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ごみの分類

事業系ごみ

ごみの出し方基本ルール
◎ごみは指定袋で出してください。
◎袋に指定がないものは、それぞれの出し方で出してください。
◎指定袋の内側に黒い袋などを使い、袋の全体をかくさないでください。
◎指定袋の口は必ず十字に結んでください。
　（テープで留めたり、ひもで縛るのは違反です）
◎ごみは決められた日の朝（午前8時30分まで）に出してください。
◎ごみは決められたごみステーションに出してください。

特定家電製品
(家電リサイクル品)
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　大田原市では、平成28（2016）年3月に第二次大田原市一般廃棄物処理基本計画を定め、ごみ減量化に努めて
います。計画の目標は、2025年度において、平成28（2016）年度から5.7％の削減です（一人1日あたり排出量
50ℊ（たまご1個分）の削減です）。
　平成29（2017）年度にもやせるごみの中身を調べた結果、もやせるごみの約51％が「紙・布類」でした。菓
子箱やティッシュペーパーの箱などリサイクル可能な雑紙類が多く含まれており、これらの雑紙類を、もやせるご
みに出さずに「雑誌類（雑紙）」として資源にできるかが大きな鍵と考えています。
　家庭から出るごみをきちんと分別することが、ごみ減量、資源化の第一歩となりますので、市民の皆様のご協力
をお願いします。
　また、ごみの削減をすることは、次のような理由もあります。
◦ごみ処理施設（焼却炉・破砕機など）を長持ちさせることで、維持管理費が節約できます。
◦ごみ収集の費用削減が期待できます。
◦ごみの減量は、焼却灰の減量につながり、最終処分場に係る経費も節約できます。

は じ め に

例）◦必要のない物は買わない、もらわない。
◦買い物には、マイバックを持参し、レジ袋をもらわない。

①リデュース（発生抑制） 物を大切に使い、ごみを減らすことです。

例）◦詰め替え用の製品を選び、容器を繰り返し利用する。
◦いらなくなった物を譲り合う。

②リユース（再使用） 使えるものを繰り返し使うことです。

　市では、ごみ排出量削減のため次のようなことを行っています。
◦ペットボトルや小型家電、古着、インクカートリッジ、小型充電式電池の拠点回収。
◦家庭からの生ごみを堆肥化する厨芥ごみ（生ごみ）処理機の購入費助成。
◦資源ごみ回収団体登録制度により、資源ごみ等回収運動に協力した団体への報償金の交付。　など

例）◦ごみを正しく分別し、資源の有効活用を行う。
◦リサイクル製品の購入を心がける。

③リサイクル（再資源化） ごみを資源として再び利用することです。

①Reduce（リデュース）
3Rとは、（�②Reuse（リユース） ）の頭文字をとったものです。③Recycle（リサイクル）

3R運動を心がけましょう
ごみを減らす工夫
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資源ごみ
飲料や食品、食用油、調理用油、飲み薬、酒類の空きビン
ごみの分類の「ビン」も参照してください。

◦中身を出して水ですすいでから出してください。
◦色分けして「指定のコンテナ」へ寝かせて出してください。
◦キャップや注ぎ口（中栓）はできるだけ、外してください。ラベルは剥がさないで結構です。
◦�割れたビン（指で安全につまめる程度の大きさ）も色分けしてコンテナへ出してください（袋に入
れたり紙で包まないでください）。

出し方

１ ビン類 …

無色 茶色 その他の色

間違えやすいもの
◦�茶色と黒色、無色か薄い色などビンの色で迷った時は、「その他の色のビン」として、緑色のコンテナに入
れてください。
◦�中身が取り出せない（固まってしまったり、キャップが開かないなど）ビンは、コンテナに入れずに、ガ
ラス類の指定袋で出してください。
◦�安全に指でつまめない細かく砕けたビンはガラス類の指定袋で出してください。
◦�ガラス製のコップやお皿などのガラス製品は、コンテナに入れずにガラス類の指定袋で出してください。
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※ロール式
◦30L
◦20L

２ ガラス類 …

◦�割れたガラスや細かく砕けたビン・ガラスの破片は、新聞紙などで包んで「キケン」と表記してから、
ガラス類の指定袋に入れてください。

出し方

コップ・グラス ガラスの皿 ほ乳瓶 耐熱ガラス製品
板ガラスなど

ガラス製のコップやグラス、耐熱性のあるガラス製品（ほ乳瓶、皿
など）

※ロール式
◦45L
・30L

３ かん類 … 飲料、缶詰、菓子などの飲食物や、入浴剤などの空き缶
ごみの分類の「缶」も参照してください。

間違えやすいもの
◦�鏡は、もやせないごみで出してください。
◦�取っ手やふちに金属が付いていて、金属が取り外せないガラス製品は、もやせないごみで出してください。
◦�瀬戸物は、もやせないごみで出してください。

※缶をつぶさない理由
�広域クリーンセンター大田原では、缶を機械で圧縮梱包し、引き渡す必要があります。缶がつぶれているとうま
く圧縮できないためです。

◦中を水ですすいで、つぶさないで出してください。出し方

キャップは
もやせないごみ

間違えやすいもの
◦�一斗缶、ペール缶、スプレー缶、オイル缶、ガス缶（カセットボンベ）は、もやせないごみで出してください。
スプレー缶やガス缶（カセットボンベ）は、穴をあける必要はありません。中身を使い切ってから出してください。
◦一辺が、20cm以上の大きさの缶はできるだけ、もやせないごみで出してください。
◦内側に樹脂がある、王冠や金属製のキャップは、もやせないごみで出してください。
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鍋、やかん、瀬戸物、傘、鍋焼きうどん容器やガスレ
ンジ周りのアルミ製品など
また、プラスチック製品などで、金属が取り外せないもの。

※ロール式
•30L

４ もやせないごみ※ …

●傘は結んだ指定袋からはみ出ていても回収します。
●スプレー缶、ガス缶は、穴をあける必要はありません。中身を使い切ってから出してください。中
身及びガス抜きは火気のない屋外の風通しのよい場所で行ってください。
●ライターは、中身を使い切ってから出してください。
●割れた鏡や刃物などは、新聞紙などに包んで、「キケン」と書いて出してください。
●小型家電は分解しないでください。
●小型家電やおもちゃなどの電池、小型充電式電池は、必ず取り外してください。

※一部が資源化されます。

出し方

白熱球、LED球

間違えやすいもの
● プラスチックは、もやせるごみで出してください。なお、金属が付いていて、取り外せないおもちゃなど
のプラスチック製品は、もやせないごみで出してください。
● アルミ箔（アルミホイル）は、もやせるごみで出してください。

●蛍光管を買った時の箱（筒）に入れて出してください。複数出す場合は、ひもでしばってください。
● 箱（筒）がない場合や割れた蛍光管は、もやせないごみの指定袋に蛍光管のみを入れて出してくだ
さい。結んだ指定袋からはみ出ていても回収します。

出し方

微量の水銀が含まれるため、蛍光管のみで収集する必要があります。
ごみの分類の「電球」も参照してください。

５ 蛍光管 …

●水銀体温計のほか、水銀血圧計や水銀温度計などの水銀製品も一緒に出せます。出し方
６ 水銀体温計 … 透明なビニール袋に水銀体温計のみを入れて出してください。

間違えやすいもの
● 小型充電式電池やボタン電池、コイン電池などは、回収できません。販売店にご相談ください。また、小
型充電式電池は、拠点回収も利用できます。

●透明なビニール袋に乾電池のみを入れて出してください。出し方
７ 乾電池 … ごみの分類の「電池」も参照してください。
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　もやせるごみの中には、資源になる雑紙（紙類）が多く含まれています。この雑紙を資源にすることで、ごみ処
理費用の削減に大きな効果が期待できます。パンフレットやお菓子の箱、包装紙などは、雑誌類（雑紙）としてご
みステーションに出してください。
　雑紙はリサイクルされてボール紙や紙管、段ボールの材料などに生まれ変わります。
◦収集日が雨や雪の場合は、出来るだけ次回の収集日に出してください。
◦�ごみステーションからの資源ごみ持ち去りが問題となっています。見かけた場合は、生活環境課（☎23-8706）へ
連絡してください。

古紙（段ボール・紙パック・新聞・雑誌類）出し方のお願い

◦�宅配便などのラベルや金属、粘着テープは取り除き、たたんでください。一枚でも、ひもで十字に
しばって出してください。

出し方

段ボールは断面が二重で
波状になっています。

折りたたんでひもで十字に
しばってください。

８ 段ボール … ごみの分類の「ダンボール（段ボール）」も参照してください。

間違えやすいもの
◦�厚紙（断面が二重で波状になっていないもの）は、雑誌類（雑紙）で出してください。

◦水洗いし、切り開いて、乾かしてから出してください。
◦注ぎ口などのプラスチックは取り除いてください。

出し方

の表示があるもの ひもで十字にしばって
出してください。

間違えやすいもの
◦�内側に銀色フィルムがついているものは、はがしてください。はがしたフィルムは、もやせるごみで出し
てください。

９ 紙パック … 牛乳、ジュースなど飲料類、酒類など
ごみの分類の「紙パック」も参照してください。
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◦�ひもで十字にしばって（ビニール袋や紙袋に入れないで）出してく
ださい。新聞紙と折込チラシは、一緒に束ねて出せます。

出し方

◦小さな紙片は、雑誌にはさむか、紙袋に入れて出してください。
◦プラスチックや金属、ビニールなど紙以外のものは、取り除いてください。
◦まれに、紙管（紙筒）がありますが、ごみの分類の「紙管（紙筒）」を参照してください。

出し方

まとめてひもで
十字にしばって
ください。

紙袋に入れて、ひもで十字に
しばって出してください。

←包装紙・お菓子の箱
メモ用紙・紙袋など

雑誌 その他の雑紙

資源として回収できないもの（もやせるごみで出してください）注意

《雑誌類に絶対に混ぜてはいけないもの（例）》
◦汚れた紙（ピザの箱、ハンバーガーの包装紙など）
◦銀紙、アルミ紙
◦内側にアルミが貼られた紙パック
◦ノンカーボン紙、カーボン紙、レシートなどの感熱紙
◦アイロンプリント用熱転写紙
◦�感熱発泡紙（点字などに使用されている熱を加えたと
ころが盛り上がる紙）
◦�圧着ハガキ

◦ヨーグルト、アイスクリームの紙製容器
◦カップめんなどの紙製容器
◦洗剤や線香の箱などにおいが付いた紙製容器
◦石けんの個別包装紙
◦雑誌の付録
◦シュレッダーくず
◦写真
◦ふせん紙

10 新聞 … 新聞や折込チラシ

11 雑誌類 … ティッシュ箱（取り出し口のビニールを取り除いたもの）、菓子箱、靴の箱や薬の箱、画用紙や
模造紙、包装紙、名刺、メモ用紙、プリント、封筒（窓部分のフィルムを取り除いたもの）、チ
ラシやダイレクトメールなど（段ボール、紙パック、新聞以外の紙）
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※ロール式
◦45L

※ロール式
◦45L

12 ペットボトル …

◦キャップとラベルをはずし、中を水ですすいでから出してください。
◦はずしたキャップとラベルはもやせるごみで出してください。
◦ペットボトルはつぶさないで出してください。
◦地区公民館などの回収ボックスに出すこともできます。その際は、袋に入れずに出してください。

※ペットボトルをつぶさない理由
�広域クリーンセンター大田原では、ペットボトルを機械により圧縮梱包し引き渡す必要があります。ペットボト
ルがつぶれていると、うまく圧縮できないためです。
※�ごみステーションからの資源ごみ持ち去りが問題となっています。見かけた場合は、生活環境課（☎23-8706）
へ連絡してください。

出し方

◦�テープやラップをとり、しっかりと洗って乾かしてから出してください。出し方

ペットボトルとプラスチックボトルの見分け方
◦ペットボトルは、容器に マークがついています。また、容器の底に　　へそがついているように見えます。
◦�プラスチックボトルは、容器に　　マークがついています。また、容器の底に　　つなぎ目の様な線が見えます。
プラスチックボトルは、もやせるごみで出してください。

清涼飲料（コーヒー、お茶など）、果汁飲料、酒類（焼酎、
本みりんなど）、牛乳・乳飲料や特定調味料（しょうゆ、
めんつゆなど）のペットボトル
ごみの分類の「ペットボトル」も参照してください。

13 白色トレイ（発泡スチロール製） … 鮮魚、精肉、青果などの容器、皿
ごみの分類の「白色トレイ」も参照してください。

間違えやすいもの
◦飲料などのペットボトルでも、汚れているものは、もやせるごみで出してください。
◦食料油、香辛料が入っていたものや洗剤のボトルは、もやせるごみで出してください。
◦ウォーターサーバーなどのプラスチックボトルは、もやせるごみで出してください。

間違えやすいもの
◦�着色トレイや模様のついたトレイ、納豆、カップ麺容器など、白色ト
レイ以外の発泡スチロールはもやせるごみで出してください。
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◦各メーカー、（一社）パソコン3R推進協会に依頼する以外に、次の方法により処分できます。
①市役所、各支所にある小型家電回収ボックスを利用する。（ノート型のみ）
②広域クリーンセンター大田原に直接搬入する。
※自作のものや分解してあるもの、ブラウン管（CRT）モニターは搬入できません。
③NNY㈱へ直接搬入する。（ノート型、デスクトップ型の両方可能）

出し方

14 パソコンや周辺機器の出し方 … ごみの分類の「パソコン」も参照してください。

　パソコンは、ノート型、デスクトップ型を問わず、ごみステーションに出すことができません。
　処理（回収・再資源化）は、「資源有効利用促進法」に基づき製造メーカーが行います。
　平成15年10月以降に販売された家庭用パソコンには、「PCリサイクルマーク」がついています。
　このマークがついたパソコンは、廃棄する際に新たな料金を負担することなく廃棄できます。
　PCリサイクルマークがないパソコンを処理する場合は、回収再資源化料金が必要です。
　詳細や不明な点は、（一社）パソコン3R推進協会（☎03-5282-7685）にお問い合わせください。

15 資源の拠点回収について … 再使用、再資源化を推進するため、市役所や支所、地区公民
館などで回収ボックスを設置し、資源ごみの拠点回収を行っ
ていますので、できるだけご利用ください。

※広域クリーンセンター大田原やNNY㈱に搬入する場合は、処理料金がかかります。

※分解しないでください。
※�回収ボックスの投入口（25cm×10cm）に入る大きさのもの。なお、ノートパソ
コンは、入らなくても預ります。
※�電池、小型充電式電池（取り外しができるもの）は外してから入れてください。また、個人情報は完全に消去し
てください。

宅配便による小型家電回収サービス
拠点回収ボックスでは回収できないものに対応する、宅配便による小型家電の戸別回収サービスも利用で

きます。約400品目以上の小型家電が対象となっています。詳しくは、市のホームページをご確認ください。

①小型家電 … 携帯電話・PHS・スマートフォン、ポータブルカーナビゲーション、リモコン、電子辞書、
デジタルカメラ・ビデオカメラ、ノート型パソコン、フラッシュメモリー、電卓、携帯型ゲー
ム機、ポータブルDVDプレイヤー、携帯型音楽プレイヤー、
ACアダプター

※キャップとラベルを外し、中を水ですすいでから出してください。
※つぶさずに出してください。
※回収ボックスに出すときは、ペットボトルの指定袋などに入れる必要はありません。

③古着 …
※洗って、よく乾かして、お持ちください。
※�和服や下着、社名入りの作業着、ダウンジャケット、布きれ、綿が入った服、学生服、体
操着は回収できません。

④インクカートリッジ …
※ブラザー、キャノン、エプソン、日本HP社製に限ります。
※トナーカートリッジ、インクリボンカートリッジは対象外です。

②ペットボトル … 清涼飲料水や果汁飲料、酒類、牛乳・乳飲料、特定調味料などのペットボトル
ごみの分類の「ペットボトル」も参照してください。

Tシャツ、ポロシャツ、ジャンパー、ジャケット、ズボン、ジーンズ、子供服、スーツ、Yシャツ、
ネクタイ、セーター、トレーナー、スカート、ベビー服など

市では、４社が実施するインクカートリッジ「里帰りプロジェクト」に
参加しています。
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※リード線や金属端子を絶縁ビニルテープで巻くなど、絶縁してお持ちください。
※�一般社団法人JBRC会員企業の充電式電池が対象ですので、会員企業以外の充電式
電池やメーカー名が不明の充電式電池は、回収できません。

⑤小型充電式電池 … ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、モバイルバッテリー（機器本体）
ごみの分類の「電池」も参照してください。

拠点回収場所（※平成31年４月１日現在（設置場所は、変更になる場合があります。）

小型家電 ペットボトル 古着 インクカートリッジ 小型充電式電池
本庁（生活環境課） ○○ ○○ ○○ ○○
黒羽支所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
湯津上支所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
須賀川出張所 ○○
総合文化会館 ○○
生涯学習センター ○○
ピアートホール ○○
大田原西地区公民館 ○○ ○○
大田原東地区公民館 ○○ ○○
金田北地区公民館 ○○ ○○
親園地区公民館 ○○ ○○
佐久山地区公民館 ○○ ○○
野崎地区公民館 ○○
シニアプラザ清流荘 ○○
旧黒羽川西地区公会堂 ○○
湯津上地区公民館 ○○
佐良土多目的交流センター ○○
くらしの情報館 ○○
※利用時間は、各施設の開館時間内となります。

※資源物の回収を開始する前に、団体の登録が必要です。
※�対象となる資源物は、団体の構成員の家庭から排出された新聞・雑誌・段ボール、古着、ペットボトルです。店
舗や事務所などや市外から集めたもの（店舗で集めたものや店舗などのごみ箱に入れられたものも含みます）は
違反となります。
※報償費単価は、市場価格等を勘案して告示します。
※詳細は、生活環境課（☎23-8706）までお問い合わせください。

16 資源ごみ等回収報償金 … 市では、市民の皆様に資源ごみへの関心を高めていただき、ごみ
の減量化、資源化を推進するため、資源ごみなどを回収する団体
に報償金を交付しています。
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もやせるごみ
※ロール式
◦45L
◦30L
◦20L

　生ごみ、食用油（固めたものや新聞紙・布などにしみこませて十分に乾かし
たもの）、紙おむつ、せん定枝木、衣類、皮革製品、プラスチック製品、ゴム製品、
発泡スチロール、汚れた紙製品、アルミ箔（アルミホイル）など

◦生ごみには、たくさんの水分が含まれています。よく水切りをして出してください。
◦プラスチック容器などのプラスチック製ごみは、もやせるごみで出してください。
◦�プラスチック製のおもちゃや皮革製品などで、金属が取り外せない場合は、もやせないごみで出し
てください。
◦�紙おむつの汚物はトイレに流し、おむつを丸めて出してください。
◦�もやせるごみの中には、資源になる雑がみ（紙類）が多く含まれています。パンフレットやお菓子の
包装紙などは、雑誌類に分別して出してください（雑誌類のページを参照してください）。
◦�衣類で、ファスナーなどの金属部分はできるだけ取り外してください。

出し方

間違えやすいもの
◦�汚れた紙やアルミコーティングされた菓子袋やヨーグルト、アイスクリームなどの紙製品は、もやせるご
みで出してください。
◦鍋焼きうどんの容器など、金属が含まれているアルミ製品は、もやせないごみで出してください。

生ごみを減らすために
　日本では、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されている食べ物が年間646万トン発生していると推計さ
れています。そのため、栃木県では、食べ残し（食品ロス）の削減に向けた取り組みとして、「とちぎ食べき
り15（いちご）運動」を実施し、大田原市も推奨しています。
　この運動は、宴会の開始15分と終了前の15分は、「食べきり15（いちご）タイム」とし、自席で料理をしっ
かりと食べて、食べ残しをなくすものです。

やってみてね。
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　せん定枝木は、太さ10cm以下、長さ50cm以下にそろえたうえで、片手で持てる程度にひもで束ねて出してく
ださい（ごみステーションに出せるのは、一度に１家庭３束までです）。
※緑資源リサイクル施設もご利用ください。
 緑資源リサイクル施設に搬入する際は、太さ15cm以下であれば、長さの制限はありません（葉の部分は、切り
落とし、もやせるごみで出してください）。
 竹は、幹を割ってからお持ちください。なお、枯れている枝木や腐食のひどい枝木は、受け入れできません。
シュロの木や根や枝が払われていないもの、泥や土、石がついているものなどは、受け入れできません。

せん定枝木

厨芥ごみ処理機設置補助金
　家庭から出る生ごみを堆肥化し、生ごみの減量化を目的として、厨芥ごみ（生ごみ）処理機を購入された方に対
して、購入費の一部を補助しています。
補 助 対 象… 市内に住所があり、厨芥ごみ（生ごみ）処理機（容器式・機械式）を購入した18歳以上の方で、市

税等を滞納していない方（同一世帯の方を含む）
※申請は、購入した日から30日以内に行ってください。補助金の支給は、１人１基までです。
過去に補助を受けた方は、５年を経過するまでは補助を受けることができません。

補助金の額…厨芥ごみ（生ごみ）処理機器購入費（税抜き本体価格）の２分の１（100円未満切捨て）
容器式は3,000円限度　　機械式は20,000円限度

　申請に必要な書類は、ホームページからダウンロードできます。

（問い合わせは、生活環境課☎23-8706）

大田原市緑資源リサイクル施設（せん定枝葉等処理施設）
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大田原市緑資源
リサイクル施設

●受付日時：毎週水・土曜日　午前8時30分～12時、午後1時～4時30分
※国民の祝日および12月30日～１月２日を除く

●処理料金：①10kgあたり100円（30kg以下の場合は、無料）（市内に住所を有する方）
②10kgあたり200円（①以外で市長が認めたもの）

●住　　所：大田原市亀久932-8
●電話番号：☎0287-54-0921
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家電リサイクル法で規定する家電４品目（※平成31年４月１日現在）

特定家電製品（家電リサイクル品）

　家電リサイクル品は、ごみステーションに出すことができません。
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンを処分する際は、家

電リサイクル法に基づき、家電リサイクル券（リサイクル料金）が必要です。
　家電リサイクル券の購入には、テレビはインチ数とメーカー、冷蔵庫・冷凍庫は容量とメーカー、洗濯機・衣類
乾燥機、エアコンはメーカーを確認してください（金額が異なりますので、ご注意ください）。
　詳しい、金額などは、（一財）家電製品協会　家電リサイクル券センター（☎0120-319-640）にご確認ください。

※分解しないでください。
※ 家電リサイクル券が必要ない家電もありますので、ごみの分類の「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「衣類乾燥機」、「エ
アコン」や「保温庫・保冷庫」、「携帯型カーナビゲーション」、「カーナビゲーション」なども参照してください。
※エアコンの取り外しは、専門業者などに依頼するなど、適切に行ってください。
※ 町中を車両で巡回している回収や空地での回収などは、違法である場合がありますので、利用しないでください。

①買い替えをするお店やその製品を購入した販売店に依頼する。
※リサイクル料金のほかに運搬手数料が必要な場合がありますので、販売店にご確認ください。
②リサイクル券を郵便局で購入して、次の方法により処分する。
● メーカー指定引取場所（NNY㈱（☎29-2777）または栃木県北通運㈱（☎36-1121））に搬入する。
●広域クリーンセンター大田原に搬入する。
※１台あたり1,000円の運搬手数料が必要です。
●生活環境課の戸別収集を依頼する。（事前予約制　☎23-8706）
※１台あたり1,500円から3,000円の運搬手数料が必要です。
●市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。
※運搬手数料は、各業者にお問い合わせください。

出し方
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粗大ごみ
　自転車やタンス、ソファ、机、家電、布団、畳など指定袋に入れて、袋を十字に結べない大きなもの

◦粗大ごみを処理する場合は、広域クリーンセンター大田原に直接搬入してください。
10kgあたり、150円の処理手数料がかかります。

◦生活環境課の戸別収集を予約する。☎23-8706
※運搬・処理手数料として、１品1,000円から3,000円がかかります。

◦一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する（無許可の方には依頼しないでください）。
※ 許可業者については、ホームページをご覧いただくか生活環境課までお問い合わせください。運

搬手数料などは、許可業者に直接お問い合わせください。

出し方

◦スプリングが付いているマットレスは、スプリングと布類とに分けてから広域クリーンセンター大
田原に搬入してください。

◦畳は、１辺を50cm以下に裁断してから広域クリーンセンター大田原に搬入してください。裁断時に
は、ケガをしないように十分に気を付けてください。

◦広域クリーンセンター大田原で処理できないものもありますので、事前にお問い合わせください。
◦業者による建物や工作物の新築、改築（リフォーム）、また除去にともなって出た廃材や畳は、業者

が処分すべき産業廃棄物となりますので、広域クリーンセンター大田原へは搬入できません。

注　意

直接搬入時の注意
◦搬入者の住所を確認いたしますので、運転免許証などの住所を確認できるものをお持ちください。
◦市外からのごみは搬入できません。
◦搬入の際は、指定袋に入れる必要はありませんが、もやせるごみ、ビン、かんなどに分別してください。
◦ 土日祝日、年末年始（12月29日から1月3日）は、電話での問い合わせができませんので、注意してください。また、

生活環境課へのお問い合わせも同様になります。

　引っ越しや荷物整理などで、大量のごみ（30kg以上または、１㎥以上）や袋に入らない粗大ごみを排出する場合は、
広域クリーンセンター大田原へ直接搬入してください。
　また、火災による寝具や家財の燃え残り（火災廃材）で、広域クリーンセンター大田原で処理できるものについ
ては、一定の手続きを踏まえて無料で処理が行えます。手続きや搬入方法など詳細は、事前に広域クリーンセンター
大田原（☎20-2270）にお問い合わせください。

広域クリーンセンター大田原への直接搬入
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◦�ごみステーションのカラス被害について
�生活環境課、各支所でカラス除けネットを貸し出しています。ごみ全体にネットをかぶせて、カラスの被害にあ
わないようにしましょう。
◦�不法投棄について
�みだりに廃棄物を捨てると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰（5年以下の懲役もしくは1,000万
円（法人は3億円）以下の罰金または、併科）の対象になります。しかし、不法投棄されたごみは、捨てた人が
わからない限り、土地の所有者、管理者の責任で処理しなければなりません。
不法投棄されにくい環境整備（ネットや柵の設置など）と管理（清潔の保持）をお願いします。
◦�野外焼却（野焼き）の禁止
�野外焼却は、一部の例外を除き禁止されています。違反した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により
処罰（5年以下の懲役もしくは1,000万円（法人は3億円）以下の罰金または、併科）の対象になります。
�また、野外焼却は、火災の原因となったり発生した煙により健康被害や洗濯物を汚すなどの被害をもたらし周辺
の方の迷惑となります。
焼却するための設備は法令で厳しい基準が設けられていますので、ドラム缶などでの焼却は、違反です。
違反なものは、生活環境課または、警察（110）、消防（119）へ通報してください。

搬入施設案内図

その他、生活環境課からのお知らせ

広域クリーンセンター大田原

◦受付日時：毎週月～土曜日（12月31日～１月３日は休み）
午前８時30分～12時、午後１時～４時30分

◦処理料金：10kgあたり150円（消費税含む）10kg未満は、10kgとみなします
※「直接搬入時の注意」を留意してください。

◦住　　所：大田原市若草1-1484-2
◦電話番号：☎0287-20-2270

大田原郵便局
大田原小学校

大田原女子高

市道内環状南大通り線（３・３・１号線）
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事業系ごみ
　店舗や会社、工場、飲食店、医院、農林業など事業活動（個人事業であっても）に伴って生じたごみは「事業系
ごみ」と呼ばれ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第３条（事業者の責務）において事業者が自らの責任に
おいて適正に処理しなければなりません。
市内のごみステーションは、家庭から出るごみの収集場所ですので、「事業系ごみ」は一般廃棄物であっても利

用できません。
　また、自宅に店舗と事務所などが併設している場合は、「家庭から出るごみ」と「事務所から出るごみ」を分け
る必要があります。
　事業系ごみ（一般廃棄物）は、自ら広域クリーンセンター大田原に直接搬入するか、大田原市の一般廃棄物収集
運搬業の許可を持つ業者（下記一覧）に依頼してください。
　なお、事業系ごみは、全ての業種で産業廃棄物となるもの（廃プラスチック類や蛍光灯、金属くずなど）と業種
によって産業廃棄物となるもの（紙くず、木くず、畳）があり、産業廃棄物は、広域クリーンセンター大田原に搬
入することができませんので、産業廃棄物として適正に処理してください。
事業活動に伴う廃棄物の区分については、那須地区広域行政事務組合（広域クリーンセンター大田原）のホーム
ページで掲載しているパンフレットをご覧ください。
　産業廃棄物の処理などについては、栃木県県北環境森林事務所（☎22-2277）に相談してください。

業者名 電話番号
㈲クリーン環境 ☎0287-23-4375
リバー㈱ ☎0287-29-2777
小林孝夫 ☎0287-23-0330
㈲吉田商店 ☎0287-22-4659
㈲稲田藤七商店 ☎0287-22-2169
㈳大田原市シルバー人材センター ☎0287-23-1255

大田原市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧（令和４年４月１日現在）

業者名 電話番号
㈲北那須通商 ☎0287-54-3165
㈲那須クリーン ☎0287-36-1191
栃木県北通運㈱ ☎0287-36-1121
㈱クリーンサービス松本 ☎0287-37-0241
マテック㈱ ☎0287-37-2877
㈱真田ジャパン ☎0287-36-1148

会 社
診療所SHOP
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処理できないごみ（処理困難物）
広域クリーンセンター大田原で処理・搬入できないごみ（例）

● 家電リサイクル券がない家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
●農機具類、農薬、農業用ビニール、金庫（手提げ金庫以外）
●自動車・バイク及び関連部品（タイヤ、バッテリーなど）
●モーター類、消火器、ガスボンベ、ピアノ
●ブロック、コンクリート部品、建築廃材（解体廃材）
●ドラム缶、土・砂・石・瓦・漬物石・砥石
●医療廃棄物（注射器、注射針など）
●産業廃棄物
●ガソリン、廃油、塗料、薬品など

（ごみステーションにも出せません）

処理困難物取扱店一覧

取扱店 取扱品目 住　所 電話番号

リバー㈱ 農機具、砥石、漬物石（少量に限る）、開かない金庫
（耐火金庫（開いている物に限る））など

大田原市下石上
1505-11 ☎0287-29-2777

㈱那須電気
メンテナンス 消火器 大田原市戸野内

492-4 ☎0287-23-4111

●処理・搬入できないごみについては、販売店に引き取ってもらうか、専門の業者（下記専門分
野別一覧）などへ依頼してください。
●これらは、処理・搬入できないごみの一部です。不明な場合には、お問い合わせください。
　（生活環境課☎23-8706、広域クリーンセンター大田原☎20-2270）

注　意

17大田原市　家庭ごみの出し方ガイド大田原市　家庭ごみの出し方ガイド

処
理
で
き
な
い
ご
み
（
処
理
困
難
物
）

GB大田原市.indd   17GB大田原市.indd   17 2022/07/25   9:01:012022/07/25   9:01:01



ごみの分類
ごみステーションに出すことができます。

雑誌 雑誌類（雑紙） 白色 白色トレイ

可燃 もやせるごみ ビン ビン類 ガラス ガラス類 かん かん類

不燃 もやせないごみ 蛍光管 蛍光管 水銀 水銀体温計 乾電池 乾電池

ペット ペットボトル 段ボール 段ボール 紙パック 紙パック 新聞 新聞・
折込チラシ

ごみステーションに出せません。

粗大 粗大ごみ 困難 処理困難物 家電 特定家電製品
（家電４品目） 災害 火災廃材・

災害廃棄物

※�古着、ペットボトル、インクカートリッジ、小型充電式電池は、拠点回収ボックスを地区公民館などに設置して
います。リサイクル促進、ごみ処理費用削減のため利用してください。
※�指定袋で出す場合でも口を十字に縛れない場合（指定の太さ、長さ以下に切っても飛び出してしまう場合等）に
は、「粗大」の分類となります。
※�粗大と分類しているものには、一般的に指定袋に入らないと思われますが、分解しないで指定袋に入れて口が十
字に縛れる場合には、可燃、かん、ガラス等の材質に応じた分類で分別して出すことができます。
※�太さ、長さの注意事項があるものは、直接広域クリーンセンター大田原に搬入する場合も、基本的には、同様の
取り扱いとなります。不明な場合には、お問い合わせください。
　（生活環境課☎23-8706、広域クリーンセンター大田原☎20-2270）
※小型家電は、電池、小型充電式電池（取り外しができるもの）を取り外してください。
※特定家電製品（家電4品目）を処分する場合は、家電リサイクル券が必要です。

できるだけ小型家電拠点回収ボックスを利用してください。

小型 小型家電 ※電池、小型充電式電池、電気を使う家庭で使用する小型家電です。
※もやせないごみで出せるものもありますが、できるだけ拠点回収をご利用ください。
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品　名 分類 出し方など
あ I・Hコンロ 粗大 卓上型は不燃。
アームスタンド 不燃 電球（灯）は外す。
アイスノン 可燃
アイスピック 不燃 紙に包んでキケンと表記。
アイロン 不燃
アイロン台 粗大
空き箱（お菓子等） 雑誌 ビニール包装等は可燃。
アコーディオンカーテン 粗大
アコーディオン（楽器） 粗大
アクセサリー
（金属製・複合素材） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。

足踏み健康器 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
アタッシュケース 不燃
厚紙 雑誌
圧着ハガキ 可燃 雑誌類には分別できません。
圧力釜・鍋 不燃

油 可燃

食用油、調理用油で固めたもの
（新聞紙や布等にしみこませて
十分に乾かしても可燃で出せま
す。）ガソリン、灯油、石油などの
燃料・機械油は販売店又は専門業
者に相談。

油紙 可燃 雑誌類に分類できません。
油容器（機械油用） 不燃 中身は空にする。
油容器（食用調理用油） 不燃
油こし容器 不燃
雨合羽 可燃
雨戸 粗大
雨樋 粗大
編み機（編み物機械） 粗大
網（料理用） 不燃
網戸 粗大

編み針（金属製） 不燃
紙に包んでキケンと表記。竹製・
プラスチック製は可燃で紙に包
む必要はない。

アルバム 可燃 金具はできるだけ外す。
アルミサッシ 粗大 ガラスを外す必要はない。
アルミトレー 不燃

品　名 分類 出し方など
アルミ箔（アルミホイル） 可燃
アルミ鍋 不燃 鍋焼きうどんなどの容器。
アルミレンジフード
（ガード） 不燃

泡立て器 不燃 電気式も不燃。プラスチック製
は可燃。

あんか 不燃
安全靴（鉄板なし） 可燃 鉄板ありは不燃。
安全ピン 不燃
アンテナ（BS・CS・アナ
ログ・パラボラ） 不燃

アンプ（音響機器に使う機具） 不燃
按摩器（マッサージ器） 不燃

い 生垣バリカン 不燃 エンジン式は販売店又は専門業
者に相談。

石 困難 販売店又は専門業者に相談。土・
砂も同じ。

衣装ケース 粗大
いす・折りたたみいす 粗大
板ガラス ガラス
一輪車 粗大 遊具、手押し式作業用
井戸ポンプ 困難 販売店又は専門業者に相談。
犬小屋（プラ製） 粗大 できるだけ分解。金属と分別。
イヤホン 不燃

医療廃棄物
（注射器・注射針） 困難

医療機関又は薬局に相談。在宅
医療の点滴パック・チューブのみ
は血液が付着していない等感染
性がないものは可燃。

衣類（衣装類） 可燃
金属・金具はできるだけ外す。古
着の拠点回収ボックスも利用で
きます。

衣類乾燥機（電気衣類
乾燥機（ドラム式）、ガ
ス衣類乾燥機）

家電

ごみステーションに出せません。
できるだけ販売店に依頼。家電リ
サイクル券が必要です。衣類乾燥
機能を有するふとん乾燥機・換気
扇・除湿機・ハンガー・浴室乾燥機
等の換気扇や除湿機は家電リサ
イクルの対象外で分別は粗大。

入れ歯 不燃
色鉛筆 可燃
印鑑（はんこ） 可燃 金属製は不燃。

ごみ分別早見表
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品　名 分類 出し方など

インクカートリッジ
（プリンターカート
リッジ）

可燃
拠点回収ボックスも利用できま
す。（販売店等のリサイクルもご
利用ください。）トナーカートリッ
ジは販売店又は専門業者に相談。

インクリボンカートリッジ 可燃
インターフォン 不燃

う 植木のせん定枝 可燃
太さ10cm以下、長さ50cm以下
に切る。（直接搬入も同じ。）片手
で持てる程度の量を紐で縛って
１家庭１回３束まで。

植木はさみ 不燃 紙に包んでキケンと表記。
植木鉢・プランター
（陶器製） 不燃 土は取り除く。木製・プラスチッ

ク製は可燃。
植木用支柱（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。

ウエス 可燃 古着等を再利用した布で、汚れを
拭き取る布。

ウェットスーツ 可燃 金属は出来るだけ外す。

ウォーキングマシーン 粗大 電気式は販売店又は専門業者に
相談。

ウォーターサーバー 困難 販売店又は専門業者に相談。
ウォーターサーバー用水容器 可燃
浮き輪 可燃
羽毛布団 粗大
臼（木製・石製） 困難 販売店又は専門業者に相談。
腕時計 不燃
乳母車（ベビーカー） 粗大
ウレタンソファー 粗大
ウレタンマット 粗大 指定袋に入れば可燃。

運動マット 粗大 ヨガマットや体操マット等。指
定袋に入れば可燃。

え エアーガン（玩具） 不燃
エアキャップ
（クッション材） 可燃

エアコン 家電

ごみステーションに出せません。
できるだけ販売店に依頼。家庭
用のウィンド形（窓枠取付型）は
家電リサイクルの対象（家電リサ
イクル券が必要です）、天井埋め
込み型、天吊り型、壁埋め込み型
は対象外で分別は「困難」。冷風
機、冷風扇、除湿機も家電リサイ
クルの対象外で分別は「困難」で
すが、それぞれの項目参照。

品　名 分類 出し方など
エアマット 粗大 指定袋に入れば可燃。

エアロバイク 粗大 サイクリングマシン、フィットネス
バイクとも言われる小型のもの。

映写機 粗大
AED（自動体外式除細動器） 困難 販売店又は専門業者に相談。

ACアダプター（アダプター） 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

AVラック 粗大
エキスパンダー（運動器具） 不燃

枝きりハサミ 不燃 紙に包んでキケンと表記。刈り
込みバサミも同じ。

枝粉砕機 困難 ガーデンシュレッダーを参照。

絵具チューブ（金属製） 不燃 中身は使い切って。プラスチッ
ク製は可燃。

絵本 雑誌
MD 可燃 できるだけ金具は外す。

MDコンポ・プレーヤー 不燃 携帯型は拠点回収ボックスが利
用できます。

エレクトーン 粗大

塩化ビニールパイプ 粗大 太さ10cm以下、長さ50cm以下
に切る。搬入量は事前に相談。

エンジンオイル 困難 販売店又は専門業者に相談。
鉛筆削り 不燃

煙突 困難 販売店又は専門業者に相談。（解
体等しないこと。）

延長コードドラム 不燃
延長コード 不燃

お オイルヒーター 困難 オイルを抜かず販売店又は専門
業者に相談。

応接セット・ソファー 粗大
スプリングはできるだけ外す。
処分はできるだけ販売店又は
メーカーに依頼。

王冠（金属製のフタ） 不燃 内側に樹脂がなければかん類。
プラスチック製は可燃。

置時計 不燃 電池は外す。
OAタップ（電源タップ） 不燃
OA用紙 雑誌
オーディオ 粗大

オートバイ（バイク） 困難
タイヤ、ホイール等部品を含む。販売
店又は専門業者に相談。メーカーで
はリサイクルに取り組んでいます。

オーブントースター 不燃
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品　名 分類 出し方など
オーブンレンジ 粗大
おけ(金属製) 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
おたま（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
落ち葉 可燃
汚泥・汚物 困難 専門業者に相談
オノ（斧） 不燃 紙に包んでキケンと表記。
お風呂マット 可燃 珪藻土マットは不燃。
オペラグラス 不燃 観劇用の双眼鏡
お盆（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
おまる（プラスチック製） 可燃 汚物は取り除く
オムツ 可燃 汚物は取り除く
オムツカバー 可燃 汚物は取り除く

おもちゃ（金属製） 不燃 電池は外す。木製・プラスチック
製は可燃。

折りたたみ傘 不燃
折り紙 雑誌 金色、銀色、銅色の折り紙は可燃。
折込広告（チラシ） 新聞
オルガン（足踏み・電子） 粗大 できるだけ販売店又はメーカーに依頼。
オルゴール 不燃
おろしがね（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。

温水器（電気・太陽光） 困難 付属機器を含む。販売店又は専
門業者に相談。

温水洗浄便座 粗大 便器は販売店又は専門業者に相談。
温水ヒーター 困難 販売店又は専門業者に相談。

温度計(水銀使用) 水銀
透明な袋に水銀温度計だけを入
れる。水銀体温計、水銀血圧計も
入れてよい。水銀不使用や電気
式は不燃。

温風ヒーター 粗大
温風機（スポットヒーター） 困難 販売店又は専門業者に相談。

か カーキャリア 粗大
カーステレオ（カーコンポ） 粗大 ごみステーションに出せません。
カーテン 可燃 金具は外す。縦横１m以下に切る。
ガーデンシュレッダー
(枝粉砕機） 困難 販売店又は専門業者に相談。

ガーデンベンチ 粗大
カーテンレール 粗大
カード
（キャッシュカード・定期券） 可燃 ハサミ等で切る。

品　名 分類 出し方など
カーナビゲーション
（埋込型） 不燃 携帯型は、携帯型カーナビゲー

ションを参照。

カーペット 粗大
縦横１m以下に切れば可燃。電
気カーペットは切らずにそのま
ま粗大。

カーポート 困難 販売店又は専門業者に相談。
カーボン紙 可燃 ノーカーボン紙（感圧紙）も可燃。
カーラー 可燃
貝殻 可燃

解体廃材 困難
施工業者又は専門業者に相談。
（建築に使用された材料全て。）建
築廃材も同様。

懐中電灯 不燃 電池は外す。
カイロ 可燃 金属製のものは不燃。
鏡 不燃 縁や取っ手を分解しなくてよい。

花器（陶磁器製） 不燃 金属製、鋳鉄製も不燃。プラス
チック製は可燃。

鍵 不燃

鉤針（金属製） 不燃 紙に包んでキケンと表記。竹製、
プラスチック製は可燃。

家具 粗大
角ハンガー
（プラスチック製・物干し用） 可燃 できるだけ金属は取り外す。金

属製は不燃。
額縁
（木製・プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。ガラス製はガラ

スに分別。
掛け軸 可燃
かご（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
傘 不燃 指定ごみ袋から飛び出しても良い。
火災廃材 災害 罹災証明書が必要。事前に相談。
傘立て 粗大
加湿器 粗大
菓子袋 可燃
菓子箱（紙箱） 雑誌 ビニール包装等は可燃。
ガスオーブン 困難 販売店又は専門業者に相談。
ガスコンロ
（ガスレンジ） 粗大 受け入れ可能な大きさ等を事前

に相談。卓上用は不燃。
ガスストーブ 粗大
カスタネット 可燃
ガスボンベ 困難 販売店又は専門業者に相談。
ガスマット（アルミ製） 不燃
ガス湯沸器 粗大
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品　名 分類 出し方など
ガスレンジフード・パネル 不燃
カセットコンロ 不燃 カセットボンベは缶を参照。
カセットテープ 可燃
カセットデッキ 不燃 電池は外す。
カタログ 雑誌 ビニール包装等は可燃。
活性炭 可燃

カッターナイフ 不燃 刃が収納できないものや替刃の
みは紙に包んでキケンと表記。

合羽（レインコート） 可燃

カップ（ガラス製） ガラス 陶器製、アルミ製は不燃。プラス
チック製は可燃。

かつら 可燃
カップ麺の容器 可燃
蚊取り線香 可燃
蚊取り器 不燃
金網 不燃
かなづち（金槌） 不燃
画びょう 不燃 紙に包んでキケンと表記
カバン 可燃 できるだけ金具は外す。

花びん（ガラス製） ガラス 陶器製、アルミ製は不燃。プラス
チック製は可燃。

カフスボタン 不燃
壁掛け時計 不燃 電池は外す。

壁紙（クロス） 可燃 建物の解体、リフォーム等により
発生するものは、産業廃棄物

鎌（草刈鎌） 不燃 紙で包んでキケンと表記。
釜 不燃

かまど(金属製のみ) 粗大 レンガ、コンクリート製は販売店
又は専門業者に相談。

カメラ 不燃 電池は外す。
カメラケース 可燃
紙おむつ 可燃 汚物は取り除く。
紙類・紙くず 雑誌 リサイクルできない紙（禁忌品）は可燃。
紙コップ 可燃
紙皿 可燃

カミソリ 不燃 替刃のみは紙に包みキケンと表
記。刃のないものはそのまま不燃。

紙粘土 可燃
髪の毛 可燃
蚊帳 可燃 縦横１m以下に切る。
紙筒（紙管） 雑誌 紙管（しかん）を参照。

品　名 分類 出し方など

紙パック（牛乳、ジュー
ス等飲料類、酒類等） 紙パック

水ですすいで切り開く。プラス
チックの注ぎ口は取る。（注ぎ口
は可燃。）内側に銀色フィルムが
あるものは剥がす。剥がした銀
色フィルムは可燃。

紙袋（ビニールコーティ
ングされていないもの） 雑誌 ビニールコーティングされたも

のは可燃。
紙やすり 可燃
ガムテープ 可燃
画用紙 雑誌
カラーボックス 粗大
カラオケセット（家庭用） 粗大
唐紙(ふすま) 粗大
ガラス戸 粗大

ガラスコップ ガラス
ガラスコップ、皿などガラス製品
はガラス。割れたものは紙に包
みキケンと表記。取り外せない
金属があるものは不燃。

ガラステーブル 粗大
軽石（風呂用のみ） 不燃
カレンダー 雑誌 金属は外す。
革製品（ベルト・靴・かばん等） 可燃 できるだけ金属は外す。
瓦・スレート瓦 困難 販売店又は専門業者に相談。
缶（ジュースや酒類の飲料缶） かん

水ですすいで。樹脂のフタは可
燃。金属製のフタ（内側に樹脂が
あるものは不燃。）はかん。一辺
が20cmを超えるものは出来る
だけ不燃。一斗缶の大きさのも
のは不燃。

缶（菓子缶） かん
缶（缶詰の缶） かん
缶（粉ミルクの缶、コー
ヒー粉缶等） かん

缶（ペットのエサ缶） かん
缶（食用油・調理用油） かん
缶（飲料・食料以外の入
浴剤や洗剤等の缶） かん

缶（一斗缶） 不燃 中を空にする。樹脂のフタは可
燃。金属製のフタは不燃。缶（整髪ワックス、スキ

ンクリーム等） 不燃

缶（ペール缶、オイル缶） 不燃 中を空にする。樹脂のフタは可
燃。金属製のフタは不燃。20ℓ
を超えるものは販売店又は専門
業者に相談。������

缶（ペンキ（塗料）類、シ
ンナー、床ワックス等） 不燃

缶（ヘアスプレー、消
臭スプレー、塗料スプ
レー等のスプレー缶・
エアゾール缶）

不燃
中身は使い切る。穴を開ける必
要は無い。樹脂のフタは可燃。
金属製のフタは不燃。ガス缶は
一般的にアウトドアに使うよう
なガス缶（OD缶）。カセットボ
ンベは卓上コンロに使われるよ
うなガス缶（CB缶）。ガスボンベ
は販売店又は専門業者に相談。

缶（ガス缶、カセットボンベ） 不燃
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品　名 分類 出し方など

缶（農薬、除草剤） 不燃
中身を使い切って。家庭で使用
したもの。（農業など事業で使用
したもの以外。）樹脂のフタは可
燃。金属製のフタは不燃。

缶（ガソリン携行缶） 不燃
中は空にする。ガソリンは販売店
又は専門業者に相談。樹脂のフタ
は可燃。金属製のフタは不燃。

缶（ドラム缶） 困難 販売店又は専門業者に相談。
缶（さびたもの） 不燃
換気扇（台所用） 不燃
換気扇フィルター 可燃
換気扇カバー 可燃
缶きり 不燃

緩衝材・気泡緩衝材 可燃

段ボール箱などに梱包する際に、
商品などの割れ防止等の保護に
使う発泡スチロールやポリエチ
レン素材のエアークッションの
保護材。

玩具(金属製) 不燃 電池は外す。木製・プラスチック
製は可燃。

乾燥剤 可燃
カンナ（工具） 不燃
感熱紙 可燃 雑誌には分別できません。

き キーボード（楽器） 粗大 電池は外す。
キーホルダー 不燃

木くず
（板又は板切れも同じ） 可燃

家庭でのいわゆる「日曜大工」程度
として発生する木くず、板くず。
太さ10cm以下、長さ50cm以下
（直接搬入の場合も。）に切る。直
接搬入する場合、１日の搬入量は
事前に確認。建築廃材（解体廃材）
は施工業者又は専門業者に相談。

ギター 粗大
キックボード 粗大
木づち 可燃
キッチンガード 不燃 ガラス製はガラス。
キッチンスケール
(調理用はかり) 不燃 機械式も不燃。

キッチンタイマー 不燃 機械式も不燃。
キッチンペーパー 可燃
キッチンマット 可燃 長さ１ｍ以下に切る。
キッチンワゴン 粗大
きね 困難 販売店又は専門業者に相談
木箱 可燃

着物 可燃 和装は資源としての古着の拠点
回収ボックスは利用できません。

キャスター(金属を含む) 不燃 プラスチック製は可燃。
脚立 粗大
キャリア(台車) 粗大
キャリーケース 粗大
急須 不燃 ガラス製はガラス。
給油ポンプ
（石油ポンプ・灯油ポンプ） 不燃 電池は外す。手動式は可燃。

教科書 雑誌
強化耐熱ガラス鍋 ガラス 取り外せない金属があるものは不燃。
鏡台 粗大
きり・千枚通し 不燃 紙に包んでキケンと表記。
金紙、銀紙、銅紙（折り紙） 可燃
金魚鉢(ガラス製) ガラス プラスチック製は可燃。

金庫（手提げ以外の物） 困難 販売店又は専門業者に相談。手
提げ金庫は不燃。

品　名 分類 出し方など

キャップ類（金属製） 不燃 内側に樹脂がなければかん類。
プラスチック製は可燃。

く 空気入れ（自転車用） 不燃
空気清浄機 不燃
クーラーバック 可燃
クーラーボックス 不燃 電気式は「保温庫」を参照。
釘 不燃
釘抜き 不燃
草刈鎌 不燃 紙に包んでキケンと表記。
草刈機（刈払機）
(エンジン式) 困難 販売店又は専門業者に相談。電

気式は不燃。
草刈機の替刃 不燃 紙に包んでキケンと表記。

鎖（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃（長さ１m
以下に切る）。

草（土砂等を取り除いたもの） 可燃 土砂等は取り除く。土砂等は困難。
串（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
櫛（クシ）（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
薬（錠剤、顆粒、貼り薬
の医薬品） 可燃 農薬、塩酸、殺虫剤、除草剤等の薬

品は販売店又は専門業者に相談。
薬のシート 可燃
果物ナイフ 不燃 紙に包んでキケンと表記。
口紅（金属ケース） 不燃 プラスチックケースは可燃。
靴（革靴、長靴、シューズ） 可燃
クッション 可燃
靴べら（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
首輪 不燃 金属を外し、革・布製は可燃。
熊手 粗大
グランドゴルフのクラ
ブ（金属製・カーボング
ラス製）

不燃 木製は可燃。

グランドゴルフの玉 可燃
グラス ガラス
クリアファイル 可燃
クリーニングカバー 可燃
クリスタルガラス ガラス
クリスマスツリー 可燃 金属は外す。
クリップ（金属製） 不燃

車いす（電動） 困難 販売店又は専門業者に相談。電
動以外は粗大。

クレジットカード 可燃 ハサミ等で切る。
クレヨン 可燃
グローブ 可燃
鍬（くわ） 粗大
軍手 可燃
草花 可燃 土砂等は取り除く。土砂等は困難。

け 計算機（電卓） 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯電話 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型カーナビゲーション 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型ゲーム機 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型DVDプレーヤー 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型音楽プレーヤー 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型ラジオ 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

携帯型テレビ（車載用
携帯型テレビを含む。） 小型

一次電池（使い切りの電池）又は
蓄電池を電源とするものは家電
の分類になりません。
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品　名 分類 出し方など
計量カップ（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
計量はかり 不燃 機械式も不燃。
ゲートボールのスティック
（金属製・カーボングラス製） 不燃 木製は可燃。

ゲートボールの玉 可燃
ケーブル 不燃 アンテナなどのケーブル線
ゲーム機（家庭用） 不燃 電池は外す。
ゲーム機（業務用） 困難 販売店又は専門業者に相談。
ゲーム用ソフト
(カセットタイプ) 不燃 CDタイプのゲーム用ソフトは

可燃。
毛皮の衣類
（コート・マフラー） 可燃

消しゴム 可燃
下駄 可燃
下駄箱（木製） 粗大
血圧計(電気式) 不燃 電池式は電池を外す。

血圧計（水銀式） 水銀 透明な袋に水銀血圧計のみ入れ
る。水銀体温計も入れてよい。

毛抜き 不燃
弦（楽器用） 不燃
玄関泥落としマット
（金属製） 不燃 ナイロン製は可燃。

玄関マット(室内用) 可燃
剣山 不燃 紙に包んでキケンと表記。

建築廃材 困難
施工業者又は専門業者に相談。
（建築に使用された材料全て。）解
体廃材も同様。

剣道防具(小手、垂れ) 可燃
剣道防具(面、胴) 不燃
鍵盤ハーモニカ 不燃
顕微鏡 不燃

こ 碁石 不燃 プラスチック製は可燃。
こいのぼり（布部分） 可燃 縦横１ｍ以下に切る。
こいのぼり
（ポール部分） 粗大 長さ１ｍ以下に切れば材質ごと

に可燃、不燃。
工具類（ドライバー・ス
パナ、レンチ等） 不燃 電動式の工具は電動工具を参照。

ゴーグル（プラスチック製） 可燃 できるだけ金属は外す。
コードリール 不燃
コードレスアイロン 不燃
コードレス電話 不燃
コード類 不燃
コーヒーメーカー
（コーヒードリッパー） 不燃 ガラス容器はガラス。陶器や金

属容器は不燃。
広告（冊子になっているもの） 雑誌
広告（チラシ） 新聞
氷枕 可燃 留め金具は不燃。中身を空にして。
こけし 可燃 太さ10cm以上は粗大。
ござ 粗大 指定袋に入れば、可燃
こたつ板 粗大
こたつ布団 粗大 指定袋に入れば、可燃
こたつ毛布 粗大 指定袋に入れば、可燃
こたつヒーター 不燃

コップ（ガラス製） ガラス 陶器製・金属製は不燃。プラス
チック製は可燃。

琴 粗大
粉石鹸 可燃
碁盤・将棋盤 可燃 厚さ10cm以上は、粗大。
コピー機（卓上型） 粗大 複合機を含む。
コピー用紙 雑誌
こま（玩具） 可燃 金属を含むものは不燃。

品　名 分類 出し方など
ごみ箱（木製、プラスチック製） 可燃 金属製、金属を含むものは不燃。
米収納庫 粗大 電気式は販売店又は専門業者に相談。

米びつ
（台所で使うもの） 粗大

ライサー（計量機能付き米びつ）
も粗大。プラスチック製（小型）
は可燃。

米袋（紙製） 雑誌
ゴム手袋 可燃
ゴム長靴 可燃
ゴムホース 可燃 長さ１m以下に切る。
ゴムボート 可燃 空気は抜く。縦横１m以下に切る。
ゴムマット 可燃 縦横１m以下に切る。
コルク抜き
（コルクスクリュー） 不燃

コルクボード 可燃
ゴルフクラブ 粗大
ゴルフバック 粗大
ゴルフボール 可燃
ゴルフマット 可燃 長さ１m以下に切る。金属は外す。
コンクリート又は、
ブロック片 困難 施工業者又は専門業者に相談。

コンタクトレンズ 可燃
コンパス 不燃 紙に包んでキケンと表記。

コンパネ 可燃 縦横50cm以下に切る。直接搬
入は事前に相談。

コンプレッサー 困難 販売店又は専門業者に相談。
コンベックス(金属製巻尺) 不燃 メジャーを参照。
コンポ
（コンポーネントステレオ） 粗大

コンポスト 粗大 洗浄する。生ごみや枝葉を入れ
てたい肥化する機械、容器。

コンロ（鋳物） 不燃

さ サーキューレーター
（空気循環器） 不燃 電池式は電池を外す。

サーフボード 粗大
災害廃棄物 災害 罹災証明書が必要。事前に確認。
座椅子 粗大 できるだけ分解してください。

サイクリングマシン 粗大 エアロバイク、フィットネスバイ
クとも言われる小型のもの。

サイドボード 粗大
財布 可燃
裁縫箱 可燃
サインペン 可燃
さかづき(金属製・陶器製) 不燃 木製は可燃。
座敷ワゴン 粗大
サスペンダー 可燃 できるだけ金属を外す。
座卓（食事用座卓・ちゃぶ台） 粗大
サッカーボール 可燃
雑誌 雑誌
座布団 可燃
サマーベッド 粗大

皿（陶器） 不燃 ガラス製はガラス、プラスチック
製は可燃。

ざる（金属製） 不燃 竹製・プラスチック製は可燃。
三脚 粗大
サングラス 不燃 プラスチック製は可燃。
参考書 雑誌
サンダル 可燃
サンドペーパー（紙やすり） 可燃
サンバイザー 可燃
三輪車 粗大
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品　名 分類 出し方など
し シーツ 可燃

紙管（紙筒） 雑誌
複数の場合は紐で縛って。（厚みが
５mm等あり、長さも１m等の大き
なもの。家庭菜園で使用するマル
チシートが巻かれている紙管等。）

CRTディスプレイ
（パソコン用、一体型パ
ソコン用）

困難 パソコンディスプレイ(ブラウン
管（CRT）参照。

シート（ブルーシート等） 可燃 縦横１m以下に切る。
CD（コンパクトディスク） 可燃

CDプレイヤー・コンポ 不燃 携帯型は拠点回収ボックスを利
用できます。

CDケース 可燃
シートカバー
（自動車・二輪車用） 可燃

色紙 雑誌
磁気マットレス 粗大
磁石（マグネット） 不燃 マグネットシートも同じ。
システムキッチン 困難 販売店又は専門業者に相談。

下着類 可燃 資源としての古着の拠点回収
ボックスは利用できません。

下敷き 可燃
七輪(木炭コンロ) 不燃
辞典・辞書・図鑑 雑誌

自転車 粗大 電動アシスト付自転車は電動自
転車を参照。

自転車の空気入れ 不燃

自転車のタイヤ 不燃 ホイールが付いたままのタイヤ
も不燃。一輪車のタイヤも不燃。

自転車のチューブ 可燃 金属は外す。

自動車部品
（タイヤ、ホイール等含む。） 困難

販売店又は専門業者に相談。カー
キャリア、カーステレオ、カーナ
ビゲーションは各々参照。車載
用携帯型テレビは携帯型テレビ
を参照。自動車タイヤ用チェー
ン、ブースターケーブルは不燃。

竹刀 粗大 長さ50cm以下に切れば可燃。
シニアカー
（セニアカー電動車両） 困難 販売店又は専門業者に相談。電

動以外の手押し式は粗大。

篠、篠竹 可燃
長さ50cm以下に切る。片手で
持てる程度の量を紐で縛って１
回３束まで。指定ごみ袋に入れ
る必要はない。

芝刈り機
（エンジンタイプ） 困難 販売店又は専門業者に相談。手

押し式、電動式は粗大。
芝刈り機等替え刃 不燃 紙に包んでキケンと表記。
シャープペンシル 可燃 できるだけ金属は外す。
蛇口 不燃
写真 可燃 光沢紙のものは雑誌に分類できません。

ジャッキ 不燃 車に備え付けてある手動のもの。
油圧ジャッキは、困難。

シャッター 困難 販売店又は専門業者に相談。
シャベル（スコップ）
（プラスチック製） 可燃 金属製、金属を含むものは不燃。

三味線 粗大
しゃもじ 可燃
ジャングルジム(室内用) 粗大
シャンデリア 粗大
ジューサー 不燃
シューズケース 可燃
じゅうたん 粗大 指定袋に入れば、可燃。
充電器 不燃
収納ケース（プラスチック製） 可燃 スチール製、金属製は不燃。
ジュニアシート 不燃 ベビーシート、チャイルドシートは不燃。
朱肉 可燃
ジュラルミンケース 不燃
シュレッダー 不燃

品　名 分類 出し方など
シュレッダー紙くず 可燃

瞬間湯沸器 粗大 受け入れできる大きさ等がある
ため事前に確認。電池は外す。

消火器 困難 販売店又は専門業者に相談。
瞬間冷却材（冷却材） 可燃 叩いて急速冷却できる製品
定規（木製・プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
将棋こま（木製・プラスチック製） 可燃
将棋盤・碁盤 可燃 厚さ10cm以上は、粗大。
障子紙 可燃 雑誌に分類できません。
障子戸 粗大
消臭剤 可燃
浄水器 不燃
浄水器フィルター 可燃

照明器具 不燃 住宅の天井、壁面に取りつける照
明器具。電球、蛍光管は外す。

しょうのう（樟脳） 可燃 防虫剤
ジョウロ（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
食器洗浄機（乾燥機） 粗大

除湿機
（フロンガス使用品） 困難

販売店又は専門業者に相談。ラ
ベルに冷媒の表示がないものは
粗大ごみとして処分できるもの
もあります。

除湿剤 可燃

除草剤（薬剤そのもの） 困難 販売店又は専門業者に相談。農
薬を参照。

食器（ガラス製） ガラス 陶器製・金属製は不燃。プラスチッ
ク製・木製・紙製は可燃。

食器洗い機 粗大
食器乾燥機（食器洗浄・乾燥機） 粗大
焼却灰（家庭で出た灰汁）・灰 可燃
食器棚 粗大
シンナー 困難 販売店又は専門業者に相談。
新聞紙 新聞
人工透析器 困難 販売店又は専門業者に相談。
人工芝 可燃 縦横１m以下に切る。

す 水槽 粗大 小型で金具がなければガラス。
水中ポンプ 困難 販売店又は専門業者に相談。
水中メガネ 不燃 プラスチック製は可燃。
水筒 不燃
水道ホース 可燃 長さ１m以下に切る。
水道用給水ポンプ 困難 販売店又は専門業者に相談。
炊飯器 不燃
スーツカバー 可燃
スーツケース（トランク） 粗大
スーパーボール（玩具） 可燃
姿見（鏡） 粗大
スキー板・ストック 粗大
スキー靴 不燃
スキーウェア・グローブ 可燃 できるだけ金属は外す。
スキャナー 不燃
スケート靴 不燃
スケートボード 不燃
スケール（コンベックス） 不燃
スケッチブック 雑誌 金属は外す。
スコップ（シャベル）
（プラスチック製） 可燃 金属製、金属を含むものは不燃。

硯（すずり） 不燃
すだれ 粗大 指定袋に入れば、可燃。
スタンプ（刻印・ゴム印） 可燃
スタンプ台 不燃
スチールウール 不燃
スチール棚 粗大
ステッキ（金属製・カー
ボングラス製） 不燃 木製は可燃。
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品　名 分類 出し方など
ステレオ 粗大

ストーブ(小型） 粗大
本体の灯油も抜き取る。高さ
60cmを超えるものは販売店又
は専門業者に相談。

ストーブガード 粗大
ストック 不燃 登山用など。
ストップウォッチ 不燃 電池は外す。
砂 困難 販売店又は専門業者に相談。土・石も同じ。
砂（ペット用） 可燃
砂時計 不燃
スノーダンプ（雪かき用具） 粗大
スノーボード 粗大
スノーボードの靴 不燃
すのこ 粗大
スパイクシューズ 不燃 金属を外せば靴は可燃。
スピーカー 不燃
スプーン（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
スプリングマットレス
（要分解） 粗大 スプリングとマットを分解できない

場合には販売店又は専門業者に相談。
スポットクーラー（冷風器） 困難 販売店又は専門業者に相談。
スポットヒーター（温風機） 困難 販売店又は専門業者に相談。
すべり台（幼児用） 粗大
スポンジ 可燃
ズボンプレッサー 粗大

スマートフォン 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

炭 可燃
スライム（玩具） 可燃
すりこぎ棒 可燃
スリッパ 可燃
スレート瓦・瓦 困難 販売店又は専門業者に相談。
スロットマシン 困難 販売店又は専門業者に相談。
すり鉢 不燃

せ 製氷機 困難
販売店又は専門業者に相談。ラ
ベルに冷媒の表示がないものは
粗大ごみとして処分できるもの
もあります。

精米機 粗大 高さ60cmを超えるものは販売
店又は専門業者に相談。

製麺機 不燃
生理用品 可燃

石油ストーブ 粗大
電池は外す。本体の灯油も抜き
取る。高さ60cmを超えるもの
は販売店又は専門業者に相談。

石油ファンヒーター 粗大
本体の灯油も抜き取る。高さ
60cmを超えるものは販売店又
は専門業者に相談。

石鹸 可燃

石膏・石膏ボード 困難 販売店又は専門業者に相談。
（建築廃材・解体廃材も同じ。）

瀬戸物 不燃
セニアカー
（シニアカー電動車両） 困難 販売店又は専門業者に相談。

セメント 困難 販売店又は専門業者に相談。
セロハン紙 可燃
線香 可燃
センサーライト 不燃
洗剤の容器（紙製） 可燃 プラスチック製も可燃。
洗車ブラシ（ステンレス製） 不燃 金属がないものは可燃。
扇子 可燃
洗濯かご 可燃

品　名 分類 出し方など

洗濯機 家電

ごみステーションに出せません。洗
濯乾燥機、全自動洗濯機、２槽式洗濯
機、小型洗濯機（排水機能があるも
の）が対象。家電リサイクル券が必
要です。できるだけ販売店に依頼。

洗濯ネット 可燃
洗濯ばさみ（金属製） 不燃
洗濯物干し竿及びポール 粗大
洗濯物干し台（コンクリート部分） 困難 販売店又は専門業者に相談。

せん定枝木 可燃

庭木のせん定枝木。太さ10cm
以下、長さ50cm以下に切る。片
手で持てる程度の量を紐で縛っ
て、一度に1家庭３束まで。指定
ごみ袋に入れる必要はない。

栓抜き 不燃
扇風機 不燃 冷風機・冷風扇はそれぞれ参照。
洗面器（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
洗面台 粗大 陶器製の洗面ボウルは、販売店に相談。

そ 造花 可燃 金属は外す。
双眼鏡 不燃
ぞうきん 可燃
掃除機 不燃
ソーラーパネル
（太陽電池パネル） 困難 パワーコンディショナー等付属機器

を含む。販売店又は専門業者に相談。
ソーラーパネル（携帯型） 不燃
ソーラーライト 不燃

ソファー・ソファーベッド 粗大 スプリングがあるものはできる
だけ分解。

そろばん 可燃
そり 粗大

た 体温計（電子体温計） 不燃 電池が外せるときは外す。

体温計（水銀体温計） 水銀
透明な袋に水銀体温計のみ入れ
る。水銀血圧計・水銀体温計も入
れてよい。

耐熱ガラス製品 ガラス 金属を含むものは不燃。
耐火金庫 困難 販売店又は専門業者に相談。
太鼓 粗大
体重計 不燃 デジタル式は電池は外す。
タイプライター 不燃

タイル 困難 プラスチックタイルは可燃。建設業
等により発生する場合は産業廃棄物。

タオル 可燃
高枝はさみ 粗大
卓上コンロ
（カセットコンロ） 不燃 電池は外す。カセットボンベは

缶を参照。

竹（青竹） 可燃

太さ10cm以下、長さ50cm以下
に切る。片手で持てる程度の量
を紐で縛って、一度に１家庭３束
まで。指定ごみ袋に入れる必要
はない。建設業等により発生す
るものは産業廃棄物。

竹串 可燃

畳 粗大
１辺を50cm以下に切る（１日10
畳分まで）。搬入前に事前に相談。
建物の解体、リフォーム等により
発生するものは、産業廃棄物。

卓球台 粗大
卓球ラケット 可燃
脱臭剤 可燃
タッパー容器 可燃
縦笛（リコーダー） 可燃
棚 粗大
タバコの箱 雑誌 タバコ、ビニール包装、アルミ箔は可燃。
足袋（たび） 可燃 小鉤（留め金具）は外す。
タブレット型コンピューター
（タブレットPC） 小型 できるだけ拠点回収ボックスを

利用してください。
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品　名 分類 出し方など
卵のケース 可燃
タライ 可燃 金属製・アルミ製は不燃。
樽 粗大
単行本(コミック本) 雑誌

炭酸ガスボンベ
（カートリッジ） 困難

炭酸水サーバー、ビールサーバー
などの飲料用や化粧用に使用され
たカートリッジタイプに限り、広
域クリーンセンター大田原に直接
搬入できます（他のもやせないご
みと分けて、炭酸ガスカートリッ
ジのみにして搬入してください）。
または、販売店、専門業者に相談。

タンス 粗大
たわし(金属製) 不燃 樹脂製・シュロ製は可燃。
断熱材 困難 販売店又は専門業者に相談。
タンバリン 不燃

ダンベル 困難 広域クリーンセンター大田原に直接搬
入するか、販売店又は専門業者に相談。

ダンボール（段ボール）段ボール
つぶして１枚でも紐で十字に縛
る。（ガムテープや伝票等は取る。）
油で汚れたものや蝋（ろう）引き
（防水加工）されたものは可燃。

ち チェーン（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。自動車タ
イヤ用チェーンは不燃としてよい。

チェーンソー
（エンジン式・電気式） 困難 販売店又は専門業者に相談。

地球儀 不燃
茶葉入れ（木製） 可燃 鉄製・アルミ製は不燃。
茶器（陶器製、アルミ製） 不燃 木製は可燃。
チャイルドシート 粗大 ベビーシートは粗大、ジュニアシートは不燃。
ちゃぶ台（食事用座卓・座卓） 粗大
茶碗（瀬戸物） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
中華なべ 不燃

注射器・注射針 困難 医療機関又は薬局に相談。医療
廃棄物を参照。

チューナー 不燃 ラジオ、テレビの同調回路。
チューブ
（わさび・歯磨き粉等） 可燃 中身は使い切る。アルミ容器は不燃。

チューブゴム 可燃 長さ１m以下に切る。
チョーク（文具） 可燃
彫刻刀 不燃 紙に包んでキケンと表記。
ちょうちん 不燃
貯金箱
（プラスチック製・木製） 可燃 金属製・陶器製は不燃。

チラシ（広告） 新聞
チラシ（冊子のもの） 雑誌
チリ紙 可燃
ちりとり（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。

つ つえ 可燃 金属を含むもの、カーボングラス製は不燃。
机（デスク） 粗大 木製・金属製。
漬物石 困難 販売店又は専門業者に相談。
壺 不燃
漬物桶（木製・プラスチック製） 粗大
土・砂 困難 販売店又は専門業者に相談。石も同じ。
突っ張り棒 不燃
つまようじ 可燃
積み木 可燃 プラスチック製も可燃。
爪切り 不燃
釣り網（捕獲網・玉網） 不燃 金属を外せば可燃。
釣り糸 可燃
釣竿（竹製） 可燃 カーボングラス製は不燃。
釣り針 不燃
釣竿リール 不燃 電動式も不燃。

て DVD 可燃

DVDプレイヤー 不燃 携帯型は拠点回収ボックスを利
用できます。

品　名 分類 出し方など
ティッシュペーパー 可燃
ティッシュペーパーの箱 雑誌 ビニールは取り除く。
ティーバッグ 可燃
テープカッター 不燃
テーブル 粗大
テーブルクロス 可燃
テープレコーダー・
テープデッキ 不燃

手鏡 不燃

デジタルカメラ 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

デスクマット 可燃
テスター
（小型電流電圧計） 不燃

手帳 雑誌 金具は不燃。ビニールは可燃。

鉄アレイ 困難 広域クリーンセンター大田原に直接搬
入するか、販売店又は専門業者に相談。

鉄板(調理用） 不燃
テニスボール 可燃
テニスラケット 可燃
てぬぐい 可燃
手袋 可燃

テレビ（液晶・ブラウン
管・プラズマ、ラジカセ
一体型）

家電
ごみステーションに出せません。
家電リサイクル券が必要です。
できるだけ販売店に引き渡す。
アンテナは「アンテナ」を参照。

テレビ（ディスプレイ
モニター（チューナー
なし）、リアプロジェク
ションテレビ・プロジェ
クションテレビ）

粗大
ごみステーションに出せません。
できるだけ販売店又は専門業者
に依頼してください。

テレビ台（金属製・木製） 粗大
テレフォンカード 可燃
天眼鏡 不燃
電気コード 不燃
電気タップ 不燃

電気こたつ 粗大 取り外せるヒーター部は取り外
し不燃。

電気スタンド 不燃 電球、蛍光管は取り外す。
電気ポット 不燃
電気毛布 不燃
電源コード(タップ) 不燃
電子辞書・手帳 小型
点字新聞 可燃
電子タバコ 困難 販売店又は専門業者に相談
電子レンジ 粗大
天体望遠鏡 粗大

電卓（計算機） 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

電池（円筒型）（アルカリ
乾電池、マンガン乾電池）乾電池 乾電池は透明な袋に乾電池のみ

入れる。「困難」のものは、販売店
又は専門業者に相談。（販売店等
の回収ボックスを利用してくだ
さい。）なお、ニカド電池、ニッケ
ル水素電池、リチウムイオン二次
電池の小型充電式電池で一般社
団法人JBRC会員企業のものは、
拠点回収ボックスを利用できま
す。※乾電池、一次電池は使い切
り電池。二次電池は充電式電池。
※事業所から排出される乾電池
を含む電池（廃電池）は産業廃棄
物。

電池（円筒型）（リチウム
一次電池、ニカド電池、
ニッケル水素電池、リチ
ウムイオン二次電池）

困難

電池（角型）（ニカド電池、
ニッケル水素電池、小型
シール鉛蓄電池、リチウ
ムイオン二次電池）

困難

電池（角型（積層型））（ア
ルカリ乾電池、マンガン
乾電池）

乾電池

電池（角型（積層型））（ニ
カド電池、ニッケル水素
電池）

困難
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品　名 分類 出し方など
電池（ボタン型）（アル
カリボタン電池、酸化
銀電池、空気亜鉛電池）

困難
乾電池は透明な袋に乾電池のみ
入れる。「困難」のものは、販売店
又は専門業者に相談。（販売店等
の回収ボックスを利用してくだ
さい。）なお、ニカド電池、ニッケ
ル水素電池、リチウムイオン二次
電池の小型充電式電池は拠点回
収ボックスを利用できます。※
乾電池、一次電池は使い切り電
池。二次電池は充電式電池。※
事業所から排出される乾電池を
含む電池（廃電池）は産業廃棄物。

電池（コイン型）（リチ
ウム一次電池、リチウ
ム二次電池）

困難

電池（パック型）（リチウ
ム一次電池、ニカド電池、
ニッケル水素電池、リチ
ウムイオン二次電池）

困難

電池（ピン型、その他）
（リチウム一次電池） 困難

電池（シート状、その
他）（リチウムイオン二
次電池）

困難

電池（カーバッテリー、
オートバイバッテリー）
（自動車用バッテリー
（バイク、農作業））

困難 販売店又は専門業者に相談。

点滴パック・チューブ
（在宅医療） 可燃 注射器、注射針は医療機関又は薬

局に相談。医療廃棄物を参照。
テント 粗大 縦横１m以下に切れば可燃。

電動工具 不燃
据置型の工具は、販売店又は専門
業者に相談。充電式の工具の充
電池は取り外し、販売店又は専門
業者に相談。

電動工具
（グラインダー用砥石） 困難

販売店又は専門業者に相談。ダ
イヤモンドカッターに限り広域
クリーンセンター大田原に直接
搬入できます。

電動自転車
（電動アシスト付自転車） 困難 販売店又は専門業者に相談。充

電池は拠点回収を利用できます。
電動ハブラシ 不燃

電動ベッド 困難
販売店又は専門業者に相談。中に
は、受け入れできるものもありま
すので、広域クリーンセンター大
田原に事前に相談してください。

電話機 不燃
電話帳 雑誌
電球・灯
（白熱球、LED電球） 不燃 電球・灯、豆電球（常夜灯）等。事業所

から排出されるものは産業廃棄物。

電球・灯（蛍光球（灯）） 蛍光管

買った時の箱に入れる。（複数の
時は紐で縛る。）または、もやせな
いごみの指定袋に電球（灯）のみ
を入れる。事業所から排出され
るものは産業廃棄物。

電球・灯（水銀灯・球） 困難
ナトリウム灯・球、メタルハライド
灯・球、ハロゲン灯・球も同様に販売
店又は専門業者に相談。事業所か
ら排出されるものは産業廃棄物。

と ドア（金属製） 困難 販売店又は専門業者に相談。木製は粗大。
ドアノブ 不燃

投網 可燃 縦横１m以下に切る。鉛は販売
店又は専門業者に相談。

砥石 困難 販売店又は専門業者に相談。
トイレットペーパーの芯 雑誌 香付きは可燃。
陶磁器類 不燃
投光機 粗大 電球は外す。
籐製品（ラック・かご・棚） 可燃
動物死体 可燃 大きさ10kg未満まで。
同軸ケーブル 不燃
灯油タンク（金属製）
（容量120ℓまで） 粗大 中身を空にする。

トースター 不燃
時計 不燃 電池は外す。
土砂 困難 販売店又は専門業者に相談。石も同じ。
土鍋 不燃
戸棚 粗大

品　名 分類 出し方など

トタン（トタン波板） 粗大
長さ250cm以下、幅70cm以下
に切る。１日10枚まで。建物の
解体、リフォーム等により発生す
るものは産業廃棄物。

トナー（トナーカートリッジ） 困難 販売店又は専門業者に相談。
ドライヤー 不燃
ドラム（楽器） 粗大
ドラム（コードリール） 不燃
トランク（スーツケース） 粗大
トランシーバー 不燃
トランプ 可燃
トランペット 不燃
トランポリン 粗大
塗料類（ペンキ・シンナー
（うすめ液）・ラッカー等） 困難 販売店又は専門業者に相談。容

器は、缶、ビンを参照。
とんかち（工具） 不燃

トロフィー 不燃 金属やガラスなど不燃物がない
ものは可燃。

な ナイフ 不燃 紙に包んでキケンと表記。

苗箱・苗ポット 困難 販売店又は専門業者に相談。家
庭菜園で使用したものは可燃。

長靴 可燃
流し台 粗大
なた（鉈） 不燃 紙に包んでキケンと表記。

納豆容器 可燃 納豆容器や油汚れのあるものは
白色トレイに分別できない。

ナフタリン（衣類用防虫剤） 可燃

鍋 不燃 鋳物製も不燃。ガラス製（金属が
外せないものは不燃。）はガラス。

鍋焼きうどんの空容器
（アルミ鍋） 不燃

生ごみ 可燃 水を切って。
生ごみ処理機（機械式） 粗大 コンポスト式は洗浄して。

波トタン 粗大
長さ250cm以下、幅70cm以下
に切る。１日10枚まで。建物の
解体、リフォーム等により発生す
るものは、産業廃棄物。

縄 可燃 長さ１m以下に切る。
に 庭木 可燃 出し方は、「せん定枝木」を参照。
ニス
（塗装面の保護塗料） 困難 販売店又は専門業者に相談。

人形 可燃 金属製は不燃。

人形ケース 不燃 金属やガラスなど不燃物がない
ものは可燃。

ぬ ぬいぐるみ 可燃
縫い針 不燃 紙に包んでキケンと標記。
ぬか床 可燃
布・布きれ（レース布） 可燃 大きなものは縦横１m以下に切る。

ね 根 可燃 太さ10cm以下、長さ50cm以下
に切る。土砂は取り除く。

ネガフィルム 可燃
ネクタイ 可燃 古着の拠点回収ボックスも利用できます。
ネット（スポーツ用） 可燃 縦横１m以下に切る。
ネット（野菜・果物が
入ってたもの） 可燃

寝袋 可燃
粘着テープ 可燃
燃料（ガソリン、灯油、石油等） 困難 販売店又は専門業者に相談。
粘土 可燃

の 農機具（部品を含む） 困難 販売店又は専門業者に相談。
農業用ビニール 困難 販売店又は専門業者に相談。
農業用肥料袋 困難 販売店又は専門業者に相談。
農薬（農薬、塩酸、殺虫
剤、除草剤等の薬品） 困難 販売店又は専門業者に相談。

農薬の容器（紙袋、プラ
スチック容器） 可燃 中身を使い切って。家庭で使用

したもの。（農業など事業で使用
したもの以外。）農薬の容器（ビン、かん） 不燃
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品　名 分類 出し方など
ノーカーボン紙（感圧紙） 可燃 カーボン紙も可燃。
ノート 雑誌
ノミ（工具） 不燃 紙に包んでキケンと表記。
糊 可燃
のこぎり 不燃 紙に包んでキケンと表記。

は バーベーキューセット 粗大

バーベル 困難
広域クリーンセンター大田原に
直接搬入するか、販売店又は専門
業者に相談。

パーマ器 困難 販売店又は専門業者に相談。
ハーモニカ 不燃
灰（焼却灰（家庭で出た
灰汁）） 可燃

灰皿（金属製・陶器製） 不燃 ガラス製はガラス。
パイプイス 粗大
パイプベット 粗大
バインダー
（金属取り除いて） 可燃 金属は外す。

廃油（車両・機械油） 困難 販売店又は専門業者に相談。
ハエたたき（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
はがき 雑誌 圧着はがきは可燃。
はかり 不燃
はかり（農業用・事業用） 困難 販売店又は専門業者に相談。

白色トレイ
（発砲スチロールトレイ） 白色

水洗いして。白色でも納豆容器、
油汚れがあるもの、色つき、模様
付きのものは可燃。

はく製 可燃
ハケ 可燃
バケツ（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
羽子板（飾り用） 不燃 玩具用は可燃。

はさみ（鋏） 不燃 紙に包んでキケンと表記。プラ
スチック製は可燃。

箸 可燃 金属製は不燃。
はしご 粗大
柱時計 不燃 電池は外す。
バスタブ（浴槽） 困難 販売店又は専門業者に相談。
バスマット 可燃 珪藻土マットは不燃。
発泡スチロール 可燃

パソコン周辺機器 不燃
パソコン本体と一緒に回収依頼す
ることができます。（デスクトップ、
マウス、キーボード、ハードディス
ク、スピーカー、ケーブル等）

パソコン(ノート型) 粗大 分解しない。ごみステーション
に出せません。PCリサイクル
マークがあるものは、処理料金
がかかりませんので、できる限
りメーカー等に依頼。（マウス、
キーボード、スピーカー、ケーブ
ルなどの標準的装備品も一緒に
依頼できます。）自作のものや
メーカーが存在しないものは出
来る限り（一社）パソコン3R推進
協会に依頼。パソコンモニター
はチューナー付きでも家電リサ
イクル対象外。タブレット型コ
ンピューターは小型家電。

パソコン
(デスクトップ型) 粗大

パソコンディスプレ
イ(ブラウン管（CRT）)
ディスプレイ単体及び
一体型

困難

パソコンディスプレイ
(液晶)単体及び一体型 粗大

パソコンラック 粗大
パチンコ台・パチスロ台 困難 販売店又は専門業者に相談。
バッグ（革製、布製） 可燃 できるだけ金具は外す。
バッジ 不燃 プラスチック製は可燃。
バット（金属製） 粗大 木製は可燃。
バットケース 可燃
バドミントンラケット 不燃
花（生花） 可燃
花火 可燃 未使用のものは水で濡らして。
パネルヒーター
（携帯型） 粗大 太陽電池パネル（ソーラーパネ

ル）は除く。

品　名 分類 出し方など
歯磨きチューブ 可燃
刃物 不燃 紙に包んでキケンと表記。

針 不燃 紙に包んでキケンと表記。ばん
せんは困難。

針金（家庭から出たもの） 不燃
パレット（積載用） 困難 販売店又は専門業者相談。
バレーボール 可燃
ハンガー（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
ハンカチ 可燃
はんこ（印鑑） 可燃 金属製は不燃。
飯ごう 不燃
半紙 可燃 雑誌に分類できません。
ばんせん（結束ワイヤー） 困難 販売店又は専門業者に相談。
はんだ 困難 販売店又は専門業者に相談。
はんだごて 不燃
ハンディークリーナー 不燃
ハンドミキサー 不燃
パンフレット 雑誌
ハンマー 不燃

ひ ピアノ 困難 販売店又は専門業者に相談。
ヒーター 粗大

PHS 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

ビー玉 ガラス
ビーチパラソル 粗大
ピーラー（皮むき器） 不燃
ビールケース 困難 販売店又は専門業者に相談。
髭剃り 不燃
ピクニックテーブル 粗大
ピック（楽器用） 可燃 金属製は不燃。

ビデオカメラ 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 不燃
ひな段 粗大
ビニールカッパ 可燃
ビニールコーティング紙 可燃
ビニールシート 可燃 縦横50cm以下に切る。
ビニールテープ 可燃
ビニール手袋 可燃
ビニールパイプ
（家庭用） 可燃 長さ50cm以下に切る。

ビニールひも 可燃 長さ１m以下に切る。
ビニールふろしき 可燃
ビニールホース
（家庭用） 可燃 長さ１m以下に切る。

火ばさみ 不燃
火鉢 不燃
百科事典 雑誌
氷のう 可燃
氷のうスタンド 不燃
ヒューズ 不燃
びょうぶ（屏風） 粗大
肥料袋（家庭菜園用） 可燃
肥料袋（農業用） 困難 販売店又は専門業者に相談。
ビン（ジュースや牛乳、
酒類の飲料） ビン 水ですすいで。中身がワックス

クリームやジェル状で水ですす
いでも落ちないビンはガラス。
樹脂のフタは可燃。金属製のフ
タ（内側に樹脂があるもの）は不
燃。マニキュアのビンはガラス。

ビン（食品） ビン
ビン（食用油・調理用油） ビン
ビン（化粧品、整髪料等） ビン
ビン（飲み薬・栄養ドリ
ンク等飲料用） ビン
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品　名 分類 出し方など
ビン（消毒薬、塗り薬等
の医薬品） ガラス 中身を使い切って

ビン（農薬、除草剤、塩
酸、殺虫剤当薬品・シン
ナー、ラッカー等塗料
類）

不燃

中身を使い切って。家庭で使用
したもの。（農業など事業で使用
したもの以外。）。樹脂のフタは
可燃。金属製のフタ（内側に樹脂
があるもの）は不燃。

ピンセット 不燃
便箋 雑誌
ピンポン玉 可燃

ふ ファイル 可燃 金具が外せないものは不燃。
ファクシミリ
（ファクシミリ兼用電話） 粗大

ファックス用紙
（感熱紙） 可燃

ファンシーケース 粗大
ファンヒーター 粗大 本体の灯油も抜き取る。

フィルター 可燃
空気清浄器、加湿器、レンジフー
ド等の交換用フィルター（金属が
ある場合は不燃。）

フィルム 可燃 映写機などのフィルム。長さ１
m以下に切る。

フィルムケース 可燃 金属製は不燃。
フィン（足ひれ） 可燃
封筒 雑誌 窓付き封筒でないもの。
風鈴 不燃
プール（幼児用） 可燃 縦横１m以下に切る。
笛（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。

フェンス 粗大 基礎（コンクリート等）は施行業
者又は専門業者に相談。

フォーク（食器・金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。

ふすま（唐紙） 粗大 建物の解体、リフォーム等により
発生するものは、産業廃棄物。

ふすま紙 可燃
資源の雑誌に分類できません。
建物の解体、リフォーム等により
発生するものは、産業廃棄物。

ふせん紙 可燃 紙製で粘着がないものは雑誌に分
別できる。フィルムタイプも可燃。

ふた（ジュース、酒類、
缶詰等の金属製） 不燃

金属製のフタの内側に樹脂がな
いものはかん。樹脂のフタは可
燃。缶の分類を参照。

ブックエンド
（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。

フック（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
仏壇 粗大
筆 可燃
筆箱 可燃 金属製は不燃。
不凍液 困難 販売店又は専門業者に相談。
布団 粗大 指定袋に入れば可燃。
布団圧縮袋 可燃
布団カバー 粗大 指定袋に入れば可燃。
布団乾燥機 不燃
布団たたき（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
フライ返し
（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。

フライパン 不燃
ブラインド 粗大
ぶらさがり健康機 粗大
ブラシ(プラスチック製） 可燃 金属を含むものは不燃。
プラスチック容器・製品
（プラスチックリサイクル
マークがあるものも同じ。）

可燃
シャンプー、化粧品、食用油、調理
用油、入浴剤、洗剤、収納ケース、
ウォーターサーバー用水容器等

品　名 分類 出し方など

プラスチック容器（除草
剤、灯油タンク、農薬） 可燃

中身を使い切って。家庭で使用
したもの。（農業など事業で使用
したもの以外。）

フラッシュメモリー 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

フラフープ 粗大 長さ50cm以下に切れば可燃。
プラモデル 可燃
ブランコ（幼児用） 粗大
プランター
（プラスチック製） 可燃 陶器製・金属製は不燃。

ブリキ製品 不燃
プリンター 粗大 複合機を含む。

プリンターカートリッジ
（インクカートリッジ） 可燃

拠点回収ボックスも利用できま
す。（販売店等のリサイクルも利
用してください。）トナーカート
リッジは販売店又は専門業者に
相談。

ブルーシート 可燃 縦横１m以下に切る。
フレコンバッグ 困難 販売店又は専門業者に相談。
プロジェクター 粗大
風呂敷 可燃
ブロック(コンクリート) 困難 販売店又は専門業者に相談。
ブロック（玩具） 可燃
フロッピーディスク 可燃 できるだけ金属は外す。
風呂のフタ 粗大
風呂マット 可燃
ぶんちん 不燃
分度器 可燃
噴霧器（手動式・電動式） 不燃
噴霧器（エンジン式） 困難 販売店又は専門業者に相談。
プロパンガス 困難 販売店又は専門業者に相談。

へ ヘアブラシ 可燃
ヘアピン 不燃
ペーパーナイフ 不燃

ベッド 粗大
マットレス、スプリングマットレ
スはそれぞれ参照。介護用の電
動も可（ベッドの形状にもよる。）

ペットの汚物（フン） 可燃
ペットの小屋（ゲージ）・
かご 粗大 犬猫鳥など。できるだけ分解し、

金属と分別。

ペットボトル
（飲料用、特定調味料用）ペット

清涼飲料、果汁飲料、酒類、牛乳・
乳飲料などの飲料ペットボトル
やしょうゆ、しょうゆ加工品（め
んつゆなど）、アルコール発酵調
味料、みりん風調味料、食酢、調味
酢、ドレッシングタイプ調味料
（ノンオイルドレッシングなど）
の特定調味料のペットボトル。
キャップとラベルは外す。水で
すすいで。ペットボトルのリサ
イクルマーク（青色などの輸入
品もマークがあれば）があるも
の。拠点回収ボックスも利用で
きます。プラスチックリサイク
ルマークのものは可燃。

ペットボトル（飲料用、
特定調味料用以外） 可燃

食用油脂（油類）、香辛料、非食用
品（シャンプー、化粧品、入浴剤、
洗剤、医薬品等）のものは可燃。
プラスチックリサイクルマーク
のものは可燃。

ペットボトル（ウォー
ターサーバー用水容器） 可燃

ペットボトルのキャップ 可燃
ペットボトルのラベル 可燃
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品　名 分類 出し方など
ヘッドフォン 不燃
ヘッドフォンステレオ 不燃
ペット用トイレ砂 可燃
ベビーカー（乳母車） 粗大

ベビーシート 粗大 チャイルドシートは粗大、ジュニ
アシートは不燃。

ベビーチェア 粗大
ベビーベッド 粗大
ヘルスメーター（体重計） 不燃 体重計を参照。
ベルト 可燃 金属は外す。

ヘルメット（バイク用） 困難
販売店又は専門業者に相談。自転車
用は不燃。野球、ソフトボール等運
動用は可燃。（できるだけ販売店又
はメーカーに引き取ってもらう。）

ペン（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
便器 困難 販売店又は専門業者に相談。
ペンキ（液状）
（ラッカー、シンナー等
塗料類全て）

困難 販売店又は専門業者に相談。

便座（温水洗浄便座を含む） 粗大 便器は販売店又は専門業者に相談。
便座カバー 可燃
ベンチ 粗大 ガーデンベンチ等
ペンライト 不燃 電池は外す。
弁当箱（ランチジャー） 不燃 保温性弁当箱。
弁当箱（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。金属製は不燃。

ほ ボイラー 困難 販売店又は専門業者に相談。
ホイッスル（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
望遠鏡 不燃 天体望遠鏡は粗大。
ほうき 可燃
包装紙 雑誌
防虫剤（衣類用） 可燃
防虫シート 可燃
包丁 不燃 紙に包んでキケンと表記。
包丁研ぎ器 不燃
ボウル（調理器具）（プラ製） 可燃 金属製は不燃。

ホース 可燃 長さ１m以下に切る。ガラス繊
維製などは不燃。

ホースリール
（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。

ポータブルトイレ 可燃 汚物は取り除く。
ボードマーカー
（ホワイトボード用マ
ジック）

可燃

ボールペン 可燃 できるだけ金属を外す。
ボール（野球・サッカー等） 可燃
保温剤 可燃

保温庫・保冷庫・
保温冷庫 粗大

保温のみの保温庫は粗大。冷却
や制御にガスなどを使用してい
る保冷庫、保温冷庫は家電リサイ
クル券が必要です。ごみステー
ションに出せません。できるだ
け販売店に引き渡す。

木刀 粗大 長さ50cmに切れば可燃。
ポケットコンピューター 不燃
ポケットベル 不燃
歩行器 粗大
ポスター 雑誌
ホッチキス 不燃
ホッチキスの針 不燃
補聴器 不燃
ポット 不燃
ボウリングボール・ピン 困難 販売店又は専門業者に相談。
ホットカーペット 粗大

品　名 分類 出し方など
ホットプレート 不燃
哺乳瓶（ガラス製） ガラス プラスチック製は可燃。
ポリタンク 可燃
ポリバケツ 可燃
保冷剤 可燃
ホワイトボード 不燃
本 雑誌
本立て（金属製） 不燃 木製、プラスチック製は可燃。
ポンプ 困難 販売店又は専門業者に相談。
ポンプ（水槽、洗濯機給水用） 不燃

ま マージャンパイ 可燃
マージャン卓（電動） 困難 販売店又は専門業者に相談。
マージャンマット 可燃
マイク 不燃
マウスパッド 可燃
マウスピース 可燃
巻尺（ビニール製） 可燃 長さ１m以下に切る。金属製は不燃。
薪ストーブ 粗大
マグカップ（金属製・陶器製） 不燃 プラスチック製は可燃。
マジックペン 可燃 金属製は不燃。
マスク（野球用・ソフトボール用） 不燃
マッサージ器具 不燃
マッサージチェア 粗大 できるだけ分解してください。

マットレス 粗大
スプリングがあるものは分解。
分解ができない場合には販売店
又は専門業者に相談。

マッチ 可燃 未使用のものは水で濡らして。
松葉杖 粗大
窓ガラス 粗大
窓付き封筒 雑誌 窓のフィルム部分は可燃。
まな板 可燃
魔法瓶 不燃
豆炭 可燃
マラカス（楽器） 可燃
マルチシート（家庭菜園用） 可燃 長さ１m以下に切る。
マンガ本 雑誌
万年筆 不燃
万歩計 不燃 電池は外す。

み ミキサー 不燃
ミシン（電気式・足踏み式） 粗大
水枕 可燃 金具は外す。
ミニコンポ 粗大
ミニディスク（MD） 可燃
耳かき（金属製） 不燃 木製、プラスチック製は可燃。

む 虫かご（木製・プラスチック製） 可燃 金属製は不燃。
蒸し器（調理器具） 不燃
虫取り網 不燃 金属を外せば可燃。
虫ピン 不燃
虫眼鏡（ガラス製） 不燃 プラスチック製は可燃。
むしろ 粗大 指定袋に入れば、可燃。
無線機器 不燃

め メガネ(金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
名刺 雑誌
目覚まし時計 不燃 電池は外す。
メジャー（ビニール製） 可燃 長さ１m以下に切る。（巻尺と同じ。）
メトロノーム 不燃
メモ用紙 雑誌

も モーター類 困難 販売店又は専門業者に相談。
モーター類（おもちゃ用） 不燃
毛布 粗大 指定袋に入れば、可燃。
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品　名 分類 出し方など
もちつき器（電気式） 粗大
モップ 粗大
モデルガン（電気式） 不燃 電池は外す。
物置（プレハブ） 粗大 解体する。事前に相談。
物干し竿及びポール 粗大
物干し台（セメント・石） 困難 販売店又は専門業者に相談。
物干し台（鉄の部分） 粗大

や 矢 不燃
やかん 不燃
焼肉用鉄板 不燃
焼き物（陶磁器類） 不燃
野球グローブ 可燃
野球ボール 可燃 硬式球も可燃。
やす（漁具） 不燃 紙に包んでキケンと表記。
やすり 不燃 サンドペーパー（紙やすり）は可燃。
ヤッケ 可燃

ゆ 有刺鉄線 困難 販売店又は専門業者に相談。
郵便受け（金属製） 不燃 木製・プラスチック製は可燃。
雪かきスコップ 可燃 金属があるものは不燃。
湯たんぽ（金属製） 不燃 プラスチック製は可燃。
湯呑茶碗 不燃
弓 粗大
湯沸かし器（風呂用） 困難 販売店又は専門業者に相談。
湯沸かし器(台所用） 粗大

よ 洋服 可燃
金属・金具はできるだけ外す。古
着の拠点回収ボックスも利用で
きます。

洋服タンス 粗大
浴槽（バスタブ） 困難 販売店又は専門業者に相談。
よしず 粗大 指定袋に入れば、可燃。

ら ライサー
（計量機能付き米びつ） 粗大

ライター（使い捨て） 不燃

中身を使い切って。（ガス式ライ
ターも同じ。）中身があるものは、
操作レバー（点火レバー）をテー
プや輪ゴムで押し下げて中のガ
スを出し切ってから出す。

ライター（金属製オイル式） 不燃 オイルは揮発させ十分乾いてから。

ラケット 可燃 テニスラケット、卓球ラケット等。
金属製や金属を含むものは不燃。

ラジオ 不燃 電池は外す。
ラジカセ 不燃 電池は外す。
ラジコン 不燃 電池は外す。
ラック（棚） 粗大
ラップ（食材等保管用） 可燃 ラップの芯は雑誌、金属の刃は不燃。
ランタン 不燃 燃料は抜き取る。
ランドセル 不燃
ランチジャー
（保温性弁当箱） 不燃

ランドリーラック 粗大
ランニングマシーン
（ルームランナー） 粗大 電気式は販売店又は専門業者に

相談。
ランプ 不燃 燃料は抜き取る。

り リコーダー 可燃
リヤカー 粗大

リモコン 小型 できるだけ拠点回収ボックスを
利用してください。

リュックサック 可燃 できるだけ金具は外す。
リール（漁具） 不燃

品　名 分類 出し方など
る ルーズリーフ 雑誌 金具は外す。
ルアー（漁具） 不燃

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電

ごみステーションに出せません。
できるだけ販売店に引き渡す。
家電リサイクル券が必要です。
保温庫・保冷庫・保温冷庫は、保温
庫を参照。

冷却材（瞬間冷却材） 可燃 叩いて急速冷却できる製品

冷風機
（スポットクーラー） 困難

販売店又は専門業者に相談。ラ
ベルに冷媒の表示がないものは
不燃。

冷風扇（水冷式冷風機） 困難
販売店又は専門業者に相談。ラ
ベルに冷媒の表示がないものは
不燃。

冷水器 困難 販売店又は専門業者に相談。
レインコート 可燃
レーザーディスク 可燃
レーザーディスク
プレイヤー 不燃

レーザープリンター 粗大
レコード針 不燃
レコード 可燃
レコードプレイヤー 不燃

レシート 可燃 感熱紙以外の紙は、雑誌に分類で
きます。

レジ袋 可燃
レジャーシート 可燃 縦横１m以下に切る。
レジャーテーブル 粗大
レターケース（金属製） 不燃 木製、プラスチック製は可燃。
レトルトパック 可燃
レンガ 困難 販売店又は専門業者に相談。
レンゲ（陶器製） 不燃 プラスチック製は可燃
レンジガード・フード
（アルミ製） 不燃 ガラス製はガラス。

レンジ台 粗大
レンジフード
フィルター 可燃

レンジ（電子・ガス・オーブン） 粗大
レンズ（ガラス製） ガラス プラスチック製は可燃
練炭コンロ 不燃
練炭 可燃
レンチ 不燃

ろ ロープ 可燃 長さ１ｍ以下に切る。
ローラースケート 不燃
ろう紙 可燃 雑誌に分類できません。
ロウソク 可燃
ロッカー 粗大

わ 輪なげの輪 可燃
ワープロ 不燃
ワープロリボン 可燃

ワインセラー 家電
ごみステーションに出せません。
家電リサイクル券が必要です。
できるだけ販売店に引き渡す。

ワイヤーロープ 困難 販売店又は専門業者に相談。
ワゴン（キッチン用） 粗大
和紙 可燃 雑誌に分類できません。
腕章 可燃
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