
ごみ分別 &

質問等 回答 出し方のポイント

可燃ごみについて

１

ヘルメットやCD、DVDはキラキラ

しているけど、「不燃ごみ」じゃ

ないの？

ヘルメットやCD、DVDは、燃え

るので「可燃ごみ」でお願い

します。

２

使い捨てカイロは、中に石のよ

うなものが入っているから「不

燃ごみ」じゃないの？

確かに、使い捨てカイロの中

には石のような物が入って

いますが、燃えるので、「可燃

ごみ」で出してください。

３

使い捨てライターは「不燃ごみ」

ですか？

（チャッカマンは「不燃ごみ」

ですか？）

使い捨てライター類は、中を

使い切って「可燃ごみ」でお

願いします。

ただし、チャッカマンは、金

属部分が取れれば、その部分

は「不燃ごみ」でお願いしま

す。

可燃性粗大ごみについて

４

「可燃ごみ」と「可燃性粗大ご

み」の違いはなに？

燃えるごみのうち指定袋に

入らないものが「可燃性粗大

ごみ」です。

５

ガラス戸のついた食器棚や、ガ

ラスのついた障子は、出しても

いいの？

ガラス戸は取り外してくだ

さい。ガラス（不燃物）が取

り外せない場合は、「不燃性

粗大ごみ」に出してくださ

い。

６

引越しをするので、タンスや机

を出したいのですが。

引越し等で大量にごみが出

る場合には、直接ほうきリサ

イクルセンターに搬入して

ください。

「可燃性粗大ごみ」

処理料金

10kg当たり164円

不燃ごみについて

７

「不燃ごみ」の基準は？ 燃えない素材で一斗缶(23㎝

×23㎝×35㎝)より小さいも

のが「不燃ごみ」です。

Q A



質問等 回答 出し方のポイント

８

蛍光灯や傘は、一斗缶より長い

が「不燃ごみ」で大丈夫？

蛍光灯や傘の骨は一斗缶よ

り長いですが、「不燃ごみ」で

出してください。

蛍光灯は破裂防止のため、

買換えの際の箱等になる

べく入れて出してくださ

い。

９

傘は布が付いたままで出したら

だめですか？

傘の布は「可燃ごみ」骨の部

分は「不燃ごみ」で出してく

ださい。

10

消火器は「不燃ごみ」に出して

いいの？

空のものは、直接ほうきリサ

イクルセンターに搬入して

ください。(１～10型まで)

中身があるものは、取扱業者

に依頼してください。

不燃性粗大ごみについて

11

「不燃性粗大ごみ」の基準は？ 燃えない素材で一斗缶(23㎝

×23㎝×35㎝)以上の大きさ

のものが「不燃性粗大ごみ」

です。

12
ストーブを出したいのですが。 灯油を完全に抜いて、電池を

はずして出してください。

電池は「不燃ごみ」です。

13

ぶら下がり健康器、マッサージ

器は「不燃性粗大ごみ」で出し

てもいいですか？

ぶら下がり健康器、マッサー

ジ器等の健康器具は硬い金

属が使われているため、普通

の金属と分けて処理する必

要がありますので、直接ほう

きリサイクルセンターに搬

入してください。

「不燃性粗大ごみ」

処理料金

10kg当たり174円

不燃性粗大ごみについて

14

スプリングが入っているソファ

ーは「不燃性粗大ごみ」で出した

らいいの？

ソファー、ベッド等にスプリ

ングが使用されているもの

は、直接ほうきリサイクルセ

ンターに搬入してください。

※搬入後、持込まれた方で解

体作業(スプリングとその他

の部分)もしていただく事と

なっております。

スプリングの使用されて

ないものは、「可燃性粗大

ごみ」または「不燃性粗大

ごみ」で出してください。



質問等 回答 出し方のポイント

小型家電について

15

小型家電リサイクルってなに？ 小型家電に含まれるレアメ

タル等のリサイクルと、ごみ

減量を目的とした新たな取

り組みです。

16

小型家電リサイクルの対象品目

は？

対象になるのは、電池または

電気で動く家電製品です。た

だし、『家電リサイクル法』の

対象品目と割れて危険なも

の（蛍光灯、電球）は対象外

です。

『家電リサイクル法』の対

象品目は、次頁の№19回答

にあります。

17

小型家電はどうやって回収して

いるの？

平成25年11月から小型家電

回収ボックスを設置して、小

型家電の回収を開始し、平成

27年４月から3ヶ月に１回程

度「小型家電の収集日」を設

け、ごみステーション回収を

実施しています。また、「不燃

性粗大ごみ」に含まれる小型

家電もほうきリサイクルセ

ンターで選別し、回収してい

ます。

小型家電を出す際は、電池

や バッテリーを外して

下さい。

18

個人情報を含む携帯電話、パソ

コン等はどうすればいいの？

小型家電回収ボックスの投

入口（20㎝×40㎝）入る携帯

電話、ノートパソコン等は、

個人情報を消去してからボ

ックスに出してください。入

らないパソコンは、直接ほう

きリサイクルセンターに搬

入してもらうか、『資源有効

利用促進法』に基づき、廃棄

されるパソコンのメーカー

に回収の申し込みをしてく

ださい。

回収するメーカーがない

場合

一般社団法人

パソコン３Ｒ推進協会

ホームページ

http://www.pc3r.jp

℡03-5282-7685



質問等 回答 出し方のポイント

19

テレビや冷蔵庫を出したいので

すが。

ブラウン管テレビ、液晶テレ

ビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、

冷凍庫、エアコン、洗濯機、

衣類乾燥機は『家電リサイク

ル法』でリサイクルすること

が義務付けされています。小

型家電リサイクルの対象外

ですので、購入した電気店や

量販店に引取を依頼してく

ださい。

リサイクル料金、収集運搬

料金がかかります。

びん類について

20
「びん類」の基準は？ ４リットル以下の飲料用、食

品用のびんです。

ふた、ラベルを取り、中を

洗って出してください。

21

食用油やドレッシング等の油に

関係するびんは、「不燃ごみ」で

あることは知っていますが、洗

ってもびん類にならないの？

油に関係するびんの中を完

全に洗うことは難しいため、

「不燃ごみ」に出してくださ

い。

22

飲み薬のびんは「びん類」で出し

てもいいですか？

飲み薬のびんは「びん類」で

出してもかまいません。

軟膏のような塗り薬のび

んは、「不燃ごみ」で出し

てください。

23

化粧品のびんは「びん類」で出し

たらだめなの？

化粧品のびんには鉛等の成

分を含むものがありほうき

リサイクルセンターが行っ

ているリサイクルの方法に

は向きませんので、「不燃ご

み」でお願いします。

24

びんのラベルは絶対に取らなく

てはならないのか？

ラベルが取ってないと回収

しないということではあり

ません。ただ、出来るだけ取

ってください。

缶類について

25
「缶類」の基準は？ ４リットル以下の飲料用・食

品用の缶です。

中を洗って出してくださ

い。

26

カセットガスボンベやスプレー

缶の出し方は？

カセットガスボンベやスプ

レー缶は「缶類」になります。

必ず中身を使い切って、穴を

開けて出してください。

ヘアカラー用などの小さ

なスプレー缶も「缶類」に

なります。穴を開けて出し

てください。

27
サラダ油の缶は缶類でいいの？ 油の缶は「不燃ごみ」でお願

いします。



質問等 回答 出し方のポイント

28

クッキーや海苔の缶の出し方

は？

クッキーや海苔の缶は、ふた

も本体と同じですので、両方

「缶類」で出してください。

ふたをしないで出してく

ださい。（缶の中を確認す

る作業が必要になるため

です。）

29

缶詰の缶の出し方は？ ①ふたが外れたらふたは「不

燃ごみ」に、本体は「缶類」

になります。

②ふたがついたままなら、中

に押し込んで「缶類」で出

します。

30

ビールやジュースの缶をつぶし

て出したらだめなのか？

缶を圧縮するときに、からみ

難くなるため、つぶさずに出

してください。

「新聞・チラシ広告類」、「雑誌・雑紙類」、「段ボール」について

31

「新聞、チラシ広告類」

「段ボール」

「雑誌・雑紙類」

の分け方がわからない。

特に「新聞・チラシ広告類」と

「雑誌・雑紙類」を説明してほし

い。

①「新聞、チラシ広告類」は

新聞と新聞に入っていた

チラシのみ。

②「段ボール」は、段ボール

のみ。

③「雑誌・雑紙類」は①②以

外の紙類です。

窓あき封筒のセロハンや

ティッシュ箱のビニール

部分は取り除いて、「雑紙

類」で出してください。

メモ用紙も「雑紙類」にな

ります。

※①②③は混ぜないで、そ

れぞれの類でひもで束ね

てください。

布類について

32

「布類」とは？ 古着だけでなく、毛布・カー

テンも「布類」です。

ただし、レースのカーテンは

ダメです。

レースのカーテンは、指定

袋に入れば「可燃ごみ」、

入らなければ「可燃性粗大

ごみ」です。

33

古着の基準は？ 古着については、基本的に次

の方が古着として着るとい

う方法(再使用)で資源化さ

れますので、できるだけ着ら

れるものをお願いします。

ボロボロのものや下着は

「可燃ごみ」に出してくだ

さい。

34

布団を「布類」では出せないの

か？

綿が入っているものは、「可

燃性粗大ごみ」でお願いしま

す。



質問等 回答 出し方のポイント

牛乳パック類について

35

ジュースやお茶の紙パックは出

してもいいですか？

ビニールコーティングの無

いものは、「牛乳パック類」で

出してください。

ビニールコーティングが

してあるものは、「可燃ご

み」になります。

36

小さい紙パックでもいいです

か？

500ミリリットル以上の紙パ

ックが対象です。

ビニールコーティングの

無い小さい紙パックは「雑

紙類」になります。

発泡スチロール・トレーについて

37

りんご・なし等を包んでいる白

い緩衝材は出してもいいのか？

りんご等を包んでいる白い

緩衝材は、発泡スチロールで

はありません。「可燃ごみ」に

出してください。

38

色つきの「発泡スチロール」や

「トレー」は出したらダメな

の？

基本的に、白色のみのものを

お願いします。ただし、トロ

箱については、文字や色があ

ってもＯＫです。

色つきでもよさそうなも

のもありますが、トレーメ

ーカー等でも、見分けが付

かない製品もあるためで

す。

ペットボトルについて

39

「ペットボトル」のラベルはど

うしても外さなくてはならない

のか？

「ペットボトル」のラベル

は、とても外しやすいので、

必ず外してください。

ラベルはペット素材では

ありません。

40

色がついている「ペットボトル」

や、小さい「ペットボトル」はだ

めなのか？

色付きや、500ミリリットル

以下の小さな「ペットボト

ル」でも、右欄のマークのあ

るものは全てOKです。

41
取手が取れないものがあるが。 取れないものは、そのまま出

してください。

その他

42

ポイ捨てされている缶の分類

は？

不法投棄されている缶は汚

れていることが多いため、

「不燃ごみ」で出してくださ

い。

43
錆びたスプレー缶やガスボンベ

は、「不燃ごみ」ですか？

処理施設での爆発事故の危

険性を無くすため、スプレー

缶やガスボンベは錆びてい

ても、必ず穴を開けて「缶類」

で出してください。



質問等 回答 出し方のポイント

44

ほうきリサイクルセンターに

は、いつ持ち込めばよいのです

か？

月～金曜日

８時30分～16時30分

土曜日

８時30分～11時30分

日曜日、祝祭日

休み

となります。

ほうきリサイクルセンタ

ー

倉吉市巌城1637-9

℡26-9890


