
こいのぼり 可燃（小さくたたむ）

こいのぼりの支柱 木製は２ｍ以内にして粗大可燃
金属・プラスチック製は２ｍ以内にして不燃

耕うん機 販売店へ
工具ケース 不燃（金属・プラスチック製）　木製は可燃
ゴーグル 可燃
コーヒーメーカー 不燃（中を空にしてから出す）
氷枕（アイスノン等） 可燃（中を空にしてから出す）金具部分は不燃

ござ（いぐさ） 可燃（縛る）長さ60ｃｍ以内に丸めるか、折りた
たんで縛る

こたつ 粗大
こたつの天板 粗大
粉ミルク缶 資源（缶）（中をきれいに）

ゴム製品（タイヤ除く） 可燃
コピー機（家庭用B4対応まで） 不燃(ごみ袋に入らなければ粗大）
コピー機（A3対応以上） 再生資源業者へ

米びつ（台所用） 粗大（レンジ台付は粗大）木製は可燃
金属製・プラスチック製は不燃

ゴルフクラブ 粗大
ゴルフバッグ 可燃
ゴルフボール 可燃
コンクリートブロック 再生資源業者へ

コンタクトレンズ 可燃（ソフトコンタクトレンズ）
ハードコンタクトは不燃

コンパクト（化粧用） 不燃
コンポ（オーディオ） 粗大
座椅子 粗大（スプリングを取る）
在宅医療廃棄物
（チューブ・注射筒・ビニール等） 可燃

在宅医療廃棄物（注射針等） 医療機関へ
サイディング 再生資源業者へ
サイドボード 粗大
財布 可燃（金具が付いていても可）
裁縫道具 不燃
サインペン 可燃
魚箱（発泡スチロール製） 資源（プラスチック）
座卓 粗大
サッシ 粗大
座布団 可燃
三脚・一脚 不燃
サンダル 可燃
三面鏡 不燃（卓上式）粗大（卓上以外）
三輪車 粗大
シーツ 可燃
ＣＤ 不燃（ケースも）
ＣＤ・ＭＤプレーヤー 不燃
磁気マットレス 粗大（１ｍ以下に丸め、紐で縛ってから出す）
磁石 不燃
七輪 不燃

湿布薬 可燃
自転車 粗大
自転車の空気入れ 不燃
自転車のタイヤチューブ 可燃
芝刈り機 再生資源業者へ
シルバーカー 粗大
ジャッキ（手回し式） 不燃
ジャッキ（油圧式） 販売店へ
シャンプー容器 資源（プラスチック）汚れが落ちないものは可燃

じゅうたん 可燃（1ｍ以下に切るか、折り畳んで紐で縛る。
出来ない場合は粗大。）

ジューサー・ミキサー 不燃
充電器 不燃
瞬間湯沸器 粗大
消火器 販売店へ
ショーケース 再生資源業者へ
障子戸 可燃
照明器具 粗大（蛍光灯は外す）
醤油びん（ガラス） 資源（びん）
醤油容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）
じょうろ 不燃
食用油 廃油回収缶へ
食用油（固めたもの） 可燃
除湿機 粗大
除雪機 販売店へ
書棚 粗大
食器洗い機 粗大
食器棚 粗大
シルバーカー 粗大
水槽（小） 不燃（中を空にしてから出す）
水槽（大） 粗大
炊飯ジャー 粗大
水筒 不燃（中を空にしてから出す）
スーツケース 不燃
スキー板 粗大
スキー靴 粗大
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かわら 販売店へ
換気扇 不燃
缶切り 不燃
乾燥機(衣類） 販売店へ（家電リサイクル品）
乾燥剤 可燃

缶詰の缶 資源（缶）（中をきれいに）
汚れが落ちない場合は、不燃

乾電池
不燃（充電式、ボタン型電池以外）
※充電式、ボタン型電池は、販売店などのリサイ
クルへ出す。

キーボード（楽器） 粗大
キーボード（パソコン用） 不燃
キーホルダー 不燃

木の枝・角材 可燃（太さ10cm、長さ60cm以下）紐で束ねる場
合は、直径30㎝以下にして出す。

着物 可燃（1回1袋まで）
脚立 長さ2m以内は粗大※2m以上は処理不可
キャリア（車用） 粗大
キャリーバッグ 不燃
強化ガラス 不燃
鏡台 粗大
キリ 不燃
金庫（耐火） 販売店・再生資源業者へ
金庫（耐火以外） 不燃（手提げ金庫）
空気清浄機 不燃
くぎ 不燃（紙等に包んで透明な袋に入れる）
草 可燃（土を取り除く）
草刈り機 粗大（燃料を抜く）
草刈り機の刃 不燃
くし・ヘアーブラシ 不燃
靴 可燃
クッション 可燃
靴べら 不燃
首輪 可燃（金具が付いていても可。総金属製は不燃）
クリアファイル 可燃
クリスマスツリー 不燃（プラスチック製、金属製）木製は、可燃

クリップ 不燃
車椅子 粗大
クレヨン 可燃
グローブ 可燃
軍手 可燃

蛍光灯 不燃（購入時の箱又は新聞紙等に包みゴミ袋に
入れる）

ケージ 不燃
携帯電話 販売店へ
携帯灰皿 不燃（金属製）可燃（その他）
計量はかり（小） 不燃

化粧品の容器
不燃（中をきれいに）
プラマークの表示がある場合は、「プラスチック」
容器は不燃

下駄箱 粗大

ケチャップ容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）汚れが落ち
ない場合は、可燃

玄関用マット 可燃
玄関用マット（金属製） 粗大
健康器具 粗大
剣山 不燃（透明袋に入れる）
鍵盤ハーモニカ 粗大
顕微鏡 不燃
こいのぼり 可燃（小さくたたむ）

こいのぼりの支柱 木製は２ｍ以内にして粗大可燃
金属・プラスチック製は２ｍ以内にして不燃

耕うん機 販売店へ
工具ケース 不燃（金属・プラスチック製）　木製は可燃
ゴーグル 可燃
コーヒーメーカー 不燃（中を空にしてから出す）
氷枕（アイスノン等） 可燃（中を空にしてから出す）金具部分は不燃

ござ（いぐさ） 可燃（縛る）長さ60ｃｍ以内に丸めるか、折りた
たんで縛る

こたつ 粗大
こたつの天板 粗大
粉ミルク缶 資源（缶）（中をきれいに）

ゴム製品（タイヤ除く） 可燃
コピー機（家庭用B4対応まで） 不燃(ごみ袋に入らなければ粗大）
コピー機（A3対応以上） 再生資源業者へ

米びつ（台所用） 粗大（レンジ台付は粗大）木製は可燃
金属製・プラスチック製は不燃

ゴルフクラブ 粗大
ゴルフバッグ 可燃
ゴルフボール 可燃
コンクリートブロック 再生資源業者へ

コンタクトレンズ 可燃（ソフトコンタクトレンズ）
ハードコンタクトは不燃

コンパクト（化粧用） 不燃
コンポ（オーディオ） 粗大
座椅子 粗大（スプリングを取る）
在宅医療廃棄物
（チューブ・注射筒・ビニール等） 可燃

在宅医療廃棄物（注射針等） 医療機関へ
サイディング 再生資源業者へ
サイドボード 粗大
財布 可燃（金具が付いていても可）
裁縫道具 不燃
サインペン 可燃
魚箱（発泡スチロール製） 資源（プラスチック）
座卓 粗大
サッシ 粗大
座布団 可燃
三脚・一脚 不燃
サンダル 可燃
三面鏡 不燃（卓上式）粗大（卓上以外）
三輪車 粗大
シーツ 可燃
ＣＤ 不燃（ケースも）
ＣＤ・ＭＤプレーヤー 不燃
磁気マットレス 粗大（１ｍ以下に丸め、紐で縛ってから出す）
磁石 不燃
七輪 不燃

湿布薬 可燃
自転車 粗大
自転車の空気入れ 不燃
自転車のタイヤチューブ 可燃
芝刈り機 再生資源業者へ
シルバーカー 粗大
ジャッキ（手回し式） 不燃
ジャッキ（油圧式） 販売店へ
シャンプー容器 資源（プラスチック）汚れが落ちないものは可燃

じゅうたん 可燃（1ｍ以下に切るか、折り畳んで紐で縛る。
出来ない場合は粗大。）

ジューサー・ミキサー 不燃
充電器 不燃
瞬間湯沸器 粗大
消火器 販売店へ
ショーケース 再生資源業者へ
障子戸 可燃
照明器具 粗大（蛍光灯は外す）
醤油びん（ガラス） 資源（びん）
醤油容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）
じょうろ 不燃
食用油 廃油回収缶へ
食用油（固めたもの） 可燃
除湿機 粗大
除雪機 販売店へ
書棚 粗大
食器洗い機 粗大
食器棚 粗大
シルバーカー 粗大
水槽（小） 不燃（中を空にしてから出す）
水槽（大） 粗大
炊飯ジャー 粗大
水筒 不燃（中を空にしてから出す）
スーツケース 不燃
スキー板 粗大
スキー靴 粗大
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スクーター（50㏄以下） 販売店へ　（リサイクル）
スコップ 不燃
すだれ 可燃（竹製）プラスチック製は不燃
スチール棚・スチール机 粗大
ステレオ 粗大
ストーブ 粗大（燃料を抜く）
スノーダンプ 粗大
スノーボード 粗大
すのこ（木製） 可燃（長さ60ｃｍ以内）出来ない場合は粗大
すのこ（プラスチック製） 不燃
スピーカー(大きなもの） 販売店又は粗大　小さいスピーカーは不燃
スプーン 不燃
スプリングのみ 再生資源業者へ
スプレー缶 不燃（穴をあける）
スリッパ 可燃
すり鉢 不燃
石けん 可燃
せともの 不燃
扇子 可燃
洗濯機 販売店へ（家電リサイクル品）
洗濯ばさみ 不燃
扇風機 粗大
洗面器 不燃
造花 可燃
双眼鏡 不燃
掃除機（業務用除く） 粗大
草履 可燃
ソファー 廃農機具で回収　※別途料金がかかります。
そり（プラスチック製） 粗大
体温計 不燃（水銀体温計は販売店へ）電子体温計は不燃
体重計（ヘルスメーター） 粗大

耐熱ガラス 不燃（割れたものは新聞折込チラシ等に包んで
ごみ袋に入れる）

タイヤ 販売店へ
タイヤチェーン（金属製） 粗大
タイヤチェーン（プラスチック製） 不燃

タイヤホイール 粗大
タイル｛少量（袋で持ち運びできる程度）｝不燃
竹（60ｃｍ以下） 可燃（60ｃｍ超2ｍ以下は粗大）

畳 専門業者に連絡（会津若松広域では、月に処分出
来る量が決まっている為、予約が必要）

脱臭剤 可燃
卵パック（紙製） 可燃
卵パック（プラスチック製） 資源（プラスチック）
たわし 可燃（金属製は不燃）
たんす 粗大
チェーンソー 再生資源業者へ（燃料、チェーンオイルを抜く）
地球儀 不燃
チャイルドシート 粗大
茶碗（陶磁器製） 不燃
茶碗（木製） 可燃
茶碗（プラスチック製） 不燃
チョーク 可燃
ちりとり 不燃
使い捨てカイロ 可燃
使い捨てライター 不燃（ガスを抜く）
机 粗大（電気器具は外す）
突っ張り棒 不燃
爪切り 不燃
釣り竿（木製） 可燃
釣り竿（木製以外） 不燃
ＤＶＤ 不燃
ＤＶＤプレーヤー 不燃
テーブル 粗大
手押し車（老人用） 粗大
手鏡 不燃
鉄アレー 粗大
デッキブラシ 可燃（木製以外は不燃）
テレビ 販売店へ（家電リサイクル品）
テレビゲームソフト 不燃
テレビゲーム本体 不燃
テレビ台（木製） 可燃（ガラス戸は不燃）

電気カーペット 可燃（縛る。コードは不燃）60㎝以内に折り畳ん
で紐で縛る。出来ない場合は粗大。

電気スタンド 不燃（蛍光管を外してから出す）
電気髭剃り 不燃
電気ミシン 粗大

電気毛布 可燃（縛る。コードは不燃）60㎝以内に折り畳ん
で紐で縛る。

電球 不燃（新聞折込チラシ等に包んでごみ袋に入れる）
電子レンジ 粗大
天体望遠鏡 粗大
電卓 不燃
電動のこぎり 販売店へ
電動歯ブラシ 不燃
天ぷらガード（アルミ製） 不燃
天ぷら廃油 廃油回収缶へ
電話機 不燃（電池は外してください）
トイレブラシ 不燃
陶磁器 不燃
灯油 販売店へ
トースター 不燃
時計 不燃
トタン板（波トタン・板トタン・
プラスチック製） 粗大（1ｍ以下に切って縛る）

ドライヤー 不燃
ドラム缶 再生資源業者へ
塗料缶 不燃（中をきれいに）
トレイ（白色） 資源（プラスチック）
トロフィー 不燃
ナイフ 不燃（紙等に包んで透明の袋へ）
長ぐつ 可燃
流し台 粗大
納豆の容器 資源（プラスチック）

ナタ 再生資源業者へ。又は不燃。
新聞折込チラシ等に包んでごみ袋へ。

ナット・ボルト 不燃
鍋 不燃

生ごみ 可燃（水気をよく切る）
人形ケース 不燃
ぬいぐるみ・人形 可燃（金属部は外して不燃）
縫針 不燃（缶に入れる）
布おむつ 可燃
ネクタイ 可燃
ネクタイピン 不燃
粘着クリーナー（コロコロ） 不燃（テープ部は可燃）
粘土 可燃
農機具 販売店へ
農業用ビニール 販売店へ
農薬類 販売店へ
のこぎり 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
バーベキューコンロ 不燃
灰 可燃（多量の場合は連絡）
バイク 販売店へ　（リサイクル）

パイプ（塩ビ） 60㎝以下にして不燃又は廃農機具回収
（産業廃棄物処理が必要な場合もあります。）

パイプ椅子 粗大
廃油 廃油回収缶へ
バインダー（金属製） 不燃
バケツ 不燃
はさみ 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
はし（木製・竹製） 可燃
はし（金属・プラスチック製） 不燃

はしご 粗大（1.8ｍ以下）木製は長さ60㎝以内にして
可燃。出来ない場合は粗大。

パソコン メーカーや販売店等へ
バターの容器 資源（プラスチック）
バッテリー 再生資源業者へ
バット（木製） 可燃
バット（金属製） 粗大
発泡スチロール 資源（プラスチック）
花火 可燃（水で濡らしてから出す）

歯ブラシ 可燃（電動歯ブラシは、ブラシ以外は、不燃。
ただし、リチウムイオン電池部分は販売店へ）
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スクーター（50㏄以下） 販売店へ　（リサイクル）
スコップ 不燃
すだれ 可燃（竹製）プラスチック製は不燃
スチール棚・スチール机 粗大
ステレオ 粗大
ストーブ 粗大（燃料を抜く）
スノーダンプ 粗大
スノーボード 粗大
すのこ（木製） 可燃（長さ60ｃｍ以内）出来ない場合は粗大
すのこ（プラスチック製） 不燃
スピーカー(大きなもの） 販売店又は粗大　小さいスピーカーは不燃
スプーン 不燃
スプリングのみ 再生資源業者へ
スプレー缶 不燃（穴をあける）
スリッパ 可燃
すり鉢 不燃
石けん 可燃
せともの 不燃
扇子 可燃
洗濯機 販売店へ（家電リサイクル品）
洗濯ばさみ 不燃
扇風機 粗大
洗面器 不燃
造花 可燃
双眼鏡 不燃
掃除機（業務用除く） 粗大
草履 可燃
ソファー 廃農機具で回収　※別途料金がかかります。
そり（プラスチック製） 粗大
体温計 不燃（水銀体温計は販売店へ）電子体温計は不燃
体重計（ヘルスメーター） 粗大

耐熱ガラス 不燃（割れたものは新聞折込チラシ等に包んで
ごみ袋に入れる）

タイヤ 販売店へ
タイヤチェーン（金属製） 粗大
タイヤチェーン（プラスチック製） 不燃

タイヤホイール 粗大
タイル｛少量（袋で持ち運びできる程度）｝不燃
竹（60ｃｍ以下） 可燃（60ｃｍ超2ｍ以下は粗大）

畳 専門業者に連絡（会津若松広域では、月に処分出
来る量が決まっている為、予約が必要）

脱臭剤 可燃
卵パック（紙製） 可燃
卵パック（プラスチック製） 資源（プラスチック）
たわし 可燃（金属製は不燃）
たんす 粗大
チェーンソー 再生資源業者へ（燃料、チェーンオイルを抜く）
地球儀 不燃
チャイルドシート 粗大
茶碗（陶磁器製） 不燃
茶碗（木製） 可燃
茶碗（プラスチック製） 不燃
チョーク 可燃
ちりとり 不燃
使い捨てカイロ 可燃
使い捨てライター 不燃（ガスを抜く）
机 粗大（電気器具は外す）
突っ張り棒 不燃
爪切り 不燃
釣り竿（木製） 可燃
釣り竿（木製以外） 不燃
ＤＶＤ 不燃
ＤＶＤプレーヤー 不燃
テーブル 粗大
手押し車（老人用） 粗大
手鏡 不燃
鉄アレー 粗大
デッキブラシ 可燃（木製以外は不燃）
テレビ 販売店へ（家電リサイクル品）
テレビゲームソフト 不燃
テレビゲーム本体 不燃
テレビ台（木製） 可燃（ガラス戸は不燃）

電気カーペット 可燃（縛る。コードは不燃）60㎝以内に折り畳ん
で紐で縛る。出来ない場合は粗大。

電気スタンド 不燃（蛍光管を外してから出す）
電気髭剃り 不燃
電気ミシン 粗大

電気毛布 可燃（縛る。コードは不燃）60㎝以内に折り畳ん
で紐で縛る。

電球 不燃（新聞折込チラシ等に包んでごみ袋に入れる）
電子レンジ 粗大
天体望遠鏡 粗大
電卓 不燃
電動のこぎり 販売店へ
電動歯ブラシ 不燃
天ぷらガード（アルミ製） 不燃
天ぷら廃油 廃油回収缶へ
電話機 不燃（電池は外してください）
トイレブラシ 不燃
陶磁器 不燃
灯油 販売店へ
トースター 不燃
時計 不燃
トタン板（波トタン・板トタン・
プラスチック製） 粗大（1ｍ以下に切って縛る）

ドライヤー 不燃
ドラム缶 再生資源業者へ
塗料缶 不燃（中をきれいに）
トレイ（白色） 資源（プラスチック）
トロフィー 不燃
ナイフ 不燃（紙等に包んで透明の袋へ）
長ぐつ 可燃
流し台 粗大
納豆の容器 資源（プラスチック）

ナタ 再生資源業者へ。又は不燃。
新聞折込チラシ等に包んでごみ袋へ。

ナット・ボルト 不燃
鍋 不燃

生ごみ 可燃（水気をよく切る）
人形ケース 不燃
ぬいぐるみ・人形 可燃（金属部は外して不燃）
縫針 不燃（缶に入れる）
布おむつ 可燃
ネクタイ 可燃
ネクタイピン 不燃
粘着クリーナー（コロコロ） 不燃（テープ部は可燃）
粘土 可燃
農機具 販売店へ
農業用ビニール 販売店へ
農薬類 販売店へ
のこぎり 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
バーベキューコンロ 不燃
灰 可燃（多量の場合は連絡）
バイク 販売店へ　（リサイクル）

パイプ（塩ビ） 60㎝以下にして不燃又は廃農機具回収
（産業廃棄物処理が必要な場合もあります。）

パイプ椅子 粗大
廃油 廃油回収缶へ
バインダー（金属製） 不燃
バケツ 不燃
はさみ 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
はし（木製・竹製） 可燃
はし（金属・プラスチック製） 不燃

はしご 粗大（1.8ｍ以下）木製は長さ60㎝以内にして
可燃。出来ない場合は粗大。

パソコン メーカーや販売店等へ
バターの容器 資源（プラスチック）
バッテリー 再生資源業者へ
バット（木製） 可燃
バット（金属製） 粗大
発泡スチロール 資源（プラスチック）
花火 可燃（水で濡らしてから出す）

歯ブラシ 可燃（電動歯ブラシは、ブラシ以外は、不燃。
ただし、リチウムイオン電池部分は販売店へ）
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歯磨きチューブ（ラミネート） 可燃
ハンガー（プラスチック製） 不燃
針金 不燃（50㎝程度に切って束ねる）
番線（8番線（3㎜）まで） 不燃（50㎝程度に切って束ねる）
ピアノ 販売店へ
引き戸 粗大
ＰＨＳ 販売店へ
ビデオカメラ 不燃
ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 粗大
ビニールホース 可燃（60㎝以下に切る）小さく丸めて紐で縛る
火鉢 粗大
肥料袋 可燃
びんのふた（金属） 不燃
びんのふた（プラスチック） 資源（プラスチック）
ファンヒーター 粗大
フィルム（ネガ） 可燃
フィルムケース 可燃
フォーク 不燃　竹製・木製は可燃
筆 可燃（柄がプラスチック製のものは不燃）
筆入れ・ペンケース 不燃（布・革製のものは可燃）

布団 可燃（縛る。1回1枚まで）
出来るだけ畳んで紐で十字に縛る。

布団乾燥機 粗大
フライパン 不燃

ブラインド 粗大（縛る）紙製・竹製・木製は長さ60㎝以内に
して可燃。出来ない場合は粗大。

プラスチック製波板 不燃（縛る）長さ2ｍ以内にして丸めて紐で縛る
プラモデル 不燃
ブランコ（子供用） 粗大
プランター（プラスチック製） 不燃

プリンター 不燃（インクカートリッジは外して）
（カラーレーザーは販売店へ）

プリンター用カートリッジ 販売店へ
ブルーレイ 不燃
ブルーレイプレーヤー 不燃

ブルーシート 可燃（まるめてひもで縛る）
フロッピーディスク 不燃
風呂（ホーロー、ステン） 粗大
風呂のふた 不燃（木製は可燃）（まるめて縛る）それ以外は不燃
噴霧器（エンジン式） 再生資源業者へ
噴霧器（バッテリー式） 粗大（バッテリーを外す）
ふすま 粗大
ヘアスプレーの缶 不燃（穴をあけガスを抜く）
ヘアピン 不燃

ベッド 販売店へ又は廃農機具回収
（※廃農機具回収では、別途料金がかかります）

ベッドのマット 粗大（スプリングを取る）
ペット用のトイレ砂 可燃（汚物はトイレに）
ベニヤ板 可燃（60㎝以下に切る）
ベビーカー 粗大
ベルト（皮、ビニール） 可燃（金具は不燃）
ヘルメット 不燃（事業所から出るものは産業廃棄物）
便器 販売店へ
弁当容器（コンビニ等） 資源（プラスチック）
ペンチ 不燃
ボイラー 販売店・再生資源業者へ
望遠鏡 不燃
ほうき 可燃
包丁 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
ホース 可燃（60㎝以下に切る）　丸めて紐で縛る
ホースリール 不燃
ポータブルトイレ 粗大（きれいに洗ってから出す）
ホームタンク 販売店、再生資源業者へ
ホームポンプ(小型） 不燃
ホームポンプ(大型） 販売店、再生資源業者へ
ボール 可燃
ボールペン 不燃
ホーロー鍋 不燃
歩行器（介護用品含む） 粗大
ボタン電池 販売店へ
ホッチキスの針 不燃（透明袋に入れる）

ホットプレート 不燃
ポット（湯沸かし、保温用） 不燃
ホットカーラー 不燃
ほ乳瓶 不燃
ポリタンク 粗大（中身を空にしてから出す）
保冷剤 可燃
本 資源（紙）
マーガリンの容器 資源（プラスチック）
マイク 不燃
巻尺 不燃（金属製）　布製は可燃
枕 可燃
マッチ 可燃（水で濡らしてから出す）
まな板（木製） 可燃
まな板（木製以外） 不燃
魔法瓶 不燃
豆炭の灰 可燃（火をよく消す）

マヨネーズ容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）汚れが落ち
ない場合は、可燃

マンガン電池 不燃
みその容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
ミニスキー 不燃
虫かご 不燃
虫とり網 不燃
虫めがね 不燃
めがね 不燃
メジャー 不燃（金属製）　布製は可燃
毛布 可燃（丸めるか縛る）
モーター（工作・模型用） 不燃
もちつき機 粗大
モップ（柄付き木製） 可燃
モップ（木製以外） 不燃
物干し竿 不燃（1.8ｍ以下）
物干し台の台座 再生資源業者へ
やかん 不燃
焼肉用鉄板 粗大
薬品（農薬・劇薬含む） 販売店へ。（風邪薬などの服用薬、塗り薬は可燃）

薬品の容器 不燃（中をきれいに）
やすり 不燃（紙・布製は可燃）
飲料用の容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
湯たんぽ 不燃（水を抜く）
湯のみ 不燃
ラジカセ 粗大
ラップの芯・箱 資源（紙）
ランドセル 可燃（金具が付いていても可）
リール（釣具） 不燃
リモコン 不燃
リュックサック 可燃
ルアー（釣具） 不燃
冷蔵庫・冷凍庫 販売店へ（家電リサイクル品）
レトルトパック 資源（プラスチック）（中をきれいに）
レンガ 再生資源業者へ
ロウソク 可燃
ロープ 可燃（縛るか６０ｃｍ程度に切る）
ロッカー（金属製） 粗大
ワープロ 不燃
ワンカップ容器 資源（びん）

　多くの充電式の電化製品には、リチウムイオン電池が入っています。
　過度な力が加わると発熱・発火する危険があります。

　廃棄する時は家電量販店へお出しください。

※法改正や処理場のしくみ等により分別方法が変更になることがございます。
　あらかじめご了承下さい。

電子タバコ スマートフォン 電動歯ブラシ ハンディクリーナー 電気シェーバー
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歯磨きチューブ（ラミネート） 可燃
ハンガー（プラスチック製） 不燃
針金 不燃（50㎝程度に切って束ねる）
番線（8番線（3㎜）まで） 不燃（50㎝程度に切って束ねる）
ピアノ 販売店へ
引き戸 粗大
ＰＨＳ 販売店へ
ビデオカメラ 不燃
ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 粗大
ビニールホース 可燃（60㎝以下に切る）小さく丸めて紐で縛る
火鉢 粗大
肥料袋 可燃
びんのふた（金属） 不燃
びんのふた（プラスチック） 資源（プラスチック）
ファンヒーター 粗大
フィルム（ネガ） 可燃
フィルムケース 可燃
フォーク 不燃　竹製・木製は可燃
筆 可燃（柄がプラスチック製のものは不燃）
筆入れ・ペンケース 不燃（布・革製のものは可燃）

布団 可燃（縛る。1回1枚まで）
出来るだけ畳んで紐で十字に縛る。

布団乾燥機 粗大
フライパン 不燃

ブラインド 粗大（縛る）紙製・竹製・木製は長さ60㎝以内に
して可燃。出来ない場合は粗大。

プラスチック製波板 不燃（縛る）長さ2ｍ以内にして丸めて紐で縛る
プラモデル 不燃
ブランコ（子供用） 粗大
プランター（プラスチック製） 不燃

プリンター 不燃（インクカートリッジは外して）
（カラーレーザーは販売店へ）

プリンター用カートリッジ 販売店へ
ブルーレイ 不燃
ブルーレイプレーヤー 不燃

ブルーシート 可燃（まるめてひもで縛る）
フロッピーディスク 不燃
風呂（ホーロー、ステン） 粗大
風呂のふた 不燃（木製は可燃）（まるめて縛る）それ以外は不燃
噴霧器（エンジン式） 再生資源業者へ
噴霧器（バッテリー式） 粗大（バッテリーを外す）
ふすま 粗大
ヘアスプレーの缶 不燃（穴をあけガスを抜く）
ヘアピン 不燃

ベッド 販売店へ又は廃農機具回収
（※廃農機具回収では、別途料金がかかります）

ベッドのマット 粗大（スプリングを取る）
ペット用のトイレ砂 可燃（汚物はトイレに）
ベニヤ板 可燃（60㎝以下に切る）
ベビーカー 粗大
ベルト（皮、ビニール） 可燃（金具は不燃）
ヘルメット 不燃（事業所から出るものは産業廃棄物）
便器 販売店へ
弁当容器（コンビニ等） 資源（プラスチック）
ペンチ 不燃
ボイラー 販売店・再生資源業者へ
望遠鏡 不燃
ほうき 可燃
包丁 不燃（紙等で包んで透明の袋へ）
ホース 可燃（60㎝以下に切る）　丸めて紐で縛る
ホースリール 不燃
ポータブルトイレ 粗大（きれいに洗ってから出す）
ホームタンク 販売店、再生資源業者へ
ホームポンプ(小型） 不燃
ホームポンプ(大型） 販売店、再生資源業者へ
ボール 可燃
ボールペン 不燃
ホーロー鍋 不燃
歩行器（介護用品含む） 粗大
ボタン電池 販売店へ
ホッチキスの針 不燃（透明袋に入れる）

ホットプレート 不燃
ポット（湯沸かし、保温用） 不燃
ホットカーラー 不燃
ほ乳瓶 不燃
ポリタンク 粗大（中身を空にしてから出す）
保冷剤 可燃
本 資源（紙）
マーガリンの容器 資源（プラスチック）
マイク 不燃
巻尺 不燃（金属製）　布製は可燃
枕 可燃
マッチ 可燃（水で濡らしてから出す）
まな板（木製） 可燃
まな板（木製以外） 不燃
魔法瓶 不燃
豆炭の灰 可燃（火をよく消す）

マヨネーズ容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）汚れが落ち
ない場合は、可燃

マンガン電池 不燃
みその容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
ミニスキー 不燃
虫かご 不燃
虫とり網 不燃
虫めがね 不燃
めがね 不燃
メジャー 不燃（金属製）　布製は可燃
毛布 可燃（丸めるか縛る）
モーター（工作・模型用） 不燃
もちつき機 粗大
モップ（柄付き木製） 可燃
モップ（木製以外） 不燃
物干し竿 不燃（1.8ｍ以下）
物干し台の台座 再生資源業者へ
やかん 不燃
焼肉用鉄板 粗大
薬品（農薬・劇薬含む） 販売店へ。（風邪薬などの服用薬、塗り薬は可燃）

薬品の容器 不燃（中をきれいに）
やすり 不燃（紙・布製は可燃）
飲料用の容器 資源（プラスチック）（中をきれいに）
湯たんぽ 不燃（水を抜く）
湯のみ 不燃
ラジカセ 粗大
ラップの芯・箱 資源（紙）
ランドセル 可燃（金具が付いていても可）
リール（釣具） 不燃
リモコン 不燃
リュックサック 可燃
ルアー（釣具） 不燃
冷蔵庫・冷凍庫 販売店へ（家電リサイクル品）
レトルトパック 資源（プラスチック）（中をきれいに）
レンガ 再生資源業者へ
ロウソク 可燃
ロープ 可燃（縛るか６０ｃｍ程度に切る）
ロッカー（金属製） 粗大
ワープロ 不燃
ワンカップ容器 資源（びん）

　多くの充電式の電化製品には、リチウムイオン電池が入っています。
　過度な力が加わると発熱・発火する危険があります。

　廃棄する時は家電量販店へお出しください。

※法改正や処理場のしくみ等により分別方法が変更になることがございます。
　あらかじめご了承下さい。

電子タバコ スマートフォン 電動歯ブラシ ハンディクリーナー 電気シェーバー



食品ロス削減推進法により

金山町役場住民課　TEL.54－5135

食品ロスは、私たち一人ひとりが「もったいない」
気持ちを大切にし、行動することが求められています。
皆様のご協力をお願いします。


