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★「３Ｒ」・・・ごみ減量のキーワード★
　３Ｒとは、代表的なごみ減量の取り組み(リデュース・リユース・リサイクル)
の頭文字、３つの「Ｒ」をとったものです。
　３Ｒの取り組みを実践し、ごみを出さない暮らし方を始めましょう！

Reduce
リデュース

ごみを元から減らす 生ごみの水切りを
徹底する

買い物は
必要な分だけ

食べ残しを
なくそう 生ごみを堆肥へ

Reuse
リユース

繰り返し使う 修理して長く
使用する

詰め替え商品
を使用する

マイはし、マイ
ボトルを使用する

フリーマーケット
を利用する

Recycle
リサイクル

再び資源として使う ごみの分別を
徹底する

古着･古布の拠点
回収を利用する

資源物の集団
回収を利用する

資源物の店頭
回収を利用する
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

あ IHコンロ（ヒーター）

ICレコーダー

燃やせないごみ

燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

アタッシュケース 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

油ねんど 燃やせないごみ

油の缶（食用油） びん・缶

紙ねんどは「月・水・金の燃やせるごみ｣

油のびん（食用油） びん・缶 中身は使い切る又は取り除く

雨どい 燃やせないごみ 長さ１ｍ以下に切る

網戸の網 燃やせないごみ 長さ１m×50cm以内にたたむ

アルバム（プラ製） 燃やせないごみ 写真は「月・水・金の燃やせるごみ」

アルミホイール（自動車用） 市では処理できません

安全靴 月１回収集の燃やせるごみ

販売店又は製造業者に相談

アルバム（紙製） 月・水・金の燃やせるごみ

アルミ箔の食品容器 (即席うどんなど） 月・水・金の燃やせるごみ

簡単に外せる金属類は「燃やせないごみ」

網・ネット 燃やせないごみ 長さ１m×50cm程度に切り、ひもでしばる

アイロン台 燃やせないごみ

アクセサリー（プラ・金属製） 燃やせないごみ

足ふきマット 月１回収集の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

アダプター 燃やせないごみ

油紙 月・水・金の燃やせるごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

油のボトル（食用油） 月・水・金の燃やせるごみ 中身が完全に除去できるものは
「プラスチック製容器包装」

網戸 ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

アルミ箔 月・水・金の燃やせるごみ ガスコンロマットや換気扇のガードなども
含む

中身は使い切る又は取り除き、すすいで
出す
※長辺が20cm以上のものは
　「燃やせないごみ」

油 月・水・金の燃やせるごみ
凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませる
※食用油は、店頭回収にご協力ください
　（３４ページ）

アコーディオンカーテン ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

アイスクリーム容器（紙製） 紙製容器包装 汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

アイスクリーム容器（プラ製） プラスチック製容器包装

アイスノン （保冷剤） 月・水・金の燃やせるごみ

アイスバッグ 月・水・金の燃やせるごみ

アイロン 燃やせないごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」



- 3 -

五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

あ

い

う

安全ピン 燃やせないごみ 危険防止のため、缶等に入れて出す

アンテナ（BS・CS・テレビ・無線など） 燃やせないごみ

石 ステーションに出せません

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

衣装ケース（プラ・金属製） 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

いす（プラ・金属製） 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

いす（木製） 月・水・金の燃やせるごみ 解体し、束ねる

一升瓶 びん・缶 ふたを外し、すすいで出す

一斗缶 燃やせないごみ 中身は使い切る又は取り除く

印鑑（木製以外） 燃やせないごみ

インクカートリッジ 燃やせないごみ

インスタント食品の袋・箱 （紙製） 紙製容器包装

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」

ウォシュレット（交換式の便座） 燃やせないごみ

ウォーターサーバーのタンク ペットボトル

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

浮き輪 燃やせないごみ 空気を抜いてつぶす

うちわ（プラ製） 燃やせないごみ 竹製は「月・水・金の燃やせるごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

プラマーク付きで汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
※電器店などの店頭回収にご協力ください

PETマークのないものは
「燃やせないごみ」
キャップと簡単にはがせるラベルは
｢プラスチック製容器包装」
※のり付けされたシールや取っ手はそのまま
　でよい

草などを取り除き、埋め立て地へ直接
搬入するか、市または許可業者に収集を
依頼する(２８ページ)

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

イヤホン 燃やせないごみ 使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(34ページ)

衣類 月１回収集の燃やせるごみ

入れ歯 燃やせないごみ

ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(34ページ)

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

腕時計 燃やせないごみ 使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(３４ページ)

インスタント食品の袋・箱（プラ製） プラスチック製容器包装

植木の土 ステーションに出せません

植木鉢・プランター 燃やせないごみ

ウエットスーツ 月１回収集の燃やせるごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

板切れ 月・水・金の燃やせるごみ

一輪車 (手押し車） ステーションに出せません

長さ１ｍ・幅50cm以下のもので、一度に
２束まで
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

う

え

お

梅酒・梅干しなどのガラス容器 燃やせないごみ

運動器具 ステーションに出せません

運動靴 月１回収集の燃やせるごみ

ふたも一緒でよい

エアーキャップ プラスチック製容器包装 商品を梱包してあったもの

映像・音響機器 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

エアコン ステーションに出せません

エアゾール式消火器（スプレー） びん・缶

家電リサイクル法対象（28ページ）

液晶テレビ ステーションに出せません

枝・木 月・水・金の燃やせるごみ

家電リサイクル法対象（28ページ）

絵の具（アルミチューブ） 燃やせないごみ 中身は使い切る又は取り除く

FRP製品 市では処理できません 販売店又は製造業者に相談

LPガスボンベ (プロパンガス) 市では処理できません

LED電球・LED蛍光灯 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談

エンジンオイルの缶 燃やせないごみ 中身は使い切る又は取り除く

延長コード 燃やせないごみ

鉛筆削り
オアシス
（フラワーアレンジメント用の吸水樹脂）

燃やせないごみ

鉛筆 月・水・金の燃やせるごみ

月・水・金の燃やせるごみ

オードブル容器
（プラ製で商品が入っていたもの） プラスチック製容器包装

束ねてひもでしばる

オートバイ 市では処理できません 二輪車リサイクル対象（30ページ）

絵の具（プラスチックチューブ） 月・水・金の燃やせるごみ

中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す

絵本 古紙（雑誌・雑がみ）

MD (ケースを含む) 燃やせないごみ

きれいなものは、子育てグッズとして
リユース推進にご協力ください（３４ページ）

エレクトーン ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市また
は許可業者に収集を依頼する（28ページ）

オイルヒーター ステーションに出せません

オイルライター 燃やせないごみ

オーディオプレーヤー 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市また
は許可業者に収集を依頼する（28ページ）

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます（34ページ）

エンジンオイル 月・水・金の燃やせるごみ 市販の処理容器を使用するか、布や紙に
しみ込ませる

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

長さ１m・直径50cm以下の束で、２束（袋）
まで
※幹の太さは直径10cm以下に限る

プラマークのあるもので、完全に汚れが
除去できるものは
「プラスチック製容器包装」
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

お

か

オーブントースター 燃やせないごみ

オーブンレンジ 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

押しピン 燃やせないごみ 危険防止のため、缶等に入れて出す

おまる 燃やせないごみ 洗って出す

オムツ 月・水・金の燃やせるごみ 汚物はトイレに流す

温度計 燃やせないごみ

ガーゼ 月・水・金の燃やせるごみ

水銀を使用したものは「危険ごみ」

カーテン 月１回収集の燃やせるごみ 金具、フックは「燃やせないごみ」

カーテンレール 燃やせないごみ 長さ１ｍ以下に切る

カーボン紙・ノンカーボン紙 月・水・金の燃やせるごみ

カーラー 燃やせないごみ

リサイクルに適さないため

介護用電動ベッド 市では処理できません

貝殻・かき殻 月・水・金の燃やせるごみ

販売店又は製造業者に相談

カイロ 燃やせないごみ 使用済みに限る

かさ 燃やせないごみ 布、ビニールは取らなくてよい 

火災報知器（電池式） 燃やせないごみ

加湿器 燃やせないごみ

電池は抜いて出す

おたま（プラ、金属製） 燃やせないごみ 木製は「月・水・金の燃やせるごみ」

お菓子の袋（プラ製） プラスチック製容器包装 汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

おもちゃ（木製・紙製） 月・水・金の燃やせるごみ

おもちゃ（ビニール・プラ・金属製） 燃やせないごみ

木製は解体し、長さ１ｍ・直径50cm以下
の束にする

カーナビ・カーステレオ 燃やせないごみ 使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

鏡 燃やせないごみ 割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

ガスコンロ・ガスレンジ 燃やせないごみ 電池は抜いて出す
※規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

額縁（木製） 月・水・金の燃やせるごみ ガラスやアクリル板など、木製以外は
｢燃やせないごみ｣

カーペット 月１回収集の燃やせるごみ 長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる

オルガン ステーションに出せません

オルゴール 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

折込広告・折込チラシ 古紙（新聞） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

お菓子の箱（紙製） 紙製容器包装 汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

落ち葉 月・水・金の燃やせるごみ
一度に２袋まで
※多量の場合は市の処理施設へ直接搬入
　するか、戸別収集を依頼する
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

か

在宅医療で使用したもの
※針・血液の付着したものは受け取った医療
　機関・薬局に返却する

ガスボンベ（LPガス・風船用等） 市では処理できません 販売店又は製造業者に相談

カセットテープ・ビデオテープ 月１回収集の燃やせるごみ ケースも一緒でよい

楽器（プラ・金属製） 燃やせないごみ 木製は「月・水・金の燃やせるごみ」

加熱式タバコ ステーションに出せません

かばん（キャリーバッグなどプラ・
金属製のもの） 燃やせないごみ

かばん（バッグ、ランドセルなど布・革製
のもの） 月１回収集の燃やせるごみ

小型充電式電池として回収（２９ページ）

画びょう 燃やせないごみ 危険防止のため、缶等に入れて出す

鎌 燃やせないごみ 危険防止のため、刃の部分をテープで覆う

カミソリ 燃やせないごみ 危険防止のため、刃はテープなどで覆う

紙おむつ 月・水・金の燃やせるごみ 汚物はトイレに流す

紙コップ 月・水・金の燃やせるごみ

紙ねんど 月・水・金の燃やせるごみ

防水加工され、リサイクルできないため

きれいなものは、子育てグッズとして
リユース推進にご協力ください（３４ページ）

蚊取り器 燃やせないごみ

蚊取り線香、蚊取りマット 月・水・金の燃やせるごみ

電池は抜いて出す

カセットコンロ（卓上コンロ） 燃やせないごみ カセットボンベは取り外し、穴をあけて
「びん・缶」へ

カセットボンベ（卓上コンロ・携帯用） びん・缶 中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す

カッターナイフ 燃やせないごみ

カッパ 月１回収集の燃やせるごみ

危険防止のため、刃は取り外すまたは
テープなどで覆う

カップ麺の容器・ふた（紙製） 紙製容器包装 汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

カップ麺の容器・ふた（プラ製） プラスチック製容器包装

かつら 月・水・金の燃やせるごみ

カテーテル（チューブ） 月・水・金の燃やせるごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

花びん 燃やせないごみ 割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

紙袋（商品が入れてあったもの） 紙製容器包装

ガムテープ 月・水・金の燃やせるごみ

紙容器マークのないものは
「古紙（雑誌・雑がみ）」

カメラ 燃やせないごみ 使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

画用紙 古紙（雑誌・雑がみ） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３3ページ)

紙パック 紙製容器包装 洗って切り開く
※スーパーなどの店頭回収にご協力ください　

カタログ 古紙（雑誌・雑がみ）

ガチャガチャの容器 プラスチック製容器包装

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

か

き

カラーボックス（木製） 月・水・金の燃やせるごみ

ガラス食器・ガラスの破片 燃やせないごみ

解体し、束ねる
※長さ１m・直径50cm以下の束にする
割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

がれき ステーションに出せません 埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

かわら ステーションに出せません

缶、缶詰め びん・缶

缶のふた 燃やせないごみ

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

缶（スプレー缶） びん・缶

缶切り 燃やせないごみ

換気扇 燃やせないごみ

換気扇カバー（フィルター） 月・水・金の燃やせるごみ

中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す

機械油 月・水・金の燃やせるごみ 市販の処理容器を使用するか、布や紙に
しみ込ませる

着物 月１回収集の燃やせるごみ ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(３４ページ)

キャビネット ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

緩衝材（プラ・発泡スチロール製） プラスチック製容器包装 商品の破損を防ぐためのもの
※紙製は「月・水・金の燃やせるごみ」

一辺の長さが20cm以内のもの、
すすいで出す
※20cmを超えるものや、汚れの落ちない
　ものは「燃やせないごみ」

無色透明な袋に入れ、他のものと分けて
出す
※詳しくは３２ページを参照

カレンダー 古紙（雑誌・雑がみ）

革靴・革ジャン・革製品 月１回収集の燃やせるごみ

金属部分は取り外して「燃やせないごみ」

感光紙・感熱紙 月・水・金の燃やせるごみ リサイクルに適さないため

乾燥機（衣類用） ステーションに出せません 家電リサイクル法対象(28ページ)

乾燥機（食器・布団・靴用） 燃やせないごみ

乾燥剤 月・水・金の燃やせるごみ

乾電池 （充電式でないもの） 危険ごみ

キーホルダー 燃やせないごみ

長さ１m・直径50cm以下の束で、
２束（袋）まで
※幹の太さは直径10cm以下に限る

木・枝 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

キーボード 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

ギター（木製） 月・水・金の燃やせるごみ

キッチンペーパー 月・水・金の燃やせるごみ

エレキギターや弦は「燃やせないごみ」

脚立・はしご 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

キャッシュカード 燃やせないごみ プライバシー保護のため切断して出す
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

き

く

キャップ・ふた（金属製） 燃やせないごみ

キャリーバッグ 燃やせないごみ

きゅうす 燃やせないごみ

吸入器（喘息用） 燃やせないごみ

ペットボトルのふたは「プラスチック製
容器包装」

鏡台 ステーションに出せません

魚網（漁業で使用されたもの） 市では処理できません

金庫（手提げ） 燃やせないごみ

空気入れ 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

草刈り機（刈払機） ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

薬の紙箱・紙袋 紙製容器包装 紙容器マークのないものは
「古紙（雑誌・雑がみ）」

果物のネット・パック・盛かご プラスチック製容器包装

口紅の容器 (プラ製) プラスチック製容器包装

靴 月１回収集の燃やせるごみ

靴下・ストッキング 月１回収集の燃やせるごみ

クッション 月１回収集の燃やせるごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
中身は使い切る又は取り除く
※汚れの落とせないものは
　「月・水・金の燃やせるごみ」

金庫（耐火用） ステーションに出せません 埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

牛乳パック 紙製容器包装

教科書 古紙（雑誌・雑がみ）

洗って切り開く
※スーパーなどの店頭回収にご協力ください

草・葉 月・水・金の燃やせるごみ
一度に２袋まで
※多量の場合は市の処理施設へ直接搬入
　するか、戸別収集を依頼する

給湯器 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

空気清浄機 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

クーラーボックス 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

草刈り機の刃 燃やせないごみ 危険防止のため、刃の部分をテープで覆う

くし（プラ・金属製） 燃やせないごみ

薬（家庭用医薬品） 月・水・金の燃やせるごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」

薬のびん びん・缶 中をすすぐ

熊手（竹製） 月・水・金の燃やせるごみ プラ・金属製は「燃やせないごみ」

薬の容器（プラ・ビニール製、錠剤シート）プラスチック製容器包装 プラマークのないものは「燃やせないごみ」

釘 燃やせないごみ 危険防止のため、缶等に入れて出す

クーラー ステーションに出せません 家電リサイクル法対象(２８ページ)
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

く

け

こ

グラス 燃やせないごみ

クリアファイル 燃やせないごみ

クリーニングの袋 燃やせないごみ

グルーガン（ホットガン） 燃やせないごみ

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

車いす（電動式でないもの） ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

携帯電話・スマートフォン 燃やせないごみ

計量スプーン・カップ 燃やせないごみ

使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(34ページ)

ゲーム機 燃やせないごみ

ゲームソフト 燃やせないごみ

消しゴム 月・水・金の燃やせるごみ

化粧品の容器（びん） びん・缶

化粧品の容器（プラ製） プラスチック製容器包装

下駄・雪駄 月１回収集の燃やせるごみ

ケチャップのチューブ 月・水・金の燃やせるごみ

使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(34ページ)

血圧計（デジタル式） 燃やせないごみ

健康器具 ステーションに出せません

使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(34ページ)

完全に汚れが除去できるものは
「プラスチック製容器包装」

広告（新聞折り込み広告） 古紙（新聞） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

長さ１m20cm以下のもの、他のごみと
分けて出す
※割れたものは「燃やせないごみ」

中身は使い切る又は取り除く
※汚れの落とせないものは「燃やせないごみ」
中身は使い切る又は取り除く
※汚れの落とせないものは
　「月・水・金の燃やせるごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

クレジットカード 燃やせないごみ

クレヨン 月・水・金の燃やせるごみ

グローブ・ミット 月１回収集の燃やせるごみ

軍手・手袋 月１回収集の燃やせるごみ

蛍光管・蛍光灯 危険ごみ

グローランプ、点灯管 燃やせないごみ

プライバシー保護のため切断して出す

携行缶 燃やせないごみ 空にして出す

ケーブル 燃やせないごみ 束ねてひもでしばる

玄関マット 月１回収集の燃やせるごみ 金属製・ゴム製は「燃やせないごみ」

剣山 燃やせないごみ

碁石 燃やせないごみ

工具 燃やせないごみ

危険防止のためテープなどで覆う
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

こ

さ

コード 燃やせないごみ

コードリール 燃やせないごみ

コーヒーメーカー 燃やせないごみ

ござ 月１回収集の燃やせるごみ

束ねてひもでしばる

碁盤・将棋盤（木製） 月・水・金の燃やせるごみ 盤の厚さが10cm以下のもの

コピー機（家庭用） 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

米びつ 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

座椅子（骨組みが金属製） 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

ゴム手袋 月１回収集の燃やせるごみ 汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」

ゴムマット 燃やせないごみ

ゴムバンド（輪ゴム） 月・水・金の燃やせるごみ

丸めてひもでしばる

ゴムホース 燃やせないごみ 束ねてひもでしばる

コンロ 燃やせないごみ

梱包用発泡スチロール プラスチック製容器包装

電池は抜いて出す
袋に入る大きさにして出す
※汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」

ゴーグル 燃やせないごみ

広報紙 古紙（雑誌・雑がみ） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

コピー用紙 古紙（雑誌・雑がみ） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

こたつ・こたつ板 ステーションに出せません

コップ・マグカップ
（ガラス・陶磁器・プラ・金属製） 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

コンクリートブロック ステーションに出せません

コンタクトレンズ 月・水・金の燃やせるごみ

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

サーフボード ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

米袋（ビニール製） プラスチック製容器包装

コルク栓 月・水・金の燃やせるごみ

ゴルフクラブ 燃やせないごみ

紙製は防湿加工されているため
「月・水・金の燃やせるごみ」

ゴルフネット 燃やせないごみ

ゴルフバッグ 燃やせないごみ

ゴルフボール 月１回収集の燃やせるごみ

長さ１m×50cm程度に切り、束ねてひも
でしばる

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※ビニール製は「燃やせないごみ」
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

さ

し

裁縫箱 燃やせないごみ

サインペン 燃やせないごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」

酒のパック（内側が銀色で紙製のもの） 紙製容器包装 切り開き、洗って乾かす

殺虫剤の容器（プラ製） プラスチック製容器包装

座布団 月１回収集の燃やせるごみ

燻煙、霧タイプのものは「燃やせないごみ」

皿（紙製で商品が入っていなかったもの）月・水・金の燃やせるごみ 撥水加工され、リサイクルできないため

ざる (プラ・金属製) 燃やせないごみ

サングラス 燃やせないごみ

サンシェード（日よけ） 燃やせないごみ

サンダル 月１回収集の燃やせるごみ

竹製は「月・水・金の燃やせるごみ」

残飯・生ごみ 月・水・金の燃やせるごみ 水分をよく切って出す

CD（ケースを含む） 燃やせないごみ

CDプレーヤー 燃やせないごみ

三輪車（幼児用） 燃やせないごみ 規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

皿（紙容器リサイクルマークのあるもの）紙製容器包装

財布 月１回収集の燃やせるごみ

サイドボード ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)

作業服 月１回収集の燃やせるごみ ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(34ページ)

参考書 古紙（雑誌・雑がみ） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

シーツ 月１回収集の燃やせるごみ ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(３4ページ)

殺虫剤のスプレー缶 びん・缶 中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

皿（陶器・プラ・金属製） 燃やせないごみ 割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

皿（プラ製で商品が入っていたもの） プラスチック製容器包装 汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」

酒のびん・ワンカップ びん・缶

酒のペットボトル ペットボトル

雑誌 古紙（雑誌・雑がみ）

ふた、栓を外す
※外したふた、割れたびんは「燃やせないごみ」
キャップと簡単にはがせるラベルは
｢プラスチック製容器包装」
※のり付けされたシール、取っ手はそのままで
　よい
※つぶさずに出す
週刊誌、辞典、辞書、カタログ、マンガ本、
参考書など
※資源ごみ拠点回収施設にも出せます
　(３３ページ)
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

し
ビニールカバーは「燃やせないごみ」
※資源ごみ拠点回収施設にも出せます
　(３３ページ)

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

ポンプも一緒に出せます
※汚れの落とせないものは
　「月・水・金の燃やせるごみ」

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
※プラマークのないものは「燃やせないごみ」

辞書・辞典・図鑑 古紙（雑誌・雑がみ）

フィルムは「燃やせないごみ」湿布薬 月・水・金の燃やせるごみ

長さ１m×50cm以内にたたむ自転車・バイクのカバー 燃やせないごみ

シャープペンシル 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談自動車・バイクの部品 市では処理できません

リサイクルに適さないため写真（写真用紙、インクジェット紙） 月・水・金の燃やせるごみ

小型充電式電池（２９ページ）充電式電池 ※リサイクルマークを確認 ステーションに出せません

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)シュレッダー機 燃やせないごみ

廃消火器リサイクル対象（２９ページ）消火器（エアゾール式以外） ステーションに出せません

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」定規（プラ製） 燃やせないごみ

プラ製は「燃やせないごみ」将棋の駒（木製） 月・水・金の燃やせるごみ

盤の厚さが10cm以下のもの将棋盤・碁盤（木製） 月・水・金の燃やせるごみ

消臭剤の容器 プラスチック製容器包装

ジュニアシート 燃やせないごみ

ジョイントマット 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談シニアカー
（ハンドル型、スクーター形状を含む） 市では処理できません

磁石 燃やせないごみ

下着 月１回収集の燃やせるごみ

下敷き 燃やせないごみ

自転車 ステーションに出せません

写真集 古紙（雑誌・雑がみ）

写真のフィルム・ネガ 燃やせないごみ

シャンプー容器（詰め替えパックを含む）プラスチック製容器包装

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

週刊誌・月刊誌 古紙（雑誌・雑がみ） 資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)

じゅうたん 月１回収集の燃やせるごみ 長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる

充電器 燃やせないごみ 使用済み小型家電としてリサイクルでき
ます(３4ページ)

消火器（エアゾール式） びん・缶 中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

し

す

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)
中をすすぐ
※割れたびんは「燃やせないごみ」
キャップと簡単にはがせるラベルは
｢プラスチック製容器包装」
※のり付けされたシール、取っ手はそのままで
　よい
※つぶさずに出す

凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませる
※店頭回収にご協力ください（３４ページ）

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する（28ページ）
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

中身が完全に除去できるものは
「プラスチック製容器包装」

照明器具 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)除湿機 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)水槽 燃やせないごみ

水中メガネ 燃やせないごみ

水筒 燃やせないごみ

炊飯器 燃やせないごみ

スーツケース 燃やせないごみ

スキー靴 燃やせないごみ

スキーウエア 月１回収集の燃やせるごみ

スキー板・ストック ステーションに出せません

リサイクルに適さないため芯（トイレットペーパー、ラップなど） 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)食器乾燥機・食器洗い機 燃やせないごみ

食器棚 ステーションに出せません

汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」食品保存袋 燃やせないごみ

食用油 月・水・金の燃やせるごみ

食用油のボトル 月・水・金の燃やせるごみ

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(３３ページ)新聞 古紙（新聞）

食器（紙・木製） 月・水・金の燃やせるごみ

中の水などを取り出す
汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

食器（ガラス・陶磁器・プラ・金属製） 燃やせないごみ

人工芝 燃やせないごみ

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す

スーツカバー（ナイロン製） プラスチック製容器包装 裏に不織布が付いたものは
「月１回収集の燃やせるごみ」

除湿剤の容器 プラスチック製容器包装

しょう油びん びん・缶

じょうろ 燃やせないごみ

食品乾燥剤 月・水・金の燃やせるごみ

しょう油のペットボトル ペットボトル

浄水機（カートリッジ含む） 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

す

せ

二輪車リサイクル対象(３0ページ)スクーター 市では処理できません

危険防止のため、刃の部分をテープで覆う

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※ビニール製は「燃やせないごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

長さ１ｍ・幅50cm以下のもの
※プラ製は「燃やせないごみ」

水で湿らせ、丈夫な袋に入れて｢灰｣と書く
※未使用のものは水で湿らせ、
　「月・水・金の燃やせるごみ」

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

スケート靴 燃やせないごみ

残った灯油は必ず抜き、電池は取り除くストーブ 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)スピーカー 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)精米機 燃やせないごみ

残った灯油は必ず抜き、電池は取り除く石油ストーブ・ファンヒーター 燃やせないごみ

生理用品 月・水・金の燃やせるごみ

セーター 月１回収集の燃やせるごみ

木・紙製は「月・水・金の燃やせるごみ」スプーン（金属・プラ製） 燃やせないごみ

水分をよく切って出すスポンジ（食器洗い、食品トレー中敷き） 月・水・金の燃やせるごみ

汚物はトイレに流すストーマ袋・導尿バッグ 月・水・金の燃やせるごみ

ストッキング・靴下 月１回収集の燃やせるごみ

スニーカー 月１回収集の燃やせるごみ

スノーボード ステーションに出せません

スノーボードのブーツ 月１回収集の燃やせるごみ

すのこ(木製) 月・水・金の燃やせるごみ

ストロー 月・水・金の燃やせるごみ

スコップ 燃やせないごみ

ステレオ（オーディオ類） 燃やせないごみ

中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出すスプレー缶 びん・缶

スプレー缶のキャップ・ノズル プラスチック製容器包装

スプリングマット ステーションに出せません

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(34ページ)スマートフォン 燃やせないごみ

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)スレート ステーションに出せません

炭（使用済み） 燃やせないごみ

スリッパ 月１回収集の燃やせるごみ

すだれ（竹製） 月・水・金の燃やせるごみ

すし容器
（プラ製で商品が入っていたもの） プラスチック製容器包装



- 15 -

五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

せ

そ

た

石鹸 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※事前にリサイクルプラザ（31-5584）へ
　お問い合わせください
資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

セラミックヒーター 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)双眼鏡・望遠鏡 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)そり（遊具） 燃やせないごみ

プラ製は「燃やせないごみ」
市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定の大きさ、重さ（長さ１ｍ・幅50cm・
　奥行き50cm・重さ10kg）を超えるもの
市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

そろばん（木製） 月・水・金の燃やせるごみ

長さ１m×50cm以内にたたむタープ 燃やせないごみ

水銀を使用したものは「危険ごみ」体温計（電子式） 燃やせないごみ

電池は抜いて出す体重計 燃やせないごみ

自動車、バイク用は除くタイヤ・チューブ（自転車・一輪車） 燃やせないごみ

粗大ごみ ステーションに出せません

ソファー ステーションに出せません

汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」雑巾 月１回収集の燃やせるごみ

販売店又は製造業者に相談ソーラーパネル 市では処理できません

掃除機 燃やせないごみ

造花 燃やせないごみ

テープ台は「燃やせないごみ」セロハンテープ 月・水・金の燃やせるごみ

家電リサイクル法対象(28ページ)洗濯機 ステーションに出せません

洗濯ネット 月１回収集の燃やせるごみ

洗濯バサミ 燃やせないごみ

栓ぬき 燃やせないごみ

扇風機 燃やせないごみ

計量スプーンは「燃やせないごみ」洗剤の容器（紙製） 紙製容器包装

石膏ボード ステーションに出せません

説明書 古紙（雑誌・雑がみ）

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出すせともの 燃やせないごみ

ポンプも一緒に出せます
※計量スプーンは「燃やせないごみ」洗剤の容器（プラ製） プラスチック製容器包装

長さ１m・直径50cm以下の束で、
２束（袋）まで
※幹の太さは直径10cm以下に限る

せん定枝 月・水・金の燃やせるごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

た

ち

ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(３４ページ)

カセットボンベは取り外し「びん・缶」
※必ず穴をあける

一度に２束（袋）まで
長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

販売店又は製造業者に相談タイヤ（自動車・バイク用） 市では処理できません

販売店又は製造業者に相談太陽光パネル 市では処理できません

販売店又は製造業者に相談太陽熱温水器 市では処理できません

ビニールなど紙以外のものは取り除くダイレクトメール 古紙（雑誌・雑がみ）

紙製は「月・水・金の燃やせるごみ」たまごのパック（プラ製） プラスチック製容器包装

販売店又は製造業者に相談蓄電池 市では処理できません

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)ダンベル 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)チャイルドシート 燃やせないごみ

広げて金具を取り外し、ひもでしばって出す
※資源ごみ拠点回収施設にも出せます
　(３３ページ)

段ボール 古紙（段ボール）

地球儀 燃やせないごみ

たらい 燃やせないごみ

たわし 月・水・金の燃やせるごみ

たわし（金たわし） 燃やせないごみ

タンス ステーションに出せません
長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、
ひもでしばる断熱シート 燃やせないごみ

タイヤチェーン (金属・ゴム製） 燃やせないごみ

タオル・タオルケット 月１回収集の燃やせるごみ

タキロン（波板） 燃やせないごみ

竹串 月・水・金の燃やせるごみ

卓上コンロ 燃やせないごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」脱臭剤の容器（プラ製） プラスチック製容器包装

外側のフィルムは
「プラスチック製容器包装」たばこの紙箱 紙製容器包装

たこ焼き器 燃やせないごみ

卓球ラケット 月・水・金の燃やせるごみ

卓球ボール（ピンポン玉） 燃やせないごみ

脱脂綿 (コットン) 月・水・金の燃やせるごみ

タッパー容器 燃やせないごみ

畳 ステーションに出せません
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ち

つ

て

受け取った医療機関・薬局に返却する

無色透明な袋に入れ、他のごみと分けて
出す
※ガスを使い切る

注射器・注射針 市では処理できません

束ねて出す釣り糸 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ）釣り竿 燃やせないごみ

ＰＣリサイクル法対象(29ページ）

家電リサイクル法対象(28ページ）

ディスプレイ
（PCリサイクルマークのあるもの） ステーションに出せません

ビニール製は「燃やせないごみ」テーブルクロス 月１回収集の燃やせるごみ

販売店又は製造業者に相談電気温水器 市では処理できません

ティッシュペーパー 月・水・金の燃やせるごみ

プラマークのないものは「燃やせないごみ」釣り竿のケース（プラ製） プラスチック製容器包装

チョーク 月・水・金の燃やせるごみ

チャッカマン（ライター） 危険ごみ

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す茶わん 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)机・デスク ステーションに出せません

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)テーブル ステーションに出せません

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)テレビ台 ステーションに出せません

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
草などを取り除き、埋め立て地へ直接
搬入するか、市または許可業者に収集を
依頼する(２８ページ)

漬物石（石、プラスチック製） ステーションに出せません

取り出し口のビニールは
「プラスチック製容器包装」ティッシュペーパーの箱 紙製容器包装

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)DVDプレーヤー 燃やせないごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)デジタルカメラ 燃やせないごみ
使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)デジタルオーディオプレーヤー 燃やせないごみ

テレビ ステーションに出せません

金属・ビニールなど、紙以外のものは
取り除く手帳 古紙（雑誌・雑がみ）

汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」手袋 月１回収集の燃やせるごみ

DVD（ケースを含む） 燃やせないごみ

土・砂 ステーションに出せません

ちりとり 燃やせないごみ

使い捨てカイロ 燃やせないごみ

茶こし 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

て

と

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※コードと調節器具は、切り取って
　「燃やせないごみ」

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※コードと調節器具は、切り取って
　「燃やせないごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※バッテリーは取り外し、自転車店などの
　回収協力店へ持ち込む

凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませる
※店頭回収にご協力ください(３４ページ)

無色透明な袋に入れ、他のものと分けて
出す(３2ページ)

蛍光灯、蛍光管は「危険ごみ」電球 燃やせないごみ

小型充電式電池として回収（２９ページ）

小型充電式電池（２９ページ）

電子タバコ ステーションに出せません

ボタン電池（２９ページ）電池（ボタン電池） ステーションに出せません

在宅医療で使用したもの点滴バッグ・CAPDバッグ 月・水・金の燃やせるごみ

リサイクルに適さないためトイレットペーパー・ラップの芯 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの（32ページ）電子レンジ 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの（32ページ）テント (家庭用) 燃やせないごみ

電動ドリル (電動工具) 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談電動ベッド 市では処理できません

汚物はトイレに流す導尿バッグ・ストーマ袋 月・水・金の燃やせるごみ

トースター 燃やせないごみ

てんぷら油 月・水・金の燃やせるごみ

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す陶磁器 燃やせないごみ

電話機・ファクス 燃やせないごみ

電気カーペット 月１回収集の燃やせるごみ

電気毛布 月１回収集の燃やせるごみ

電気ストーブ 燃やせないごみ

電気ポット・電気ケトル 燃やせないごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

充電式電池は取り外し小型充電式電池へ
(２9ページ)

電子オルガン・電子ピアノ ステーションに出せません

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)電動車いす ステーションに出せません

電動自転車 ステーションに出せません

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)電子体温計 燃やせないごみ
使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)電卓

電池（乾電池・一次電池）
（マンガン、アルカリ、リチウム一次電池）

燃やせないごみ

危険ごみ

電池（小型充電式電池）
※リサイクルマークを確認 ステーションに出せません
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

と

な

ね

購入店又は販売店に相談灯油 市では処理できません

中身は使い切る又は取り除く灯油缶 燃やせないごみ

電池は抜いて出す灯油ポンプ 燃やせないごみ

電池は抜いて出す時計 燃やせないごみ

中の土砂は埋め立て地へ土のう袋 燃やせないごみ

危険防止のため、刃はテープなどで覆うナイフ・包丁 燃やせないごみ

水分をよく切って出す生ごみ・残飯 月・水・金の燃やせるごみ

長さ１ｍ以下に切るネット（家庭菜園・家庭のスポーツ用） 燃やせないごみ

ネット（商品が入っていたもの） プラスチック製容器包装

草などを取り除き、埋め立て地へ直接
搬入するか、市または許可業者に収集を
依頼する(２８ページ)
市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさ重さのものは
　「燃やせないごみ」

土砂 ステーションに出せません

戸棚 ステーションに出せません

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)ドレッサー ステーションに出せません

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」苗ポット プラスチック製容器包装

一度に２束（袋）まで
長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる

波板（プラ製） 燃やせないごみ

縄跳び 燃やせないごみ

ネガ・フィルム 燃やせないごみ

ネクタイ 月１回収集の燃やせるごみ

ネジ 燃やせないごみ

長靴 月１回収集の燃やせるごみ

なべ 燃やせないごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(34ページ)ドライヤー 燃やせないごみ
中身が完全にないもので、１辺の長さが
20cm以内であれば「びん・缶」塗料缶 燃やせないごみ
中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出す塗料缶（スプレータイプ） びん・缶
中に敷いてあるスポンジは
「月・水・金の燃やせるごみ」
※スーパーなどの店頭回収にご協力ください

トレー（食品用） プラスチック製容器包装

トレーニングマシン ステーションに出せません

一度に２束まで、規定の大きさ、重さのもの
(32ページ)トタン板 燃やせないごみ

土なべ 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ね

の

は

寝袋 月１回収集の燃やせるごみ

紙ねんどは「月・水・金の燃やせるごみ｣ねんど（油ねんど） 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談農薬 市では処理できません

ＰＣリサイクル法対象(29ページ)ノートパソコン
（PCリサイクルマークのあるもの） ステーションに出せません

危険防止のため、刃の部分をテープで覆うのこぎり 燃やせないごみ

二輪車リサイクル対象(３０ページ)バイク 市では処理できません

電池は抜いて出すはかり（スケール・体重計など） 燃やせないごみ

危険防止のため、刃の部分をテープで覆うはさみ 燃やせないごみ

ＰＣリサイクル法対象(２９ページ)パソコン
（PCリサイクルマークのあるもの） ステーションに出せません

湿らせて市の処理施設へ直接持ち込む発煙筒 ステーションに出せません

販売店又は製造業者に相談バッテリー 市では処理できません

販売店又は製造業者に相談発電機 市では処理できません

空気を抜いてつぶすバスケットボール 月１回収集の燃やせるごみ

バスシューズ 月１回収集の燃やせるごみ

バスマット（布製） 月１回収集の燃やせるごみ

バスマット（プラ製） 燃やせないごみ

はし・割り箸・竹串 月・水・金の燃やせるごみ

はきもの（靴・サンダル・スリッパ） 月１回収集の燃やせるごみ

はく製 月・水・金の燃やせるごみ

白熱灯（電球） 燃やせないごみ

バケツ 燃やせないごみ

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)ノート 古紙（雑誌・雑がみ）

カセットボンベは取り外し「びん・缶」へ
※必ず穴をあけるバーベキューグリル（コンロ） 燃やせないごみ
一度に１袋まで、水で湿らせ、丈夫な袋に
入れて｢灰｣と書く灰 燃やせないごみ
分離できる部品、金具およびプラ製は
「燃やせないごみ」
インクジェットはがき、圧着はがきは
リサイクルできないため
「月・水・金の燃やせるごみ」

バインダー（紙製） 月・水・金の燃やせるごみ

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)はしご・脚立 ステーションに出せません

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」バター・マーガリンの容器（プラ製） プラスチック製容器包装

はがき 古紙（雑誌・雑がみ）
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

は

ひ

発泡スチロール製の梱包材や商品の箱 プラスチック製容器包装

袋に入る程度に砕く

汚れの落とせないものは「燃やせないごみ」
※袋に入る程度に砕く

ビニールカバーは「燃やせないごみ」
※資源ごみ拠点回収施設にも出せます
　(３３ページ)

きれいなものは、子育てグッズとして
リユース推進にご協力ください（３４ページ）

発泡スチロール（容器包装以外） 燃やせないごみ

水を十分しみこませる花火 月・水・金の燃やせるごみ

危険防止のため、刃の部分をテープで覆う刃物 燃やせないごみ

空気を抜いてつぶすバランスボール 月１回収集の燃やせるごみ

ハロゲンヒーター 燃やせないごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」ハンガー 燃やせないごみ

ビーズクッション 月１回収集の燃やせるごみ

ビー玉 燃やせないごみ

ビーチパラソル 燃やせないごみ

販売店又は製造業者に相談ピアノ（電子ピアノは除く） 市では処理できません

ケースも一緒でよいビデオテープ 月１回収集の燃やせるごみ

１m×１m以下に切り、たたむビニールシート 燃やせないごみ

長さ１m×50cm以内にたたむビニールプール 燃やせないごみ

太さ２㎝以下のもので、長さ１m以下に
切るひも（布・紙・ビニール・ゴム製） 月・水・金の燃やせるごみ

日よけ（サンシェード） 燃やせないごみ

百科事典 古紙（雑誌・雑がみ）

少量ずつ排出
※土砂と間違われないよう袋に「肥料」と記入肥料 月・水・金の燃やせるごみ

ハンカチ 月１回収集の燃やせるごみ

ハンドバッグ 月１回収集の燃やせるごみ

ピアニカ 燃やせないごみ

テープと一緒の場合は
「月１回収集の燃やせるごみ」ビデオ（カセット）テープのケース 燃やせないごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)ビデオカメラ 燃やせないごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)ビデオデッキ 燃やせないごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」ビニール袋 （商品を包んであったもの） プラスチック製容器包装

危険防止のため、缶等に入れて出す針 燃やせないごみ

針金 燃やせないごみ

歯ブラシ 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ひ

ふ

肥料袋　 プラスチック製容器包装

びん（飲み物・油・調味料・化粧品など） びん・缶

便せん 古紙（雑誌・雑がみ）

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
※プラマークのないものは燃やせないごみ
中身を使い切り、ふたを外して中をすすぐ
※外したふた、割れたびんは「燃やせないごみ」
資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

プラ製は「プラスチック製容器包装」びんのふた（金属製） 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)

ファクシミリ（ファクス） 燃やせないごみ

リサイクルに適さないためファクシミリ用紙（感熱紙） 月・水・金の燃やせるごみ

残った灯油は必ず抜き、電池は取り除くファンヒーター 燃やせないごみ

金属製は「燃やせないごみ」フェイスシールド（感染防止用） 月・水・金の燃やせるごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」フォーク（金属・プラ製） 燃やせないごみ

商品を梱包してあったものプチプチの梱包材（エアーキャップ） プラスチック製容器包装

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」筆（プラ製） 燃やせないごみ

木・布製は「月１回収集の燃やせるごみ」筆箱（プラ・金属製） 燃やせないごみ

ふとん圧縮袋 燃やせないごみ

ふとん乾燥機 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)ブラインド 燃やせないごみ

フライパン 燃やせないごみ

フィルム・ネガ 燃やせないごみ

プラ製ファイル、部品等は
「燃やせないごみ」ファイル（紙製） 月・水・金の燃やせるごみ

窓付き封筒のフィルム、圧着はがきは
「月・水・金の燃やせるごみ」封筒・手紙・はがき 古紙（雑誌・雑がみ）

ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(３４ページ)服・衣類 月１回収集の燃やせるごみ
不織布製のマスクは
「月・水・金の燃やせるごみ」不織布 月１回収集の燃やせるごみ

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばるふとん 月１回収集の燃やせるごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」フラワーポット（苗用でプラ製のもの） プラスチック製容器包装
土は草などを取り除き、埋め立て地へ
直接搬入するプランター 燃やせないごみ

商品の入っていた容器のふた
※金属製は「燃やせないごみ」
市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさのものは
　「月・水・金の燃やせるごみ」

ふた（プラ製） プラスチック製容器包装

仏壇（木製） ステーションに出せません

ブーツ 月１回収集の燃やせるごみ

フードプロセッサー 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ふ

へ

ほ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)プリンター（家庭用） 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)ベビーカー・乳母車 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)便座（ウォシュレット） 燃やせないごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」弁当箱 燃やせないごみ

ペン（筆記具） 燃やせないごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」文房具 燃やせないごみ

詳しくは３１ページを参照ペットボトル

ヘアピン 燃やせないごみ

１m×１m以下に切り、たたむ
使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

ブルーシート 燃やせないごみ

プレーヤー（CD・DVD・BDなど） 燃やせないごみ

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(28ページ)
ジャバラ状のものは、ひもでしばる
※規定の大きさ、重さのもの（３２ページ）

簡単にはがすことのできるラベルは
「プラスチック製容器包装」
※のり付けされたラベルやシールはそのまま
　でよい

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
※規定内の大きさのものは「燃やせないごみ」
バックルなど、外せるものは
「燃やせないごみ」
※外れなければそのままでよい

ブロック（建築材料） ステーションに出せません

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
お問い合わせください
廃棄物対策課　TEL 33-7291
環境保全センター施設課　TEL 31-3664

ベッド（ベッドマット含む） ステーションに出せません

中身が完全にないもので、１辺の長さが
20cm以内であれば「びん・缶」ペンキ缶 燃やせないごみ

紙容器マークのないものは
「古紙（雑誌・雑がみ）」包装紙（紙容器マークのあるもの） 紙製容器包装

長さ１ｍ以下のもの
※竹・木製は「月・水・金の燃やせるごみ」　ほうき・モップ（プラ・金属製） 燃やせないごみ

芳香剤の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装

帽子 月１回収集の燃やせるごみ

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」プラスチック製容器包装

ペットトイレ用の「砂」および「フン」
ペットボトル（飲み物･酒･しょう油･
みりん風調味料･調味酢など）

弁当容器
（スーパー、コンビニなどのプラ容器）

月・水・金の燃やせるごみ

ペットボトルのふた・ラベル プラスチック製容器包装

ベビーバス ステーションに出せません

ベルト 月１回収集の燃やせるごみ

ペットの死体 ステーションに出せません

風呂のふた 燃やせないごみ

プロジェクター 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ほ 長さ１ｍ以下に切り、直径50cm以内に
丸めてひもでしばる防草シート（マルチ） 燃やせないごみ

埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)
束ねてひもでしばる
※ホースリール付きはそのままで出してよい

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※コードと調節器具は、切り取って
　「燃やせないごみ」

ボウリングの玉 ステーションに出せません

洗って出す
規定の大きさ、重さのもの(32ページ)
使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

ポータブルトイレ 燃やせないごみ

ポンプも一緒に出せます
※汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

ボディソープの容器 プラスチック製容器包装

ホットプレート 燃やせないごみ

ほ乳びん 燃やせないごみ

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)ポスター 古紙（雑誌・雑がみ）

ポータブルプレーヤー
（オーディオプレーヤー）

ボール類
（バレーボール・テニスボールなど）

燃やせないごみ

ホース 燃やせないごみ

ボールペン 燃やせないごみ

保温シート（アルミ発泡シート） 燃やせないごみ

外側のプラ製カバーは
「プラスチック製容器包装」防虫剤（衣類用） 月・水・金の燃やせるごみ

危険防止のため、刃の部分をテープで覆う包丁・ナイフ 燃やせないごみ

電池は抜いて出す補聴器 燃やせないごみ

中身は使い切る又は取り除くポリタンク 燃やせないごみ

ハードケース・ソフトケースも同様保冷剤 月・水・金の燃やせるごみ

ビニールカバーは「燃やせないごみ」本 古紙（雑誌・雑がみ）

本棚（マガジンラック） ステーションに出せません

ホチキス 燃やせないごみ

ホットカーペット 月１回収集の燃やせるごみ

保冷バッグ 月１回収集の燃やせるごみ

空気を抜いてつぶす月１回収集の燃やせるごみ

ボタン電池（アルカリボタン電池、
空気電池、酸化銀電池） ボタン電池(２９ページ)ステーションに出せません

販売店又は製造業者に相談防腐剤 市では処理できません

汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」包装フィルム（商品を包んであったもの）プラスチック製容器包装

包帯 月・水・金の燃やせるごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ま

み

む
め

も

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」マーガリン・バターの容器 （プラ製） プラスチック製容器包装

市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

汚れの落とせないものは
「月・水・金の燃やせるごみ」
※ガラス製は「燃やせないごみ」

プライバシー保護のため、封筒等に
入れて出す
※資源ごみ拠点回収施設にも出せます
　(３３ページ)

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※コードと調節器具は、切り取って
　「燃やせないごみ」

ステーションに出せません

飛散防止にご協力くださいマイクロビーズ（クッションの中身） 月１回収集の燃やせるごみ

中身は出さなくてもよいまくら 月１回収集の燃やせるごみ

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」まな板（プラ製） 燃やせないごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)ミシン 燃やせないごみ

布製は「月１回収集の燃やせるごみ」めがねケース 燃やせないごみ

メジャー 燃やせないごみ

メモ用紙 古紙（雑誌・雑がみ）

綿棒 月・水・金の燃やせるごみ

毛布・電気毛布 月１回収集の燃やせるごみ

目薬の容器 プラスチック製容器包装

虫めがね 燃やせないごみ

めがね 燃やせないごみ

名刺 古紙（雑誌・雑がみ）

ネットの中の生ごみは、水分をよく切って
出す水切りネット 月・水・金の燃やせるごみ

マニキュアの容器（プラ製） プラスチック製容器包装

マフラー 月１回収集の燃やせるごみ

魔法びん 燃やせないごみ

未使用のものは、十分に水をしみこませるマッチ棒 月・水・金の燃やせるごみ

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる月１回収集の燃やせるごみ

布製は「月１回収集の燃やせるごみ」マット（ゴム・プラ製）

マットレス（スプリングが入っているもの）

完全に汚れが除去できるものは
「プラスチック製容器包装」月・水・金の燃やせるごみマヨネーズの容器・チューブ

１辺の長さが20cm以上のものは
「燃やせないごみ」びん・缶ミルクの缶

長さ１ｍ以下に切り、直径50cm以内に
丸めてひもでしばる
資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

燃やせないごみマルチ（防草シート）

燃やせないごみミキサー・ジューサー

古紙（雑誌・雑がみ）マンガ本

マットレス
（スプリングが入っていないもの）

燃やせないごみ

マスク（不織布、布、プラ製） 月・水・金の燃やせるごみ

マウスシールド（感染防止用） 月・水・金の燃やせるごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

も

や

ゆ

よ

ら

解体し、束ねる
※長さ１m・直径50cm以下の束で一度に
　２束まで
水で湿らせ、丈夫な袋に入れて｢灰｣と書く
※未使用のものは「月・水・金の燃やせるごみ」

埋め立て地へ直接搬入するか、戸別収集
を依頼する
※プラ製は「燃やせないごみ」

長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばる
※プラ製のものは「燃やせないごみ」
無色透明な袋に入れ、他のごみと分けて
出す
※ガスを使い切る

資源ごみ拠点回収施設にも出せます
(33ページ)

木製品 月・水・金の燃やせるごみ

規定の大きさ、重さのもの(３２ページ)物干し竿・物干しスタンド 燃やせないごみ

詳しくは２９ページを参照モバイルバッテリー（小型充電式電池） ステーションに出せません

容器はそれぞれの分別区分に応じて出す薬品（家庭用医薬品） 月・水・金の燃やせるごみ

販売店又は製造業者に相談薬品（家庭用でないもの） 市では処理できません

木製は「月・水・金の燃やせるごみ」ラケット（木製以外） 燃やせないごみ

リサイクルに適さないためラップ・トイレットペーパーの芯 月・水・金の燃やせるごみ

中のビー玉は「燃やせないごみ」ラムネのペットボトル ペットボトル

電池は抜いて出すラジオ（ラジカセ） 燃やせないごみ

ラミネーター 燃やせないごみ

問題集 古紙（雑誌・雑がみ）

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)USBメモリ 燃やせないごみ

ウエス（工業用雑巾）としてリサイクル
できます(３４ページ)洋服（衣類） 月１回収集の燃やせるごみ
長さ１ｍ・直径50cm以下に丸め、ひもで
しばるヨガマット 燃やせないごみ

中身を使い切り、風通しの良い屋外で
必ず穴をあけて出すラッカースプレー びん・缶

ラムネのびん びん・缶

ラミネート加工したものも
「燃やせないごみ」ラミネートフィルム 燃やせないごみ

汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」ラップ（商品を包んであったもの） プラスチック製容器包装

よしず 月・水・金の燃やせるごみ

ライター（オイルライター以外） 危険ごみ

割れたものは、危険防止のため缶等に
入れて出す湯のみ 燃やせないごみ

郵便受け 燃やせないごみ

やかん（ケトル） 燃やせないごみ

野球ボール（硬球・軟球） 月１回収集の燃やせるごみ

物干しのコンクリート土台 ステーションに出せません

木炭（使用済み） 燃やせないごみ
長さ１ｍ以下のもの
※竹・木製は「月・水・金の燃やせるごみ」　モップ・ほうき（プラ・金属製） 燃やせないごみ
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五十音順ごみ分別区分一覧表
品　　　目 分 別 区 分 出し方 ・ ワンポイント

ら

り

る

れ

ろ

わ

電池や残ったオイルなどは必ず抜くランタン（ランプ） 燃やせないごみ

電池は抜いて出すリモコン 燃やせないごみ

家電リサイクル法対象(２８ページ)冷温庫 ステーションに出せません

家電リサイクル法対象(２８ページ)冷蔵・冷凍庫 ステーションに出せません

紙製のケースは「古紙（雑誌・雑がみ）」レコード 燃やせないごみ

リサイクルに適さないためレシート 月・水・金の燃やせるごみ

１m×１m以下に切り、たたむレジャーシート 燃やせないごみ

練炭（使用済み） 燃やせないごみ

ローラースケート・ローラーブレード 燃やせないごみ

ローソク 月・水・金の燃やせるごみ

アルミ箔製（てんぷらガードなど）レンジフード （レンジ周りの油よけ） 月・水・金の燃やせるごみ

家電リサイクル法対象(２８ページ)ワインクーラー ステーションに出せません

中身は使い切る又は取り除くワックスのボトル
（プラマークのあるもの） プラスチック製容器包装

リンスの容器 プラスチック製容器包装

小型充電式電池(２９ページ)ステーションに出せません

きれいなものは、子育てグッズとして
リユース推進にご協力ください(３４ページ)
無色透明な袋に入れ、他のものと分けて
出す※詳しくは３２ページを参照

ポンプも一緒に出せます
※汚れの落とせないものは
　「月・水・金の燃やせるごみ」

水で湿らせ、丈夫な袋に入れて｢灰｣と書く
※未使用のものは水で湿らせ、
　「月・水・金の燃やせるごみ」

レジ袋 プラスチック製容器包装 ごみ袋として使用できません
※汚れたものは「月・水・金の燃やせるごみ」

ロープ（布・紙・ビニール・ゴム製） 月・水・金の燃やせるごみ

輪ゴム 月・水・金の燃やせるごみ

処理できるのは太さ２㎝以下のもの
※長さ１m以下に切る

ローボード ステーションに出せません 市の処理施設へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

割れたガラス 燃やせないごみ 危険防止のため、他の入れ物等に入れて
出す

ルーター 燃やせないごみ

ルーペ 燃やせないごみ

レインコート 月１回収集の燃やせるごみ

使用済み小型家電としてリサイクル
できます(３４ページ)

レトルト食品の容器 月・水・金の燃やせるごみ 完全に汚れが除去できるものは
「プラスチック製容器包装」

れんが（埋め立てごみ） ステーションに出せません 埋め立て地へ直接搬入するか、市または
許可業者に収集を依頼する(２８ページ)

ランドセル 月１回収集の燃やせるごみ

リチウム一次電池（コイン型含む）

リチウムイオン電池（小型充電式電池）
※リサイクルマークを確認

危険ごみ

ランチジャー 燃やせないごみ
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ごみステーションに出せないごみ
粗大ごみ・家庭系一時多量ごみ・埋め立てごみ

家電リサイクル法対象品

宇部市一般廃棄物処理業（家庭系一時多量ごみ）収集運搬許可業者

●粗 大 ご み・・・
　　　　　　　　　
●一時多量ごみ・・・
●埋め立てごみ・・・

処理のしかた
◎買い替え時に業者に引き取ってもらうか、市の処理施設へ直接搬入してください。
◎戸別収集を依頼する場合は、廃棄物対策課（Tel：３３-７２９１）へお問い合わせください。
　また、宇部市一般廃棄物処理業（家庭系一時多量ごみ）許可業者へ依頼することもできます。

●エアコン　●テレビ（液晶・プラズマ・ブラウン管）　●冷蔵庫・冷凍庫・保冷庫
●洗濯機・衣類乾燥機

・家電リサイクル法の対象品を処分するには、リサイクル券の購入が必要です。
・家庭で使用されていたものでも、業務用の機器であれば家電リサイクル法の対象外となり、
 市では処理できませんので、販売店又は製造業者に相談してください。

家電リサイクル券センター T e l： ０１２０ - ３１９６４０
https://www.rkc.aeha.or.jp　

●ご家庭から一時的に多量に出るごみの収集・運搬は、許可業者へ依頼することがで
　きます。
許可業者は市のホームページに一覧を掲載しています。

長さ１m・幅５０cm・奥行５０㎝・重さ１０kgを超えるもの
食器棚、ベッド、ベッドマット、自転車、鏡台、畳、エレクトーンなど
引っ越し、大掃除、せん定などに伴い家庭から一時的に出た多量ごみ
土砂、がれき、ボウリングの玉、漬物石、ブロック、スレートなど

※無許可の業者に収集・運搬、処分の依頼はできません。

処理のしかた
◎買い替え時に小売店に引き取ってもらうか、市の処理施設またはメーカー指定引き取り場所へ直接搬入
　してください。※市処理施設へ搬入の場合は、別途メーカー指定引き取り場所までの運搬手数料がかかります。
　（メーカー指定引き取り場所へ直接搬入する場合は、運搬手数料不要です。）
◎戸別収集を依頼する場合は、廃棄物対策課（Tel：３３-７２９１）へお問い合わせください。また、
　宇部市一般廃棄物処理業（家庭系一時多量ごみ）収集運搬許可業者へ依頼することもできます。
※リサイクル料金はメーカーにより異なりますので、下記へお問い合わせください。

※無許可の業者に収集・運搬の依頼をすることはできません。

引き取り場所・リサイクル料金等の検索はこちら

お問い合わせ　廃棄物対策課　（Tel：３４-８２４７）
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マークが付いているパソコンは、メーカーが無償で回収・リサイクルします。
メーカー窓口等に各自で回収の申込みをしてください。

※リサイクルマークは平成１５年(2003年)１０月１日以降に購入されたものに貼付けられています。
　なお、マークのないものは「燃やせないごみ」として、ごみステーションに出すことが
　できます。ご不明な点は廃棄物対策課（Tel：３４-８２４７）へお問い合わせください。
※２０cm×４０cm以内の大きさのものは、マークの有無にかかわらず、ふれあいセンター等に設置の
 「使用済み小型家電回収ＢＯＸ」にお出しいただけます。

●ボタン電池
・酸化銀電池(記号がＳＲ)
・空気電池(記号がＰＲ)
・アルカリボタン電池(記号がＬＲ)

◎発火防止のため１個ずつ必ずテープで絶縁し、各ふれあいセンター、市役所本庁ロビー、リサイク
　ルプラザ、廃棄物対策課に設置してある「リサイクルＢＯＸ」に入れてください。
◎商品買い替え時などに、電器店などの回収協力店に設置された「ボタン電池回収缶」もご利用
　いただけます。詳細は販売店等にお問い合わせください。

消火器リサイクル推進センター

国内メーカーが製造した消火器は、特定窓口または指定引き取り場所へ直接搬入して
ください。※リサイクルシールの購入が必要な場合があります。

※エアゾール（スプレー）式消火器は、使い切り必ず穴をあけて「びん・缶」へ

○施 設 へ の 持 込 み・・・環境保全センター施設課（Tel：３１-３６６４）
○収集のお問い合わせ・・・廃 棄 物 対 策 課（Tel：３３-７２９１）

家庭用パソコン（ＰＣリサイクル法対象品）

●本体またはディスプレイの裏側に、「ＰＣリサイクルマーク」が付いている
　ものが対象です。

小型充電式電池・ボタン電池

●小型充電式電池（リサイクルマークが付いたものが対象）
・ニッケルカドミウム電池
・ニッケル水素電池
・リチウムイオン電池

消火器

小動物・ペットの死体　※ペットの収集は、手数料がかかります

また、宇部市は宅配便による家庭用パソコンを回収するリネットジャパンリサイクル(株)と協定
を締結しています。宅配便による回収についての詳細は、市ホームページをご覧ください。

https://www.ferpc.jp　リサイクル窓口等の検索はこちら

➡
➡
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事業活動によって出るごみ　※少量でもごみステーションには出せません。

オートバイ、バイク、スクーター

ＬＰガスボンベ（プロパンガスボンベ）

●事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任と負担により、適正に処理（自己処理）
　しなければなりません。
●産業廃棄物、事業系一般廃棄物の区分を行い、一般廃棄物については分別の上、市の処理施設に直接
　搬入するか、宇部市一般廃棄物処理業の許可業者へ収集・運搬、処分を依頼してください。
　なお、産業廃棄物は市では処理できません。
●オフィスペーパーや、食品関連事業所から発生する生ごみの減量化、再生利用等にご協力ください。

市が許可した処分業者に処理を依頼してください。
詳細は廃棄物対策課（T E L  0 8 3 6 - 3 4 - 82 47）にお問い合わせください。

（公財）自動車リサイクル促進センター

●不用になったバイクの廃棄については、（公財）自動車リサイクル促進センターのホームページから
　対象車両検索を行い、手順に沿って指定引取場所または廃棄二輪車取扱店に直接搬入してください。

https://www.jarc.or.jp

●取扱店またはガスボンベに記載の製造業者にお問い合わせください。

（一社）山口県ＬＰガス協会

市では処理できないごみ

※廃棄を行うには事前に廃車手続が完了していることが条件です。
詳細は下記ホームページをご覧ください。

※記載のないものについては、（一社）山口県ＬＰガス協会にご相談ください。

以下のものは、市では処理できません。
●市で処理困難な木くず（直径１０cm・長さ２m５０cmを超えるもの）

●バッテリー、薬品、自動車・バイクの部品（タイヤ、ホイール、チューブ含む）
　農機具、農薬、業務用として製造された冷蔵庫・冷凍庫、太陽光パネル、太陽熱温水器など
　購入先に引き取ってもらうか製造業者に相談し、適正に処分してください。

廃棄方法、指定引き取り場所等の検索はこちら

https://www.y-lpgas.jp検索はこちら
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◆収集日の朝８時３０分までに指定されたごみステーションに出してください。
◆収集日は、各地区で異なります。各戸配布の収集日程表などでご確認ください。

●ポリ袋・フィルム・ラベル類
●食品トレー・パック・カップ類
●ふた・キャップ
●チューブ・ボトル類
(※ポンプの部分も出せます。)
●その他のプラスチック製
容器包装

●箱・ケース類
●包装紙・紙袋類
●台紙・中仕切り類
●紙パック類

ごみの種類 ごみの出し方及び注意事項

家 庭 ご み 分 別 区 分 表

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

火
曜
ま
た
は
木
曜

月
１
回
の
指
定
日

無
色
透
明
な
ビ
ニ
ー
ル
袋

ひ
も
で
十
字
に
し
ば
る

び
ん
・
缶

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

紙
製
容
器
包
装

古　
　

紙

飲料水、ジュース、酒、しょう油
などの他、みりん風調味料、しょ
う油加工品、食酢、調味酢等の
ペットボトルで、油分を含まない
もの。

●びん
(飲み物､油､調味料､化粧品
などのびん)
●缶
(飲み物･食品の缶､スプレー
缶､卓上ガスボンベなど)

①右の識別マークを確認する。
②中身を使い切る又は出し切る。
③汚れを落とす(水洗い又は汚れを拭き取る)。
④水気を切り、二重袋にしないで出す。
　
※簡単に汚れのとれないものは、
「月・水・金の燃やせるごみ」へ

★中をすすいで出してください。
★びんと缶は、同じ袋に入れて出すことができます。
★分離した金属製のふたは「燃やせないごみ」へ
★割れたびんは「燃やせないごみ」
★エンジンオイルの缶や、長辺が２０㎝以上のものは「燃や
せないごみ」

★スプレー缶は使い切り、屋外で必ず穴をあける。

①右の識別マークを確認する。
②キャップをはずす。
③ミシン目やはがし口からラベルをはがす。
③中をすすいで、つぶさずに出す。
★キャップとラベルは「プラスチック製容器包装」へ
★のり付けされたラベルやシールは、そのままでかまいません。
★マークのないもの(色付き、外国製品含む。)もペットボトル
で出せます。
★油物、汚れのとれないもの、切り貼り、マジックで字を書い
たものなどは「月・水・金の燃やせるごみ」

①右の識別マークを確認する。
②平らにして、ひもで十字にしばって出してください。
　・ガムテープやビニール袋は使用しない。
　・紙袋を使用する際も、ひもで十字にしばる。
　・紙袋の取っ手が紙製以外の場合は取り外す。
★識別マークのある紙袋等に入れて、ひもでしばって出すこ
ともできます。
★牛乳パックは、スーパーなどの店頭回収にご協力ください。

★それぞれ種類ごとに分けて、ひもで十字にしばって出して
ください。
★ビニール、金具など紙以外のものは取り除いてください。
★段ボールは平らにして金具を取り除いてください。

●新聞紙(折込広告を含む)
●雑誌・雑がみ
(雑誌､教科書、コピー用紙、カタ
ログ､マンガ本､写真集､百科辞
典､参考書､ノート、はがきなど)
●段ボール



★左記の種類ごとに袋を分ける必要はありません。
★刃物は危険防止のため、刃をテープなどで覆って出して
ください。
★細かく割れたガラスや陶磁器類は、別の入れ物(缶など)
に入れて出してください。
★ストーブやファンヒーターなどに残った灯油は、車両火災
の原因になるため、必ず取り除いてください。
★灰は水で湿らせ、丈夫な袋に入れて「灰」と書き、他のご
みと分けて置いてください。

●小型電化製品
●金属製品
●プラスチック製品
●ガラス・陶磁器類
●その他
(ホース類､傘､使い捨てカイ
ロ､灰､汚れた発泡スチロール
など)

●乾電池（充電式でないもの）
●ライター
●水銀使用の体温計
●蛍光灯・蛍光管

●生ごみ(台所から出るもの)
●草・枝葉・木製品
●紙くずなど

●衣類・寝具類
●はきもの類
●かばん・小物入れ類
●ボール類
(野球・ゴルフ・サッカーなどの
ボール)
●その他
(ビデオテープ、カセットテー
プ、ゴム手袋、帽子、ベルト、
ぬいぐるみなど)

ごみの種類 ごみの出し方及び注意事項

月
１
回
の
指
定
日

月
・
水
・
金
曜
日

無
色
透
明
な
ビ
ニ
ー
ル
袋

指　

定　

袋

危
険
ご
み

月･

水･

金
の
燃
や
せ
る
ご
み
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月
１
回
収
集
の
燃
や
せ
る
ご
み

燃
や
せ
な
い
ご
み

◇長さ１ｍ・幅５０cm・奥行５０cm・重さ１０kg
以下のものが出せます◇

★左記の種類ごとに袋を分ける必要はありません。
★カセットテープ・ビデオテープはケースとセットで出せます。
（ケースのみは「燃やせないごみ」へ）
★ふとん・カーペットなどは、長さ１ｍ・直径５０cm以下に丸
め、ひもでしばって出してください。
★スーツケース、ゴルフバッグは「燃やせないごみ」
★ボールは空気を抜いて出してください。
★金属はできるだけ取り除いてください。

★草・枝・木製品を出せるのは一度に２袋（束）までです。
★せん定枝や木製品は、直径１０cm・長さ１ｍ以下にしてく
ださい。束ねて出す場合は、直径５０cm以下の束にし、ひ
もでしばって出してください。

段ボールコンポストで生ごみを減らそう!
段ボールを使った生ごみ処理容器で生ごみを堆肥に変える
ことが出来ます。生ごみの減量にご協力ください!

★ごみステーションでは、他のごみと分けて置いてください。
★それぞれ別の無色透明袋に入れてください。
★ライターはガスを使い切って出してください。
※刃物や割れた蛍光灯、電球などは「燃やせないごみ」

◇長さ１ｍ・幅５０cm・奥行５０cm・重さ１０kg
以下のものが出せます◇

◇水切りはごみ減量の第一歩です！◇
◎生ごみはギュッとひとしぼりしてください。
◎草は土を落として天日で乾燥させてください。



【回収場所】市役所本庁ロビー・コープやまぐち ここと宇部店
　　　　　　アルク（南浜店・琴芝店・厚南店・西岐波店）・ゆめタウン宇部
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資 源 物 の 拠 点 回 収 に つ い て

①出せるもの

②利用時間

●びん・缶、ペットボトル、古紙（新聞、雑誌・雑がみ、段ボール）、紙製容器包装
　※通常の「家庭ごみの出し方」と同じ方法で出してください。

※資源ごみ拠点回収施設で、「不法投棄」が多発しています。
回収対象以外を排出すると不法投棄となり、罰則の対象となります。
不法投棄は発見次第、警察に通報しますので絶対にやめてください！

２４時間（年末年始を除く）

③所在地

様々な理由で処分されてしまう食品を無料で提供してもらい、それを必要としている施
設や人に無料でお渡しすることで、有効に活用しています。

★新町資源ごみ拠点回収施設…宇部市新町１１番地（新町松浜公園となり）
★黒石資源ごみ拠点回収施設…宇部市黒石北三丁目３７-１２（黒石ふれあいセンター北側）

◎び　ん・缶…中をすすぎ、ふたを外して無色透明な袋に入れる。
　　　　　　（外したふたは燃やせないごみ）
◎ペットボトル…中をすすぎ、ふたとラベルを外して無色透明な袋に入れる。
　　　　　　（ふたとラベルはプラスチック製容器包装）
◎古紙・紙製容器包装…種類ごとにひもでしばる。
　　　　　　（紙製容器包装は、紙袋へ入れて出すこともできます。）

資源ごみ拠点回収施設

フードバンク事業

食品の回収や仕分け
作業をしていただける
ボランティアも
募集しています！社会福祉法人

こども食堂など

フードバンク
ポスト
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【回収場所】各地区のふれあいセンター・市役所本庁ロビー・リサイクルプラザ
　　　市立図書館・勤労青少年会館・総合福祉会館１階・厚南市民センター
　　　男女共同参画センター フォーユー

ご家庭で不用になった古着・古布を回収しています。
回収したものはウエス（工業用雑巾）に加工、リサイクルされます。
※洗濯済みのものを出してください。靴・かばん等の小物類は回収できません。

古着・古布の回収

【回収場所】市役所本庁１階 子育て支援課前・東岐波ふれあいセンター・厚南市民センター
　　総合福祉会館１階・北部総合支所２階・楠若者センター・ユーピーアールスタジアム
　　俵田翁記念体育館・西部体育館・中央公園テニスコート
　　宇部市民活動センター「青空」（※「青空」では子供服、絵本の回収はしていません。）

ご家庭で不用になった子供服や絵本、子育てグッズ、学生服、学用品、スポーツ用品を市役
所等に設置してあるボックスで回収し、リユースフェアやリユース広場で、必要な方にそれ
ぞれ無料でお譲りしています。

こども用品の回収

【回収場所】コープやまぐち ここと宇部店・アルク（南浜店・恩田店・西岐波店・厚南店）
　　山口アポロ石油株式会社（宇部西営業所・八幡宮前営業所・ドリームライフアポロ）
　　川上ふれあいセンター・西宇部ふれあいセンター・船木ふれあいセンター

廃食油を回収し、環境にやさしいバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）としてリサイクルされます。

使用済み天ぷら油の回収

回収場所：各地区のふれあいセンター・市役所本庁ロビー・リサイクルプラザ

【回収ボックスによる回収】
 ご家庭で不用になった小型家電を回収し、鉄やアルミ、レアメタルなどを抽出、再利用されます。
 ※回収ボックスの投入口「20㎝×40㎝」に入るものに限ります。

【宅配便による回収】
 市と協定を締結したリネットジャパンリサイクル(株)が、宅配便による小型家電回収を行っています。

お申込み・お問い合わせ　https://www.renet.jp/
TEL：0570-085-800

使用済み小型家電の回収
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LINEで分別方法を検索できます！

スマートフォンの無料通信アプリの L I N Eに友だち追加することで、
ごみの分別方法や収集日を簡単に調べることができます。

友だち追加の方法
①　 スマートフォンから「LINE（ライン）」を起動します。
②　「友だち追加＞QRコード」から右のQRコードを読み取ります。
③　「宇部市ごみ分別案内ボット」のアカウントが表示されたら、「友だち追加」ボタンを押します

ごみを自分で持ち込む場合の市の処理施設
処理施設等の概要 お問い合わせ先

◆環境保全センター施設課◆
宇部市大字沖宇部字沖ノ山５２７２番地５
｢月曜日～金曜日｣及び｢第４土曜日｣
午前８時３０分～午後４時３０分
（ただし、正午～午後１時まで休止）
※｢月曜日～金曜日｣及び｢第４土曜日｣が祝日
　のときも受付あり

施設への搬入は１日複数回可能
ただし、粗大ごみの破砕機使用は１日１回に限る
搬入車両は最大積載量２トン以下の車両（荷台長4,350ｍｍ未
満に限る）とする。

◆リサイクルプラザ◆
施設への搬入は１日１回に限る
搬入車両は最大積載量２トン以下の車両（荷台長4,350ｍｍ未
満に限る）とする。

◆東見初埋立地◆
施設への搬入は１日１回に限る
搬入車両は２トン車まで

燃
や
せ
る
ご
み

燃
や
せ
な
い
ご
み

資
源
ご
み

埋
立
て
ご
み

お
問
い
合
わ
せ

ごみ収集・不法投棄のこと

ごみの減量・分別のこと

資源ごみ・不燃ごみの持込みのこと

燃やせるごみの持込みのこと

埋立てごみの持込みのこと

廃棄物対策課 ごみ収集担当

廃棄物対策課 ごみ減量担当

リサイクルプラザ

環境保全センター施設課

東見初埋立地

T E L　３３－７２９１
T E L　３４－８２４７
T E L　３１－５５８４
T E L　３１－３６６４
T E L　２２－６８９０

ごみ分別案内ボット

搬入要件、手数料については施設へお問い合わせください
Te l  ０８３６-３１-３６６４

搬入要件、手数料については施設へお問い合わせください
Te l  ０８３６-３１-５５８４

搬入要件、手数料については施設へお問い合わせください
Te l  ０８３６-２２-６８９０

宇部市大字沖宇部字沖ノ山５２７２番地５
｢月曜日～金曜日｣及び｢第４土曜日｣
午前８時３０分～午後４時３０分
（ただし、正午～午後１時まで休止）
※｢月曜日～金曜日｣及び｢第４土曜日｣が祝日
　のときも受付あり

宇部市大字沖宇部字沖ノ山５２５番地１２４
の地先公有水面
｢月曜日～金曜日｣※祝日は受付なし
午前９時～午後４時（ただし、午前１１時
３０分～午後１時まで休止）

※「ＱＲコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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