
 
 
 
 
  

⼩平市リサイクルセンターの資源循環課 
窓⼝で以下のものを無料回収しています。 

■陶磁器⾷器   ■はがき 
■⼩型家電    ■インクカートリッジ 
■廃⾷油     ■⼩型充電式電池 

 

また、⼩平市リサイクルセンターでは、たく 
さんの⽅にリサイクルの現場を知ってもらえ 
るよう、安全な⾒学コースもあります。 
資源循環課の窓⼝が開いている間はいつでも 
⾒学できます。 

 

２０２０年６⽉発⾏ 
 

編集・発⾏   ⼩平市環境部資源循環課 
〒１８７－００３１ 
東京都⼩平市⼩川東町５丁⽬１９番１０号 
電話番号    ０４２（３４６）９５３５ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ     http://www.city.kodaira.tokyo.jp   

粗⼤ごみの申込みは、 
⼩平市粗⼤ごみ受付センターへ   電話 ０３（５７１５）１７７４ 
受付 ⽉曜〜⼟曜⽇（祝⽇を含み、年末年始を除く） 午前８時３０分〜午後６時 
※ インターネットでの申込みも可能です。詳しくは⼩平市ホームページでご確認ください 

３Ｒを実践しよう︕  
リデュース（Reduce）…ごみも資源ももとから減らす 
リユース（Reuse）…繰り返し使う 
リサイクル（Recycle）…資源として再利⽤ 

① 過剰包装はノーサンキュー…その箱、包装はいりません︕ 
② マイバッグでお買いもの……レジ袋はいりません︕ 
③ 詰め替え容器を利⽤…………お店で中⾝だけ買って、ボトルは繰り返し使おう︕ 
④ リユースびんの利⽤…………くり返し使えるビールびんや⽜乳びんはお店に返そう︕ 
⑤ きちんと分別しよう…………捨てればごみ、分ければ資源︕ 

◆スマートフォン・タブレット端末向けに、⼩平市「ごみ分別アプリ」（インストール
料⾦︓無料）を配信しています。 
※通信費は利⽤者のご負担となります。 

◆ごみに関する様々な情報、イベントなどを簡単に確認できるアプリケーションです。
「ごみ収集カレンダー」、「ごみ分別辞典」、「ごみの出し⽅」などの便利機能が満載
ですので、ぜひご利⽤ください。 

◆下の QR コードを読み取るか、 「App Store」か「Google Play」にアクセスし、
検索キーワードに『⼩平市 ごみ』と⼊⼒して、ダウンロードしてください。 

⼩平市「ごみ分別アプリ」配信!! 

iOS 端末⽤ 
( App Store ) 

Android 端末⽤ 
( Google Play ) 

※ この冊⼦は、「資源とごみの出し⽅」パンフレットとあわせてご覧ください。 



※粗大ごみは解体し、材質に分けて指定収集袋で出すことができます。

※おもちゃなどの電池の取り外せない製品は、資源循環課へお持ち込みください。

品  名 区分 出し方のポイント 小型
家電

あ ＩＨ調理器・電磁調理器 粗大ごみ

ICカード 燃やすごみ 切断するなど、使えないようにして出す。

ICレコーダー 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ゕスの棒 燃やすごみ

ゕスクリームの容器（紙製） 燃やすごみ

ゕスクリームの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ゕスノン(保冷剤) 燃やすごみ

ゕスピック 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

iPad(ゕパッド)・iPod（ゕポッド） 燃やさないごみ 小型
家電

ゕロン 燃やさないごみ

ゕロン台 粗大ごみ

ゕロンビーズ 燃やすごみ

ゕクリル板 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ゕコーデゖオンカーテン 粗大ごみ

足ふきマット 燃やすごみ

足踏みミシン 粗大ごみ

ゕタッシュケース 燃やさないごみ

ゕダプタ－(電源ゕダプター) 燃やさないごみ 小型
家電

圧力なべ 金属製のなべ等

油（機械用） 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせください。 少量の場合は、
布や紙に完全にしみこませて「燃やすごみ」

油（食用） 燃やすごみ
布や紙に染み込ませるか固化剤で固める。またはリサクル
センター等の拠点回収へ。

油紙(パラフゖン紙) 燃やすごみ

油こし紙 燃やすごみ

油こし容器（プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

油の容器（プラスチック製） 燃やすごみ 中身は使い切る。

油の容器（ビン） 燃やさないごみ 中身は使い切る。水で軽くすすげば「ビン」

資源とごみの出し方　50音順一覧

※指定収集袋の中に収め、袋が破れないように、片手で持てる重さまでにしてください。

※小型家電の該当品目は、リサクルセンター、市役所、東部・西部市民センター、図書館、鈴
木公民館の回収ボックスへお入れください。

※指定収集袋に入らない場合は粗大ごみです。



雨具(かさ) 燃やさないごみ 指定収集袋に半分以上入れ、口を結ぶ。

雨具（カッパ・レンコート） 燃やすごみ
レンコートのビニール製以外のものは「古布類」。 汚れた
り、破損しているものは「燃やすごみ」

雨どい 粗大ごみ

網・ネット（園芸用など） 燃やすごみ

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

網戸の網 燃やすごみ

飴（あめ）の外袋・包み紙（紙製） 燃やすごみ 加工紙のため。

飴（あめ）の外袋・包み紙（プラスチック
製）

プラスチック
製容器包装

ゕルバム（紙の部分） 雑誌・本・雑がみ

金属やプラスチック部分、フゖルム、写真をすべて取り除く
ことができない場合や、のりがついている場合は、素材に
よって「燃やすごみ」「燃やさないごみ」

ゕルバム（金属の部分） 燃やさないごみ

ゕルバム（プラスチック製） 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ゕルミコーテゖング袋(菓子・薬の包装)
プラスチック
製容器包装

中身は出し「燃やすごみ」

ゕルミサッシ 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

ゕルミなべ 金属製のなべ等 取っ手が木やプラスチックでも資源。

ゕルミ箔、ゕルミホル 燃やすごみ

ゕルミ箔容器（うどん等） 燃やすごみ

ゕルミホール（自動車部品） 市には出せません カー用品店や処理業者へ。

ゕルミホルの芯・ゕルミホルの箱 雑誌・本・雑がみ 金属部分は「燃やさないごみ」

ゕルミやかん 金属製のなべ等 取っ手が木やプラスチックでも資源。

ゕンカ 燃やさないごみ

安全かみそり 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

安全靴・登山靴 燃やさないごみ

安全ピン 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

ゕンテナ 粗大ごみ 屋内用ゕンテナ(ＵＨＦ)は「燃やさないごみ」

ゕンプ（オーデゖオ単体機器） 粗大ごみ

い 囲碁盤・将棋盤（足付き） 粗大ごみ
足付き以外で木製は「燃やすごみ」、それ以外は「燃やさな
いごみ」

ETC車載ユニット 燃やさないごみ 小型
家電

石 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

衣装箱（衣装ケース） 粗大ごみ

椅子（いす） 粗大ごみ

板（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

板（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

板紙 雑誌・本・雑がみ 波形の中芯が入ったものは「段ボール」



一輪車(作業用) 粗大ごみ

一輪車(レジャー・スポーツ用) 粗大ごみ スタンドのみは「燃やさないごみ」

一升瓶 ビン ビン単体で購入したものは「燃やさないごみ」

一斗缶 燃やさないごみ

糸 燃やすごみ

犬・猫トレ 燃やさないごみ

犬・猫トレの砂（紙・プラスチック製・粘
土鉱物）

燃やすごみ

犬・猫トレの砂 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

犬小屋 粗大ごみ

鋳物（いもの）類 燃やさないごみ

医薬品（粉末・錠剤・カプセル） 燃やすごみ

医薬品（液体） 市には出せません 受け取った医療機関や薬局へ。

医薬品の包装物（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ヤホン 燃やさないごみ 小型
家電

医療廃棄物(在宅医療廃棄物) 燃やすごみ

針の付いたものは、受け取った医療機関へ。チューブや採尿
パックなどの汚物はトレに流してから出してください。体
液に触れず、きれいなものでプラマークがあれば「プラス
チック製容器包装」

医療廃棄物(針、針のついた注射器など鋭利な
もの)

市には出せません 受け取った医療機関や薬局へ。

衣類(古着・古布) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

衣類乾燥機 市には出せません 家電リサクル法対象品

衣類乾燥機の台 粗大ごみ

衣類用防虫剤 燃やすごみ

入れ歯 燃やすごみ 福祉会館1階の回収ボックスへ。

色鉛筆 燃やすごみ

色紙 雑誌・本・雑がみ

印鑑（木・プラスチック製） 燃やすごみ 木・プラスチック製以外は「燃やさないごみ」

ンク（水性・油性） 燃やすごみ

ンクビン ビン 水で軽くすすぐ。汚れが落ちないものは「燃やさないごみ」

ンクカートリッジ 燃やすごみ
中身は使い切る。電気店等のメーカー回収ボックス、市役所
正面入り口又はリサクルセンターの回収ボックスへ。

ンスタント写真 燃やすごみ

ンスタント麺の袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ンスリン注射器 市には出せません 受け取った医療機関や薬局へ。

ンターホン 燃やさないごみ

ンランスケート・ローラースケート 燃やさないごみ

飲料容器（紙パック・ゕルミパック） 店頭回収

飲料容器（カン） カン スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用ください。

飲料容器（ビン） ビン スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用ください。



う ウゖンドサーフゖンボード 粗大ごみ

ウゖンドブレーカー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

植木枝葉 燃やすごみ 「木の枝・幹」の項を参照。

植木支柱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

植木支柱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

植木ばさみ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

植木鉢、植木ポット（木・プラスチック製） 燃やすごみ
土は取り除く(土は市に出せません)。プラスチック製で最大
辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」。プラマークのあるもの
は、水で軽くすすぎ「プラスチック製容器包装」

植木鉢、植木ポット（木・プラスチック製以
外）

燃やさないごみ 土は取り除く(土は市に出せません)。

ウエス 燃やすごみ

ウエストバッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ウェットスーツ 燃やすごみ

ウェットテゖッシュ 燃やすごみ ボックスタプの容器は「プラスチック製容器包装」

ウォークマン(携帯音楽プレーヤー) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ウォーターダンベル・ダンベル（水入れタ
プ）（プラスチック製）

燃やすごみ 中の水は除く。最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ウォーターベッド 粗大ごみ 液体(水)は抜き取る。

ウォーターボトル（プラスチック製・金属
製）

燃やさないごみ プラスチック製で最大辺１５㎝未満は「燃やすごみ」

浮き輪(ビニール製) 燃やすごみ

臼（うす） 粗大ごみ
最大辺が30ｃｍまで。超える時は切断する。石臼は市には出
せませんので、販売店や処理業者にお問い合わせください。

うちわ（木・プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

ウッドカーペット 粗大ごみ

ウッドデッキ 粗大ごみ

腕時計 燃やさないごみ 電池は取り除き「有害性資源（電池）」 小型
家電

乳母車（ベビーカー） 粗大ごみ

羽毛服 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

羽毛ふとん ふとん
畳んで十字に縛って出す。６枚以上の場合は、何回かに分け
る。汚れている物は「粗大ごみ」

裏カーボン紙 燃やすごみ

ウレタンマット(三つ折りマット) 粗大ごみ

運動靴 燃やすごみ

え エゕークッション（梱包材）
プラスチック
製容器包装

エゕーポンプ 燃やさないごみ

エゕコン(室内機・室外機) 市には出せません 家電リサクル法対象品

エゕゾール缶
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジ缶だけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」



エゕロバク・サクリングマシン 粗大ごみ

映写機（家庭用） 粗大ごみ

栄養剤のビン ビン

水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、 フタは取り外し、
木・コルク製は「燃やすごみ」、金属製は「カン」、ガラス
製は「燃やさないごみ」、プラスチック製は「プラスチック
製容器包装」へ。 スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用
ください。

栄養補助食品のプラスチック製容器
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。フタは取り外し、素材によって「プラス
チック製容器包装」「燃やさないごみ」

ACゕダプター 燃やさないごみ 小型
家電

液晶テレビ 市には出せません 家電リサクル法対象品

エキスパンダー 燃やさないごみ

エコバック（不織布） 燃やすごみ

枝・木 燃やすごみ 「木の枝・幹」の項を参照。

枝切りばさみ 粗大ごみ

絵の具のチューブ 燃やすごみ
中身は紙などにしみこませる。金属製のチューブは「燃やさ
ないごみ」

絵はがき 雑誌・本・雑がみ

エプロン 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

絵本 雑誌・本・雑がみ

MＯ（光磁気デゖスク） 燃やすごみ

MＤ（ミニデゖスク） 燃やすごみ

ＭＤ・ＭＯのケース 燃やすごみ

ＬＤ（レーザーデゖスク）のケース（紙製） 雑誌・本・雑がみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

ＭＤ・ＬＤプレーヤー 粗大ごみ

ＭＤラジカセ 燃やさないごみ

ＬＥＤシーリングラト 粗大ごみ

ＬＥＤ電球 燃やさないごみ

ＬＥＤランプ 燃やさないごみ

ＬＤ（レーザーデゖスク） 燃やさないごみ

エレキギター（ケース込） 粗大ごみ

エレクトーン 粗大ごみ

塩化ビニールパプ 粗大ごみ 1ｍ未満で、半分以上指定収集袋に入れば「燃やさないごみ」

園芸土・腐葉土 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせいただくか、少量であれば
自宅の庭に還してください。

園芸用の支柱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

園芸用の支柱（木・プラチスック製以外） 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

園芸用の土等の袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。汚れが落ちにくい物は「燃やすごみ」

園芸用育苗ポット 燃やすごみ
土は取り除く(土は市に出せません)。プラマークのあるもの
は、水で軽くすすぎ「プラスチック製容器包装」

園芸用肥料 燃やすごみ 　



エンジンオル 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせください。 少量の場合は、
布や紙に完全にしみこませて「燃やすごみ」

縁台 粗大ごみ

延長コード 燃やさないごみ 小型
家電

煙突（風呂用） 粗大ごみ

鉛筆 燃やすごみ

鉛筆削り 燃やさないごみ 小型
家電

お オゕシス(吸水性スポンジ) 燃やすごみ

オル（機械用） 市には出せません 「油」の項参照。

オル（食用） 燃やすごみ
中身は紙などに含ませて「燃やすごみ」。拠点回収もご利用
ください。

オル容器（カン・ビン） 燃やさないごみ 食用のものは使い切り、水で軽くすすげば「カン」「ビン」

オルヒーター 粗大ごみ

応接用いす(ソフゔー) 粗大ごみ

ＯＡ用紙 雑誌・本・雑がみ

オーデゖオ機器(単体) 粗大ごみ

オーデゖオ機器（ラジカセ・ビデオデッキ等） 粗大ごみ

オーデゖオラック 粗大ごみ

オートバ 市には出せません

販売店やメーカーにお問い合わせください。リサクル制度
があります。５０cc以下のバクは｢粗大ごみ｣ (廃車手続き
を済ませ、ガソリンは使い切り、ハンドルロックはしない)

オーブン・オーブンレンジ 粗大ごみ

オーブントースター 燃やさないごみ

お菓子の中敷 燃やすごみ

お菓子の箱（ガラス・陶磁器製） 燃やさないごみ

お菓子の箱・袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

お菓子の箱・袋（紙製） 雑誌・本・雑がみ

お菓子の箱・缶（金属製） カン

桶（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

桶（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

押入れ棚 粗大ごみ

押しピン（画びょう） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

おしぼり 燃やすごみ

おしゃぶり 燃やすごみ

お膳（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

お膳（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

お玉（しゃくし）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

お玉（しゃくし）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

落ち葉 燃やすごみ
一度に５袋まで無料。６袋以上の場合は、何回かに分けて出
す。

汚泥 市には出せません 処理業者にお問い合わせください。



落とし蓋（ぶた）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

落とし蓋（ぶた）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

おにぎりの外装フゖルム（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

食べ残しは取り除く。

斧（おの） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

帯（古布） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

お盆（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

お盆（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

おまる 粗大ごみ

おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除き、トレへ。紙おむつは無料。

おむつカバー（紙・布） 燃やすごみ

おもちゃ（木・プラスチック製） 燃やすごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。プラスチック製で最大辺１５㎝以
上は「燃やさないごみ」

おもちゃ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

折り紙 雑誌・本・雑がみ

折込チラシ 雑誌・本・雑がみ 新聞の折り込み広告・チラシは新聞紙と一緒に束ねる。

折りたたみ椅子（いす） 粗大ごみ

折りたたみ傘（かさ） 燃やさないごみ

折りたたみ自転車 粗大ごみ

オルガン 粗大ごみ

おろしがね（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

おろしがね（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

温水器（電気式、太陽光熱式） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

温水式便座（ウォシュレット） 粗大ごみ

温度計(電子式) 燃やさないごみ 小型
家電

温度計(ゕルコール式) 燃やさないごみ

温度計(水銀式)
有害性資源(水
銀体温計)

温風ヒーター 粗大ごみ

か カーオーデゖオ 燃やさないごみ 小型
家電

ガーゼ 燃やすごみ

カーテン(レース含む) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

カーテンレール 粗大ごみ

ガーデンフェンス 粗大ごみ

ガードル 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

カーナビ 燃やさないごみ 小型
家電

カーペット（じゅうたん） 粗大ごみ

カーペットローラーのテープ 燃やすごみ

カーペットローラー（本体） 燃やさないごみ



カーボン紙・ノンカーボン紙 燃やすごみ

カーラー（プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

絵画 燃やすごみ

貝殻（かいがら） 燃やすごみ

介護用ベッド 粗大ごみ

懐中電灯 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

かいまき（寝具） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

買い物袋(レジ袋)
プラスチック
製容器包装

マバッグ持参にご協力を。

カロ(使い捨て) 燃やすごみ

カロ(金属製) 燃やさないごみ

カロの外袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

化学薬品 市には出せません 販売店等にご相談ください。

鏡 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

鍵（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

鍵（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

学習机 粗大ごみ 蛍光管は取り外し、「有害性資源（蛍光管）」

学生かばん 燃やすごみ 学校名や氏名が入っていない場合は「古布類」

角ハンガー（金属・プラスチック製） 燃やさないごみ

額縁 粗大ごみ

籠（かご）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

籠（かご）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

かさ(雨傘・日傘) 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

傘立て 粗大ごみ

加湿器 燃やさないごみ 小型
家電

ガスオーブンレンジ 粗大ごみ

ガスカートリッジ
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

ガスコンロマット 燃やすごみ

ガスストーブ・ヒーター 粗大ごみ

ガステーブル・ガスコンロ(卓上用、1口) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

ガステーブル・ガスコンロ(2口以上) 粗大ごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

ガスフゔンヒーター 粗大ごみ

ガスボンベ（プロパンガス等の大型） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ガスボンベ（カセットコンロ用）
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」



ガスボンベ（キャンプ用） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ガスレンジマット(ゕルミ製) 燃やすごみ

苛性ソーダ(水酸化ナトリウム) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

カセットコンロ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。ガスボンベは「ガスボンベ」の項
を参照。

カセットテープ 燃やすごみ カセットケースも「燃やすごみ」

カセットデッキ 粗大ごみ

ガソリン 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ガソリン携行カン 燃やさないごみ 中身は空に。

固めた食用油 燃やすごみ

カタログ 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

カチューシャ 燃やすごみ

活性炭 燃やすごみ

カッター、カミソリ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

カッパ（雨具） 燃やすごみ

カップ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

カップ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

カップ麺の外装フゖルム
プラスチック
製容器包装

カップ麺のかやく・スープの袋 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

カップ麺の容器（紙製） 燃やすごみ 加工紙のため。

カップ麺の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

カップ麺のふた（紙蓋） 燃やすごみ 加工紙のため。

割烹着（かっぽうぎ） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

かつら 燃やすごみ

家庭用ゲーム機(本体・ソフト) 燃やさないごみ 小型
家電

カ－ド(クレジット・キャッシュなど) 燃やすごみ 切断するなど、使えないようにして出す。

門松（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

蚊取り線香 燃やすごみ 台は「燃やさないごみ」、入れ物の缶は「カン」

金網 燃やさないごみ

金だわし 燃やさないごみ

金網(フェンス等) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

金づち 燃やさないごみ 柄の部分(木製)が取れれば、柄は「燃やすごみ」

かばん(スーツケース) 粗大ごみ

かばん(ナロン製・ビニール製・布製・革製) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

画鋲（がびょう） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

花瓶（かびん） 燃やさないごみ

釜（かま） 燃やさないごみ



鎌（かま） 燃やさないごみ
柄の部分(木製)が取れれば、柄は「燃やすごみ」。 刃は通行
人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、「きけ
ん」と指定収集袋に書く。

紙おむつ 燃やすごみ 無料。

紙くず(汚れた紙類) 燃やすごみ

紙コップ、紙皿 燃やすごみ 加工紙のため。

剃刀（かみそり） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

紙粘土 燃やすごみ

髪 燃やすごみ

紙の芯（しん） 雑誌・本・雑がみ

紙箱 雑誌・本・雑がみ

紙パック 店頭回収
水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）をご利用
ください。

紙袋 雑誌・本・雑がみ ビニールやプラスチック部分は取り除く。

紙袋（ビニールコーテゖング） 燃やすごみ

紙やすり 燃やすごみ

ガム 燃やすごみ

ガムテープ 燃やすごみ

カメラ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

蚊帳（かや） 粗大ごみ

画用紙 雑誌・本・雑がみ クレヨンや水彩で書いたものも可。

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケ機器 粗大ごみ

からしのチューブ 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

ガラス（ガラス製品） 燃やさないごみ

ガラスくず 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

ガラスケース 粗大ごみ

ガラス食器類 燃やさないごみ

ガラステーブル 粗大ごみ

ガラス戸 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

空手着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

空箱（紙製） 雑誌・本・雑がみ

空箱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

空箱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

瓦礫（がれき） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

カレンダー 雑誌・本・雑がみ
金属やプラスチック部分は取り除く。取れなければ「燃やす
ごみ」

革衣類 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

革靴 燃やすごみ スパクシューズや登山靴は「燃やさないごみ」

革手袋 燃やすごみ 新品同様の物以外は「燃やすごみ」



革バッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

皮むき器 燃やさないごみ

瓦（かわら） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

カン カン
水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用
ください。汚れが落ちにくいものや一斗缶は「燃やさないご
み」へ。

カン(オル・シンナー・農薬など中身の残っ
ているもの)

市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

カン(ペンキ等の容器) 燃やさないごみ
中身は使い切る。中身が残っているものは市には出せません
ので、販売店や処理業者へ。

換気扇 粗大ごみ

換気扇フゖルター 燃やすごみ

缶切り 燃やさないごみ

玩具（木・プラスチック製） 燃やすごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。プラスチック製で最大辺１５㎝以
上は「燃やさないごみ」

玩具（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

緩衝材（かんしょうざい）（発泡スチロール
製）

プラスチック
製容器包装

紙製のものは「燃やすごみ」

乾燥機（食器用） 粗大ごみ

乾燥機（衣類用） 市には出せません 家電リサクル法対象品

乾燥剤 燃やすごみ

寒暖計（水銀計）
有害性資源(水

銀体温計)

寒暖計（水銀計以外） 燃やさないごみ

鉋（かんな） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

感熱紙 燃やすごみ 雑紙か感熱紙かわからない場合「燃やすごみ」

き キーケース（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

キーケース（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

キーボード(楽器) 粗大ごみ

キーボード（パソコン） 燃やさないごみ 単独で排出する場合のみ。本体と一緒に出す場合はメーカーへ。

キーホルダー（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

キーホルダー（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

機械油 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせください。 少量の場合は、
布や紙に完全にしみこませて「燃やすごみ」

貴金属 燃やさないごみ

木くず 燃やすごみ

ギター 粗大ごみ

ギターケース（硬質） 粗大ごみ

キックボード 粗大ごみ

木づち 燃やすごみ

キッチンペーパー 燃やすごみ

キッチンマット 燃やすごみ



キッチンワゴン 粗大ごみ

杵（きね） 粗大ごみ

木の板 燃やすごみ

木の枝・幹(直径10cm未満) 燃やすごみ

長さ５０cm×直径３０cm未満の束にし、1回の収集で５束ま
では「燃やすごみ」の日で無料回収。長さや量がこれを超え
る場合は「粗大ごみ」(業者がせん定したものは市には出せま
せん)。

木の枝・幹(直径10cm以上) 粗大ごみ

長さ１m×直径３０cm未満の束にする。１本の直径が２０
cm以上の場合は処理できない場合がありますので、市にお問
い合わせください (業者がせん定したものは市には出せませ
ん)。

木箱 燃やすごみ

機密文書 市には出せません 処理業者へお問い合わせください。

着物 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード 燃やすごみ 切断するなど、使えないようにして出す。

キャップ・ふた（木・コルク製） 燃やすごみ

キャップ・ふた（ガラス・陶磁器製） 燃やさないごみ

キャップ・ふた（金属製） カン
水で軽くすすぐ。プラスチックとの複合品は「燃やさないご
み」

キャップ・ふた（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

キャデゖバッグ 粗大ごみ

キャリゕ（スキー、スノーボード） 粗大ごみ

キャリーカート 粗大ごみ

キャリーケース（ペット運搬用） 粗大ごみ

キャンバス 粗大ごみ

キャンプ用テーブルセット 粗大ごみ

キャンプ用テント 粗大ごみ

急須（きゅうす） 燃やさないごみ

給湯器（給沸器） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

牛乳パック 店頭回収
水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）をご利用
ください。

牛乳ビン ビン 水で軽くすすぐ。なるべく販売店に返却してください。

給油ポンプ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

教科書 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

錐（きり） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

切り花 燃やすごみ

金・銀色の段ボール 燃やすごみ

金魚ばち 燃やさないごみ

金銀紙 燃やすごみ



金庫（手提げ） 燃やさないごみ

金庫（耐火） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

金属バット 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

く 空気入れ（自転車用） 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

空気清浄機 燃やさないごみ

空気ポンプ（手動） 燃やさないごみ

空気ポンプ（電動、エゕーコンプレッサー） 粗大ごみ 市で処理できない場合があります。市にお問い合わせください。

クーラー（家庭用）（室内用） 市には出せません 家電リサクル法対象品

クーラーボックス 燃やさないごみ

釘（くぎ） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

釘抜き 燃やさないごみ

草刈り機 粗大ごみ

草花 燃やすごみ
一度に５袋まで無料。６袋以上の場合は、何回かに分けて出
す(園芸業者などが刈ったものは市には出せません)。

鎖（くさり）（金属製） 燃やさないごみ

串（木・プラスチック製） 燃やすごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布などで包
み、「きけん」と指定収集袋に書く。プラスチック製で最大
辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

串（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布などで包
み、「きけん」と指定収集袋に書く。

櫛（くし）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

櫛（くし）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

薬（錠剤・カプセル等） 燃やすごみ

薬(医薬品)の包装(カプセル・錠剤等のシート)
プラスチック
製容器包装

薬の包み紙（薬包紙） 燃やすごみ

薬の容器（金属チューブ） 燃やさないごみ

薬の容器（ビン） ビン 水で軽くすすぐ。薬は「燃やすごみ」

薬の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

金属製の容器は「燃やさないごみ」

果物ナフ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

果物の皮 燃やすごみ

果物の保護材（紙製） 雑誌・本・雑がみ

果物の保護材（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

口紅ケース（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

口紅ケース（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

靴 燃やすごみ スパクシューズや登山靴は「燃やさないごみ」

靴クリーム（容器）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

靴クリーム（容器）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

靴下 古布類 新品同様の物以外は「燃やすごみ」



クッション 燃やすごみ

クッションカバー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

クッションフロゕーマット 燃やすごみ

靴の中敷 燃やすごみ

靴べら（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

靴べら（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

首輪（ペット用） 燃やすごみ
金属製及びプラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさな
いごみ」

熊手（くまで） 粗大ごみ

グラス 燃やさないごみ

クラフト紙 雑誌・本・雑がみ

クリゕフゔル 燃やすごみ

クリーニングのハンガー 燃やさないごみ

クリーニングの袋 燃やすごみ

クリスタルガラス 燃やさないごみ

クリスマスツリー 燃やさないごみ

クリップ 燃やさないごみ

車ス 粗大ごみ
電動式のバッテリーは外し、販売店や処理業者にお問い合わ
せください。

車の部品 市には出せません カー用品店や処理業者へ。

クレジットカード 燃やすごみ 切断するなど、使えないようにして出す。

クレヨン 燃やすごみ

グロー管(点灯管) 燃やさないごみ

グローブ（野球用） 燃やすごみ

鍬（くわ） 粗大ごみ

軍手 燃やすごみ

け 蛍光管（丸形、電球型含む）
有害性資源
（蛍光管）

空き箱に入れるなど割れないようにする。

蛍光ペン 燃やすごみ

珪藻土マット 燃やさないごみ

携帯音楽プレーヤー 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

携帯型ゲ－ム機 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

携帯電話 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

携帯ラジオ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

毛糸 燃やすごみ

毛糸のセーター 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

計量カップ（金属製以外） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

計量ばかり 燃やさないごみ

軽量ブロック 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。



ゲージ（ペット用） 粗大ごみ

ケース（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ケース（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

ケーブル 燃やさないごみ 小型
家電

ゲーム機・ゲームソフト(家庭用) 燃やさないごみ 円盤型のゲームソフトは「燃やすごみ」 小型
家電

毛皮 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

消しゴム 燃やすごみ

化粧品のチューブ 燃やすごみ

化粧品の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

化粧品の容器（ビン） ビン
水で軽くすすぐ。汚れたり、破損しているものは「燃やさな
いごみ」

化粧品の容器（スプレー）
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

下駄（げた） 燃やすごみ

下駄箱 粗大ごみ

ケチャップの容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

ケチャップの容器（ビン） ビン
水で軽くすすぐ。汚れたり、破損しているものは「燃やさな
いごみ」

血圧計(電気) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

血圧計(水銀)
有害性資源(水

銀体温計)

牽引（けんいん）ロープ 燃やさないごみ

玄関マット（木製・布製・ゴム製） 燃やすごみ

玄関マット（木製・布製・ゴム製以外） 燃やさないごみ

剣山 燃やさないごみ

建築廃材 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

原動機付自転車（原付バク） 粗大ごみ
メーカーによるリサクル制度あり。販売店等へ。５０cc以
下のバクは｢粗大ごみ｣ (廃車手続きを済ませ、ガソリンは
使い切り、ハンドルロックはしない)

剣道着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

剣道の防具一式 粗大ごみ

こ 碁石（貝・プラスチック製） 燃やすごみ 貝・プラスチック製以外は「燃やさないごみ」

耕運機（家庭用） 粗大ごみ
電動式のバッテリーは外し、販売店や処理業者にお問い合わ
せください。

工具箱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

工具箱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

広告・チラシ 雑誌・本・雑がみ 新聞の折り込み広告・チラシは新聞紙と一緒に束ねる。

合成革製品 燃やすごみ

ゴーグル 燃やすごみ ガラス製は「燃やさないごみ」



コート 古布類
レンコートのビニール製以外のものは「古布類」。 汚れた
り、破損しているものは「燃やすごみ」

コート掛け（木製） 粗大ごみ

コードリール 燃やさないごみ 小型
家電

コーヒーメーカー(エスプレッソマシン) 燃やさないごみ

氷枕 燃やすごみ

ござ（グサ・ビニール） 燃やすごみ

こたつ・こたつ板 粗大ごみ

こたつ掛けふとん（キルテゖング） 燃やすごみ

こたつ掛けふとん（キルテゖングでないも
の）

古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

こたつ敷き 燃やすごみ

こたつの電熱器 燃やさないごみ

コップ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

コップ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

琴 粗大ごみ

粉ミルクの缶 カン
水で軽くすすぐ。フタは取り外し、素材によって「プラス
チック製容器包装」「燃やさないごみ」

小鉢（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

小鉢（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

コピー機（家庭用（小型）） 粗大ごみ

コピー用紙 雑誌・本・雑がみ

ごみ箱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ごみ箱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

ゴム 燃やすごみ

ゴムぞうり 燃やすごみ

ゴム手袋 燃やすごみ

ゴムボール 燃やすごみ

米びつ 粗大ごみ

米びつ付レンジ台 粗大ごみ

米袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

米袋（紙製） 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

コルク 燃やすごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフシューズ 燃やさないごみ ソフトスパクのものは「燃やすごみ」

ゴルフバック 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

ゴルフマット 燃やすごみ

コンクリート 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

コンタクトレンズ 燃やすごみ



コンパス 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

コンプレッサー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

コンポ（ステレオ） 粗大ごみ

コンポスト容器 粗大ごみ

さ サーフボード 粗大ごみ

サクリングマシーン・エゕロバク 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

サドボード 粗大ごみ

財布 燃やすごみ

サンペン 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

さお(物干し) 粗大ごみ １本の長さは３ｍ以下。

魚焼き機 金属製のなべ等 金属製以外は「燃やさないごみ」

作業服 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

酒パック 店頭回収
プラスチックのフタは「プラスチック製容器包装」。スー
パーなどの店頭回収（無料）をご利用ください。

酒ビン ビン 水で軽くすすぐ

座卓 粗大ごみ

サッシ（建具） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

雑誌 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

殺虫剤(液体) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

殺虫剤(プラ製で煙が出るタプのもの） 燃やすごみ 未使用のものは、市には出せません。

殺虫剤(金属製で煙がでるタプのもの) 燃やさないごみ 未使用のものは、市には出せません。

殺虫剤スプレー
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジ缶だけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

座ぶとん 燃やすごみ

座ぶとんカバー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

サポーター（ひざ・ひじ当て） 燃やすごみ

サマーベッド 粗大ごみ

皿（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

皿（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

サラダ油の容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

サラダ油の容器（ビン） 燃やさないごみ 中身は使い切る。水で軽くすすげば「ビン」

ざる（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ざる（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 金属製は「金属製のなべ等」

三角コーナー（シリコン・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

三角コーナー（シリコン・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

三脚 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

サングラス 燃やすごみ レンズがガラス製は「燃やさないごみ」

珊瑚（さんご） 燃やすごみ 概ね５０㎝超の物はこぶし大に砕く。



サンシェード 燃やすごみ

酸素ボンベ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

サンダル 燃やすごみ

残土 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

残飯 燃やすごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

シート（ビニール・布製） 燃やすごみ

ＣＤ・MＤ 燃やすごみ

ＣＤ・MＤケース 燃やすごみ ＣＤ・MＤ歌詞カードは「雑誌・本・雑がみ」

ＣＤプレーヤー 粗大ごみ

ＣＤラジカセ 燃やさないごみ

ＣＤ－Ｒ(ＲＯM) 燃やすごみ

ジーンズ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

磁気付湿布 燃やすごみ

敷パット 燃やすごみ

敷布 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

磁気マットレス 粗大ごみ

敷物(じゅうたん・ござ・ホットカーペット・
磁気マット)

粗大ごみ

磁石 燃やさないごみ

辞書・辞典 雑誌・本・雑がみ ビニールの表紙などは取り除く。

下着(肌着) 燃やすごみ

七輪 燃やさないごみ

湿気取り（容器）
プラスチック
製容器包装

中身は水分を取って「燃やすごみ」

室内ゕンテナ 燃やさないごみ

湿布・冷却シート 燃やすごみ はがした透明のシートは「プラスチック製容器包装」

湿布薬の袋(ゕルミ) 燃やすごみ

湿布薬の袋(プラスチック製)
プラスチック
製容器包装

自転車 粗大ごみ
電動式のバッテリーは外し、販売店や処理業者にお問い合わ
せください。

自転車の空気入れ 燃やさないごみ 「空気入れ（自転車用）」の項を参照。

自転車の子供用補助ス 粗大ごみ

自転車の車輪（ホール） 粗大ごみ

自転車のタヤ（チューブ）（ホールなし） 燃やさないごみ

自転車のタヤ(ホールあり) 粗大ごみ

自動車の部品・タヤ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

竹刀（しない） 粗大ごみ

芝刈り機 粗大ごみ

シャープペンシル 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」



尺八 燃やすごみ

写真 燃やすごみ

写真のネガフゖルム 燃やすごみ

ジャッキ（自動車用） 燃やさないごみ

シャベル 燃やさないごみ

ジャムのビン ビン

水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、 フタは取り外し、
木・コルク製は「燃やすごみ」、金属製は「カン」、ガラス
製は「燃やさないごみ」、プラスチック製は「プラスチック
製容器包装」へ。 スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用
ください。ビン単体で購入したものは、「燃やさないごみ」

しゃもじ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

しゃもじ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

砂利 市には出せません
処理業者にお問い合わせいただくか、少量であれば自宅の庭
に還してください。

シャワーキャップ 燃やすごみ

ジャングルジム（室内用） 粗大ごみ

ジャンパー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

シャンプーの詰替容器
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。汚れが落ちないものは「燃やすごみ」

シャンプーの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。ラベルはそのまま。ノズルも含む。

週刊誌 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

ジューサーミキサー 燃やさないごみ

シューズ(靴) 燃やすごみ スパクシューズや登山靴は「燃やさないごみ」

じゅうたん(敷物) 粗大ごみ

充電器 燃やさないごみ 小型
家電

充電式電池 市には出せません
リサクル協力店(電気店)、市役所、小平市リサクルセン
ター、東部・西部出張所の回収ボックスにお持ちください。

柔道着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

収納ケース（衣装ケース） 粗大ごみ

重量ブロック 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

朱肉 燃やすごみ

シュラフ（寝袋） 燃やすごみ

シュレッダー 粗大ごみ

シュレッダーくず
シュレッダー

くず

シュロの木 粗大ごみ

瞬間湯沸器 粗大ごみ

ジョントマット 燃やすごみ

消火器 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

定規（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

定規（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

将棋盤・囲碁盤（足付き） 粗大ごみ
足付き以外で木製は「燃やすごみ」、それ以外は「燃やさな
いごみ」



焼却炉（金属製） 粗大ごみ

焼却炉（耐火煉瓦製） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

障子紙（しょうじがみ） 雑誌・本・雑がみ

障子戸（建具） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

消臭剤 燃やすごみ

消臭剤の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

消臭剤の容器（スプレー）
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

浄水器・浄水器のカートリッジ 燃やさないごみ

照明器具 粗大ごみ 蛍光管は「有害性資源（蛍光管）」

しょう油の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。プラマークがあるもの。

しょう油の容器（ビン） ビン
水で軽くすすぐ。汚れたり、破損しているものは「燃やさな
いごみ」

しょう油の容器（ペットボトル） ペットボトル
水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、フタ(キャップ)は
「プラスチック製容器包装」へ。 スーパーなどの店頭回収
（無料）もご利用ください。

じょうろ 燃やさないごみ

食品トレ
プラスチック
製容器包装

 スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用ください。

食物資源処理機 粗大ごみ

食用油 燃やすごみ
布や紙に染み込ませるか固化剤で固める。またはリサクル
センター等の拠点回収へ。

除湿機 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

除湿剤 燃やすごみ

除湿剤の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

中身は使い切る。水で軽くすすぐ。

食器（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

食器（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

食器洗い乾燥機 粗大ごみ

食器棚 粗大ごみ

ショッピングカート 粗大ごみ

シリカゲル（乾燥剤） 燃やすごみ

シリコン製品 燃やすごみ

シングルベット 粗大ごみ

人工芝 燃やすごみ

シンナー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

新聞の折込チラシ 新聞紙 折り込み広告・チラシのみの場合は、「雑誌・本・雑がみ」

新聞紙 新聞紙 新聞の折り込み広告・チラシは新聞紙と一緒に束ねる。

甚平（じんべい） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

す 吸殻（すいがら） 燃やすごみ



水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

水槽（すいそう） 粗大ごみ

水槽用砂・石 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

水中ポンプ 燃やさないごみ

水筒（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

水筒（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

炊飯器 燃やさないごみ

スーツ(背広) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

スーツケース 粗大ごみ

据置型ゲーム機 燃やさないごみ 小型
家電

スカート 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

姿見 粗大ごみ

図鑑 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

スキー板 粗大ごみ

スキーウェゕ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

スキーキャリゕ 粗大ごみ

スキー靴 燃やさないごみ

スキーストック 粗大ごみ
1ｍ未満で、半分以上指定収集袋に入れば「燃やさないご
み」

スキャナー 粗大ごみ

スクーター 粗大ごみ
メーカーによるリサクル制度あり。販売店等へ。５０cc以
下のバクは｢粗大ごみ｣ (廃車手続きを済ませ、ガソリンは
使い切り、ハンドルロックはしない)

スケート靴 燃やさないごみ

スケートボード 粗大ごみ

スコップ 粗大ごみ 1ｍ未満で、半分以上指定収集袋に入れば「燃やさないごみ」

すしの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

すしの容器（発泡スチロール製）
プラスチック
製容器包装

すしの容器（紙製） 雑誌・本・雑がみ 木製は「燃やすごみ」

硯(すずり) 燃やさないごみ

すだれ 粗大ごみ

スタンド（電気スタンド） 燃やさないごみ

スタンプ台 燃やすごみ

スチール缶 カン
水で軽くすすぐ。ゕルミ缶との分別は不要。スーパーなどの
店頭回収（無料）もご利用ください。

スチールホール（車） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

スツール椅子 粗大ごみ

ステゖック（木製） 燃やすごみ

ステゖック糊容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

中身は「燃やすごみ」

ステッカー 燃やすごみ



ステレオ（スピーカー含む） 粗大ごみ

ステレオ(ミニコンポ含む) 粗大ごみ

ステレオセット 粗大ごみ

ストーブ(フゔンヒーター含む) 粗大ごみ
灯油は使い切る。電池は取り除き「有害性資源（電池）」。
充電式電池はリサクル協力店(電気店)へ。

ストーブガード 粗大ごみ

ストッキング 燃やすごみ

ストロー（紙・木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ストロー（紙・木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

砂 市には出せません
処理業者にお問い合わせいただくか、少量であれば自宅の庭
に還してください。

スニーカー(靴) 燃やすごみ

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ

スパクシューズ 燃やさないごみ

スパナ 燃やさないごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプーン（紙・木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

スプーン（紙・木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

スプリングマットレス 粗大ごみ

スプレー缶(ガス・化粧品・殺虫剤・塗料用)
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

スプレー缶のキャップ（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

すべり台（室内用） 粗大ごみ

スポーツバッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ズボン 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ズボンプレッサー 粗大ごみ

スポンジ 燃やすごみ

スマートフォン 燃やさないごみ
データは消去してください。充電式電池は取り除きリサク
ル協力店(電気店)へ。

小型
家電

炭(木炭・豆炭・練炭) 燃やすごみ 水で充分に湿らせる。

スラド映写機 粗大ごみ

スリッパ 燃やすごみ

スラサー（野菜切り器） 燃やさないごみ

すり鉢 燃やさないごみ

せ 生花 燃やすごみ

製図台 粗大ごみ

制服（学生服・事務服） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

精米機 粗大ごみ

整理ダンス 粗大ごみ

生理用品 燃やすごみ



セーター 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

石油ストーブ･フゔンヒーター 粗大ごみ
灯油は使い切る。電池は取り除き「有害性資源（電池）」。
充電式電池はリサクル協力店(電気店)へ。

石油ポンプ 燃やさないごみ 電動式は電池を取り除き、「有害性資源（電池）」

石けん（固形・粉状） 燃やすごみ

石膏（せっこう）ボード 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

雪駄(草履) 燃やすごみ

瀬戸物(せともの) 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

背広(スーツ) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

セミダブルベッド 粗大ごみ

セメント 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

セラミックヒーター 粗大ごみ

セロハンテープ 燃やすごみ

セロハンテープの芯 雑誌・本・雑がみ

線香 燃やすごみ

洗剤の紙箱 燃やすごみ

洗剤のボトル・容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

中身は使い切る。水で軽くすすぐ。

洗車ブラシ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

洗車ブラシ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

洗濯かご 燃やさないごみ

洗濯機 市には出せません 家電リサクル法対象品

洗濯ばさみ 燃やすごみ

洗濯ばさみハンガー 燃やさないごみ

剪定枝(せんていし) 燃やすごみ 「木の枝・幹」の項を参照。

剪定ばさみ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

扇風機 粗大ごみ

千枚通し 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

洗面器（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

洗面器（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

洗面化粧台（ホーロー製） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

洗面化粧台（ホーロー製以外） 粗大ごみ

そ 造花（紙・木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

造花（紙・木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

双眼鏡 燃やさないごみ

雑巾（ぞうきん） 燃やすごみ

そうざいの容器
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）をご利用
ください。

掃除機 粗大ごみ

掃除機のごみパック 燃やすごみ



草履（ぞうり） 燃やすごみ

ソースの容器 燃やすごみ きれいなものは「プラスチック製容器包装」

ソーラーシステム 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ソーラーパネル(屋根用) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

即席めんの袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ソケット 燃やさないごみ

ソフゔー 粗大ごみ

ソフゔーベッド 粗大ごみ

そり（子供玩具） 粗大ごみ

そろばん（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

そろばん（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

た 体温計（デジタル） 燃やさないごみ 電池は取り除き「有害性資源（電池）」 小型
家電

体温計（水銀）
有害性資源(水
銀体温計)

耐火金庫 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

台車 粗大ごみ

体重計（機械式） 燃やさないごみ

体重計（デジタル） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

体操着(ジャージ) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

台所マット 燃やすごみ

ダニングテーブル 粗大ごみ

タプラター 燃やさないごみ

タヤ(自転車用) 燃やさないごみ ホール付きは「粗大ごみ」

タヤ(自動車・バク用) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

タヤチェーン 燃やさないごみ

タル 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ダレクトメール 雑誌・本・雑がみ 窓枠（セロハン）は「燃やすごみ」

ダウンコート 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ダウンジャケット 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

タオル・タオルケット 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

高枝切りばさみ 粗大ごみ

卓上計算機 燃やさないごみ 小型
家電

卓上用コンロ（１口のもの） 燃やさないごみ 電池は取り除き「有害性資源（電池）」

卓上用コンロ（２口以上のもの） 粗大ごみ 電池は取り除き「有害性資源（電池）」

竹（竹製品を除く） 燃やすごみ 「木の枝・幹」の項を参照。

竹馬 粗大ごみ

竹串 燃やすごみ

竹ぼうき 粗大ごみ

畳（たたみ） 粗大ごみ
三等分に裁断(業者によって取り替えた場合は、業者に引き
取ってもらう)。



脱衣かご（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

脱衣かご（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

卓球のボール 燃やすごみ

卓球のラケット 燃やすごみ

脱脂綿 燃やすごみ

脱臭剤 燃やすごみ

脱臭剤の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

中身は使い切る。水で軽くすすぐ。スプレー缶タプのもの
は「スプレー缶」を参照。

脱臭剤の容器（上記以外） 燃やすごみ

タッパー容器 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

建具（板戸） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

建具（障子・襖） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

棚 粗大ごみ

種 燃やすごみ

たばこの外装フゖルム（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

たばこの紙箱 雑誌・本・雑がみ

たばこの吸い殻 燃やすごみ

たばこの中紙（ゕルミ紙） 燃やすごみ

ダブルベッド 粗大ごみ

卵の殻 燃やすごみ

卵のパック（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

スーパーなどの店頭回収（無料）もご利用ください。

卵のパック（紙製） 雑誌・本・雑がみ

たらい（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

たらい（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

樽（たる）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

樽（たる）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

たわし 燃やすごみ

単行本 雑誌・本・雑がみ

炭酸ガスカートリッジ
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジだけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

タンス 粗大ごみ

ダンベル（鉄ゕレ） 燃やさないごみ ５㎏以上のものは「粗大ごみ」

ダンベル（水入れ）・ウォーターダンベル
（プラスチック製）

燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

段ボール 段ボール
波形の中芯が入ったもの それ以外の板紙(ボール紙)は「雑
誌・本・雑がみ」

ち チェーン（自動車用）のみ 燃やさないごみ

チェスト 粗大ごみ

地下足袋 燃やすごみ



チャルドシート 粗大ごみ

茶殻（ちゃがら） 燃やすごみ 水を切って出す。

茶筒（金属製） カン 水で軽くすすぐ。金属のフタも同じ袋に。

茶筒（金属製以外） 燃やすごみ

茶箱 粗大ごみ

茶碗（ちゃわん）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

茶碗（ちゃわん）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

中華鍋 金属製のなべ等

注射針 市には出せません 薬局へ返却

チューブ状の容器 燃やすごみ

調味料の容器（カン） カン

水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、フタは取り外し、
木・コルク製は「燃やすごみ」、金属製は「カン」、ガラス
製は「燃やさないごみ」、プラスチック製は「プラスチック
製容器包装」へ。

調味料の容器（ビン） ビン

水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、フタは取り外し、
木・コルク製は「燃やすごみ」、金属製は「カン」、ガラス
製は「燃やさないごみ」、プラスチック製は「プラスチック
製容器包装」へ。

調味料の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、フタは取り外し、
木・コルク製は「燃やすごみ」、金属製は「カン」、ガラス
製は「燃やさないごみ」、プラスチック製は「プラスチック
製容器包装」へ。

調味料の容器（ペットボトル） ペットボトル

水で軽くすすぐ。ラベルは剥がし「プラスチック製容器包
装」。 フタは取り外し、木・コルク製は「燃やすごみ」、金
属製は「カン」、ガラス製は「燃やさないごみ」、プラス
チック製は「プラスチック製容器包装」へ。

調理台 粗大ごみ

チョーク 燃やすごみ

チョコレートの銀紙 燃やすごみ

チラシ(広告) 雑誌・本・雑がみ 新聞の折り込み広告・チラシは新聞紙と一緒に束ねる。

ちり紙 燃やすごみ

つ ついたて 粗大ごみ

通販カタログ 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

杖（つえ） 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

使い捨てカロ 燃やすごみ

机 粗大ごみ 学習机の上棚のみも「粗大ごみ」

机の本棚 粗大ごみ

漬物石 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

漬物石（プラスチック製） 燃やすごみ
金属製及びプラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさな
いごみ」

漬物桶（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

漬物桶（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

土・砂 市には出せません
処理業者にお問い合わせいただくか、少量であれば自宅の庭
に還してください。



つっぱり棒 粗大ごみ

ツナ缶 カン 水で軽くすすぐ。

壷（つぼ） 燃やさないごみ

爪楊枝（つまようじ） 燃やすごみ

積み木（木・プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

詰め替え用パック（洗剤等）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。汚れが落ちないものは「燃やすごみ」

つめ切り 燃やさないごみ

釣り糸 燃やすごみ

釣り竿 粗大ごみ

釣り針・ルゕー 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

て Ｔシャツ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

DVDケース 燃やすごみ

DVDデゖスク 燃やすごみ

DVDプレーヤー（携帯型） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

DVDプレーヤー（据え置き型） 粗大ごみ

テゖッシュペーパー 燃やすごみ

テゖッシュペーパーの箱 雑誌・本・雑がみ ビニールの部分は「燃やすごみ」

低反発ふとん 粗大ごみ

低反発まくら 燃やすごみ

テーブル 粗大ごみ

テープ類（ビデオテープ、カセットテープ） 燃やすごみ

テーブルクロス（ビニール製） 燃やすごみ

テーブルクロス（布製） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

テーブルタップ 燃やさないごみ 小型
家電

テープレコーダー 燃やさないごみ 小型
家電

手鏡 燃やさないごみ

手紙 雑誌・本・雑がみ

手さげ袋 燃やすごみ 紙製は「雑誌・本・雑がみ」

デジタルカメラ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

デスクマット 燃やすごみ

手帳 雑誌・本・雑がみ
ビニール類やラミネート加工紙、止め具などの紙以外の部分
は取り除く。

鉄ゕレ（ダンベル） 燃やさないごみ ５㎏以上のものは「粗大ごみ」

デッキブラシ 粗大ごみ

鉄パプ 粗大ごみ
１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば「燃やさな
いごみ」

鉄板 燃やさないごみ

テニスボール 燃やすごみ



テニスラケット 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

手袋 古布類
汚れたり、破損しているものや軍手やゴム・ナロン製のも
のは「燃やすごみ」

テレビ 市には出せません 家電リサクル法対象品

テレビゕンテナ 粗大ごみ

テレビゲーム機・ゲームソフト（家庭用） 燃やさないごみ 円盤型のゲームソフトは「燃やすごみ」 小型
家電

テレビ台 粗大ごみ

テレホンカード 燃やすごみ

電気あんか 燃やさないごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気釜 燃やさないごみ

電気カミソリ(シェーバー) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電気コード 燃やさないごみ 小型
家電

電気こたつ 粗大ごみ

電気コンロ 燃やさないごみ

電気スタンド 燃やさないごみ 蛍光管は「有害性資源（蛍光管）」

電気ストーブ 粗大ごみ

電気のカサ 粗大ごみ

電気バリカン 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電気ポット 燃やさないごみ

電気毛布 燃やすごみ
プラグ、コードは取り除き、「燃やさないごみ」か小型家電
へ。

電球（白熱球、LED電球） 燃やさないごみ

電球（電球型蛍光管）
有害性資源
（蛍光管）

電子オルガン 粗大ごみ

電子血圧計 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電子辞書 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電子体温計(デジタル) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電子体重計 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電子タバコ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

電磁調理器・ＩＨ調理器 粗大ごみ

電子手帳 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電子ピゕノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ



電卓(計算機) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電池(乾電池)
有害性資源
（電池）

おもちゃや電化製品などからも抜く。 充電式電池はリサク
ル協力店(電気店)へ。

電池(充電式) 市には出せません リサクル協力店(電気店)へ。

テント（キャンプ用） 粗大ごみ

電動かんな（家庭用） 粗大ごみ

電動自転車 粗大ごみ バッテリーは除き、販売店へ。

電動自転車のバッテリー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

電動のこぎり（家庭用） 粗大ごみ

電動歯ブラシ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

伝票類 雑誌・本・雑がみ 複写式のものは「燃やすごみ」

天ぷら油 燃やすごみ
布や紙に染み込ませるか固化剤で固める。またはリサクル
センター等の拠点回収へ。

天ぷら鍋 金属製のなべ等

電話機 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

電話台 粗大ごみ

電話帳 雑誌・本・雑がみ

と ドゕ（建具・扉） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

ドゕノブ 燃やさないごみ

樋（雨どい） 粗大ごみ

砥石 燃やさないごみ

トレカバー 燃やすごみ

トレットペーパー 燃やすごみ

トレットペーパーの芯 雑誌・本・雑がみ

トレ便器(ホーロー・陶器） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

トレ便座 粗大ごみ

トレマット 燃やすごみ

陶磁器(焼き物) 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

豆腐の容器
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

灯油 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

灯油の容器（ポリタンク） 粗大ごみ

トースター 燃やさないごみ

時計 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

土砂 市には出せません 処理業者にお問い合わせください。

戸棚 粗大ごみ

トタン板 粗大ごみ

トナーカートリッジ 燃やすごみ

土鍋 燃やさないごみ



ドラバー(家庭用工具) 燃やさないごみ

ドラヤー 燃やさないごみ
小型
家電

ドラムカン 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ドラムセット（楽器） 粗大ごみ

トランクス 燃やすごみ

トランシーバー 燃やさないごみ
小型
家電

トランポリン（家庭用） 粗大ごみ

鳥かご 粗大ごみ

塗料 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

塗料缶 燃やさないごみ 中身は空に。

トルソー・洋裁用ボデゖー 粗大ごみ

トレ（金属製） 燃やさないごみ

トレ（紙製） 燃やすごみ

トレ(色・柄つき)
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）をご利用
ください。

トレ(白色) 店頭回収
水で軽くすすぐ。スーパーなどの店頭回収（無料）をご利用
ください。

トレーシングペーパー 燃やすごみ

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

トロフゖー 燃やさないごみ

トング 燃やさないごみ 木製のものは「燃やすごみ」

な ナフ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

苗木のポット（プラスチック製） 燃やすごみ
土は取り除く(土は市に出せません)。最大辺１５㎝以上は
「燃やさないごみ」、プラマークのあるものは「プラスチッ
ク製容器包装」

長靴 燃やすごみ

長座ぶとん・ロングクッション 燃やすごみ

流し台 粗大ごみ

鉈（なた） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

納豆のたれ・からしの袋（プラスチック製） 燃やすごみ きれいなものは「プラスチック製容器包装」

納豆の容器（紙・わら） 燃やすごみ

納豆の容器（プラスチック製） 燃やすごみ きれいなものは「プラスチック製容器包装」

ナプキン 燃やすごみ

鍋（金属製） 金属製のなべ等
取っ手が木やプラスチックでも資源。フタも金属製なら資
源。

鍋（金属製以外） 燃やさないごみ

鍋つかみ 燃やすごみ

生ごみ 燃やすごみ 水を切って出す。

生ごみ処理機 粗大ごみ

波板 粗大ごみ



に ２４時間風呂循環装置（屋内用） 粗大ごみ

二段ベッド 粗大ごみ

ニッカド電池(充電式電池) 市には出せません
リサクル協力店(電気店)、市役所、小平市リサクルセン
ター、東部・西部出張所の回収ボックスにお持ちください。

荷造りひも（紙製、ビニール製） 燃やすごみ

ニッケル水素電池（充電式電池） 市には出せません
リサクル協力店(電気店)、市役所、小平市リサクルセン
ター、東部・西部出張所の回収ボックスにお持ちください。

ニッパー（工具） 燃やさないごみ

荷札 燃やすごみ

日本酒のビン ビン 水で軽くすすぐ。

人形（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

人形（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

人形ケース 粗大ごみ 人形も含む。

ぬ ぬいぐるみ（最大辺３０cm未満） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ぬいぐるみ（最大辺３０cm以上） 燃やすごみ

縫い針 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

布 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

布きれ(はぎれ) 燃やすごみ

布シート 燃やすごみ

ね ネガフゖルム 燃やすごみ

ネクタ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

猫・犬トレ 燃やさないごみ

猫・犬トレの砂（紙・プラスチック製・粘
土鉱物）

燃やすごみ

猫・犬トレの砂 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ネジ 燃やさないごみ

ネズミ捕り 燃やさないごみ 粘着シートは「燃やすごみ」

熱冷まし用シート 燃やすごみ

ネット（果物を包むもの）
プラスチック
製容器包装

ネット（スポーツ・園芸用） 燃やすごみ

寝袋 燃やすごみ

寝巻（ねまき） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

練りわさびのチューブ 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

粘着テープ 燃やすごみ

粘土（紙粘土・油粘土） 燃やすごみ 少量(こぶし大程度)に分ける。

の 農薬 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

農薬のビン 燃やさないごみ 中身が入っている場合、市には出せません。

ノート 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

ノートパソコン 市には出せません メーカー等に回収を依頼。

のこぎり（家庭用・電動・手引き） 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。



のし袋 雑誌・本・雑がみ

ノズル(バネ入り)
プラスチック
製容器包装

シャンプー、洗剤等。水で軽くすすぐ。

糊（のり）の容器 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

のれん 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ノンカーボン紙 燃やすごみ

は ハードデゖスク 燃やさないごみ 小型
家電

バーベキューグリル 粗大ごみ

バーベル 燃やさないごみ ５㎏未満。５㎏以上は「粗大ごみ」

バーベル（水入りタプ）（プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

バール（工具） 粗大ごみ

灰 燃やすごみ 湿らせて、飛散しないようにして出す。

バク 粗大ごみ
メーカーによるリサクル制度あり。販売店等へ。５０cc以
下のバクは｢粗大ごみ｣ (廃車手続きを済ませ、ガソリンは
使い切り、ハンドルロックはしない)

バクの部品（マフラー等） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

廃材(建築廃材) 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

灰皿（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

灰皿（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

パプ 粗大ごみ
１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば「燃やさな
いごみ」

パプ（喫煙具） 燃やすごみ 金属・ガラス製は「燃やさないごみ」

パプ椅子 粗大ごみ

パプハンガー 粗大ごみ

パプフゔル（プラスチック部分） 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

パプフゔル（金属部分） 燃やさないごみ

パプフゔル（紙本体） 雑誌・本・雑がみ

パプベッド 粗大ごみ

廃油（機械用） 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせください。 少量の場合は、
布や紙に完全にしみこませて「燃やすごみ」

廃油（食用） 燃やすごみ
布や紙に染み込ませるか固化剤で固める。またはリサクル
センター等の拠点回収へ。

バンダー（プラスチック製） 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

バンダー（金属の部分） 燃やさないごみ

バンダー（紙の部分） 雑誌・本・雑がみ
金属やプラスチック部分は取り除く。取れなければ「燃やさ
ないごみ」

はがき 雑誌・本・雑がみ 個人情報が気になる場合は「はがき回収ボックス」

はかり 燃やさないごみ

剥製（はくせい） 燃やすごみ

白熱電球、白熱灯 燃やさないごみ

はけ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

はけ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

バケツ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」



バケツ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

はさみ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

箸（はし）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

箸（はし）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

はしご 粗大ごみ

箸箱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

箸箱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

柱時計 燃やさないごみ

バスタオル 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

バスマット 燃やすごみ

パソコン 市には出せません メーカー等に回収を依頼。

パソコンプリンター 粗大ごみ

パソコンモニター 市には出せません メーカー等に回収を依頼。

パソコンラック 粗大ごみ

バターの容器（紙製） 雑誌・本・雑がみ

バターの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

汚れが落ちにくいものは「燃やすごみ」

はたき（木製） 燃やすごみ

はたき（プラスチック製） 燃やさないごみ

肌着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

鉢（はち） 燃やさないごみ

発煙筒 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

バッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

バッテリー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

発電機 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

バット（野球用） 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

発泡スチロール
プラスチック
製容器包装

バドミントンのラケット 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満ものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

花 燃やすごみ

鼻紙 燃やすごみ

花火 燃やすごみ 水で充分に湿らせる。

パネルヒーター 粗大ごみ

歯ブラシ 燃やすごみ

歯ブラシの包装(プラスチック製)
プラスチック
製容器包装

紙製は「雑誌・本・雑がみ」

歯磨き粉のチューブ 燃やすごみ きれいなものは「プラスチック製容器包装」

刃物 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

パラソル 粗大ごみ



ばらん（弁当仕切り） 燃やすごみ

針 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

針金 燃やさないごみ

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー（木製） 燃やすごみ 柄の部分(金属)が取れれば、柄は「燃やさないごみ」

ハンガー（金属・プラスチック製） 燃やさないごみ プラマークのあるものは「プラスチック製容器包装」

ハンカチ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

はんこ 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

飯盒（はんごう） 金属製のなべ等

半紙 雑誌・本・雑がみ 墨で書かれたものは「燃やすごみ」

絆創膏（ばんそうこう） 燃やすごみ

パンチ（穴あけ）（プラスチック製） 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

パンチ（穴あけ）（金属製） 燃やさないごみ

ハンドクリームの容器（チューブ類） 燃やすごみ

ハンドクリームの容器（ビン、カン） 燃やさないごみ 汚れが落ちれば「ビン」「カン」

ハンドクリームの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

汚れが落ちにくいものは「燃やすごみ」

ハンドバッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

パンフレット 雑誌・本・雑がみ

ハンマー 燃やさないごみ 金属以外が取れれば、「燃やすごみ」

パン焼き機（家庭用） 粗大ごみ

ひ ピゕノ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

PHS（携帯電話） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

BSゕンテナ 粗大ごみ

BSチューナー 粗大ごみ

ビーズクッション 燃やすごみ

ヒーター 粗大ごみ 灯油は使い切る。

ビー玉 燃やさないごみ

ビーチサンダル 燃やすごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビーチマット 燃やすごみ

ビールケース 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ビールビン ビン
水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、できるだけ販売店に
返却。

ひげ剃り(安全かみそり) 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

ひげ剃り(電気) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

柄杓（ひしゃく）（木・プラスチック製） 燃やすごみ
プラスチック製で最大辺１５㎝以上のもの、金属製は「燃や
さないごみ」

ビデオカメラ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電



ビデオテープ 燃やすごみ ビデオケースも「燃やすごみ」

ビデオデッキ 粗大ごみ

雛（ひな）人形 燃やすごみ

雛壇（ひなだん） 粗大ごみ

ビニール雨合羽 燃やすごみ

ビニール衣装掛け（フゔンシーケース） 粗大ごみ

ビニールクロス 燃やすごみ

ビニールコーテゖング紙 燃やすごみ

ビニールシート 燃やすごみ

ビニールテープ 燃やすごみ

ビニール手袋 燃やすごみ

ビニール袋・レジ袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

プラマークのあるもの。ないものは「燃やすごみ」

ビニール風呂敷 燃やすごみ

ビニールホース 燃やすごみ

避妊具 燃やすごみ

火バサミ 燃やさないごみ

火鉢（ひばち） 粗大ごみ

火鉢（ひばち）の灰 燃やすごみ 湿らせて、飛散しないようにして出す。

ひも 燃やすごみ

百科事典 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

漂白剤の詰め替え用容器（プラスチック製） 燃やすごみ 水で軽くすすげば「プラスチック製容器包装」

漂白剤の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

日よけ（ビニール・布製） 燃やすごみ

肥料 燃やすごみ

肥料の袋 燃やすごみ

ビン ビン
水で軽くすすぐ。ラベルはそのまま。スーパーなどの店頭回
収（無料）もご利用ください。汚れたり、破損しているもの
は「燃やさないごみ」

便箋 雑誌・本・雑がみ

ふ フゔル（紙の部分） 雑誌・本・雑がみ

フゔル（金属の部分） 燃やさないごみ

フゔル（プラスチック製） 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

フゔクシミリ（家庭用） 燃やさないごみ

フゔミコン・フゔミコンソフト 燃やさないごみ 小型
家電

フゔンシーケース 粗大ごみ

フゔンヒーター 粗大ごみ
灯油は使い切る。電池は取り除き「有害性資源（電池）」。
充電式電池はリサクル協力店(電気店)へ。

フゖルム(ネガ) 燃やすごみ

フゖルム(ネガ)のケース 燃やすごみ

フゖルムカメラ 燃やさないごみ



フゖルム状のプラスチック 燃やすごみ

風船 燃やすごみ

封筒 雑誌・本・雑がみ

風鈴（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

風鈴（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

プール（幼児用） 燃やさないごみ

笛（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

笛（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

フォーク（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

フォーク（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

ふきん 燃やすごみ

服 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

複写紙(伝票など) 燃やすごみ

襖（ふすま） 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

ふた・キャップ（木・コルク製） 燃やすごみ

ふた・キャップ（金属製） カン
水で軽くすすぐ。プラスチックとの複合品は「燃やさないご
み」、金属でできたなべ等のふたは「金属製のなべ等」

ふた・キャップ（ガラス・陶磁器製） 燃やさないごみ

ふた・キャップ（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ふた(風呂用) 粗大ごみ

プチプチのシート(緩衝材)
プラスチック
製容器包装

腹筋台 粗大ごみ

ブックカバー（革・ビニール・布製） 燃やすごみ

ブックカバー（紙製） 雑誌・本・雑がみ

仏壇 粗大ごみ 扉を外し、装飾品を取り除く。

筆 燃やすごみ

筆箱（布・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

筆箱（金属・ガラス・陶磁器製） 燃やさないごみ

筆ペン 燃やすごみ

武道着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ふとん ふとん
畳んで十字に縛って出す。６枚以上の場合は、何回かに分け
る。汚れている物は「粗大ごみ」。綿のみを出す場合は「燃
やすごみ」

ふとんカバー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ふとん乾燥機 粗大ごみ

ふとんたたき（木製） 燃やすごみ 木製以外は「燃やさないごみ」

ふとん干し 粗大ごみ

踏み台 粗大ごみ

文机 粗大ごみ



腐葉土・園芸土 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせいただくか、少量であれば
自宅の庭に還してください。

フラ返し（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

フラ返し（金属製） 燃やさないごみ

フラパン 金属製のなべ等 取っ手が木やプラスチックでも資源。

ブランド 粗大ごみ

ブラウス 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ぶら下がり健康器 粗大ごみ

ブラシ（木・プラスチック・シリコン製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ブラシ（木・プラスチック・シリコン製以外） 燃やさないごみ

ブラジャー 燃やすごみ

フラフープ 燃やさないごみ

プラモデル 燃やすごみ 最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

フラワースタンド・フラワーポット（木・プ
ラスチック製）

燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

フラワースタンド・フラワーポット（木・プ
ラスチック製以外）

燃やさないごみ

ブランコ(幼児用) 粗大ごみ

プランター 粗大ごみ

フリース 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

プリンター 粗大ごみ

プリンターのンクカートリッジ 燃やすごみ
中身は使い切る。電気店等のメーカー回収ボックス、市役所
正面入り口又はリサクルセンターの回収ボックスへ。

プリンの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

ブルーシート 燃やすごみ ５０cm×５０cm未満に切断して出す。

古着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

古本 雑誌・本・雑がみ

ブレザー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

フロゕーマット（自動車） 燃やすごみ

風呂桶（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

風呂桶（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

風呂おけ（浴槽）（ホーロー、グラスフゔ
バー）

市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

風呂おけ（浴槽）（ホーロー・グラスフゔ
バー製以外）

粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)

風呂釜 粗大ごみ

プロジェクションテレビ・プロジェクター 粗大ごみ 大きさ・重さによっては収集できない場合があります。

風呂敷 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ブロック（おもちゃ）（木・プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

ブロック（建築材） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

フロッピーデゖスク 燃やすごみ

風呂の椅子 燃やさないごみ



風呂のふた 粗大ごみ

プロパンガスボンベ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

風呂マット 燃やすごみ

糞（動物のふん） 燃やすごみ

文化鍋 金属製のなべ等

文庫本 雑誌・本・雑がみ

文鎮（ぶんちん） 燃やさないごみ

分度器 燃やすごみ
プラスチック製で最大辺１５㎝以上及び金属製は「燃やさな
いごみ」

へ ヘゕーゕロン 燃やさないごみ 小型
家電

ヘゕースプレー
有害性資源(ス
プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。

ヘゕードラヤー 燃やさないごみ 小型
家電

ヘゕーバンド 燃やすごみ

ヘゕーブラシ 燃やすごみ 金属との複合品は「燃やさないごみ」

ペーパータオル 燃やすごみ

ペーパーナフ（木製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

ベッド 粗大ごみ

ペット用キャリーバック 燃やすごみ キャリーケースは「燃やさないごみ」

ペット小屋・ペットケージ 粗大ごみ

ペットフードの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ペットフードの容器（カン） カン 水で軽くすすぐ。

ペットボトル ペットボトル
水で軽くすすぎ、ラベルとフタ(キャップ)は取り外し「プラ
スチック製容器包装」へ。スーパーなどの店頭回収（無料）
もご利用ください。

ペットボトルのラベル（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ヘッドホン 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ベッドマット 粗大ごみ

ペット用トレマット 燃やすごみ

ペット用トレ（プラスチック製） 燃やさないごみ

ペット用トレシート 燃やすごみ

ペット用トレの砂、猫砂（紙・プラスチッ
ク製・粘土鉱物）

燃やすごみ 単純な砂は市に出せません。

ベニヤ板 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーガード・フェンス 粗大ごみ

ベビーだんす 粗大ごみ

ベビーチェゕ 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ 空気を入れて使用するタプは、折りたたみ「燃やすごみ」

ベビーフードの缶 カン 水で軽くすすぐ。金属のフタも同じ袋に。



ベビーフードのビン ビン
水で軽くすすぐ。ラベルはそのままで、フタは取り外し、素
材によって「カン」「燃やさないごみ」

ベビーふとん ふとん 畳んで十字に縛って出す。汚れている物は「粗大ごみ」

ベビーベッド 粗大ごみ

ベビーラック 粗大ごみ

へら 燃やすごみ
プラスチック製で最大辺１５㎝以上及び金属製は「燃やさな
いごみ」

ヘルスメーター(機械式) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

ヘルスメーター(デジタル式) 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ベルト 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ヘルメット 燃やさないごみ

ペン(マジック・ボールペン・シャープペン・
鉛筆ほか)

燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

便器（プラスチック製） 粗大ごみ きれいにし、袋に入れて出す。

便器（陶器製） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ペンキ 市には出せません
販売店や処理業者にお問い合わせください。 空の容器は「燃
やさないごみ」

ペンキ缶（スプレー）
有害性資源(ス

プレー缶)
中身は使い切る。穴あけは不要。

便座 粗大ごみ きれいにし、袋に入れて出す。

便座カバー 燃やすごみ

ベンチ 粗大ごみ

ペンチ 燃やさないごみ

弁当の容器
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

弁当箱（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

弁当箱（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

ほ ボラー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

棒（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

棒（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
指定収集袋に半分以上入れる。１ｍ以上のものは「粗大ご
み」

望遠鏡 粗大ごみ

防寒着 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ほうき 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

芳香剤の容器
プラスチック
製容器包装

中身は使い切る。水で軽くすすぐ。

帽子（布製） 古布類
汚れたり、破損していないもの。麦わら帽子、ニット帽は
「燃やすごみ」

防水スプレー
有害性資源(ス

プレー缶)
中身は使い切る。穴あけは不要。

包装紙 雑誌・本・雑がみ



包装フゖルム（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

包帯 燃やすごみ

防虫剤 燃やすごみ

防虫シート 燃やすごみ

防虫スプレー
有害性資源(ス
プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。

包丁 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

包丁研ぎ器 燃やさないごみ

ボウリングの球 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ボウル（料理用）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ボウル（料理用）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 金属製は「金属製のなべ等」

ホース 燃やすごみ

ホースリール 燃やさないごみ

ポータブルＣＤ・ＭＤ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ポータブルカーナビ 燃やさないごみ 小型
家電

ポータブルビデオカメラ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ボール（スポーツ用） 燃やすごみ

ボールペン 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

ホーロー製品（洗面台等） 市には出せません

業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう。自
分で取り替えた場合は、販売店や処理業者にお問い合わせく
ださい。

ホーロー鍋 金属製のなべ等 取っ手が木やプラスチックでも資源。

木刀(竹刀) 粗大ごみ

ポケットテゖッシュの袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

プラマークがないものは「燃やすごみ」

歩行器 粗大ごみ

ポスター 雑誌・本・雑がみ

ボストンバッグ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ボタン 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

ボタン電池
有害性資源
（電池）

おもちゃや電化製品などからも抜く。

補聴器 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ボックステゖッシュの箱 雑誌・本・雑がみ ビニールはとり外し、「燃やすごみ」

ホッチキス 燃やさないごみ

ホッチキスの針 燃やさないごみ 雑誌・雑紙についているものはそのまま「雑誌・本・雑がみ」

ポット(電気ポット・魔法瓶) 燃やさないごみ

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 燃やさないごみ

ボデゖーブラシ 燃やすごみ



ボデゖーボード 粗大ごみ

ポテトチップの袋
プラスチック
製容器包装

食べ残しは取り除く。

ボトル（プラマーク付き）
プラスチック
製容器包装

ほ乳ビン 燃やさないごみ
プラスチック製で最大辺１５㎝未満、ふた（キャップ）・乳
首は「燃やすごみ」

ポリタンク 燃やさないごみ

ポリ袋（プラスチック製） 燃やすごみ プラマークのあるものは「プラスチック製容器包装」

ポリ容器（ポリバケツ） 燃やさないごみ

保冷剤（小袋入り） 燃やすごみ 中身が水のものは、水を抜いてから出す。

ポロシャツ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

本 雑誌・本・雑がみ 加工紙などは取り除いて「燃やすごみ」

本棚・本箱 粗大ごみ

ポンプ（家庭用） 燃やさないごみ 排水用。バッテリーは取り外しリサクル協力店(電気店)へ。

ボンベ（カセットボンベを除く） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

ま マーカーペン 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

マーガリンの容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

麻雀卓 粗大ごみ 事業系は収集不可。

麻雀パ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

麻雀パ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

マク 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

マウス（パソコン用） 燃やさないごみ 単独で排出する場合のみ。本体と一緒に出す場合はメーカーへ。 小型
家電

巻尺（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

巻尺（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

マグカップ（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

マグカップ（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

マグネット(磁石) 燃やさないごみ

枕（まくら） 燃やすごみ

枕カバー 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

枕木 粗大ごみ

孫の手（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

孫の手（金属製） 燃やさないごみ

マジックペン 燃やすごみ 金属製・ガラス製は「燃やさないごみ」

マスク 燃やすごみ

マッサージ機（ハンデゖータプ） 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

マッサージ機（フットマッサージ・座いす
型・椅子型）

粗大ごみ

マッチ 燃やすごみ 水で充分に湿らせる。

マットレス 粗大ごみ



松葉杖 粗大ごみ

窓ガラス 燃やさないごみ
割れている場合、通行人や収集作業員がケガをしないよう、
紙や布で包み、「きけん」と指定収集袋に書く。

窓付き封筒 雑誌・本・雑がみ 窓枠（セロハン）は「燃やすごみ」

まな板（木製） 燃やすごみ

まな板（木製以外） 燃やさないごみ

マニキュゕの容器 燃やさないごみ プラスチック製のものは「燃やすごみ」

マフラー(身に着けるもの) 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

魔法瓶（まほうビン） 燃やさないごみ

豆炭（まめたん）・豆炭（まめたん）の灰 燃やすごみ 湿らせて、飛散しないようにして出す。

豆電球 燃やさないごみ

マヨネーズの容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

マヨネーズの容器（ビン） ビン
水で軽くすすぐ。汚れたり、破損しているものは「燃やさな
いごみ」

マンガ本・マンガ雑誌 雑誌・本・雑がみ

万年筆 燃やすごみ

みかんのネット（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

み ミキサー（ジューサー） 燃やさないごみ

ミシン（足踏み・卓上式） 粗大ごみ

水枕 燃やすごみ

みその袋・容器（プラスチック製） 燃やすごみ 汚れが落ちれば「プラスチック製容器包装」

三つ折りマットレス 粗大ごみ

ミニカー（おもちゃ）（木・プラスチック製） 燃やすごみ
プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」
へ。電池は取り除き「有害性資源（電池）」 充電式電池はリ
サクル協力店(電気店)へ。

ミニカー（おもちゃ）（木・プラスチック製
以外）

燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」 充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

ミニコンポ 粗大ごみ

耳かき（木・プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

む ムートン（敷物） 燃やすごみ

ムートンの衣類 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

麦わら帽子 燃やすごみ

虫かご（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

虫かご（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

蒸し器（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

蒸し器（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

虫めがね 燃やすごみ レンズがガラス製は「燃やさないごみ」

むしろ 燃やすごみ

無線機 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

め 名刺 雑誌・本・雑がみ



名刺入れ（ケース）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

名刺入れ（ケース）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

めがねケース（布・紙・木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

めがねケース（布・紙・木・プラスチック製
以外）

燃やさないごみ

目薬の容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

ガラス製は「燃やさないごみ」

目覚まし時計 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

メジャー（布・プラスチック製） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

メダル（記章） 燃やさないごみ

メモ用紙 雑誌・本・雑がみ

メモリーカード 燃やさないごみ データは消去してください。 小型
家電

綿棒 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

も 毛布 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

モーター（おもちゃ用） 燃やさないごみ

モーター（機械用） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

木片（建築廃材を除く） 燃やすごみ

餅つき機（家庭用） 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

物置 粗大ごみ 最大辺が90ｃｍ以上は解体が必要。

ものさし（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ものさし（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

物干し竿 粗大ごみ ３m以上のものは収集不可。

物干し台 粗大ごみ

モバルバッテリー 市には出せません
リサクル協力店(電気店)、市役所、小平市リサクルセン
ター、東部・西部出張所の回収ボックスにお持ちください。

モルタル 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

門扉 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

や やかん（プラスチック・ガラス・陶磁器製） 燃やさないごみ

やかん（金属製） 金属製のなべ等

焼き物(陶磁器) 燃やさないごみ 陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

野球のグローブ 燃やすごみ

野球のバット 粗大ごみ
木製以外で１ｍ未満のものは、指定収集袋に半分以上入れば
「燃やさないごみ」

野球のボール（軟式・硬式） 燃やすごみ

薬品 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

薬品のビン ビン 水で軽くすすぐ。中身が入っている場合、市には出せません。

野菜くず 燃やすごみ

やすり（紙製） 燃やすごみ



やすり（金属製） 燃やさないごみ

柳行李(やなぎごうり) 粗大ごみ

ゆ USBメモリ 燃やさないごみ データは消去してください。 小型
家電

郵便受け（木製） 燃やすごみ 木製以外は「燃やさないごみ」

浴衣（ゆかた） 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

雪下ろし（雪かき） 粗大ごみ

湯たんぽ 燃やさないごみ

湯のみ茶碗（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

湯のみ茶碗（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ
割れている物は、紙や布でつつみ、「キケン」と指定収集袋
に書く。陶磁器食器は、リサクルセンターの拠点回収へ。

湯沸かし機 粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう(市に
は出せません)。

よ 楊枝（ようじ） 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」

洋服裁ちくず 燃やすごみ

洋服ダンス 粗大ごみ

洋裁用ボデゖー・トルソー 粗大ごみ

ヨガマット 燃やすごみ

ヨーグルトの容器（紙製） 燃やすごみ 加工紙のため。

ヨーグルトの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

浴槽（ホーロー製、グラスフゔバー製） 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

浴槽（ホーロー製、グラスフゔバー製以
外）

粗大ごみ
業者によって取り替えた場合は業者に引き取ってもらう（市
には出せません）。

浴槽のふた 粗大ごみ

汚れた布・紙類 燃やすごみ

よしず 粗大ごみ

ら ラター
有害性資源

（ラター）
使い切り、ラターだけを袋に入れて出す。

ラター用オル缶 燃やさないごみ 中身は使い切る。

ラター用ガスボンベ（スプレー）
有害性資源(ス

プレー缶)

中身は使い切る。穴あけは不要。スプレー缶・ガスカート
リッジ缶だけを袋に入れる。 プラスチックのフタは「プラス
チック製容器包装」

ラテゖングデスク 粗大ごみ

ラケット（木製） 燃やすごみ 木製以外は「燃やさないごみ」

ラジオ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ラジカセ 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

ラック 粗大ごみ

ラップ 燃やすごみ
食品の外装フゖルムとして使われていたきれいなものは「プ
ラスチック製容器包装」

ラップの芯・ラップの箱 雑誌・本・雑がみ 金具は取り除き「燃やさないごみ」

ラミネート加工紙 燃やすごみ

ランチジャー（弁当箱） 燃やさないごみ



ランドセル 燃やすごみ

ランニングマシーン 粗大ごみ

ランプ（ランタン） 燃やさないごみ 燃料は取り除く。

り リール（釣り用） 燃やさないごみ

リコーダー（笛）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

リコーダー（笛）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

リチウムオン電池 市には出せません
リサクル協力店(電気店)、市役所、小平市リサクルセン
ター、東部・西部出張所の回収ボックスにお持ちください。

リップクリーム（容器）
プラスチック
製容器包装

中身は「燃やすごみ」

リモコン 燃やさないごみ
電池は取り除き「有害性資源（電池）」。充電式電池はリサ
クル協力店(電気店)へ。

小型
家電

リヤカー 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

リュックサック 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

両面テープ 燃やすごみ

料理くず 燃やすごみ 食品ロスの削減にご協力願います。

旅行かばん 古布類
プラスチック製やフレームが入っているなどの硬質のものは
「粗大ごみ」

りんご等のネット
プラスチック
製容器包装

リンスの容器（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

水で軽くすすぐ。

る ルゕー（釣り用疑似餌）（木・プラスチック製） 燃やすごみ プラスチック製で最大辺１５㎝以上は「燃やさないごみ」

ルゕー（釣り用疑似餌）（木・プラスチック製以外） 燃やさないごみ

ルーペ 燃やすごみ レンズがガラス製は「燃やさないごみ」

ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷却剤（ゕスノン等） 燃やすごみ

冷蔵庫・冷凍庫 市には出せません 家電リサクル法対象品

冷凍食品の容器・袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

冷風扇 粗大ごみ

冷房機器（エゕコン） 市には出せません 家電リサクル法対象品

レンコート・カッパ 古布類
レンコートのビニール製もの、汚れたり、破損しているも
のは「燃やすごみ」

レースのカーテン 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

レコードのジャケット 雑誌・本・雑がみ 外装のビニールは「プラスチック製容器包装」

レコード盤 燃やさないごみ

レコードプレーヤー 粗大ごみ

レシート（感熱紙） 燃やすごみ

レジ袋
プラスチック
製容器包装

プラマークがないものは「燃やすごみ」へ。マバッグ持参
にご協力を。

レジャーシート 燃やすごみ

レトルト食品の容器・パック（プラスチック
製）

プラスチック
製容器包装

汚れが落ちにくいものは「燃やすごみ」



レンガ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

レンジ(ガステーブル・ガスコンロ) 粗大ごみ

レンジ（電子・オーブン） 粗大ごみ

レンジ台 粗大ごみ

レンズ 燃やすごみ ガラス製は「燃やさないごみ」

練炭（れんたん）・練炭（れんたん）の灰 燃やすごみ 湿らせて、飛散しないようにして出す。

ろ 老眼鏡 燃やすごみ レンズがガラス製は「燃やさないごみ」

ろう紙 燃やすごみ

ろうそく 燃やすごみ

ロウびきの段ボール 燃やすごみ

ローングマシーン 粗大ごみ

ローソフゔー 粗大ごみ

ロープ 燃やすごみ

ローラースケート・ンランスケート 燃やさないごみ

ローラーブレード 燃やさないごみ

ロール紙（FAX用） 燃やすごみ

ロッカー 粗大ごみ

ロッキングチェゕー 粗大ごみ

ロングクッション・長座ぶとん 燃やすごみ

わ ワープロ 粗大ごみ

ワープロリボン 燃やすごみ

ワシャツ 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

ワヤーロープ 市には出せません 販売店や処理業者にお問い合わせください。

輪ゴム 燃やすごみ

ワゴン(台所用) 粗大ごみ

わさびのチューブ（プラスチック製） 燃やすごみ きれいなものは「プラスチック製容器包装」

綿（わた） 燃やすごみ

綿ふとん ふとん
畳んで十字に縛って出す。６枚以上の場合は、何回かに分け
る。汚れている物は「粗大ごみ」。綿のみを出す場合は「燃
やすごみ」

和たんす 粗大ごみ

ワックスの容器缶 燃やさないごみ

和服 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」

わらばん紙 雑誌・本・雑がみ

割り箸 燃やすごみ

割り箸の袋（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

割り箸の袋（紙製） 雑誌・本・雑がみ

割れたビン・ガラス・コップ 燃やさないごみ
通行人や収集作業員がケガをしないよう、紙や布で包み、
「きけん」と指定収集袋に書く。

腕章（わんしょう） 燃やすごみ

ワンピース 古布類 汚れたり、破損しているものは「燃やすごみ」



 
 
 
 
  

⼩平市リサイクルセンターの資源循環課 
窓⼝で以下のものを無料回収しています。 

■陶磁器⾷器   ■はがき 
■⼩型家電    ■インクカートリッジ 
■廃⾷油     ■⼩型充電式電池 

 

また、⼩平市リサイクルセンターでは、たく 
さんの⽅にリサイクルの現場を知ってもらえ 
るよう、安全な⾒学コースもあります。 
資源循環課の窓⼝が開いている間はいつでも 
⾒学できます。 

 

２０２０年６⽉発⾏ 
 

編集・発⾏   ⼩平市環境部資源循環課 
〒１８７－００３１ 
東京都⼩平市⼩川東町５丁⽬１９番１０号 
電話番号    ０４２（３４６）９５３５ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ     http://www.city.kodaira.tokyo.jp   

粗⼤ごみの申込みは、 
⼩平市粗⼤ごみ受付センターへ   電話 ０３（５７１５）１７７４ 
受付 ⽉曜〜⼟曜⽇（祝⽇を含み、年末年始を除く） 午前８時３０分〜午後６時 
※ インターネットでの申込みも可能です。詳しくは⼩平市ホームページでご確認ください 

３Ｒを実践しよう︕  
リデュース（Reduce）…ごみも資源ももとから減らす 
リユース（Reuse）…繰り返し使う 
リサイクル（Recycle）…資源として再利⽤ 

① 過剰包装はノーサンキュー…その箱、包装はいりません︕ 
② マイバッグでお買いもの……レジ袋はいりません︕ 
③ 詰め替え容器を利⽤…………お店で中⾝だけ買って、ボトルは繰り返し使おう︕ 
④ リユースびんの利⽤…………くり返し使えるビールびんや⽜乳びんはお店に返そう︕ 
⑤ きちんと分別しよう…………捨てればごみ、分ければ資源︕ 

◆スマートフォン・タブレット端末向けに、⼩平市「ごみ分別アプリ」（インストール
料⾦︓無料）を配信しています。 
※通信費は利⽤者のご負担となります。 

◆ごみに関する様々な情報、イベントなどを簡単に確認できるアプリケーションです。
「ごみ収集カレンダー」、「ごみ分別辞典」、「ごみの出し⽅」などの便利機能が満載
ですので、ぜひご利⽤ください。 

◆下の QR コードを読み取るか、 「App Store」か「Google Play」にアクセスし、
検索キーワードに『⼩平市 ごみ』と⼊⼒して、ダウンロードしてください。 

⼩平市「ごみ分別アプリ」配信!! 

iOS 端末⽤ 
( App Store ) 

Android 端末⽤ 
( Google Play ) 

※ この冊⼦は、「資源とごみの出し⽅」パンフレットとあわせてご覧ください。 


