
出し方・ワンポイントなど

★市指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

か カーコンポ・カーナビ 金属類 〇
カーシェード（車用日よ
け）

燃えるごみ

カーテン 燃えるごみ

カーテンレール 粗大ごみ

カーペット 粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 金属類 〇 電池は抜いて出す

カイロ（使い捨て用） 燃えるごみ 未使用品は空気に触れさせる

鏡（手鏡、卓上用） 陶磁器・ガラス
フレーム等が取外し可能であれば、分別排出してく
ださい

額縁（木製・プラ製） 燃えるごみ
金属製は金属類用袋に。ガラスは陶磁器・ガラス用の袋
に

かご（木製・プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用袋に

傘 金属類

加湿器（電動） 金属類 〇
ガスカートリッジ（ヘア
アイロン等）

金属類 〇
使いきってないもの、穴をあけられないものは、リサイ
クルステーションへ

品目 区分
リサイクルス
テーション

リサイクルス
テーションみよ
し（小型家電）



ガスコンロ・ガステーブ
ル

金属類 電池は抜いて出す。

ガスストーブ 金属類 〇 灯油、電池は抜いて出す

ガスボンベ（LP用） 処理困難物 専門の処理業者に依頼

ガスボンベ（カセット
式コンロ用）

金属類 〇
使いきってないもの、穴をあけられないものは、リ
サイクルステーションへ

ガスレンジマット（アル
ミ製一口用）

金属類

カセットコンロ 金属類 電池は抜いて出す
カセットテープ・ケー
ス

燃えるごみ

カセットデッキ 金属類 〇 電池は抜いて出す

ガソリン 処理困難物 専門の処理業者に依頼

ガソリン携行缶 金属類 中身を抜いて出す

活性炭 燃えるごみ
カタログ・パンフレッ
ト

燃えるごみ 〇

カッターナイフ・小刀 金属類 刃はしまうか、紙等に包んで出す

合羽（レインコート） 燃えるごみ

カップめんの容器（紙
製）

燃えるごみ 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可

カップめんの容器（プ
ラ製）

燃えるごみ 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可



かつら（つけ毛、ウィッ
グ）

燃えるごみ

蚊取り器（電気・電
池）

金属類 〇 電池は抜いて出す

かなづち 金属類
金物類（飲食用缶を除
く）

金属類

かばん（紙・布・革
製）

燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

かばん（金属製） 金属類
花びん（ガラス・陶磁器
製）

陶磁器・ガラス 木製は燃えるごみ用の袋に

壁紙 燃えるごみ

紙おむつ 燃えるごみ 汚物を取り除いて出す

紙箱 燃えるごみ 〇

紙コップ、紙製の皿 燃えるごみ 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可

カミソリ 金属類 刃は紙等に包んで出す

紙粘土 燃えるごみ
紙パック（内側が白いも
の）

燃えるごみ 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可
紙パック（内側が白いも
の以外）

燃えるごみ

紙袋 燃えるごみ 〇

紙やすり 燃えるごみ

カメラ 金属類 〇 電池は抜いて出す



カラーボックス 粗大ごみ

ガラス 陶磁器・ガラス 割れたガラスは紙等に包んで出す
ガラスクリーナー（スプ
レータイプ）

金属類 〇
使いきってないもの、穴をあけられないものは、リサイ
クルステーションへ

刈草 燃えるごみ

枯葉 燃えるごみ
革製品（靴・かばん・ベ
ルト等）

燃えるごみ
金属部分は金属類用袋に（金属部分がとれない場合は燃
えるごみ）

皮むき器（プラ製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

瓦 処理困難物
専門の処理業者に依頼またはグリーン・クリーンふじの
丘

缶（飲料用、食用） 金属類 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可
缶（飲料用、食用以
外）

金属類 ○

缶切り 金属類

換気扇 金属類 プラスチック部分は燃えるごみ用袋に

緩衝材（気泡緩衝材） 燃えるごみ
乾燥剤（シリカゲル）、
脱酸素剤

燃えるごみ

乾電池（使い捨て式） 処理困難物 〇
絶縁してリサイクルステーション又は公共施設の回
収箱へ

乾電池（充電式） 処理困難物
リサイクルマークの記載があるニカド電池、ニッケル水
素電池、リチウムイオン電池は絶縁してリサイクルス
テーションの回収ボックスへ

き キーボード（楽器） 粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば金属類用



キーボード（パソコン
用）

金属類 〇

木・剪定した枝 燃えるごみ 生木:直径10cm、枯木直径20cm程度

着物 燃えるごみ 〇
キャッシュカード（クレ
ジットカード）

燃えるごみ

キャリーバッグ 粗大ごみ
牛乳パック（内側が白い
もの）

燃えるごみ 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可

鏡台（三面鏡など） 粗大ごみ

金庫（耐火式） 処理困難物
グリーン・クリーンふじの丘または専門の処理業者に依
頼

金庫（手提げ式） 金属類

く
クーラーボックス（ハー
ドタイプ）

粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

クーラーボックス（ソフ
トタイプ）

燃えるごみ

空気入れ（自転車用） 金属類

空気清浄機（家庭用） 金属類 〇
空気清浄機のフィル
ター

燃えるごみ

草刈り機 金属類 〇 エンジン式は油類はカラにする

串（木製） 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に
薬（錠剤・カプセルな
ど）

燃えるごみ



薬のびん（飲み薬） 陶磁器・ガラス 〇 汚れたものはリサイクルステーションで回収不可

靴 燃えるごみ

クッション 燃えるごみ

グラス 陶磁器・ガラス

クリアファイル 燃えるごみ

クレヨン 燃えるごみ

車の部品類 処理困難物
修理業者、自動車ディーラー、販売店など専門の処理業
者に依頼

グローランプ（点灯
管）

陶磁器・ガラス

グローブ（野球用等） 燃えるごみ

け
ケーブル（延⾧コード
等）

金属類 〇

ゲーム機（家庭用） 金属類 〇
ゲームソフト（カセット
式）

金属類 〇

蛍光管 処理困難物 〇 割れたものは金属類用の袋に

携帯音楽プレイヤー 金属類 〇 電池は抜いて出す

携帯電話 金属類 〇 または販売店による店頭回収

携帯電話のバッテリー 処理困難物 または販売店による店頭回収

化粧品のびん 陶磁器・ガラス 〇



化粧品のびんのふた（プ
ラ製）

燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

血圧計（電動） 金属類 〇 電池は抜いて出す

血圧計（手動） 処理困難物
ケミカルライト（使い捨
てペンライト）

燃えるごみ

玄関マット 燃えるごみ 金属製は金属類用の袋に

鍵盤ハーモニカ 金属類

こ コード（電気コード） 金属類 〇

コードリール 金属類

コーヒーメーカー 金属類 〇

碁石 陶磁器・ガラス
工具（かなづち、ペンチ
等）

金属類

小型電気製品 金属類 〇

固形石けん 燃えるごみ

ござ 粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

こたつ・こたつ板 粗大ごみ

こたつ布団 粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

コップ（ガラス製） 陶磁器・ガラス 割れたガラスは紙等に包んで出す

碁盤（木製、プラ製） 粗大ごみ



コピー機（家庭用小
型）

金属類 〇

ゴム手袋・ゴム⾧靴 燃えるごみ

コルク抜き 金属類
ゴルフクラブ・ゴルフ
バッグ

粗大ごみ ゴルフクラブをバッグの中に入れて排出

ゴルフボール 燃えるごみ
コンクリートがら・コン
クリートブロック

処理困難物
専門の処理業者に依頼。みよし市不燃物処分場またはグ
リーン・クリーンふじの丘

コンタクトレンズ 燃えるごみ

コンポ（オーディオ） 金属類 〇
木や布が使われているものはリサイクルステーションで
回収不可

コンポスト容器 粗大ごみ 市指定ごみ袋に入れば燃えるごみ

コンロ（電気式） 金属類 〇


