
このほか、ごみの収集日及び収集回数などが地域により異なります。詳しくはお住まいの地域の「ごみ収集
カレンダー」でご確認ください。

※

出雲地域

地　　域 項　　目 内　　容

粗大ごみの
収集日と申込

平田地域

佐田地域

透明な別の袋に入れる
必要があるもの

粗大ごみの
収集日と申込

ふとんの出し方

収集日：毎月第3水曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

収集日：ごみ収集カレンダーでご確認ください。

「燃えるごみ収集券」を貼って、第３水曜日に出してください。

申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ
（13ページ参照） 電話0853-21-6988

粗大ごみの
収集日と申込

収集日：毎月第4火曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

多伎地域

ふとんの出し方 「燃えるごみ収集券」を貼って、「埋立」の日に出してください。

粗大ごみの
収集日と申込

収集日：毎月第1水曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

湖陵地域

大社地域

斐川地域

ふとんの出し方 「燃えるごみ収集券」を貼って、第4木曜日に出してください。

粗大ごみの
収集日と申込

収集日：毎月第1水曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

粗大ごみの
収集日と申込

粗大ごみの
収集日と申込

廃食油の出し方 毎週土・日の午前8時30分～午後5時までに所定のステーションへ

収集日：毎月第4水曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

収集日：毎月第2水曜日（祝日と重なった場合は振替日）
申　込：収集日前日の正午12時までに、環境施設課へ

（13ページ参照） 電話0853-21-6988

ビデオテープ、カセットテープ、使い捨てカイロ、除湿剤、
保冷剤、水銀体温計、筒型乾電池は透明な別の袋に入れた
うえ、「埋立ごみ指定袋」に入れて出してください。

各地域で異なるごみの分け方・出し方
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品目ごとの分別区分（50音順）22～32P
1．知りたい「品目」を50音順で調べる   2．「分別区分」を確認する   3．出し方・ワンポイントを参考にしてください。

ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
あ アイロン・アイロン台 破砕

空き缶（飲料用） 空き缶リサイクル アルミ缶とスチール缶、同じ袋で出せます。(8P参照）
空き缶（飲料用以外） 破砕 カセットガスボンベ・スプレー缶は中身を使い切って出す。（6P参照）
空きびん（飲料用・食品用・薬用） 空きびんリサイクル ふたを取って、中を洗って出す。（8P参照）
空きびん（化粧品用など） 埋立 中身を使い切って出す。
味付のり容器（ガラス） 埋立 「空きびんリサイクル」では出せません。

味付のり容器（プラスチック） 可燃
あぜなみ（農業用） 禁止 「産業廃棄物」のため、市では収集できません。JAなどに相談してください。
アダプター（電気製品用） 破砕
圧着はがき 可燃 リサイクル不可。親展はがきなど。

油（ラードなど食用で植物性以外） 可燃
廃食油を固める製品等を利用したり、布（50㎝角以内）や紙に浸み込ませ
て出す。

油（食用で植物性のもの） 廃食用油リサイクル
できるだけ市が設置している回収タンクへ持ち込んでください。持ち込
めない場合は、廃食油を固める製品等を利用したり、布（50㎝角以内）や
紙に浸み込ませて「可燃」で出す。（9P参照）

雨どい 破砕 1m以内に切って出す。1mを超える場合は「粗大」。
網 可燃 50cm角以内に切って出す。

網（漁業用） 禁止
「産業廃棄物」のため、市では収集できません。出雲保健所 環境保全課
（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

網（防獣ネット） 禁止
「産業廃棄物」のため、市では収集できません。出雲保健所 環境保全課
（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

網戸 粗大 小さいもの※は「破砕」。
アルミサッシ（1辺1m以内・ガラスあり） 埋立
アルミサッシ（1辺1m以内・ガラスなし） 破砕
アルミサッシ（1辺1mを超えるもの） 粗大 ガラスの有無に関わらず最長辺1mを超えるものは「粗大」。
アルミホイル（大きいもの） 破砕
アルミホイル（小さいもの） 可燃 弁当のおかず入れ用程度のもの。
アンカ（電気式） 破砕
安全靴 破砕 つま先に金属が入っているため「破砕」。
アンテナ 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

い 育苗箱（農業用） 禁止 「産業廃棄物」のため、市では収集できません。JAなどに相談してください。
石 埋立
衣装ケース 破砕 大きさ※によっては「粗大」。中には何も入れずに出す。
椅子 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
一輪車（作業用ねこ車） 粗大
一輪車（遊戯用） 破砕
位牌 禁止 専門業者に相談してください。
イヤホン 破砕

医療廃棄物(在宅用で感染の恐れがある器具) 禁止
注射器や注射針などの鋭利なものについては、提供を受けた医療機関、
または薬局・薬店に相談してください。

医療廃棄物(在宅用で感染の恐れがないもの) 可燃 チューブ類や栄養剤バッグなど

衣類 可燃
50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。金属のボタンやファス
ナーは「破砕」へ。リユースできる衣類は、古着ショップで買い取っても
らったり、市の古着回収へ出す。

衣類乾燥機【家電リサイクル対象品】 禁止
「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

入れ歯 破砕
インクジェットプリンターのインク容器 破砕 できるだけ販売店のリサイクルボックスへ出してリサイクルを。
インクリボン 埋立
飲料用空き缶 空き缶リサイクル

飲料用紙パック 紙リサイクル
洗って、開いて、乾かして、古紙リサイクルステーションへ。内面がア
ルミ貼りのものは「可燃」へ。

飲料用紙パック（内面アルミのもの） 可燃
※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→

破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
う

植木 可燃

泥を落として出す。1本の直径は5cmまでのものに限る。長さ50㎝まで
なら指定袋に入れて出す。長さ50㎝～1mなら、束ねて幅を50cm以内
にして、ひもでくくって収集券を貼って出す。直径5㎝～20㎝のものは、
エネルギーセンターへ直接搬入。（ただし、長さ1m以下のものに限る。）

植木鉢（陶器製） 埋立
植木鉢（プラスチック製） 破砕
ウォーターサーバー 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
うちわ 可燃
腕時計 破砕 外せれば、中の電池を出す。電池の捨て方は7P参照。
乳母車・ベビーカー 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

え LED蛍光灯 破砕 ガラス製のものは「埋立」へ。
LED電球（プラスチック製） 破砕 電飾用の長いものは1m以内に切ってください。ガラス製のものは「埋立」へ。
MD・LD 破砕

エアコン【家電リサイクル対象品】 禁止
「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

枝木 可燃

1本の直径は5cmまでのものに限る。長さ50㎝までなら指定袋に入れて
出す。長さ50㎝～1mなら、束ねて幅を50cm以内にして、ひもでくくっ
て収集券を貼って出す。直径5㎝～20㎝のものは、エネルギーセンター
へ直接搬入。（ただし、長さ1m以下のものに限る。）（詳しくは20P参照）

絵の具のチューブ（金属製） 埋立 キャップは「可燃」へ。
絵の具のチューブ（プラスチック・ビニール製） 可燃
エレクトーン 粗大 大きさ2m×1.2m×1m以内、重さ50㎏以内のものに限る。

塩化ビニールパイプ 破砕
指定袋に入れるか、最長辺を1m以内、束ねた幅を50m以内にして、ひ
もでくくって収集券を貼って出す。長いもの※は「粗大」。

エンジンオイル 禁止 専門業者に相談してください。
延長コード 破砕 1m以内に切って出す。

お オイルヒーター 破砕

オートバイ（バイク・二輪車） 禁止

廃棄二輪車取扱店に持ち込んで、リサイクルしてください。まずは二輪
車リサイクルコールセンター（電話：050-3000-0727）へ相談を。
こちらのHPも参考に→自動車リサイクル促進センターのHP
　　　　　　　　　　  https://www.jarc.or.jp/motorcycle/

オーブントースター 破砕
オーブンレンジ 破砕 大きさ・重さ※によっては「粗大」。
おまる（プラスチック製） 破砕
おもちゃ類 破砕 電池は外す。電池の捨て方は7P参照。
折り込みチラシ 紙リサイクル ひもでくくり、古紙リサイクルステーションへ。
オルガン 粗大 大きさ2m×1.2m×1m以内、重さ50㎏以内のものに限る。
温水器（アスベストがないもの） 粗大 大きさ2m×1.2m×1m以内、重さ50㎏以内のものに限る。

温度計（水銀）
使用済筒型乾電池など

リサイクル
透明または半透明の袋に入れて、名前を記入し、「埋立」の収集日に出す。（7P参照）

（平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。）
温度計（電子式） 破砕

か カーテン 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。金属部分は「破砕」へ。
カーテンレール 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
カーナビ 破砕

カーペット(たたんで1辺1m以内） 埋立
1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。

（竹製・籘製も同様。直接搬入の場合はエネルギーセンターへ。）
カーペット(50㎝角に切ったもの） 可燃 50㎝角以内に切って、指定袋に入れて出す。（竹製・籘製も同様。）
カーペット(たたんでも最長辺が1m以上） 粗大 最長辺1m以上になるものは「粗大」。（竹製・籘製も同様。直接搬入の場合はエネルギーセンターへ。）
貝殻類 可燃
懐中電灯 破砕 中の電池は外す。電池の捨て方は7P参照。
カイロ（使い捨て） 埋立 使ってから出す。（平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。）
鏡 埋立 大きさ※によっては「粗大」。
額縁 破砕 ガラス部分は「埋立」へ。
家具類 粗大 大きさ※によっては「破砕」。

傘 破砕
骨と布・ビニール部分に分けて出す。骨部分は「破砕」、布・ビニール部
分は「可燃」。分けられない場合は、「破砕」へ。

ガスコンロ 破砕
ガスボンベ 禁止 ガスボンベ取扱業者に相談してください。
カセットガスコンロ 破砕
カセットガスボンベ 破砕 中身を使い切って出す。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
カセットテープ 埋立 平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。（21P参照）
楽器類 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
カッター（刃のみ） 埋立 新聞紙などで包んで、「カッターの刃」と記入して指定袋へ。
カッター（本体と刃） 破砕 新聞紙などで包んで、「カッター」と記入して指定袋へ。
カッパ（雨具） 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。金属のボタンやファスナーは「破砕」へ。
金ブラシ（工具） 破砕
かばん（バッグ・ポーチ） 可燃 金属部分は取り除く。金属部分が取り除けない場合は、「破砕」で出す。
紙おむつ 可燃 汚物は取り除く。
紙コップ 可燃 「紙リサイクル」不可。
カミソリ（刃のみ） 埋立 新聞紙などで包んで、「カミソリの刃」と記入して指定袋へ。
カミソリ（本体と刃） 破砕 新聞紙などで包んで、「カミソリ」と記入して指定袋へ。
紙粘土 可燃 紙と糊でできている。粘土は埋立ごみ。

紙パック 紙リサイクル
洗って、開いて、乾かして、古紙リサイクルステーションへ。内面がア
ルミ貼りのものは「可燃」。（10P参照）

カメラ 破砕 電池は外す。電池の捨て方は7P参照。
火薬類 禁止 火薬専門業者に相談してください。
カラーボックス 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

ガラスウール 埋立
業者解体のものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。農業用
はJAなどに相談してください。

ガラスくず（割れたガラスなど） 埋立 新聞紙などで包んで、「ガラスくず」と記入して指定袋へ。
ガラスコップ 埋立
刈り草 可燃 1回の収集で4袋まで。それ以上の場合は、エネルギーセンターへ直接搬入を。

革製品 可燃
靴・カバン・ジャンバーなど。金属部分は取り除く。金属部分が取り除
けない場合は、「破砕」で出す。

瓦（業者が処理したもの） 禁止
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

瓦（自分で処理したもの） 埋立
乾燥機（衣類）【家電リサイクル対象
品】

禁止
「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

乾燥機（布団・靴・食器など） 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
乾燥剤（食品用） 埋立
缶詰の缶 破砕 「空き缶リサイクル」では出せません。

乾電池（筒型）
使用済筒型乾電池など

リサイクル
詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

き キーボード 破砕 音楽用など大きさ※によっては「粗大」。
木くず・木片（厚さ・幅または直径
が5～20㎝のもの、又は金具や釘が
付いたままのもの）

破砕
長さ1mまでのものは「破砕」。長さ1m～2m、かつ直径又は厚さが20㎝
以内のものは「粗大」。ただし直接搬入の場合は180cm×90cm×5cmま
での大きさで金属がついていないものはエネルギーセンターへ。

木くず・木片（直径5cm以内で袋
に入る大きさ）

可燃 直径5cmを超える場合は「破砕」へ。

給湯機 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
牛乳パック 紙リサイクル 洗って、開いて、乾かして、古紙リサイクルステーションへ。
金庫（耐火金庫） 禁止 専門業者に相談してください。
金庫（耐火金庫以外） 破砕
金属線 破砕 1m以内に切って出す。

く 空気入れ（自転車・ボール用） 破砕
空気清浄機 破砕
釘 破砕 封筒等に入れ、「くぎ」と記入して指定袋へ。
草・落ち葉 可燃 泥を落として出す。
草刈機 粗大 油は抜いて出す。
薬のチューブ（金属） 埋立 キャップは「可燃」へ。
薬のチューブ（プラスチック・ビニール） 可燃
口紅 破砕
靴・ズック 可燃 金属部分は「破砕」へ。金属部分が取り除けない場合は、「破砕」で出す。
靴乾燥機 破砕

クッション 可燃
50㎝角以内に切って、指定袋に入れて出す。大きいもので、切れない場
合は、最長辺1m以内にして収集券を貼って出す。

グラス 埋立 「空きびんリサイクル」では出せません。

グラスウール（断熱材・吸音材） 埋立
業者解体のものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。農業用
はJAなどに相談してください。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
車椅子 破砕
クレヨン 可燃
くわ 破砕 長さ1m以上のものは「粗大」。
くん煙式害虫駆除剤容器（金属） 破砕 使ってから出す。
くん煙式害虫駆除剤容器（プラスチック） 可燃 使ってから出す。

け 蛍光管 使用済蛍光管
リサイクル

取替え時の空き箱または保護できる箱に入れて、「埋立」の収集日に出す。
氏名記入は不要です。（7P参照）

蛍光管（割れたもの） 埋立
割れたものは新聞紙などに包んで、「割れた蛍光管」などと記入して指定
袋に入れて出す。

計算機 破砕 電池は外す。

珪藻土を使用した製品 禁止
処分については販売元へ確認してください。販売元が不明な場合は環境
施設課（0853-21-6988）にお問い合わせください。

携帯電話（スマートフォン含む） 販売店または
市役所窓口 17P参照。

携帯電話の充電器 破砕
ゲーム機・ゲームソフト 破砕 電池は外す。
化粧品のびん 埋立 「空きびんリサイクル」では出せません。

血圧計（水銀式） 使用済筒型乾電池など
リサイクル

透明または半透明の袋に入れて、名前を記入し、「埋立」の収集日に出す。（平
田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。）（21P参照）

血圧計（電子式） 破砕

健康布団（磁気入りマットなど） 埋立
1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。（布団1
枚につき収集券1枚が必要です。）

顕微鏡 破砕
こ 工具類 破砕

ゴーグル 破砕 ガラスレンズのものは「埋立」へ。
コード（電気） 破砕 1m以内に切って出す。
コーヒーメーカー 破砕 ガラス部分は「埋立」へ。

ござ 可燃
50㎝角以内に切って、指定袋に入れて出す。大きいもので、切れない場
合は、最長辺1m以内にたたむなどして収集券を貼って出す。

こたつ（やぐら）・こたつ板 破砕
収集券を貼って出す。やぐらと板をセットで出す場合は、ひもでくくっ
て1組にして出す。大きさ※によっては「粗大」。

こたつ布団 可燃
1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。50cm角以
内に切れば、指定袋へ入れて出せる。最長辺1m以上になるものは「粗大」。

粉ミルクの缶 破砕
ゴム長靴 可燃
ゴムホース 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
ゴムマット 埋立 50cm角以内の場合は「可燃」。
米袋 可燃 「紙リサイクル」不可。
ゴルフクラブ 粗大 1セット（バッグ含む）でまとめて、収集券1枚で出せます。
ゴルフバッグ 粗大 1セット（クラブ含む）でまとめて、収集券1枚で出せます。
コンクリートブロック（業者が処理
したもの）

禁止
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

コンクリートブロック（自分で処理したもの） 埋立
さ サーフボード 粗大

ただし、粗大ごみの大きさ（長さ2m）を超えるものは、市で収集できま
せん。一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談してください。

座椅子 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
酒粕 可燃 乾燥させたもので、少量に限ります。
酒の紙パック 可燃 内面がアルミ箔貼りのものはリサイクルできません。
酒類のケース（酒・ビールなど） 破砕 できるだけ販売店へ返してください。

雑誌・本・雑がみ類 紙リサイクル

リサイクルできない紙類は「可燃」へ。（10P参照）
【リサイクルできない紙類の例】　・プリント写真・アルバム・感熱紙・
和紙・油紙・カーボン紙・ビニールコート紙・ワックス加工紙（紙コッ
プ・米袋）・シールとその台紙・銀箔パック（酒パックなど）

殺虫剤のスプレー 破砕 中身を使い切って出す。

座布団 可燃 50㎝角以内に切って、指定袋に入れて出す。大きいもので、切れない場合は、最
長辺1m以内にして収集券を貼って出す。座布団1枚につき収集券1枚が必要です。

皿（陶器） 埋立
三脚 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
三輪車（幼児用） 破砕

し CD 破砕
CDラジカセ 破砕

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
シーツ 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。ファスナーなどの金属部分は「破砕」へ。

敷物(たたんで1辺1m以内） 埋立
1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。

（竹製・籐製も同様。直接搬入の場合はエネルギーセンターへ。）
敷物(50㎝角に切ったもの） 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。（竹製・籐製も同様。）

敷物(たたんでも最長辺1m以上） 粗大
最長辺1m以上になるものは「粗大」。（竹製・籐製も同様。直接搬入の場
合はエネルギーセンターへ。）

磁石 破砕
下着 可燃 金属部分は「破砕」へ。
七輪 埋立
自転車 粗大 幼児用自転車で最長辺1m以内のものは「破砕」で出せます。
しない（竹刀） 破砕 1m以上のものは、5本まで1組として「粗大」で出せます。
ジャムのびん 空きびんリサイクル ふたを取って、中を洗って出す。
シャンプー等の容器 可燃 ポンプ式のポンプ（金属）部分は「破砕」へ。
ジューサーミキサー 破砕 ガラス部分は「埋立」へ。

じゅうたん(たたんで1辺1m以内） 埋立
1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。（直接搬
入の場合はエネルギーセンターへ。）

じゅうたん(50㎝角に切ったもの） 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。
じゅうたん(たたんでも最長辺1m以上） 粗大 最長辺1m以上になるものは「粗大」。（直接搬入の場合はエネルギーセンターへ。）
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）

リサイクル協力店
または、市役所窓口 詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

シュレッダー 破砕

消火器 禁止
専門業者へ依頼してください。まずは「消火器リサイクル推進センター」
(電話：03-5829-6773)へ相談を。（17P参照）

錠剤容器（アルミ箔貼り） 可燃
障子 粗大 小さいもの※は「破砕」。（13P参照）
照明器具 破砕 電球は「埋立」、蛍光管は「リサイクル」へ。
しょう油・酒類など 可燃 新聞紙や布（50㎝角以内）などに浸み込ませて出す。液体のままでは不可。

食用油（植物性） 廃食用油リサイクル
できるだけ市が設置している回収タンクへ持ち込んでください。持ち込
めない場合は、廃食油を固める製品等を利用したり、布（50㎝角以内）や
紙に浸み込ませて「可燃」で出す。（9P参照）

食用油（植物性以外）※ラードなど 可燃 廃食油を固める製品等を利用したり、布（50㎝角以内）や紙に浸み込ませて出す。
除湿機 破砕

除湿剤 破砕・埋立
水になるものは水を捨てて、硬いプラスチック容器は「破砕」へ。棒・ゼ
リー状になるものは「埋立」。（平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立
ごみ指定袋に入れて出す。）

除草剤プラスチック容器 可燃 中身を使い切ってから出す。
食器乾燥機 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
食器棚 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
人工芝 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。
信号筒(自動車用発煙筒) 禁止 使用済みのものは「可燃」へ。
新聞紙 紙リサイクル ひもでくくり、紙リサイクルステーションへ。（10P参照）

す 水槽（ガラス製） 埋立 プラスチック製は「破砕」。
水中めがね 破砕 ガラスレンズは「埋立」へ。
水筒 破砕 ひもははずして「可燃」。
炊飯器 破砕
スーツケース 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
スキー板 粗大 ストック含む1セットで、収集券1枚で出せます。（13P参照）
スキー靴 破砕
すだれ 可燃 袋に入らないものは、1m以下にして、収集券を貼って出す。大きさによっては「粗大」。
スチール（金）たわし 埋立 台所用など
ステレオ 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
ストーブ 破砕 灯油を抜き取り、電池は外す。
ストッキング・タイツ 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
すのこ 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
スノーボード 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
スノーボードの靴 破砕
スピーカー 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

スプリングマットレス 禁止
一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談してください。(33P参照)スプリン
グとマットを分けることができれば、スプリングは「粗大」、マットは
50cm角以内に切って、指定袋に入れて「可燃」で出せます。

スプレー缶 破砕 中身を使い切って出す。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
スポンジ 可燃
炭・たどん 可燃

スレート（自分で処理したもの） 埋立
アスベスト飛散防止のため、中身の見えるビニール袋で梱包した上、指定袋
に入れて出す。業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集でき
ません。出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

せ 生理用品 可燃
石けん 可燃

石膏ボード（自分で処理したもの） 埋立
アスベスト飛散防止のため、中身の見えるビニール袋で梱包した上、指定袋
に入れて出す。業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集でき
ません。出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

接着剤 可燃 固めて「可燃」へ。
せともの 埋立 湯のみ、茶わんなど
洗剤容器（プラスチック） 可燃 ポンプ式のポンプ（金属）部分は「破砕」へ。
せんす（扇子） 可燃

洗濯機【家電リサイクル対象品】 禁止
「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

剪定枝 可燃

1本の直径は5cmまでのものに限る。長さ50㎝までなら指定袋に入れて
出す。長さ50㎝～1mなら、束ねて幅を50cm以内にして、ひもでくくっ
て収集券を貼って出す。
直径5㎝～20㎝のものは、エネルギーセンターへ直接搬入。（ただし、長
さ1m以下のものに限る。）（20P参照）

扇風機 破砕 電池式のものは電池を外す。電池の捨て方は7P参照。
洗面器 破砕
洗面台（陶製） 埋立 大きさ※によっては「粗大」。
洗面台（プラスチック） 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

そ 造花（針金入り） 破砕
掃除機 破砕 電池式のものは電池を外す。電池の捨て方は7P参照。
卒塔婆 禁止

ソファ 粗大

ソファベッド 禁止 一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談してください。（33P参照)

た
体温計（水銀）

使用済筒型乾電池など
リサイクル

透明または半透明の袋に入れて、名前を記入し、「埋立」の収集日に出す。
（平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。（21P参照））

体温計（電子式） 破砕 電池は外す。電池の捨て方は7P参照。
体重計 破砕
タイヤ（自転車や一輪車のゴム部分のみ） 可燃 ゴム部分のみの場合は「可燃」へ。

タイヤ（自転車や一輪車のホイールを含む） 破砕

タイヤ（自動車） 禁止 専門業者に相談してください。

竹 可燃

1本の直径は5cmまでのものに限る。長さ50㎝までなら指定袋に入れて
出す。長さ50㎝～1mなら、束ねて幅を50cm以内にして、ひもでくくっ
て収集券を貼って出す。直径5㎝～20㎝のものは、エネルギーセンター
へ直接搬入。（ただし、長さ1m以下のものに限る。）

畳 粗大
畳2枚につき収集券1枚。（13P参照）半畳以下のものは、1枚ごとに収集券
を貼って「埋立」へ。（ただし、直接搬入の場合はエネルギーセンターへ。）

タッパー容器 可燃 かたいプラスチック製または金属製のものは「破砕」、ガラス製のものは「埋立」。
建具類 粗大 大きさ※によっては「破砕」。

たてす 粗大
粗大ごみの大きさを超えるものは、市で収集できません。一般廃棄物収
集運搬許可業者へ相談してください。（33P参照）切って丸めるなどし
て、最長辺1m以内であれば、「可燃」として収集券を貼って出せます。

たどん・炭 可燃
タブレット端末 破砕 外せれば中の電池を外す。電池の捨て方は7P参照。
たわし（亀の子たわし） 破砕 金属部分が無い場合は、「可燃」。

単行本 紙リサイクル
ひもでくくり、紙リサイクルステーションへ。古本屋へ持ち込んで買い
取ってもらう方法もあります。

たんす 粗大

ダンボール 紙リサイクル
開いて、ひもで絡んで紙リサイクルステーションへ。金具、粘着テープ
などは取り除く。

ち チャイルドシート 破砕 大きさ・重さ※によっては「粗大」。

茶わん（陶器製） 埋立

茶わん（木製・プラスチック製） 破砕
※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→

破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
チラシ 紙リサイクル ひもでくくり、紙リサイクルステーションへ。
ちりとり 破砕

つ つい立て 粗大
つえ（金属製） 破砕 木製は50cm以内に切って「可燃」。
使い捨てカイロ 埋立 使ってから出す。（平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。）
使い捨てライター 破砕 使い切ってから出す。
机（木製・スチール製） 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
つけもの石 埋立
つけもの床 可燃 乾燥させたもので、少量に限る。
爪きり 破砕
釣竿 破砕 長さ1m以上のものは「粗大」。

て DVD 破砕
DVDプレーヤー 破砕
テーブル 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
デスクマット 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。

テレビ【家電リサイクル対象品】 禁止
「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

電化製品 破砕

大きさ※によっては「粗大」。電池式のものは電池を外す。電池の捨て方は
7P参照。エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は家電
リサイクル対象品のため、家電販売店へ依頼してください。（15P参照）パ
ソコンは製造メーカー等へ連絡し、リサイクルしてください。（16P参照）

電気アンカ 破砕
電気コード 破砕 1m以内に切って出す。

電気ごたつ 破砕
大きさ※によっては「粗大」。こたつとこたつ板はセットで収集券1枚で
出せます。

電気毛布、電気カーペット 埋立
たたんで袋に入れば「電気毛布・電気カーペット」と書いて指定袋で出
す。袋に入らない場合は、1辺1m以内にたたみ、ひもでからんで収集券
を貼って出す。コントロール部分・電気コードは「破砕」へ。

電球 埋立
電子タバコ 破砕
電子レンジ 破砕 大きさ・重さ※によっては「粗大」。

電卓 破砕 電池は外す。

電池
使用済筒型乾電池など

リサイクル
詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

電動アシスト自転車 粗大 バッテリーは外す。
電動シニアカー（セニアカー） 禁止 業者へ依頼。

てんぷら油 廃食用油リサイクル
できるだけ市が設置している回収タンクへ持ち込んでください。（9P参
照）持ち込めない場合は、廃食油を固める製品等を利用したり、布（50㎝
角以内）や紙に浸み込ませて「可燃」で出す。

電話機（固定） 破砕
と トイレの便器（プラスチック製） 破砕 陶製は「埋立」。

籐製家具 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
陶磁器 埋立
塔婆 禁止 専門業者に相談してください。
灯油缶・灯油ポリタンク 破砕 灯油を抜いて、空の状態で出す。
トースター 破砕
時計 破砕 電池は外す。

トタン（自分で処理したもの） 破砕
大きさ※によっては「粗大」。業者が処理したものは「産業廃棄物」のた
め、市では収集できません。出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-
1197）へ相談してください。

土鍋 埋立
ドラム缶 禁止 金属回収業者へ相談してください。
とり灰 埋立 別の袋に入れ、「灰」と記入して指定袋へ。
塗料缶 破砕 塗料を使い切って、空の状態で出す。
塗料類 禁止 塗料販売店などの専門業者に相談してください。
トレイ 可燃 白色トレイは、スーパーなどの店頭回収へ出してリサイクルを。

ドレッシングびん（ガラス製） 埋立
ノンオイルタイプなど、中の汚れがきれいに取れるものは「空きびんリ
サイクル」へ。プラスチック製は「可燃」へ。

な ナイフ 破砕 新聞紙などで包んで、「ナイフ」と記入して指定袋へ。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント

苗箱 禁止 「産業廃棄物」のため、市では収集できません。JAなどに相談してください。

長靴 可燃

流し台 粗大
粗大ごみの大きさ※を超えるものは、市で収集できません。一般廃棄物
収集運搬許可業者へ相談してください。（33P参照）

なべ（ガラス製） 埋立
なべ（金属製・ホーロー製） 破砕
生ごみ 可燃 できるだけ水気を取り除いて出す。
縄 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
軟質プラスチック 可燃 ビニール、卵パック、マヨネーズ容器、液体洗剤容器など。

に ニカド電池
リサイクル協力店

または、市役所窓口 詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

荷造りひも 可燃 長さ50cm以内に切って出す。

ニッケル水素電池
リサイクル協力店

または、市役所窓口 詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

二輪車（オートバイ・バイク） 禁止
廃棄二輪車取扱店に持ち込んで、リサイクルしてください。まずは二輪
車リサイクルコールセンター（電話：050-3000-0727）へ相談を。

人形 可燃 金属部分は「破砕」へ。
ぬ ぬいぐるみ 可燃

金属部分は「破砕」へ。電池式のものは電池を外し「破砕」へ。電池の捨て
方は7P参照。

ぬか床 可燃 乾燥させたもので、少量に限る。

布類 可燃
50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。金属のボタンやファス
ナーは「破砕」へ。

ね 根（木） 埋立 大きさ※によっては「粗大」。
ねこ車（作業用一輪車） 粗大
ネジ・ボルト・ナット等 破砕
ねんど 埋立 紙ねんどは「可燃」。

の 農機具（家庭菜園・園芸用） 破砕 草刈機（油は抜く）程度まで。大きさによっては「粗大」。

農薬のびん（家庭菜園・園芸用） 埋立
薬品は使い切って出す。農業用は「産業廃棄物」のため、市では収集できま
せん。出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

農薬のプラスチック容器（家庭菜園・
園芸用）

可燃
薬品は使い切って出す。農業用は「産業廃棄物」のため、市では収集でき
ません。JAなどに相談してください。

農業用廃プラスチック（農業用ビ
ニール・農業用ポリエチレン）

禁止
「産業廃棄物」のため、市では収集できません。JAなどに相談してくだ
さい。

農薬類 禁止 専門業者に相談してください。
のこぎり 破砕 新聞紙などで包んで、「のこぎり」と記入して指定袋へ。

ノートパソコン 禁止
製造メーカー等へ連絡し、引き取ってもらう。まずはパソコン3R推進協
会へ相談を。（電話：03-5282-7685）
パソコン3R推進協会はこちら→http://www.pc3r.jp/

飲み薬 可燃
飲み薬のびん容器 空きびんリサイクル ふたを取って、中を洗って出す。プラスチック製のものは「可燃」。

は 灰（とり灰） 埋立 別の袋に入れ、「灰」と記入して指定袋へ。

バイク（オートバイ・二輪車） 禁止
廃棄二輪車取扱店に持ち込んで、リサイクルしてください。まずは二輪
車リサイクルコールセンター（電話：050-3000-0727）へ相談を。

パイプ（金属製・プラスチック製） 破砕
パイプベッド 粗大
廃油 禁止 専門業者へ相談してください。

ハウスビニール・パイプ（農業用） 禁止
「産業廃棄物」のため、市では収集できません。出雲保健所 環境保全課
（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

墓石 禁止 専門業者へ相談してください。
はきもの 可燃 金属部分は「破砕」へ。金属部分が取り除けない場合は、「破砕」で出す。
バケツ（金属・プラスチック） 破砕
はしご 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

パソコン 禁止
製造メーカー等へ連絡し、引き取ってもらう。まずはパソコン3R推進協
会へ相談を。（電話：03-5282-7685）
パソコン3R推進協会はこちら→http://www.pc3r.jp/

鉢（陶器製） 埋立 プラスチック製は「破砕」。

発煙筒（自動車用） 禁止
使用済みのものは「可燃」へ。未使用のものは、車用部品販売店・車整備
関連業者などへ相談してください。

バッグ（かばん・ポーチ） 可燃 金属部分は「破砕」へ。金属部分が取り除けない場合は、「破砕」で出す。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント

パック皿 可燃
プラスチック製のトレイなど。白色トレイはスーパーでの店頭回収へ出
してリサイクルを。

バッテリー 禁止 専門業者へ相談してください。
バット 破砕

発泡スチロール 可燃
指定袋に入る大きさに砕いて、指定袋に入れて出す。直接、処理施設へ
持ち込む場合は、そのままで可。

花火(未使用） 禁止 使用済みのものは「可燃」へ。
歯ブラシ 可燃 電気式、金属製は「破砕」へ。
歯磨きチューブ（ラミネート） 可燃 金属製は「埋立」。
刃物・はさみ 破砕 新聞紙などで包んで、「刃物・はさみ」などと記入して指定袋へ。
針 破砕 封筒等に入れ、「針」と記入して指定袋へ。
針金 破砕 1m以内に切って出す。野菜などを束ねてある針金入りテープも同様。
ハンガー（プラスチック・金属製） 破砕

ひ ピアノ 禁止 専門業者へ相談してください。
ビデオテープ 埋立 平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。（21P参照）
ビデオデッキ 破砕
ビニールパイプ 破砕 長さ※によっては「粗大」。
ビニールプール 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。
ビニール袋 可燃
ビニールホース 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
火鉢（陶器製） 埋立 金属製は「破砕」。
ひも類 可燃 長さ50cm以内に切って出す。

肥料袋（家庭菜園・園芸用） 可燃
農業用は「産業廃棄物」のため、市では回収できません。JAなどに相談し
てください。

びん（飲料びん・食品びん） 空きびんリサイクル
ふたを取って、中を洗って出す。（8P参照）汚れが取れないものは、「埋
立」で出す。ビールびん、一升びんはできるだけ酒販店に返す。引き取っ
てもらえない場合は、「空きびんリサイクル」で出す。

びん（飲料びん・食品びん以外） 埋立 割れたびん・化粧品・農薬・食油等のびんや味付けのりのびん。
びんのふた（金属製） 破砕
びんのふた（プラスチック製） 可燃

ふ ファイル 可燃 金属部分は「破砕」へ。紙製のものは「紙リサイクル」へ。
ファックス 破砕 用紙を取り除いて。
ファンヒーター 破砕 灯油を抜き取って出す。
仏壇 禁止 専門業者へ相談してください。

ふとん 可燃

1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。最長辺
1m以上になるものは「粗大」。（佐田・多伎地域は、「燃えるごみ収集券」
を貼って、「埋立」の日に出す。湖陵地域は、「燃えるごみ収集券」を貼っ
て、第4木曜日に出す。（21P参照））

ふとんカバー 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。ファスナーなどの金属部分は「破砕」へ。
ふとん乾燥機 破砕
フライパン 破砕
ブラインド 粗大 大きさ※によっては「破砕」。
プラスチック類（硬いもの） 破砕
プラスチック類（柔らかいいもの） 可燃
プランター（プラスチック製） 破砕
プリンター（パソコンなどの） 破砕

ブルーシート 可燃
50cm角以内に切って、指定袋で出す。金属部分は、「破砕」へ。直接、処
理施設へ持ち込む場合は、（金属部分は取り除いて）そのままの大きさで
持ち込むことも可能。

風呂がま・浴槽（自分で処理したも
の）

燃えないごみの処理
施設へ直接搬入

燃えないごみの処理施設へ「破砕」として持ち込む。業者が処理したもの
は「産業廃棄物」のため、市では収集できません。出雲保健所 環境保全課

（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

ブロック（自分で処理したもの） 埋立
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

フロッピーディスク 破砕
風呂用ふた 破砕

へ ヘアスプレー 破砕 中身を使い切って出す。
ベッド（台座部分） 粗大

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント

ペットの死体
エネルギーセンター

へ直接搬入
小動物専用焼却炉で焼却処理（手数料：3,142円/頭）します。問い合わせ
は、出雲エネルギーセンター（電話：0853-23-9225）へ。（18P参照）

ペットの排泄物 可燃
原則、自己処理でお願いします。処理できない場合は、少量に限り、別
の袋に入れた上で指定袋に入れて出すことができます。

ベッドのマットレス（金属製スプリ
ングあり）

禁止
そのままの場合は禁止。一般廃棄物収集運搬許可業者に相談してください。ス
プリングとマットを分けることができれば、スプリングは「粗大」、マットは
50cm角以内に切って、指定袋に入れて「可燃」で出せます。

ペットボトル ペットボトルリサイクル ふたとラベルをはずして、中を洗って指定袋に入れて出す。（9P参照）
ペットボトルのふた・ラベル 可燃
ヘッドホン 破砕
ペット用トイレ（プラスチック製） 破砕
ペット用トイレシート 可燃 汚物は取り除く。
ペット用トイレの砂 埋立 紙製の砂は「可燃」。
ベビーカー・乳母車 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
ヘルスメーター（体重計） 破砕
ベルト 可燃 ベルト部分は長さ50cm以内に切って出す。金属部分は「破砕」へ。
ヘルメット 破砕

便器（陶製：自分で処理したもの） 埋立
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

弁当箱 破砕
ほ ホイール（自動車） 破砕 タイヤは禁止。専門業者へ相談してください。

防炎シート 埋立
袋に入れば「防炎シート」と記入して、指定袋で出す。袋に入らない場合
は、1辺1m以内にたたみ、ひもでくくり、収集券を貼って出す。

ほうき 破砕

防獣ネット 禁止
「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

防虫剤容器（衣料用） 可燃
包丁・刃物 破砕 新聞紙などで包んで、「包丁・刃物」などと記入して指定袋へ。
ホース 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
ホースリール 破砕
ポータブルトイレ 破砕 汚物は取り除く。
ポーチ（バッグ・かばん） 可燃 金属部分は取り除く。金属部分が取り除けない場合は、「破砕」で出す。
ボード類（石膏ボードなど：自分で
処理したもの）

埋立
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

ボール 可燃 ゴルフ、野球、ソフトボール、バレーボールなど。
ボール（金属製） 破砕 ペタンクのボールなど。
ボール（樹脂） 埋立 ボウリングのボールなど。
ボールペン 破砕
ホーロー鍋 破砕
ボタン（プラスチック） 可燃
ボタン（金属） 破砕

ボタン型電池
使用済筒型乾電池など

リサイクル
詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

ポット・魔法瓶 破砕

ホットカーペット 埋立
袋に入れば「ホットカーペット」と書いて指定袋で出す。袋に入らない場合は、1辺
1m以内にたたみ、ひもでくくり、収集券を貼って出す。コントロール部分・電気
コードは「破砕」へ。

ホットプレート 破砕
ポリタンク 破砕 灯油など中のものを抜いて、空の状態で出す。
ポリバケツ 破砕
ボルト・ナット・ネジ等 破砕
保冷剤 埋立 平田地域は透明な別の袋に入れた上、埋立ごみ指定袋に入れて出す。（21P参照）

本・雑誌類 紙リサイクル
ひもでくくり、紙リサイクルステーションへ。古本屋へ持ち込んで買い
取ってもらう方法もあります。

ま マウス（パソコン用） 破砕

まくら 可燃
50㎝角以内に切って、指定袋に入れて出す。大きいもので、切れない場
合は、最長辺1m以内にして収集券を貼って出す。

マジック 破砕
マッサージ機類 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
マッチ 禁止 使用済みのものは「可燃」へ。
マット（敷マット） 可燃 50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。

※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→
破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋
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ごみの種類 分別区分 出し方・ワンポイント
マットレス（磁気入り） 埋立 1辺1m以内にたたんで、ひもでくくって、収集券を貼って出す。
まな板 破砕
豆炭あんか（綿部分） 可燃
マヨネーズ容器（プラスチック） 可燃 ガラス製は「埋立」へ。

み ミキサー 破砕 ガラス部分は「埋立」へ。
ミシン 破砕 大きさ※によっては「粗大」。
みす（すだれ） 可燃 袋に入らないものは、1m以下にして収集券を貼って出す。大きさ※によっては「粗大」。
ミニコンポ 破砕
ミルク缶 破砕 「空き缶リサイクル」では出せません。

め めがね・サングラス 破砕
も 毛布 可燃

50cm角以内に切って、指定袋に入れて出す。または、最長辺1m以内にたたん
でひもでくくり、収集券を貼って出す。毛布1枚につき1枚の収集券が必要です。

毛布（電気式） 埋立
袋に入れば「電気毛布」と書いて指定袋で出す。袋に入らない場合は、1
辺1m以内にたたみ、ひもでくくり、収集券を貼って出す。コントロール
部分・電気コードは「破砕」へ。

木材（自分で処理したもの）
エネルギーセンター

へ直接搬入

20cm角または直径20㎝までで、長さ2mまでの大きさのものは「可燃」と
して出雲エネルギーセンターへ持ち込むことができます。金属類が付いて
いるものは「破砕」として燃えないごみの処理施設へ持ち込む。（19、20P
参照）業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

物干し竿、支柱 破砕
長さ1m以内のものは「破砕」として、1本につき収集券1枚が必要。長さ1m
～2mのものは「粗大」として、5本までは1セットとして収集券1枚で可。

物干し台（コンクリート） 粗大 2本1組で50㎏以内なら、収集券1枚で出せます。（13P参照）

モルタル（自分で処理したもの） 埋立
少量に限る。業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できま
せん。出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

や やかん 破砕
焼肉のたれのびん 埋立
薬品類 禁止 専門業者へ相談してください。

よ
よしず 粗大

粗大ごみの大きさを超えるものは、市で収集できません。一般廃棄物収
集運搬許可業者へ相談してください。切って丸めるなどして、最長辺
1m以内になれば、収集券を貼って「可燃」として出せます。

ら ライター 破砕 ガスを使い切って出す。
ラケット 破砕
ラジオ 破砕 電池は外す。
ラジカセ 破砕 電池は外す。
ラムネのびん 空きびんリサイクル ふたを取って、中を洗って出す。飲み口のプラスチック部分はそのままで可。

ランドセル 可燃
金属部分は取り除く。金属部分は「破砕」へ。金属部分が取り除けない場
合は、「破砕」で出す。

り リチウムイオン電池
リサイクル協力店

または、市役所窓口 詳しくは、7P「④使用済筒型乾電池など」を参照。

リモコン 破砕 電池は外す。電池の捨て方は7P参照。
る ルームランナー 粗大
れ 冷蔵庫・冷凍庫【家電リサイクル対

象品】
禁止

「家電リサイクル対象品」のため、市では収集できません。家電販売店へ
相談してください。（15P参照）

レコード 破砕
レトルト食品のパック 可燃

レンガ（自分で処理したもの） 埋立
業者が処理したものは「産業廃棄物」のため、市では収集できません。
出雲保健所 環境保全課（電話：0853-21-1197）へ相談してください。

レンジ（ガス・電子） 破砕 大きさ・重さ※によっては「粗大」。
レンジガード（レンジカバー） 埋立 汚れているため「埋立」。

ろ ろうそく 可燃
ロープ 可燃 長さ50cm以内に切って出す。
ロッカー 破砕 大きさ※によっては「粗大」。

わ ワープロ 破砕
ワープロのインクリボン 埋立

割りばし
使用済み割りばし

リサイクル
洗って、乾燥させてから出す。（9P参照）竹ばし、塗りばし、プラス
チックばしは「可燃」。

割れもの 埋立
割れたびん、割れたガラス、割れた陶器類などは、新聞紙などに包んで、

「割れガラス」などと記入して指定袋へ。
※2m×1.2m×1mまでかつ重さ50kgまでのもの→粗大ごみ収集券／最長辺1m以内かつたて・よこ・高さの3辺の合計が2m以内かつ重さ20kgまでのもの→

破砕ごみ収集券・埋立ごみ収集券／指定袋に入る大きさで、重さが10kg以下（小は6kg以下）のもの→各種指定ごみ袋


