
分　別　早　見　表　（５０音別）

小松島市の指定ごみ袋は４種類♪

燃えるごみ専用袋

プラスチック類

ビン・ガラス類

金属・空き缶類

分別へのご協力

ありがとうございます

ごみ袋は小松島市指定ごみ袋を使用してください。一度に出せるごみは５袋までです。

ごみは収集日当日の午前８時３０分までにお出しください。

事業系一般廃棄物 産業廃棄物 医療系廃棄物 家電リサイクル法対象機器 などは市では回収できません。

粗大ごみ、多量のごみ

環境衛生センターへ直接お持ち込みの場合（有料）

受付日時 月曜日～金曜日 午後３：００～４：３０

処理手数料は市環境衛生センター（０８８５・３２・８２９０）へお問い合わせください。

粗大ごみ戸別収集の場合（無料）

少量の粗大ごみについて、戸別収集を実施しています。

お住まいの地区別に申込み月、収集月が異なります。一度の申し込みで一世帯５個まで受付いたします。

申し込み方法など詳しい内容については、「粗大ごみの戸別収集について」のパンフレットをご覧ください。

ご注意ください！

《廃プラスチック類》と《ペットボトル》の指定ごみ袋は同じですが、収集日が異なります。

プラスチックごみの分別、リサイクルへのご協力をお願いいたします！



【あ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
アイロン 粗大ごみ
空き缶 金属、空き缶類 中をすすぐ

中をすすぐ

割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

プラスチック製 廃プラスチック類

金属製 金属、空き缶類
布製 燃えるごみ

アスベスト含有のものは収集
できない
販売店等に相談する
粉々に砕くことが可能なもの
は砕いて燃えるごみ

油（食用油） 燃えるごみ
布などにしみこませるか、凝
固剤を使用する

網戸の網 ナイロン製 廃プラスチック類
紙製 燃えるごみ 紙以外は取り除く
プラスチック製 廃プラスチック類 プラスチック以外は取り除く

アルミホイル 金属、空き缶類
あんか 電気式 金属、空き缶類

分　別　早　見　表　（５０音別）

空き瓶 びん、ガラス類

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

アルバム

足拭きマット

珪藻土製 びん、ガラス類



【い】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
石 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
衣装ケース 粗大ごみ ３個まで１個扱い
椅子 粗大ごみ １人掛け用は２脚で１個扱い

犬小屋 粗大ごみ
大きさによって処理できな
い場合がある

イヤホン 金属、空き缶類
天然繊維製 燃えるごみ
ナイロン製 廃プラスチック類
革製 燃えるごみ

衣類乾燥機 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

インクカートリッジ 廃プラスチック類 販売店で回収している
インスタントカメラ 金属、空き缶類
インスタントラーメンの袋・容器 プラスチック製 廃プラスチック類

紙製（内側白色） 雑誌類
中身を使い切って汚れを落
とし、雑がみとして雑誌と一
緒に束ねる

その他 燃えるごみ
汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

飲料パック

衣類 金具、ボタンは取り外す



【う】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

植木（剪定くず） 燃えるごみ
長さ50㎝以内、太さ5㎝以
内に切り、ひもで縛って20
㎝ほどの束にする

プラスチック製 廃プラスチック類
ウエットスーツ 廃プラスチック類
浮輪 廃プラスチック類

木・竹製 燃えるごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
紙をはがし分別して指定袋に
入れる

腕時計 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照
ウレタンマット 廃プラスチック類

分　別　早　見　表　（５０音別）

うちわ

植木鉢
陶器 びん、ガラス類

指定袋より大きいものは粗
大ごみ　粗大ごみの場合は５
個で１個扱い



【え】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
エアーキャップ 廃プラスチック類 プチプチ（気泡緩衝材）

エアコン 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

エアポンプ 金属、空き缶類 水槽用

枝 燃えるごみ
長さ50㎝以内、太さ5㎝以
内に切り、ひもで縛って20
㎝ほどの束にする

枝切ばさみ 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

絵本 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
ＭＤ 金属、空き缶類

ＭＤプレイヤー 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

ＬＥＤ電球・ＬＥＤ蛍光灯 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

エレキギター 粗大ごみ
エレクトーン 粗大ごみ

農業用は不可
指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

刃は危険がないように新聞
紙で包む

エンジン 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

リール無し 金属、空き缶類

金属、空き缶類
リールは材質で分別し、指定
袋に入れる

粗大ごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

塩ビ管 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
鉛筆削り 金属、空き缶類

分　別　早　見　表　（５０音別）

絵具チューブ 中身を使い切る

延長コード
リール有り

園芸バリカン 粗大ごみ



【お】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

オイルヒーター（※） 粗大ごみ
オイルは取り除いてください
（※）メーカー問い合わせ

オーディオセット 粗大ごみ スピーカー２個含む
オートバイ 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
オーブントースター 粗大ごみ
お菓子・パンなどの袋 廃プラスチック類

雑誌類
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

燃えるごみ
汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ
電池は外す　電池欄を参照

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

押しピン 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

おしゃぶり 廃プラスチック類

落ち葉 燃えるごみ
指定袋に入れ、他の燃えるご
みと合わせて５袋まで

おにぎりの外装フィルム 廃プラスチック類

斧 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

帯 布製 燃えるごみ
木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

陶器 びん、ガラス類

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

おまる プラスチック製 廃プラスチック類 洗浄する

おむつ 燃えるごみ
汚物はトイレに捨ててから出
す

おむつカバー 布製 燃えるごみ
紙・布製・木製 燃えるごみ 分解・分別する
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

おもり(釣り用) 金属、空き缶類
折り込みチラシ(新聞) 新聞 新聞と一緒に束ねる

金属製 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

折りたたみ机 粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

お菓子の箱

桶

おひつ

汚物入れ

おぼん

おもちゃ

置時計 金属、空き缶類

折りたたみ椅子



【お】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

紙製 燃えるごみ
プラスチック・
モールド製

廃プラスチック類

オルガン 粗大ごみ
温水器・ソーラー 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

購入時のケースなどに入れ
るか新聞紙に包んだものを
ビニール袋に入れる

市役所１階　総合案内所また
は環境衛生センターで回収ま
たは粗大ごみ

デジタル式 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

温冷庫 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

折り詰め容器 汚れを落とす

温度計
水銀 有害ごみ



【か】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
カーステレオ(カーコンポ) 粗大ごみ

ガーデンフェンス 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

カーナビゲーション 粗大ごみ

カーペット 粗大ごみ
指定袋より小さいものは燃
えるごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
布製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

カーラー プラスチック製 廃プラスチック類
貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

カイロ 金属、空き缶類

鏡 粗大ごみ
指定袋より小さいものはび
ん・ガラス類ごみ

鍵 金属、空き缶類
学習机 粗大ごみ 勉強机と椅子は別々に１個扱い

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類 ５個まで１個扱い

掛け軸 燃えるごみ
プラスチック製は廃プラス
チック類ごみ

指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ
電池は外す　電池欄を参照

掛け布団 粗大ごみ ３枚まで１個扱い
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
籐 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

加湿器 粗大ごみ 中の水は除く
ビルドインタイプは収集でき
ない

指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

ガスボンベ（プロパンガス用） 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
ガス湯沸かし器 粗大ごみ

カセットコンロ 金属、空き缶類
ボンベ、電池は外す。電池欄
を参照

カーペットローラー

掛け時計

かさ

額縁

カーマット

粗大ごみ

ガスコンロ

かご

粗大ごみ

分解・分別する

分解・分別する

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

燃えるごみ

個人情報が入っているもの
は裁断してから出す

カーテン
粗大ごみで出す場合は４枚ま
で１個扱い

カード類

シングル・ダブルとも5個で1
個扱い

カーテンレール 粗大ごみ



【か】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

中身を使い切る

屋外の火の気のないところ
で専用器具等で穴をあけて
ガス抜きをする

テープ 燃えるごみ
外側 廃プラスチック類
ねじ 金属、空き缶類

カセットデッキ 粗大ごみ
ガソリン 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

ガソリン携行缶 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる
ヒモで十字に縛って出す

カッターナイフ 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

カッパ（雨ガッパ） 廃プラスチック類
カップ麺の調味料袋 廃プラスチック類

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

カップ麺の包装フィルム 廃プラスチック類
紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

蚊取り線香 燃えるごみ 当日の朝、水を十分含ませる
かなづち 金属、空き缶類 家庭用に限る

布製 燃えるごみ
革製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類
プラスチック製 廃プラスチック類
木製 燃えるごみ

画びょう 金属製 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

花瓶 陶器・ガラス製 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

鎌 金属製 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

釜 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

紙おむつ 燃えるごみ
汚物はトイレに捨ててから出
す

紙コップ 燃えるごみ 汚れを落とす
紙皿 燃えるごみ 汚れを落とす
カヌー 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

手動式
刃は紙に包み「危険」と表示
する

電気式
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

紙粘土 燃えるごみ

カタログ

カセットテープ

カセットボンベ

雑誌類

分解・分別する

汚れを落とす

画板 金具は取り外す

金属、空き缶類

カップ麺の蓋

カップ麺の容器

カバン 金具は取り外す

かみそり 金属、空き缶類



【か】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

洗って、切り開いて
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

内側がアルミ
コーティングさ
れたもの

燃えるごみ

飲食用以外 燃えるごみ 中をすすぐ

紙袋 雑誌類
汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

紙やすり（サンドペーパー） 燃えるごみ
ガム 燃えるごみ
ガムテープ 燃えるごみ

カメラ 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

カメラの望遠レンズ びん、ガラス類
蚊帳（かや） 粗大ごみ
画用紙 燃えるごみ
カラーボックス 粗大ごみ

事業用は不可
３個まで１個扱い

カラオケ機 粗大ごみ 家庭から出たものに限る

ガラス製品 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

枯草 燃えるごみ
指定袋に入れ、他の燃えるご
みと合わせて５袋まで

枯葉 燃えるごみ
指定袋に入れ、他の燃えるご
みと合わせて５袋まで

金具は取り外す
衣類、靴、かばん等

金属製 金属、空き缶類
プラスチック製 廃プラスチック類

瓦 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
缶 金属、空き缶類 中をすすぐ
缶切り 金属、空き缶類

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

乾燥機（食器・布団） 粗大ごみ

石灰

粒状シリカゲル

乾電池 有害ごみ

市役所ロビー、環境衛生セン
ターに回収缶を置いている
電極にセロテープ等を貼って
絶縁する

危険がないように新聞紙で
包む
家庭用に限る

感熱紙 燃えるごみ

プラスチックの注ぎ口は切り
取り廃プラスチック類ごみ

かんな 金属、空き缶類

水に触れると発熱する性質
があるため、ビニール袋に入
れ、指定袋で出す

分解・分別する

雑誌類

乾燥剤

革製品 燃えるごみ

燃えるごみ

緩衝材

皮むき器（ピーラー）

カラーコーン 粗大ごみ

紙パック

内側が白色の
もの



【き】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

木（樹木） 燃えるごみ
長さ50㎝以内、太さ5㎝以
内に切り、ひもで縛って20
㎝ほどの束にする

キーボード（音楽用） 粗大ごみ
指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

キーホルダー 金属、空き缶類 分解・分別する
木くず 燃えるごみ 農業・事業用は不可
ギター 粗大ごみ
キックボード 粗大ごみ
キッチンガード（アルミ箔） 金属、空き缶類
キッチンタイマー 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照
キッチンペーパー 燃えるごみ

布製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類

キッチンワゴン 粗大ごみ
着物 燃えるごみ
脚立 粗大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

キャビネット 粗大ごみ 事業用は不可
キャリーバッグ（赤ちゃん用） 布製 燃えるごみ
キャリーバッグ（旅行用） 粗大ごみ

きゅうす 陶器・ガラス製 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する
洗って、切り開いて
ヒモで十字に縛って出す
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

汚れのひどいものは燃える
ごみ

牛乳びん びん、ガラス類
できるだけ購入した販売店
等に返却する

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
ビニール製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

吸盤 廃プラスチック類
手動（プラス
チック製）

廃プラスチック類

電動 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照
教科書 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
鏡台 粗大ごみ 鏡台・椅子で１個扱い

きり 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

切り花 燃えるごみ
金魚鉢 びん、ガラス類

（※）金属製手提げ金庫のみ
収集できる　耐火金庫は収集
できない

指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

分　別　早　見　表　（５０音別）

キャップ・ふた

キッチンマット

粗大ごみ金庫（※）

牛乳びんのふた

給油ポンプ

牛乳パック 雑誌類



【く】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

空気入れ（自転車用） 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

紙製 燃えるごみ

プラスチック製 廃プラスチック類

クーハン（赤ちゃん用） 布製 燃えるごみ

クーラー（エアコン） 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

クーラーボックス 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

釘 金属、空き缶類 危険がないように新聞紙で包む

草 燃えるごみ
指定袋に入れ、他の燃えるご
みと合わせて５袋まで

草刈り鎌 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

手押式エンジン草刈機は販売
店等にご相談ください
燃料を抜く

鎖（犬用など） 金属、空き缶類

金属製 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

木・竹製 燃えるごみ 危険がないように先を折る
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
木製 燃えるごみ

薬（内服薬） 錠剤・粉末 燃えるごみ
薬のびん（内服用薬） びん、ガラス類

農薬・劇薬用 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
プラスチック製 廃プラスチック類 農薬・劇薬用は除く
籐 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

果物のネット 廃プラスチック類
靴 燃えるごみ 金具は取り外す
靴下 燃えるごみ

ビーズは小分け袋等に入れ
空気を抜いてから指定袋に
入れる

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

スポンジ 廃プラスチック類 ３個まで１個扱い
クッションカバー 布製 燃えるごみ 金具は取り外す

指定袋より小さいプラスチッ
ク製のものは廃プラスチック
類

農業・事業用は不可

果物かご

クッションフロアー ビニール製

クッション
綿・ビーズ

粗大ごみ

燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

串

櫛（くし）

薬の容器

草刈り機 粗大ごみ

空気清浄機のフィルター
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる



【く】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
革製 燃えるごみ
金属製 金属、空き缶類

グラス びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

クリアファイル 廃プラスチック類
クリスマスツリー 粗大ごみ 電飾を含む

布・籐・紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
プラスチック製 廃プラスチック類 分解・分別する

車いす 粗大ごみ
車型のおもちゃ（乗り物） 粗大ごみ
クレヨン 燃えるごみ
グローブ 革製 燃えるごみ
鍬（くわ） 粗大ごみ 農業・事業用は不可
軍手 燃えるごみ

クリップ

クリスマスリース

首輪 分解・分別する

靴べら



【け】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

蛍光灯 びん、ガラス類
購入時のケースなどに入れ
るかまたは新聞紙で包み、袋
に入れる

蛍光ペン 廃プラスチック類
アスベスト含有のものは収集
できない
販売店等に相談する
粉々に砕くことが可能なもの
は砕いて燃えるごみ

携帯電話 金属、空き缶類 販売店で回収している
携帯電話の充電器 金属、空き缶類 販売店で回収している

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

計量はかり 金属、空き缶類
ケーブル（配線用） 金属、空き缶類 農業・事業用は不可
ゲーム機 金属、空き缶類
ゲームソフト 金属、空き缶類
消しゴム 燃えるごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
びん びん、ガラス類

毛染め液 燃えるごみ 新聞紙などにしみ込ませる
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
木製 燃えるごみ
布製 燃えるごみ
金属製 金属、空き缶類

下駄箱 粗大ごみ
家庭用に限る
電池は外す　電池欄を参照
家庭用に限る

購入時のケースなどに入れ
るか新聞紙に包んだものを
ビニール袋に入れる

粗大ごみで申し込むまたは
環境衛生センターに持ち込む

ケトル 金属、空き缶類
布製 燃えるごみ
金属製 金属、空き缶類

健康器具 粗大ごみ

剣山 金属、空き缶類
購入時のケースなどに入れ
るかまたは新聞紙で包み、袋
に入れる

剣道道具 粗大ごみ 面・胴・小手で１個扱い
顕微鏡 粗大ごみ

分解・分別する

分　別　早　見　表　（５０音別）

牽引ロープ

珪藻土マット 珪藻土製 びん、ガラス類

計量カップ

毛染め液のチューブ・容器

下駄

化粧品の容器

血圧計

電子式

水銀式

金属、空き缶類

有害ごみ

分解・分別する



【こ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
碁石（石） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

布製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

工具箱 プラスチック製 廃プラスチック類

雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる
ヒモで十字に縛って出す

紅茶（ティーパック） 燃えるごみ
ゴーグル 廃プラスチック類

紙製 燃えるごみ

布・フェルト・
レース編み・コ
ルク・木製

燃えるごみ

アスベスト含有のものは収集
できない
販売店等に相談する

粉々に砕くことが可能なもの
は砕いて燃えるごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
コード 金属、空き缶類

金属製 金属、空き缶類
プラスチック製 廃プラスチック類

コーヒのフィルター 燃えるごみ
コーヒーメーカー 粗大ごみ
氷枕 燃えるごみ

い草 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類

こたつ（天板を含む） 粗大ごみ
こたつ、こたつ天板で１個扱
い

指定袋より小さいものは燃
えるごみ
３枚まで１個扱い
布団・毛布を含む

こたつカバー 燃えるごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

紙製 燃えるごみ
陶器・ガラス類 びん、ガラス類
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

琴 粗大ごみ
金属製 金属、空き缶類
プラスチック製 廃プラスチック類

碁盤 木製 燃えるごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

コピー機（小型家庭用） 粗大ごみ
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

粉ミルクの容器

コップ

こたつ布団

コードリール

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

ござ類

分　別　早　見　表　（５０音別）

鯉のぼり

コースター

分解・分別する

広告チラシ（新聞折込以外） 雑誌類

珪藻土製 びん、ガラス類

粗大ごみ

コピー用紙 雑誌類



【こ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

コミック 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
ごみ取りネット（洗濯用） 廃プラスチック類

燃えるごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別して指定袋に入れ
る

廃プラスチック類

金属、空き缶類
紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

ゴム（天然ゴム・輪ゴム） 廃プラスチック類
ゴム手袋 廃プラスチック類
ゴム長靴 廃プラスチック類
ゴムホース 廃プラスチック類 50ｃｍ以内に切る
ゴムボート ゴム製 廃プラスチック類
米びつ 粗大ごみ

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

コルク栓 燃えるごみ
コルク抜き 金属、空き缶類
コルクボード 燃えるごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ
ゴルフクラブとゴルフバック
で１個扱い

ゴルフバッグ 粗大ごみ
ゴルフクラブとゴルフバック
で１個扱い

ゴルフボール 燃えるごみ
他の燃えるごみと混ぜて小
分けにして指定袋に入れる

コンクリートブロック 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
コンタクトレンズ 燃えるごみ

家庭から出たものに限る
農業・事業用は不可

コンパス 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

コンパネ 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
コンビニ弁当の容器 プラスチック製 廃プラスチック類 汚れを落とす
コンポ 粗大ごみ スピーカー２個含む

ごみ箱
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

米袋

コンテナ 粗大ごみ

小麦粉の袋



【さ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
サーフボード 粗大ごみ
サイクリングマシーン 粗大ごみ
座椅子 粗大ごみ １人掛け用は２脚で１個扱い

革製
布製

竿（釣り用） 粗大ごみ ５本まで１個扱い
魚焼き網 金属製 金属、空き缶類

洗って、切り開いて
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

内側がアルミ
コーティングさ
れたもの

燃えるごみ

座卓 粗大ごみ
革製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

雑誌類（雑誌・本・菓子箱な
ど）
ヒモで十字に縛って出す

殺鼠剤（ねずみ駆除用） 燃えるごみ
必ず中身を使い切って出す

屋外の火の気のないところ
で専用器具等で穴をあけて
ガス抜きをする

座布団（座敷） 粗大ごみ ５枚まで１個扱い
サポーター 燃えるごみ
サマーベッド 粗大ごみ

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

サラダ油 燃えるごみ
布などにしみこませるか、凝
固剤を使用する

プラスチック製 廃プラスチック類

割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

竹製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

家庭から出たものに限る
３個まで１個扱い

三脚 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

サンダル プラスチック製 廃プラスチック類
三段ボックス 粗大ごみ
三輪車 粗大ごみ

洗浄する

分　別　早　見　表　（５０音別）

財布

皿

金具は取り外す

雑誌 雑誌類

殺虫剤（家庭用スプレー缶）

汚れを落とす

プラスチックの注ぎ口は切り
取り廃プラスチック類ごみ

内側が白色の
もの

陶器

金属製

汚れを落とす

燃えるごみ

三角コーン 粗大ごみ

雑誌類

三角コーナー

金属、空き缶類

サラダボウル

ざる

びん、ガラス類

陶器・ガラス製 びん、ガラス類

サッカーボール

酒パック



【し】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
シーツ 燃えるごみ
ＣＤ 廃プラスチック類

乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

シート（敷物） プラスチック製 廃プラスチック類
指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

カバー等のプラスチックは廃
プラスチック類ごみ

紙製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

シェーバー（電気式） 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

地下足袋 燃えるごみ 金具は取り外す

磁気カード 廃プラスチック類
個人情報が入っているもの
は裁断してから出す

色紙 燃えるごみ
敷布団 粗大ごみ ３枚まで１個扱い
磁気マットレス 粗大ごみ
ジグソーパズル 紙製 燃えるごみ
磁石 金属、空き缶類
辞書・辞典 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
下着 燃えるごみ
下敷き プラスチック製 廃プラスチック類
七輪 粗大ごみ
支柱（園芸用） 粗大ごみ ５本まで１個扱い

室内アンテナ 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

湿布 燃えるごみ
自転車 粗大ごみ

自転車（電動式） 粗大ごみ
充電式電池は外す。充電式電
池欄を参照

自転車用子供シート 粗大ごみ
竹刀 竹製 粗大ごみ ５本まで１個扱い

手押式エンジン芝刈機は販売
店等に相談する

燃料を抜く

芝刈機替え刃 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

写真 燃えるごみ
写真のネガ 廃プラスチック類
ジャッキ（手回し式・油圧式） 粗大ごみ
三味線 粗大ごみ
ジャングルジム（家庭用） 粗大ごみ
シャンデリア 粗大ごみ
じゅうたん 粗大ごみ
充電器 金属、空き缶類 販売店で回収している

収納ケース 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

分　別　早　見　表　（５０音別）

シール

シーリングライト

シャープペン

芝刈機 粗大ごみ

ＣＤプレイヤー 金属、空き缶類

粗大ごみ



【し】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

収納ボックス 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
水晶 びん、ガラス類
プラスチック製 廃プラスチック類
木製 燃えるごみ

ジュニアシート 粗大ごみ
シュレッダー紙 燃えるごみ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ
分別して指定袋に入れる

刃・本体 金属、空き缶類
刃は危険がないように新聞
紙で包む

瞬間湯沸かし器 粗大ごみ
ジョイントマット（パズルマット） プラスチック製 廃プラスチック類
消火器 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
浄化槽のふた 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
浄化槽モーター（ブロワー） 粗大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
木・竹製 燃えるごみ
木製 燃えるごみ 厚さ5cm程度まで
プラスチック製 廃プラスチック類

障子 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
消臭スプレー 金属製 金属、空き缶類 必ず中身を使い切って出す
浄水器 粗大ごみ
浄水器フィルター 廃プラスチック類
消毒用噴霧器 金属、空き缶類 家庭から出たものに限る
照明器具 粗大ごみ
しょうゆ差し 陶器・ガラス類 びん、ガラス類

食品トレイ 廃プラスチック類

食品トレイは洗って、優先的
にスーパーなどの回収箱へ
出す（店によって回収できる
トレイに制限あり）

食用油 燃えるごみ
布などにしみこませるか、凝
固剤を使用する

除湿器（※） 粗大ごみ

（※）フロンガスを使用してい
る場合は、フロン類回収業者
にフロンガスを回収しても
らった後に、フロンガス回収
済みであることがわかる書
類を添付の上、粗大ごみとし
て出す

除湿剤 プラスチック製 廃プラスチック類 中の水は除く
食器洗い乾燥機 粗大ごみ 据え置きタイプに限る
食器棚 粗大ごみ

汚れを落とす
新聞紙で包み指定袋に入
れる

シルバーカー 粗大ごみ

人工芝 プラスチック製 粗大ごみ
指定袋より小さいものは廃
プラスチック類ごみ

新聞織り込みチラシ 新聞 新聞と一緒に束ねる
新聞紙 新聞 ヒモで十字に縛って出す

重箱

数珠

食器類 陶器 びん、ガラス類

将棋盤

プラスチック製 廃プラスチック類

定規

シュレッダー機（家庭用）



【す】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
プラスチック製 廃プラスチック類
ガラス びん、ガラス類
プラスチック製 廃プラスチック類

金属製 金属、空き缶類
魔法瓶はフタ（プラスチック
製）と本体（金属製）を分別

炊飯器 粗大ごみ
スーツケース 粗大ごみ
姿見（鏡） 粗大ごみ
図鑑 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す

スキー板 粗大ごみ
板・ストックは１セットで１個
扱い（靴は別）

スキーストック 粗大ごみ
板・ストックは１セットで１個
扱い（靴は別）

スキャナー 粗大ごみ

スケート靴 粗大ごみ
刃は危険がないように新聞
紙で包む

スケートボード 粗大ごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

すだれ 粗大ごみ ３枚まで１個扱い
ステレオ 粗大ごみ スピーカー２個含む

ストーブ（電気・石油・ガス） 粗大ごみ
灯油、乾電池は必ず取り除く
電池欄を参照

ストーブガード 粗大ごみ
ストッキング 燃えるごみ
砂 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
すのこ 粗大ごみ
スノーボード 粗大ごみ
スノーブーツ 粗大ごみ
スピーカー 粗大ごみ ２個まで１個扱い

スプリングマットレス 粗大ごみ

（※）スプリングが入っている
場合はバネやフレームなどの
金属部分とマット部分に分け
る

必ず中身を使い切って出す

屋外の火の気のないところ
で専用器具等で穴をあけて
ガス抜きをする

すべり台（子供用遊具） 粗大ごみ
スポンジ プラスチック製 廃プラスチック類
スマートフォン 市で収集できないごみ 販売店で回収している
スマートフォンの充電式電池 市で収集できないごみ 販売店で回収している
炭 燃えるごみ 当日の朝、水を十分含ませる
墨 燃えるごみ 新聞などにしみこませる

プラスチック製 廃プラスチック類

金属製 金属、空き缶類
刃は危険がないように新聞
紙で包む

ビニール製 廃プラスチック類
布製 燃えるごみ

スリッパ

水槽

水筒

スコップ

スライサー

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

スプレー缶 金属製 金属、空き缶類

分　別　早　見　表　（５０音別）

指定袋より大きいものは粗
大ごみ



【せ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
精米機（小型家電類） 粗大ごみ
生理用品 燃えるごみ
石油給湯器（屋外） 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
石炭 燃えるごみ
石鹸 燃えるごみ
セメント（粉） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

線香 燃えるごみ
電気式は電池を外す　電池欄
を参照

洗濯機 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

剪定した枝・木 燃えるごみ
長さ50㎝以内、太さ5㎝以
内に切り、ひもで縛って20
㎝ほどの束にする

扇風機 粗大ごみ
洗面化粧台 市で収集できないごみ 建築廃材は不可

分　別　早　見　表　（５０音別）

洗濯物干し（たこ足など）



【そ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
双眼鏡 粗大ごみ
掃除機 粗大ごみ
ソファー 粗大ごみ １人掛け用は２脚で１個扱い
ソファーベット 粗大ごみ

そり（子供用玩具） プラスチック製 粗大ごみ
指定袋より小さいプラスチッ
ク製のものは廃プラスチック
類

分　別　早　見　表　（５０音別）



【た】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
家庭用に限る

購入時のケースなどに入れ
るか新聞紙に包んだものを
ビニール袋に入れる

市役所１階　総合案内所また
は環境衛生センターで回収ま
たは粗大ごみ

家庭用に限る
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

台車 粗大ごみ

体重計 粗大ごみ
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

プラスチック製 廃プラスチック類
紙製 燃えるごみ

タイプライター 粗大ごみ
タイヤ（自転車用） 廃プラスチック類
タイヤチェーン 粗大ごみ
タオル 燃えるごみ
竹馬 粗大ごみ
竹ぼうき 粗大ごみ
畳 粗大ごみ 一畳を６等分に切断する
卓球台 粗大ごみ
たてず（たてすだれ） 粗大ごみ
棚 粗大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
紙製 燃えるごみ

竹製
指定袋より小さい木製のも
のは燃えるごみ

プラスチック製
指定袋より小さいプラスチッ
ク製のものは廃プラスチック
類

たわし 金属、空き缶類 針金、金属入り
単行本 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
単車（オートバイ） 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
タンス 粗大ごみ
ダンベル 粗大ごみ
ダンボール 段ボール ヒモで十字に縛って出す

中身を使い切って、汚れを落
とす

樽

分　別　早　見　表　（５０音別）

たい肥袋・容器

卵のパック

体温計

有害ごみ水銀

金属、空き缶類電子式

粗大ごみ



【ち】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
チェーンソー 粗大ごみ 農業・事業用は不可

地球儀 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

チャイルドシート 粗大ごみ
必ず中身を使い切って出す

※ガス抜きの仕方　屋外の火
の気のないところで輪ゴムま
たはテープで点火レバーを固
定し、ガス抜きを行う

注射器 市で収集できないごみ 医療機関で引き取ってもらう

注射針 市で収集できないごみ 医療機関で引き取ってもらう

チューナー 粗大ごみ
指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

チューブ（自転車のみ） 廃プラスチック類 自分で交換したものに限る
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

チョーク 燃えるごみ
新聞折込み 新聞 新聞と一緒に束ねる

新聞折込み以外 雑誌類
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

分　別　早　見　表　（５０音別）

チューブ類（歯磨き粉など）

チラシ

中身を使い切って、汚れを落
とす

チャッカマン 金属、空き缶類



【つ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
机 粗大ごみ
土 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

つっぱり棒 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

指定袋より小さいものはび
ん・ガラス類ごみ

危険がないように新聞紙で
包む

つまようじ 燃えるごみ 危険がないように先を折る
木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

詰め替えパック・ボトル プラスチック製 廃プラスチック類
中身を使い切って、汚れを落
とす

釣り糸 廃プラスチック類
釣り竿 粗大ごみ ５本まで１個扱い

釣り針 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

つるはし 粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

積み木

つぼ 陶器・ガラス製 粗大ごみ



【て】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
DVD（ケースを含む） 廃プラスチック類
DVDドライブ 金属、空き缶類
DVDレコーダー 粗大ごみ

取り出し口のビニールは除去
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

ティッシュペーパー 燃えるごみ
布・紙製
セロハン
ナイロン製 廃プラスチック類

テーブル 粗大ごみ
布製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

手押し車 粗大ごみ

手帳 雑誌類
個人情報が含まれる部分は
小さく切る、ビニールカバー
等は廃プラスチック類ごみ

鉄筋 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

鉄板 粗大ごみ
指定袋より小さいものは金
属・空き缶類ごみ

ゴム製 廃プラスチック類
布・革・毛糸製 燃えるごみ

テレビ 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

テレビ台 粗大ごみ
電気温水器 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
電気カーペット 粗大ごみ

電気こたつ 粗大ごみ
こたつ、こたつ天板で１個扱
い

電気毛布 粗大ごみ

電球（蛍光灯を除く） びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

電気オルガン 粗大ごみ

電磁調理器 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

電子手帳 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

電子ピアノ 粗大ごみ
電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

電卓 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照

分　別　早　見　表　（５０音別）

テーブルクロス

手袋

テープ

ティッシュの箱 雑誌類

燃えるごみ

テープレコーダー 金属、空き缶類



【て】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

充電式 市で収集できないごみ
充電式リサイクル協力店の充
電式リサイクルボックスへ出
す

乾電池 有害ごみ

市役所ロビー、環境衛生セン
ターに回収缶を置いている
電極にセロテープ等を貼って
絶縁する

ボタン型 市で収集できないごみ
ボタン電池回収協力店のボ
タン電池回収箱へ出す

テント 粗大ごみ
電動工具 粗大ごみ 事業用は不可

電動式自転車 粗大ごみ
充電式電池は外す。充電式電
池欄を参照

電動歯ブラシ 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

転落防止柵 粗大ごみ
粗大ごみ

FAX付 粗大ごみ
電話台 粗大ごみ
電話帳 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す

電話機

電池



【と】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ドア 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
トイレットペーパーの芯 燃えるごみ

温水洗浄便座も収集可
便器は収集不可

籐家具 粗大ごみ

陶磁器 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

灯油 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
20ℓ以下
必ず中身を使い切って出す
フタを外す

手動（プラス
チック製）

廃プラスチック類

電動 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照
トースター 粗大ごみ
戸棚 粗大ごみ
トタン 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
土のう袋 プラスチック製 廃プラスチック類 中の土は庭などで処理する
ドライヤー 金属、空き缶類
ドラム缶 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
ドラムセット 粗大ごみ
トランシーバー 粗大ごみ 電池は外す　電池欄を参照
トランポリン（玩具） 粗大ごみ

鳥かご 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

塗料 燃えるごみ 新聞などにしみこませる
金属製 金属、空き缶類
一斗缶 粗大ごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
紙製
木製
金属製 金属、空き缶類

泥 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
家庭から出たものに限る
指定袋より小さい木製のも
のは燃えるごみ

トロフィー 金属製 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

トロ箱 木製 粗大ごみ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

缶・プラスチッ
ク製

粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

トレイ

灯油ポンプ

塗料缶 中身は必ず使い切る

灯油容器・灯油缶

燃えるごみ

トイレ便座 粗大ごみ



【な】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

金属製 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

プラスチック製 廃プラスチック類
長靴 廃プラスチック類

ナタ 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

鍋 金属製 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

生ごみ 燃えるごみ 水をきって出す
生ごみ処理容器（コンポスター） 粗大ごみ 洗浄する
鉛（釣り用） 金属、空き缶類
波板 市で収集できないごみ 建築廃材は不可

布製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類
布製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類

分　別　早　見　表　（５０音別）

縄

縄跳び

ナイフ



【に】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

ニカド電池（充電式） 市で収集できないごみ
充電式リサイクル協力店の充
電式リサイクルボックスへ出
す

ニス 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

二段ベッド 粗大ごみ
解体する　解体できていない
ものは収集できない

ニッケル水素電池（充電式） 市で収集できないごみ
充電式リサイクル協力店の充
電式リサイクルボックスへ出
す

庭木 燃えるごみ
長さ50㎝以内、太さ5㎝以
内に切り、ひもで縛って20
㎝ほどの束にする

プラスチック製 廃プラスチック類
布・紙製 燃えるごみ

人形飾りひな壇 粗大ごみ ひな人形は含まない

人形（ケース入り） 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

分　別　早　見　表　（５０音別）

人形



【ぬ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ぬいぐるみ 燃えるごみ
布類（布くず・布ぎれ） 燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）



【ね】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ネガフィルム（写真用） 廃プラスチック類
ねこ車 粗大ごみ 農業用は不可
ねじ 金属、空き缶類
ネット（食品梱包用） プラスチック製 廃プラスチック類
寝袋（シュラフ） 燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）



【の】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
農機具（耕運機など） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農機具につける爪や刃 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農業用の波板 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農業用ビニール（マルチシート） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農業用肥料袋 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農薬 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
農薬の容器 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
ノート 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す

ノートパソコン 市で収集できないごみ
資源有効利用促進法により
有料でメーカーが引取り

のこぎり 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

ノミ（工具） 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

分　別　早　見　表　（５０音別）



【は】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
バーベル 粗大ごみ
灰（焼却灰） 燃えるごみ 当日の朝、水を十分含ませる
バイク 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
パイプ椅子 粗大ごみ ２脚まで１個扱い

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

はがき 燃えるごみ

書き損じたはがきや不要に
なったはがきは郵便局で手
数料を払えば交換してもらえ
る

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

はさみ 金属、空き缶類
危険がないように新聞紙で
包む

梯子 粗大ごみ

パソコン 市で収集できないごみ
資源有効利用促進法により
有料でメーカーが引取り

パソコンキーボード 金属、空き缶類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

パソコン台 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

パソコン用ディスプレイ 市で収集できないごみ
資源有効利用促進法により
有料でメーカーが引取り

陶器・ガラス製 びん、ガラス類
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

発電機 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
木製
金属製

発砲スチロール 廃プラスチック類

バドミントンシャトル 燃えるごみ
ナイロン製は廃プラスチック
類ごみ

バドミントンラケット 金属製 金属、空き缶類
木製は燃えるごみ、ガットは
はずして廃プラスチック類ご
み

花（生花・ドライフラワー） 燃えるごみ
プラスチック製は廃プラス
チック類ごみ

花火 燃えるごみ 水に十分浸してから出す
廃プラスチック類

電動式 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照

刃物 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

パラソル（ビーチ） 粗大ごみ
パラボラアンテナ（家庭用） 粗大ごみ

針 金属、空き缶類
危険がないように紙などで
包む

針金 金属、空き缶類

歯ブラシ

５本まで１個扱いバット（野球・ソフトボール） 粗大ごみ

バケツ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

分別して指定袋に入れる

鉢

バインダー



【は】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

分　別　早　見　表　（５０音別）

パレット（運送用） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
ハロゲンヒーター 粗大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

ハンガーラック 粗大ごみ

雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

ハンマー（かなづち） 金属、空き缶類
パン焼き機（ホームベーカリー） 粗大ごみ

ハンガー

パンフレット 雑誌類



【ひ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ピアニカ 金属、空き缶類
ピアノ 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

ビーズクッション 廃プラスチック類
中身が飛び散らないように
小袋等にまとめてから指定
袋に入れる

ビーチマット 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

ビールケース 粗大ごみ
できるだけ購入した販売店
等に返却する

ビールびん びん、ガラス類
できるだけ購入した販売店
等に返却する

ひげそり 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

充電式電池は外す。充電式電
池欄を参照

テープ 燃えるごみ
外側 廃プラスチック類
ねじ 金属、空き缶類

ビデオテープのケース プラスチック製 廃プラスチック類
ビデオデッキ 粗大ごみ
ひな壇 粗大ごみ
ひな人形セット 粗大ごみ
ビニール（包装など） 廃プラスチック類
ビニールクロス 廃プラスチック類 日曜大工で出たものに限る

ビニールシート 廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

ビニールバック 廃プラスチック類 金具は取り外す

ビニールプール 廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

火鉢 粗大ごみ
布製 燃えるごみ
ビニール製 廃プラスチック類

ヒューズ ガラス製 びん、ガラス類
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

びょうぶ 粗大ごみ
肥料 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

中をすすぐ
割れたものは紙に包んで「危
険」と表示する

びん びん、ガラス類

分　別　早　見　表　（５０音別）

ひも

ビデオカメラ 金属、空き缶類

ビデオテープ 分解・分別する



【ふ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ファックス 粗大ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ
灯油、乾電池は必ず取り除く
電池欄を参照

封筒 雑誌類
汚れのひどいものや特殊加
工をしてるものは燃えるごみ

フェンス 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
ふすま 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
プチプチ（気泡緩衝材） 廃プラスチック類
仏壇 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
フットバス 粗大ごみ

３枚まで１個扱い
掛け布団・敷布団・毛布・こた
つ布団を含む

布団乾燥機 粗大ごみ
フライパン 金属、空き缶類
ブラインド 粗大ごみ 家庭用に限る
ぶら下がり健康器具 粗大ごみ

プラモデル 廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

プランター 粗大ごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ　粗大ごみの場合は５
個で１個扱い

プリンター 粗大ごみ

プリント類（学校等での配布物） 雑誌類
個人情報が含まれる部分は
小さく切る

プロジェクター 粗大ごみ
ブロック（コンクリート） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
フロッピーディスク 金属、空き缶類
プロパンガスボンベ 市で収集できないごみ 販売店等に相談する
噴霧器 金属、空き缶類 農業・事業用は不可

分　別　早　見　表　（５０音別）

布団 粗大ごみ



【へ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

ベッド 粗大ごみ
マットレスはベッドマットまた
はマットレス参照

ペットの小屋 粗大ごみ
大きさによって処理できな
い場合がある

ペットのトイレ プラスチック製 廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

ペットのトイレ砂（販売しているも
の）

燃えるごみ ふんは取り除く

ヘッドホン 金属、空き缶類

ペットボトル ペットボトル
キャップ・ラベルを外し、中を
すすぐ

ペットボトルのキャップ 廃プラスチック類
ペットボトルのラベル 廃プラスチック類
ベビーカー 粗大ごみ
べビーサークル 粗大ごみ
ベビーバス 粗大ごみ
ベビーベッド 粗大ごみ マットも含む

ヘルスメーター 粗大ごみ
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

フルフェイス 粗大ごみ

事業用は不可

金具は取り外す

プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

温水洗浄便座も収集可
便器は収集不可

ベンチ 粗大ごみ 家庭から出たものに限る

便座 粗大ごみ

ペン

分　別　早　見　表　（５０音別）

ヘルメット
自転車・スポー
ツ・作業・防災
用（家庭用の
み）

廃プラスチック類



【ほ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ホイール（車両用） 市で収集できないごみ 自動車等用品は不可

竹・木製 燃えるごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

プラスチック製 廃プラスチック類 ５本まで１個扱い
帽子 燃えるごみ

包丁 金属、空き缶類
鋭利なものは厚紙に包むな
どして「危険」と表示する

ボウリングのボール 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
50ｃｍ以内に切る
リールは材質で分別し、指定
袋に入れる

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

金属、空き缶類 分解・分別する

廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

ポータブルトイレ 粗大ごみ 洗浄する
ボート（釣り用など） 木製 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
ボール ゴム製 廃プラスチック類

廃プラスチック類
金属、空き缶類

墨汁 燃えるごみ 新聞紙などにしみ込ませる

ポスター 雑誌類
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

ボタン型電池 乾電池
ボタン電池回収協力店のボ
タン電池回収箱へ出す

ポット 粗大ごみ
ホットプレート 粗大ごみ

びん びん、ガラス類
プラスチック製 廃プラスチック類

ポリカーボネイト 市で収集できないごみ 建築廃材は不可
ポリタンク 粗大ごみ 20ℓ以下
保冷剤 燃えるごみ

ホワイトボード 廃プラスチック類
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

本 雑誌類 ヒモで十字に縛って出す
本棚・本箱 粗大ごみ

手動（プラス
チック製）

廃プラスチック類

電動 金属、空き缶類 電池は外す　電池欄を参照
ボンベ（LP・高圧） 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

ポンプ（灯油用）

哺乳瓶

ボタン

ボールペン

廃プラスチック類

分　別　早　見　表　（５０音別）

ほうき

ホース

分解・分別する

ホースドラム（ホースリール）



【ま】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
麻雀卓 粗大ごみ

麻雀マット 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

マウス（パソコン用品） 金属、空き缶類

布・綿・蕎麦殻・
ビーズ製

燃えるごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ

スポンジ 廃プラスチック類 ３個まで１個扱い
布・紙製
不織布

マッサージ器 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

マッサージチェア 粗大ごみ
マッチ 燃えるごみ 水に十分浸してから出す

プラスチック製 廃プラスチック類
布製 燃えるごみ

マットレス（※） 粗大ごみ

（※）スプリングが入っている
場合はバネやフレームなどの
金属部分とマット部分に分け
る

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類

マルチシート（家庭菜園用） 廃プラスチック類 農業用は不可

マンガン電池 乾電池

市役所ロビー、環境衛生セン
ターに回収缶を置いている
電極にセロテープ等を貼って
絶縁する

マンホールのふた（浄化槽） 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

分　別　早　見　表　（５０音別）

まくら

マット

まな板

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

マスク 燃えるごみ



【み】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

指定袋より小さいものは材
質で分別して指定袋に入れ
る

刃は危険がないように新聞
紙で包む

ミシン 粗大ごみ 事業用は不可
水切りかご プラスチック製 廃プラスチック類

木製 燃えるごみ
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

耳かき

ミキサー



【む】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

蒸し器 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

虫メガネ びん、ガラス類
むしろ 粗大ごみ 農業用は不可
虫取り網 粗大ごみ ５本まで１個扱い

指定袋より大きいものは粗
大ごみ

乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

分　別　早　見　表　（５０音別）

無線機 金属、空き缶類



【め】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
メガネ びん、ガラス類
メダル 金属、空き缶類
メジャー プラスチック製 廃プラスチック類
綿棒 燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）



【も】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

粗大ごみ
指定袋より大きいものは粗
大ごみ　粗大ごみの場合は３
枚で１個扱い

燃えるごみ 布団・こたつ布団を含む
木琴 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

物置 市で収集できないごみ 処理困難物は不可
物干し竿 粗大ごみ ２本まで１個扱い

台部分にセメントがついてい
る場合は収集不可　セメント
を除いて出す

２台まで１個扱い
３個まで１個扱い
事業用は不可

もろぶた 粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

毛布

物干し台 粗大ごみ



【や】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
やかん 金属製 金属、空き缶類
焼き網 金属製 金属、空き缶類
薬品類 市で収集できないごみ 販売店等に相談する

金属製 金属、空き缶類
紙製 燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）

やすり



【ゆ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
プラスチック製 廃プラスチック類
金属製 金属、空き缶類

ユニット芝生 燃えるごみ
ユニット式人工芝は廃プラス
チック類ごみ

ゆりかご 粗大ごみ

湯沸かし器（※） 粗大ごみ
(※）ガス湯沸かし器（瞬間湯
沸かし器）は収集可　石油給
湯器は収集不可

分　別　早　見　表　（５０音別）

湯たんぽ



【よ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
浴室マット 発砲ウレタン 廃プラスチック類 指定袋に入る大きさに切る
浴槽のふた 粗大ごみ
よしず（たてすだれ） 粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）



【ら】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
分解・分別する
必ず中身を使い切って出す

プラスチック製 廃プラスチック類

※ガス抜きの仕方　屋外の火
の気のないところで輪ゴムま
たはテープで点火レバーを固
定し、ガス抜きを行う

木製・カーボン 燃えるごみ
ラバーやガットは廃プラス
チック類ごみ

金属製 金属、空き缶類
粗大で出すなら５本まで１個
扱い

ラジオ 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

ラジカセ 粗大ごみ
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

ランタン（ランプ） 粗大ごみ
指定袋より小さいものは材
質で分別し、指定袋に入れる

ランドセル 燃えるごみ 金具は取り外す

分　別　早　見　表　（５０音別）

ライター

金属、空き缶類金属製

ラケット



【り】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

リール（釣り具） 金属、空き缶類
充電式電池は外す。充電式電
池欄を参照

リチウム電池（使い切り） 有害ごみ

市役所ロビー、環境衛生セン
ターに回収缶を置いている
電極にセロテープ等を貼って
絶縁する

リチウムイオン電池（充電式） 市で収集できないごみ
充電式リサイクル協力店の充
電式リサイクルボックスへ出
す

リモコン 金属、空き缶類
乾電池、充電式電池は外す
電池欄を参照

リヤカー 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

分　別　早　見　表　（５０音別）



【る】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ルーフキャリアー（車用） 粗大ごみ
ルームランナー 粗大ごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）



【れ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考

冷温庫 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

（※）冷水機（家庭用） 粗大ごみ

（※）フロンガスを使用してい
る場合は、フロン類回収業者
にフロンガスを回収しても
らった後に、フロンガス回収
済みであることがわかる書
類を添付の上、粗大ごみとし
て出す

冷蔵庫 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

冷凍庫 市で収集できないごみ
家電リサイクル法対象機器は
不可　小松島市ごみの分け
方・出し方参照

（※）冷風機 粗大ごみ

（※）フロンガスを使用してい
る場合は、フロン類回収業者
にフロンガスを回収しても
らった後に、フロンガス回収
済みであることがわかる書
類を添付の上、粗大ごみとし
て出す

レコードプレイヤー 粗大ごみ
れんが 市で収集できないごみ 処理困難物は不可

分　別　早　見　表　（５０音別）



【ろ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ろうそく 燃えるごみ

ビニール・ナイ
ロン製

廃プラスチック類

天然繊維製 燃えるごみ
ローラースケート（インライン含
む）

金属、空き缶類

ロールカーテン 粗大ごみ
ロッカー 粗大ごみ 家庭用に限る

分　別　早　見　表　（５０音別）

ロープ



【わ】 №１

品名 素材・区分 分別区分 備考
ワープロ 粗大ごみ
ワイヤーロープ 金属、空き缶類

ワインオープナー 金属、空き缶類
電気式は電池を外す　電池欄
を参照

輪ゴム 廃プラスチック類

和紙 雑誌類
雑がみとして雑誌と一緒に束
ねる

綿 燃えるごみ

分　別　早　見　表　（５０音別）


