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事業活動に伴って生じた一
般廃棄物は、法律により事
業者自らが適正に処理する
こととなっています。

事業活動に伴うごみで、
事業主が責任を持って
処理しなければならないもの

ご　

み

家庭ごみ

事業ごみ

産業廃棄物

●産業廃棄物の問い合わせ先 鳥取県東部総合事務所　
生活環境局環境循環推進課    TEL0857-20-3668

分
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一般廃棄物

可燃ごみ

缶・ビン

プラスチックごみ

ペットボトル

白色トレイ

小型破砕ごみ

乾電池類

大型資源ごみ

家電リサイクル製品

パソコンリサイクル

二輪車（バイク）リサイクル

ＦＲＰ船リサイクル

消火器リサイクル

収集できないごみ
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（1）可燃ごみ
代　表　例 出し方の注意

生ごみ クレヨン

食用油 おむつ・紙おむつ

野球ボール
ベルト

貝がら
輪ゴム

竹ぐし・庭木の枝

くつ・長ぐつ

かばん

ぬいぐるみ

●生ごみは十分水切りをしてください。

●不燃物は取り除いてください。

●新聞、雑誌、ダンボール等は、学校、

　公民館等の資源ごみ回収に出してくだ

　さい。

●かばん、ベルト等の付属金属類は、取

　り除いて出してください。

●ふとん、じゅうたん等は、指定袋に入

　れてください。袋に入れば、切断する

　必要はありません。

●竹ぐし、庭木の枝は、必ず折って出し

　てください。

2

●町指定ごみ袋に入れて出してください。指定袋以外は収集しません。
※町指定ごみ袋は、町内の小売店で販売しています。

生ごみなどの燃えるごみ

共通
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●町指定ごみ袋に入れて出してください。指定袋以外は収集しません。
※町指定ごみ袋は、町内の小売店で販売しています。

生ごみなどの燃えるごみ

共通

（2）缶・ビン
代　表　例 出し方の注意

代　表　例 出し方の注意

出せない缶・ビン

●中身を空にしてから、さっと洗って出

　してください。

●ビンのふた、缶づめのふた（完全にと

　る）、プルトップ式のふたは、すべて取

　り外して、小型破砕ごみに出してくださ

　い。

●缶はつぶさないで出してください。

●出せる缶の大きさは100ml缶から粉

　ミルク缶程度までの大きさです。

●出せるビンの大きさは、ドリンクビン

　から1升ビンの大きさです。

●菓子缶で、粉ミルクの直径より大きな

　ものは小型破砕ごみに出してください。

ジュースカン ビールカン 空カン

ウイスキービン

酒ビン ジュースビン

飲み薬のビン 栄養ドリンクビン

ペットフードの缶

菓子缶

飲料用・食料用のビン類・缶類

●缶・ビンに出せないものは小型破砕ご

　みへ出してください。

●割れたビンは、小型破砕ごみに出して

　ください。

●のりのビンや、密閉式の金具が付いて

　いるビンは、小型破砕ごみへ出してく

　ださい。

化粧品
消毒液

（オキシドール）

ヘアリキッド

のりのビン

3

●袋等に入れないで、専用容器（カゴ）に直接入れてください。

共通
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（3）プラスチックごみ

（4）ペットボトル

代　表　例 出し方の注意

代　表　例 出し方の注意

4

●　　が入ったものはプラスチックごみ
　に出せます。
●プラスチック製以外のものは取り除い
　てください。
●汚れたものは、軽く水洗いして出して
　ください。
●ポンプ式のシャンプー容器等のポンプ
　部分は、外して小型破砕ごみに出して
　ください。
●ビニールホースは束ねて出してくださ
　い。
●スポンジは袋に入る大きさにして出し
　てください。
●金属部分が取り除けない物は小型破砕
　ごみに出してください。

●ふたとラベルははがしてください。
●水洗いして、つぶさずに出してくださ
　い。
●醤油は取っ手がついている大きなもの
　でも大丈夫です。可能であれば、取っ
　手ははずして　ください。
●色つきのペットボトルも対象です。
●絵を書いたり工作したものなどは、プ
　ラスチックごみに出してください。
●茶渋がついていても、さっと洗ってペッ
　トボトルに出してください。

買物袋 ラップ

歯ブラシ

ビニールホース

卵のパック 洗剤容器

スポンジ

（中身を必ず使いきってから出すこと）

プラスチック、ビニールだけでできている
50cm以下のもの

アルミコーティングした袋

お
願
い

お
願
い

お
願
い

①のようにゴミ袋は二重にしないで、
②のように一枚のゴミ袋にまとめて入れて
　ください。

① ②

●町指定ごみ袋に入れて出してください。指定袋以外は収集しません。
※町指定ごみ袋は、町内の小売店で販売しています。

●町指定ごみ袋に入れて出してください。指定袋以外は収集しません。
※町指定ごみ袋は、町内の小売店で販売しています。

「清涼飲料水」「酒類」「醤油・醤油加
工品」「乳飲料」「みりん・みりん風調
味料」「食酢」「麺つゆ」が入った左図
の表示があるペットボトル

※「ドレッシング」や「焼き肉のたれ」、「ソー
　ス類」などが入った容器は、プラスチックごみ
　に出してください。

智頭
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（6）小型破砕ごみ
代　表　例 出し方の注意

●スプレー缶類は、爆発の原因となりま
　すので、中身を使い切り、必ず穴を開
　けて出してください。ただし、火の近
　くで開けないでください。

●ライターのガスは抜いて出してくださ
　い。※使い終わった後も、時間をおい
　て火がつかないか何回か確認してくだ
　さい。

●ガラス、刃物、割れ物、電球等は、危
　険ですので透明な袋に入れて、出して
　ください。（赤字で「キケン」と書く）

●電気コードは、短く巻いて出してくだ
　さい。

●針金等の長いものは、束ねて出してく
　ださい。

●化粧品容器（プラスチック製以外）は、
　小型破砕ごみに出してください。中身
　は必ず空にしてください。

注1　50ｃｍ以上のものは、大型資源
　　　ごみに出してください。
注2　木製部分は、外して可燃ごみに出
　　　してください。

不燃物のうち缶・ビン・プラスチックごみ・
乾電池等を除いた小型の不燃物

割れたビン ガラス LED照明
白熱電球

スプレー缶・カセットボンベ

コード

懐中電灯

ライター

おもちゃ（混合物）
フタ（金属類）

縫い針 包丁 化粧品ビン

なべ

やかんフライパン

CD
カセット（ビデオ）テープ

5

●袋に入れないで、直接カゴに入れてください。
（※刃物、割れ物等の危険な物、カゴの網の目より小さい物は透明な袋に入れて出してください。）

（5）白色トレイ
代　表　例 出し方の注意

●きれいに洗って、出してください。
●角が割れるなどの多少の破損は大丈夫ですが、原形を
　とどめていないものはプラスチックごみへ出してくだ
　さい。
●表面に色のついたトレイはプラスチックごみへ出して
　ください。白いマーク等がついている時は白色トレイ
　として出してください。
●きのこのカップ、カップ麺のカップ、たこやき、納
　豆の容器はプラスチックごみです。

底の浅い白い食品トレイ

●町指定ごみ袋に入れて出してください。指定袋以外は収集しません。
※町指定ごみ袋は、町内の小売店で販売しています。

共通
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（8）大型資源ごみ
代　表　例 出し方の注意

（7）乾電池類
代　表　例 出し方の注意

●単1～単5までの筒型乾電池、9Ｖの
　角型電池のみです。

●ボタン電池、充電式電池は、収集出来
　ません。販売店等にご相談ください。

●蛍光管は、購入されたケースに入れて
　出してください。ケースが無い場合は、
　新聞紙等で保護をして出してください。

●電球型蛍光管は、蛍光管として出して
　ください。

●デジタル体温計、割れた蛍光管は小型
　破砕へ出してください。

●割れた水銀体温計は、透明な袋に入れ
　て乾電池類に出してください。

筒型乾電池・水銀体温計・蛍光管

乾電池 水銀体温計

蛍光管

●散らからないように、1箇所にまとめて出してください。

●石油ストーブは油を抜いてから出して
　ください。※油のタンク以外にも、ス
　トーブ本体に油を貯めるところがあり
　ます。ストーブ本体の油がよく残って
　いますのでご注意ください。

●電化製品等の乾電池は、必ず取り除い
　てください。

●電化製品等のコードは、取らなくても
　いいです。

●木製のものは収集しません。木製等が
　付属のものは、できるだけ可燃性部分
　を外して出してください。

●家電リサイクル法に基づく製品などは 
　出さないでください。

ストーブ MD・CDコンポ

スノーダンプ 自転車

一輪車
ゴルフクラブ
＆バッグ

スキー板

6

●そのまま出してください。

50cm以上～1.8m以下の不燃物

智頭
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（8）大型資源ごみ
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●そのまま出してください。

50cm以上～1.8m以下の不燃物
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（9）家電リサイクル法対象製品
　家電リサイクルは、一般家庭から排出された特定の家電製品の有用な部品や材料をリサイクルして
廃棄物を減量、資源の有効活用をするためのものです。

1.家電小売業者に引き取りを依頼し、リサイクル料金と収集運搬料金
　を支払う。
2. 郵便局でリサイクル料金の支払いを行い、家電小売業者、もしくは
　因幡環境整備（株）電話（８７－６６６８）に引き取りを依頼し、収集
　運搬料金を支払う。
3.郵便局でリサイクル料金の支払い手続きを行い、直接指定引取場所
　に持ち込む。
4.直接指定引取場所に持ち込み、その場でリサイクル料金を支払う。
※食品や衣類などは必ず取り除いてから出してください。

対象となる家電製品

①ブラウン管テレビ
②プラズマテレビ
③液晶テレビ
④衣類乾燥機
⑤電気冷蔵庫・冷凍庫
⑥エアコン（室外機含む）
⑦電気洗濯機

※リサイクル料金は、メーカーによって異なります。

※家電リサイクル法の詳細については、（財）家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページ
 （http://www.rkc.aeha.or.jp）をご覧ください。

※従来は、廃棄する家電製品のメーカーによって、直接持ち込む指定引取場所が決まっていましたが、
　現在はどちらの指定引取場所でも、全てのメーカーの家電製品を持ち込むことができるようになり
　ました。

指定引取場所 住　　　所 電話番号

（0857）23-0591

（0857）28-6251

鳥取市正蓮寺99（株）牧浦商店

日本通運（株）
鳥取支店 千代水倉庫

鳥取市千代水4-38

排出方法

　事前に廃棄物の品名・料金区分やメーカー名（製造業者等名）をご確認ください。料金区分
やリサイクル料金は、郵便局に備え付けの「家電リサイクル券システム「料金郵便局振込方
式」手続きのご案内」や、（財）家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページ
（http://www.rkc.aeha.or.jp）で調べることができます。
　郵便局に備え付けの「振込払込書」に所定の事項をご記入の上、リサイクル料金をお振り込
みください。（振込手数料が必要です。）

●郵便局でリサイクル料金を支払うときは

智頭
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（10）パソコンリサイクル

1.リサイクルするパソコン製品の種類とメーカー名を確認してください。

2.「ＰＣリサイクルマーク」の有無を確認してください。

3.メーカーへ回収のお申込みの連絡をお願いします。

■自分で組み立てた自作パソコン、倒産したメーカー・輸入販売会社のパソコンなど、回収するメーカー
がないパソコンは、「一般社団法人パソコン3R推進協会」が窓口となり、有償で回収・再資源化します。

■家庭向パソコンは原則としてマークがついて販売されていますが、一部、お申込みなどに基づきメーカ
ーからPCリサイクルマークをご送付する製品や、購入時にシールとして梱包等してある場合もございます。
詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。

マークのついてない製品の場合

マークがついている場合リサイクル
に出す時の費用は一切かかりません。
※注
PCリサイクルマークのついたパソコ
ンでも、万一メーカーが倒産した場合
は「一般社団法人パソコン3R推進協
会」が回収・資源化します。但し、新た
に所定の回収再資源化料金が必要と
なります。

マークがついていない場合

「回収再資源化料金」といって、
いらないパソコンをリサイクル
するためのお金がかかります。
金額は、お持ちのパソコンメー
カーによって異なります。

このマークが

PCリサイクルマークです。

PCリサイクルで回収するのは、こちらのようなパソコン製品です。

※メーカーが明らかでないパソコンは、一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会（TEL03-5282-7685）にお問い合せください。

ある ない

●氏名　●住所　●電話番号
製品カテゴリー
(デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、CRTディスプレイなど)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

直接連絡

マークのついている製品の場合
※

メーカーより振込用紙を送付

リサイクル費用の支払い 
支払方法はメーカーによって異なります。

メーカーより「エコゆうパック伝票」を送付 パソコンを簡易梱包し、「エコゆうパック伝票」を貼付 

●デスクトップパソコン本体
●液晶ディスプレイ一体型パソコン　●CRTディスプレイ一体型パソコン

●ノートブックパソコン ●液晶ディスプレイ ●CRTディスプレイ

メーカーの
リサイクル受付

※PCリサイクルマークがついたパ
ソコンでも、万一メーカーが倒産
した場合は「一般社団法人パソコ

ン3Ｒ推進協会」が
回収・再資源化し
ます。但し、新た
に所定の回収再資
源化料金が必要と
なります。

8
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4.排出するパソコンを梱包してください。

5.回収の仕方をお選びください。
○戸口集荷を希望する場合
「エコゆうパック伝票」に記載されている連絡先の郵便局に連絡し、集荷日時を決めて
いただくと後日集荷に伺います。なお、指定日時にご不在であった場合、製品を玄関口
などに出されていても回収しかねますのでご注意ください。

○郵便局へ持ち込む場合
梱包、「エコゆうパック伝票」貼付の上、最寄りの郵便局※注の小包窓口にお出しくだ
さい。あくまでもメーカーへの事前の申込みによる「エコゆうパック伝票」の入手が前
提となりますので、たとえ持込みでも「エコゆうパック伝票」が未貼付のものは受付で
きませんのでご注意ください。

※注
｢コンビニエンスストア｣・｢郵便切手類販売所｣・｢簡易郵便局｣・｢郵便局以外のゆうパック取扱所｣では取扱できません。

お手数ですが、パソコンの梱包はご自身で行っていただきます。その際、ダンボールへの箱
詰めなど、郵送途中で破れない程度の簡易梱包をお願いします。

注意点
●輸送料金などの費用は一切、かかりません。
●申込み内容と、回収されたパソコンが違う場合、製品集荷倉庫にて確認の上、返
　品させていただきます。
●一旦回収されたパソコンの返品はできないので、お気をつけください。
●大切なデータの管理はみなさま自身の責任でお取扱い願います。

梱包は、
●重量は30kgまで
●梱包の縦、横、高さの合計が1.7m以内でお願いします。
●発泡スチロールなどの緩衝材は不要です。

デスクトップパソコン（本体）とデ
ィスプレイなど、複数台数を同時
にリサイクルに出す場合は、それ
ぞれ1台ずつ梱包願います。 

[同梱可能なもの]
マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど、ご購入時の標準添付品

[同梱不可能なもの]
プリンタなどの周辺機器、取扱説明書／マニュアル、フロッピィディスク、CD-ROM　など

正しい知識で、
リサイクル
しなくちゃね。

・プリンター、スキャナーなどの周辺機器、ワープロは対象ではありません。
・自作パソコンなど製造業者が不在のパソコンの引取り方法については、一般社
　団法人パソコン3Ｒ推進協会のホームページ（http://www.pc3r.jp）をご覧く
　ださい。　　
・各メーカーの受付（問い合わせ）窓口は、一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会の
　ホームページ（h t t p : / / w w w . p c 3 r . j p）をご覧になるか、電話
（03-5282-7685）でお問い合せください。

共通
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（11）二輪車（バイク）リサイクル

（12）FRP船リサイクル  

○鳥取県東部地域の指定引取窓口

　（株）牧浦商店　鳥取市正蓮寺99番地　TEL 0857-23-0591

○二輪車リサイクルシステムの問い合わせ先

　二輪車リサイクルコールセンター　 TEL 03-3598-8075
　受付時間　午前9時30分～午後5時（土・日・祝日・年末年始等を除く）

○（公益財団法人）自動車リサイクル促進センター　
　http://www.jarc.or.jp

　二輪車の適正な回収・リサイクルを目指し、国内二輪車メーカー4社と輸入業者12社が中心
となって、「二輪車リサイクル」の自主取り組みを開始しています。
　この制度により二輪車（原付自転車含む）を廃棄する場合は、リサイクルネットワークのス
テッカーが掲示してある「廃棄二輪車取扱店」もしくは「指定引取窓口」に引き渡してくださ
い。
　各メーカーが定めるリサイクル料金が必要となりますが、右図のリサイクルマ
ークが添付してある二輪車については不要です。（※ただし、2011年10月以
降、リサイクルマークが貼ってない車輌もリサイクル料金が不要となります。）
　なお、この制度に参加していない販売店でも、従来どおり二輪車の廃棄は行え
ます。
※廃棄二輪車取扱店へ持ち込む場合は、別途収集・運搬料金が必要となります。

  FRP（ガラス繊維強化プラスチック）船のリサイクルシステムの運用が始まっています。このリサ
イクルシステムにより、FRP船を適正に処理することができます。（ＦＲＰ船は適正に破砕され、セ
メント原料等にリサイクルされます。）

　毎年、このリサイクルシステムを利用したリサイクルの受付が行われています。詳細については、
「社団法人 日本舟艇工業会　ＦＲＰ船リサイクルセンター」にお問い合わせください。

＜社団法人 日本舟艇工業会　FRP船リサイクルセンター＞
　〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-1浅野第1ビル6F

　Tel.03-3567-6929
　http://www.marine-jbia.or.jp/  

10
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（14）インクカートリッジ里帰りプロジェクト

（13）消火器リサイクル

 
 

 

　消火器の取扱い及び解体処理に
は、専門的な知識と設備を必要と
します。消火器の処分は（社）日本
消火器工業会が地域の販売代理店
等と協力して行い、リサイクルされ
ています。詳しくはお近くの販売店、
又は（社）日本消火器工業会（消火
器リサイクル推進センター）へお問
い合わせください。 

問い合わせ先　（社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）    
　　　　　　　　TEL03-5829-6773   http://ferpc.jp/   

　ブラザー、キャノン、デル、セイコーエプソン、ヒューレット・パッカード（HP）、レックスマークの6社の
家庭用の使用済みインクカートリッジについて、これらのメーカーでは日本郵政グループと共同で「イン
クカートリッジ里帰りプロジェクト」として、回収・リサイクルを行っています。
　家庭用インクジェットプリンタの普及に伴い、インクカートリッジは国内で年間約2億個使用されてい
ると推定されています。使用済みインクカートリッジの再資源化に取り組むことで、循環型社会の形成を
推進することが出来ます。
　智頭町では、智頭郵便局にインクカートリッジを回収する専用の箱が設置してあります。回収は無料で
す。みなさんのご家庭に使用済みインクカートリッジがありましたら、この回収ボックスに入れてください。
　回収された使用済みインクカートリッジは、プリントメーカーごとに仕分けされ、
各メーカーが責任をもってリサイクルします。また、回収したカートリッジ1個あたり
3円の寄付を国連環境計画（UNEP）に対して実施しています。
＜注意事項＞
・業務用のトナーカートリッジは対象外です。
・6社の純正インクカートリッジのみを入れてください。ラベ　ルや梱包材は
　入れないでください。
・著しい破損品や改造品は入れないでください。

11
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（15）収集できないごみ
代　表　例

※収集できないごみについては、町担当課へお問い合わせください。

・タイヤ
・ボンベ類（プロパン等）
・浴槽
・チェーンソー（エンジン付）
・消火器
・塗料、廃油
・ドラム缶
・ワイヤー（事業用）
・耐火金庫
・劇毒物、危険物及びその容器
・爆発物、発火物等
・ピアノ、電子オルガン、エレクトーン　
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・医療廃棄物（注射器、注射針等）
・温水器、サンヒーター、ボイラー
・瓦、コンクリート、ブロック、タイル
・土砂、土石、ガレキ
・農薬
・農業用機械・資材
（農機具、草刈機、草刈機の刃、農薬の容器、
　肥料袋、あぜシート、ビニールシートなど）
・バッテリー
・二輪車（バイク）
・自動車等の部品
・漁網、漁具
・建築廃材
・電動三輪車

●購入先や専門業者などに処理を依頼してください。

 

共通



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

可燃アイスノンあ
小型破砕アイスピック

小型破砕アイロン

布部分は可燃へ出してください。大型資源アイロン台

可燃アクセサリー(木製）

小型破砕アクセサリー(金属製・複合素材）

布部分は可燃へ出してください。大型資源アコーディオンカーテン

木製部分は可燃へ出してください。大型資源足踏みミシン

収集しませんあぜシート

50cm以上は大型へ出してください。小型破砕アタッシュケース

小型破砕アダプター(ＡＣ、ＤＣ）

50cm以上は大型へ出してください。小型破砕圧力なべ

中身を固めるか、紙布などに浸して出してください。可燃油（食用）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません油（食用以外）

中身を使い切ってふたを外して出してください。水洗いは不要です。缶・ビン油ビン(食用／オリーブ油・ごま油等）

中身を使い切ってふたを外して出してください。水洗いは不要です。小型破砕油ビン(食用以外／整髪料、ミシン油等）

可燃雨具(ビニール製以外／カッパ、アノラック）

プラスチック雨具(ビニール製／カッパ）

木製は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源雨戸

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源雨どい

1.8ｍ以上は処理困難物です。プラスチック網(プラスチック製）

小型破砕網(金属製）

可燃網(布製）

大型資源編み機

木製は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源網戸(サッシ等）

可燃編み針(竹製）

小型破砕編み針(金属製）

プラスチック編み針(プラスチック製）

金属の部分は、外して小型へ出してください。可燃アルバム

プラマークの入った菓子袋など。（プラマークのないものは可燃に出してください。）プラスチックアルミコーティング袋

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源アルミサッシ

汚れを落として出してください。小型破砕アルミ箔

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんアルミホイール(自動車・単車用）

汚れを落として出してください。小型破砕アルミホイル

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕アルミレンジフード

小型破砕泡立器

小型破砕あんぜんピン

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源アンテナ(室外用）

小型破砕アンテナ(室内用）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源アンプ

木製、布部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源あんま機(椅子型）

大型資源衣装ケース(金属製）い
50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック衣装ケース(プラスチック製）

可燃衣装ケース(木製・紙製）

小型破砕移植ごて

厚さ20㎝以下にしてください。可燃いす(木製）

3．ごみの分別と出し方（50音順）



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

スポンジはプラへ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源いす(金属製・プラスチック製）

可燃板きれ

可燃板戸

大型資源一輪車(スポーツ用・ねこ車）

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビン一升瓶

中身を空にして、キャップは取外して出してください。水洗いは不要です。小型破砕一斗缶(18㍑缶・金属製）

中身を空にして、キャップは取外して出してください。水洗いは不要です。プラスチック一斗缶(18㍑缶・プラスチック製）

木製は可燃へ出してください。大型資源犬小屋

50cm以下は小型へ出してください。大型資源犬のゲージ

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕鋳物鍋

小型破砕イヤホン

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕イヤリング

ボタン・ジッパーなどできるだけ外してください。可燃衣類

7Ｐ参照家電リサイクル製品衣類乾燥機

小型破砕入れ歯

木製以外のものは、小型へ出してください。可燃色鉛筆

プラスチック製はプラへ出してください。可燃印鑑(はん）

小型破砕インクリボン

インクカートリッジ里帰りプロジェクトにご協力ください。

販売店等でもリサイクル用に回収しています。11Ｐ参照
小型破砕インクカートリッジ

小型破砕インターホン

小型破砕インラインローラースケート

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビンウイスキーのビンう
7Ｐ参照家電リサイクル製品ウインド型エアコン

大型資源ウインドファン

可燃植木

土は洗い落として出してください。50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕植木鉢(陶器）

土は洗い落として出してください。50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック植木鉢(プラスチック製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源植木用支柱

可燃ウェットスーツ

プラスチック浮輪・浮き袋

鳥取県東部環境クリーンセンターへお問い合せください。収集しませんうす(石製）

厚さ20cm以下にしてください。可燃うす(木製）

プラスチック部分はプラへ出してください。可燃うちわ・せんす

皮、布部分は可燃へ、ボタン電池は取外して出してください。小型破砕腕時計

布部分は可燃へ、スポンジはプラへ出してください。大型資源乳母車

可燃羽毛布団

布、綿は可燃へ、金属部分は大型へ出してください。プラスチックウレタンソファー

布、綿は可燃へ出してください。プラスチックウレタンマット

可燃運動靴

プラスチックエアキャップ(クッション材）え
7Ｐ参照家電リサイクル製品エアコン(室内機・室外機）

プラスチックエアマット

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕映写機

金属製は大型へ出してください。可燃ＡＶラック

7Ｐ参照家電リサイクル製品液晶テレビ

木製部分はできるだけ外して出してください。小型破砕枝切りばさみ

可燃枝類



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

中身を空にしてフタを取り外して出してください。小型破砕絵の具

古紙回収リサイクルへお願いします。可燃絵本

小型破砕LED電球

不燃部分は小型へ出してください。可燃エレキギター

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんエレクトーン

コードは短く巻いて出してください。小型破砕延長コード

コードは巻いたまま出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源延長ドラム(巻き取り型）

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源煙突

可燃鉛筆

削りかすは可燃へ出してください。小型破砕鉛筆削り器

プラスチック塩ビパイプ(事業活動に係らないもの）

乾燥させてから出してください。プラスチックオアシス（生け花用）お
販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんオイル（機械油）

固めるか、紙布などに吸い取らせて出してください。可燃オイル(食用油）

オイルは抜き取り、キャップを外して出してください。小型破砕オイル缶(４㍑未満）

オイルは抜き取り、キャップを外して出してください。石油給湯器用タンクは処理困難物です。大型資源オイル缶(４㍑以上）

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕王冠(ビンのふた）

スプリング、金属類は大型へ出してください。可燃応接いす

10Ｐ参照2輪車リサイクルオートバイ

小型破砕オーブントースター

大型資源オーブンレンジ

乾電池、ボタン電池を外して出してください。50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕置き時計

可燃桶(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕桶(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック桶(プラスチック製）

小型破砕押しピン(画鋲）

汚物は取り除いて出してください。可燃おしめ、おむつ

可燃おしゃぶり

木製以外のものは、小型に出してください。可燃お玉・しゃくし

持ち出す量は1～2袋にしてください。可燃落ち葉

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕斧

汚物は取り除いて出してください。複合素材のものは小型へ出してください。プラスチックおまる

可燃おもちゃ(布製・木製）

乾電池、ボタン電池等を外して出してください。小型破砕おもちゃ(金属・複合素材）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックおもちゃ(プラスチック製）

50㎝以下は小型へ出してください。布、木製部分は可燃へ出してください。大型資源折りたたみ椅子

生地はできるだけ外して出してください。小型破砕折りたたみ傘

大型資源折りたたみ自転車

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんオルガン

金属部分は、外して小型に出してください。可燃オルゴール(木製）

小型破砕オルゴール(金属製・複合製）

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕おろしがね

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません温水器

水銀入りは乾電池類へ出してください。小型破砕温度計

小型破砕カーステレオか
可燃カーテン

1.8ｍ以上は処理困難物です。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源カーテンレール

小型破砕カード(テレホンカード等）



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

可燃カーペット

可燃カーボン紙

可燃貝(かいがら）

乾電池は取り外して乾電池類に出してください。小型破砕懐中電灯

ボタン電池を外して出してください。小型破砕懐中時計

プラスチック買い物袋(レジ袋）

可燃カイロ(使い捨て）

中のベンジンは、空にしてください。小型破砕カイロ(金属製）

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕鏡(手鏡）

50㎝以上はそのまま出してください。大型資源鏡(大型）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕花器(陶磁器製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック花器(プラスチック製）

小型破砕鍵

可燃かぎ針(竹製）

小型破砕かぎ針(金属製）

プラスチックかぎ針(プラスチック製）

木製、木製部分は可燃へ出してください。大型資源学習机

ガラス部分は、外して小型へ出してください。可燃額縁(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕額縁(木製以外）

可燃掛軸

木製部分は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕掛時計

可燃かご(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕かご(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックかご(プラスチック製）

生地はできるだけ外してください。小型破砕傘

可燃傘立て(木製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源傘立て(木製以外）

ふたは外して小型へ出してください。缶・ビン菓子缶(粉ミルク缶以下の大きさ）

小型破砕菓子缶(粉ミルク缶を越える大きさ）

水は抜いて出してください。50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕加湿器

プラマークがあるものはさっと洗ってプラへ出してください。プラスチック菓子袋(アルミコーティング袋）

可燃菓子袋(紙袋）

さっと洗ってプラへ出してください。プラスチック菓子袋(ナイロン袋）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ガス給湯器(台所用）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんガス給湯器(風呂用）

乾電池は取り外し乾電池類に出してください。50㎝ 以下は小型

へ出してください。
大型資源ガスコンロ

木製以外は小型へ出してください。可燃カスタネット

乾電池は取り外して乾電池類に出してください。大型資源ガステーブル

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんガスボンベ(ＬＰガス等）

汚れを落として出してください。小型破砕ガスマット

乾電池は取り外して乾電池類に出してください。大型資源ガスレンジ

カセットボンベは中身を空にして、屋外で穴をあけて出してください。小型破砕カセットコンロ

紙(ラベル）等は、可燃へ出してください。ケースはプラへ出してください。小型破砕カセットテープ

50㎝以下は小型へ出してください。乾電池は乾電池類へ出してください。大型資源カセットテープレコーダー

中身を空にして、屋外で穴をあけて出してください。小型破砕カセットボンベ(卓上・キャンプ用）

可燃固めた食用油

小型破砕カッターナイフ



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

可燃カッパ(ビニール製以外）

プラスチックカッパ(ビニール製）

可燃カップメン容器(紙製）

紙製のふたは、可燃へ出してください。プラスチックカップメン容器(プラスチック製）

可燃かつら

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕かなづち

小型破砕金たわし

金属部分はできるだけ外して小型へ出してください。可燃かばん

木、竹製は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕花ビン

小型破砕カフス

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕かま(農業用以外）

古紙回収リサイクルへお願いします。可燃紙

可燃髪(髪の毛）

汚物は取り除いて出してください。可燃紙おむつ

小型破砕かみそり

可燃紙やすり

電池類は取り外して出してください。小型破砕カメラ

ごみ袋に入る程度の大きさにして出してください。可燃蚊帳(かや）

大型資源カラオケセット(本体）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ガラス

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ガラス戸

可燃カラーボックス(木・紙・竹製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックカラーボックス(プラスチック製）

エンジン付きのものは収集しません。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源刈込機

可燃革靴

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません瓦

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。缶・ビン缶(食用／粉ミルク以下の大きさ）

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。小型破砕缶(食用／粉ミルクを越える大きさ）

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。小型破砕缶(食用以外）

小型破砕缶のふた

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源換気扇

プラスチック部分はプラへ出してください。可燃換気扇フィルター

小型破砕缶切り

ふとん乾燥機の保温用袋の部分は、可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源乾燥機(布団・食器用）

プラスチック容器はプラへ出してください。可燃乾燥剤

単１～単５の筒型乾電池、９Ｖ角型電池のみ、その他の電池(水銀、リチウム、ニカ

ド、ナトリウム、ボタンなど）は販売店等にあるリサイクルボックスへ出してください。
乾電池類乾電池

金属の部分は外して小型へ出してください。可燃かんな(工具）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源キーボード(音楽用）き
小型破砕キーボード(パソコン用・ワープロ用）

小型破砕キーホルダー

弦は小型へ出してください。可燃ギター

木製部分は可燃へ出してください。大型資源キックボード

電池は外して乾電池類へ出してください。小型破砕キッチンタイマー

金属部分以外のものは可燃へ出してください。小型破砕ギブス（患部固定用）

可燃きね

可燃着物

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源脚立



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

小型破砕キャッシュカード

小型破砕キャップ（金属製）

プラスチックキャップ（プラスチック製）

木製部分は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源キャビネット

できるだけ不燃部分は取り除いてください。可燃キャリーケース

ビニール製はプラへ、金属製支柱は大型へ、50㎝以下の金属類

は小型でも受入可能です。
可燃キャンプ用テント

小型破砕急須

ゴムホースは、可燃へ出してください。50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕給湯器(湯沸し器）

鏡、金属部分は小型へ出してください。可燃鏡台

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません金庫(耐火型）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕金庫(手提げ型）

大型資源金属バット

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源空気入れ(自転車用）く
50㎝以下は小型へ出してください。大型資源空気清浄器

7Ｐ参照家電リサイクル製品クーラー(エアコン類）

可燃クーラーバッグ

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源クーラーボックス

小型破砕釘

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕釘抜き

土を取って出してください。可燃草

エンジン付きのものは収集しません。販売店、専門業者に処理を依頼してください。大型資源草刈機（電気式）

50㎝以上は大型へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕鎖(くさり）

木、竹製は可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕串

木、竹製は可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕櫛(くし）

可燃薬

可燃薬シート(袋）

中身を空にして、ふたを取りさっと洗って出してください。

割れたビンは小型へ出してください。
缶・ビン薬ビン(のみ薬）

中身を空にしてください。小型破砕薬ビン(のみ薬以外／きず薬・消毒薬等）

可燃薬箱（木製）

プラスチック薬箱（プラスチック）

中身は空にして出してください。小型破砕口紅

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源クッキングヒーター

スポンジはプラへ出してください。可燃クッション

プラスチック製はプラへ、木製は可燃へ出してください。小型破砕靴べら

革靴、サンダル、ズック、ゴム長靴、安全靴など可燃靴類

小型破砕グラス

木製以外は小型へ出してください。可燃グラウンドゴルフ(スティック・玉）

必ず使用済みのものを出してください。可燃クラッカー(パーティー用）

小型破砕クリスタル(ガラス・灰皿・コップ）

木製部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源クリスマスツリー

紙、木製は可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕クリスマスツリーの飾り

小型破砕クリップ

電動式は購入先又は専門業者に処理を依頼してください。大型資源車椅子

可燃クレヨン

紙製のものは可燃へ出してください。プラスチッククレンザー（みがき剤）の容器

可燃グローブ類
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小型破砕グローランプ(球）

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕くわ(農業用以外）

可燃軍手

可燃毛け
危険ですので梱包紙・紙筒などに入れて出してください。乾電池類蛍光管

乾電池は取り外して乾電池類に出してください。小型破砕計算機

充電式電池は外して購入先などに出してください。小型破砕携帯電話(充電器を含む）

汚物は取り除いて出してください。可燃携帯トイレ(旅行用）

小型破砕携帯灰皿

可燃毛糸

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕計量はかり

可燃ケース類(木製・紙製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ケース類(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックケース類(プラスチック製）

カーボン製は小型へ出してください。可燃ゲートボール(スティック・玉）

束ねて出してください。大型資源ケーブル(アンテナ線・電線等）

業務用は処理困難物です。小型破砕ゲーム機(家庭用）

小型破砕ゲームソフト

可燃消しゴム

中身は空にして出してください。小型破砕化粧品容器(金属製・複合材）

中身は空にして出してください。プラスチック化粧品容器(プラスチック製）

中身は空にして出してください。小型破砕化粧ビン

可燃下駄

金属部分は小型へ出してください。可燃下駄箱

水銀を使用しているものは乾電池類へ出してください。小型破砕血圧計

水銀を使用しているものは乾電池類へ出してください。小型破砕検温器

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源玄関マット(金属製、複合材）

ゴム製は可燃へ出してください。プラスチック玄関マット(プラスチック製）

可燃玄関マット(布製・ゴム製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源健康器具

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビン健康食品ビン・缶

小型破砕剣山

10Ｐ参照2輪車リサイクル原動機付自転車（スクーター）

小型破砕剣道の防具（面）

可燃剣道の防具（面以外）

小型破砕けん盤ハーモニカ

木製ケースは可燃へ出してください。小型破砕顕微鏡

小型破砕碁石こ
可燃鯉のぼり

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源鯉のぼりの支柱(金属製）

木製は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕工具・工具箱

小型破砕ゴーグル

短く巻いて出してください。小型破砕コード

コードは巻いたまま出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源コードリール(延長ドラム）

小型破砕コーヒーメーカー

可燃氷枕

乾電池、ボタン電池、充電式電池を外してください。小型破砕小型ラジオ

金属製は大型へ出してください。可燃黒板（家庭用）
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ビニール製はプラへ出してください。可燃ござ

木製部分は可燃へ出してください。大型資源こたつ

縁に金具がついている場合は外して小型へ出してください。可燃こたつ板

厚さ20cm以下にして出してください。可燃碁盤

小型破砕こたつの電熱部分

紙製は可燃へ、プラスチックはプラへ出してください。小型破砕コップ

可燃琴

トナーは取外し販売店又は専門業者に処理をに依頼してください。大型資源コピー機(家庭用）

木製以外は小型へ出してください。可燃こま

可燃ごみ箱(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ごみ箱(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックごみ箱(プラスチック製）

可燃ゴム手袋

可燃ゴムホース

可燃ゴムマット

可燃ゴム輪

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源米びつ

可燃コルク

小型破砕コルク抜き

可燃コルセット

大型資源ゴルフクラブ

大型資源ゴルフバッグ

小型破砕ゴルフボール

詳しくは、鳥取県東部環境クリーンセンターにお問い合わせください。大型資源コンクリートブロック（事業活動に関わらないもの）

小型破砕コンタクトレンズ

大型資源コンテナ(プラスチック製）

中身を使い切って出してください。小型破砕コンパクト(化粧道具）

小型破砕コンパクトディスク

小型破砕コンパス（製図用・方位用）

大型資源サーフボードさ
大型資源サイクリングマシン

布は可燃へ、スポンジはプラへ出してください。大型資源座椅子

ガラス、金属等は、小型へ出してください。可燃サイドボード

可燃財布

木製は可燃へ出してください。プラスチックはプラへ出してください。小型破砕杯（陶磁器類／ガラス製）

可燃酒パック

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビン酒ビン・缶

木製部分は可燃へ出してください。大型資源座卓

可燃サッカーボール

古紙回収リサイクルへお願いします。可燃雑誌類

中身を空にして、屋外で穴をあけて出してください。小型破砕殺虫剤(スプレー缶）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません殺虫剤(中身）

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。小型破砕殺虫剤のビン(家庭園芸用）

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。プラスチック殺虫剤のプラスチック容器(家庭園芸用）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕殺虫灯(電撃用）

可燃座布団

可燃皿(食器用、木製・紙製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕皿(食器用、金属製）
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50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック皿(食器用、プラスチック製）

可燃ざる(竹製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ざる(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックざる(プラスチック製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源魚焼き機

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源三脚(カメラ・ビデオ用）

小型破砕サングラス

可燃サンダル

水を切って出してください。可燃残飯

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんサンヒーター

大型資源三輪車(子ども用を含む）

可燃シーツし
ケースは可燃部分を外してプラへ出してください。小型破砕ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＤ

50㎝以下は小型へ出してください。電池は取り外してください。大型資源ＣＤラジカセ

小型破砕シェーバー

小型破砕磁石

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源七輪（しちりん）

大型資源自転車

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源自転車の空気入れ

自転車は大型に出してください。可燃自転車タイヤ(チューブ）

タイヤ・ホイール・ショック・スプリング・バンパー・ガラス・マフラー等、販売店。専門業者に処理を依頼してください。収集しません自動車部品

可燃竹刀

エンジン付は回収しません。大型資源芝刈機

小型破砕蛇口(水道用）

小型破砕シャープペンシル

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ジャッキ（バンダグラフ・ひし形タイプ）

大型資源ジャッキ（油圧式）

プラスチック製はプラへ出してください。可燃しゃもじ

木製の部分はできるだけ外して可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕シャベル

軽く水洗いしてください。ポンプ部分は小型へ出してください。プラスチックシャンプー容器

小型破砕ジューサーミキサー

可燃シューズ

中身を空にして、ふたを取りさっと洗って出してください。割れた

ビンは小型へ出してください。
缶・ビンジュースビン・缶

可燃じゅうたん

車用は大型へ出してください。小型破砕充電器

販売店等の回収箱に出してください。収集しません充電式電池

可燃収納ケース(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕収納ケース(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック収納ケース(プラスチック製）

小型破砕朱肉

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源シュレッダー(家庭用）

ゴムホースは可燃へ出してください。50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕瞬間湯沸器(台所用）

11Ｐ参照消火器リサイクル消火器

木製、竹製は可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕定規

可燃障子

フィルターは可燃へ出してください。小型破砕浄水器

蛍光管は取り外し乾電池類へ、50㎝以下は小型へ出してください。大型資源照明器具
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金属製は小型へ出してください。プラスチックジョロ

水を捨てて出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源除湿機

水を取り、プラスチック容器はプラへ出してください。可燃除湿剤

可燃食器(木・紙製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕食器(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチック食器(プラスチック製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源食器乾燥機・食器洗い乾燥機

金属、ガラス部分は小型へ出してください。可燃食器棚(みづや）

中身を固めるか、紙布などに浸してください。可燃食用油

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。缶・ビン食用油のビン・缶

中身を使い切って水洗いし、ふたを外して出してください。プラスチック食用油の容器（プラスチック製）

プラスチック人工芝

古紙回収リサイクルへお願いします。可燃新聞紙

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源水槽す
プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕水中メガネ

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕水筒

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕炊飯器

50㎝以下は小型へ出してください。できるだけ可燃部分は取り除いてください。大型資源スーツケース

木製は可燃へ出してください。子供用プラスチックスキーも大型へ出してください。大型資源スキー板

小型破砕スキー靴

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源スキャナー

小型破砕スケート靴

木製部分は可燃へ、50㎝以下のプラスチック製はプラへ出してください。大型資源スコップ

小型破砕すずり

プラスチック製で50㎝以上は大型へ出してください。可燃すだれ

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源スチール整理棚

大型資源スチール机

中身を空にして出してください。プラスチックスティックのり容器

木製は可燃へ出してください。大型資源ステッキ(つえ）

可燃部分はできるだけ取り除いてください。大型資源ステレオ（ＭＤ・ＣＤコンポ）

タンク及び本体の燃料を抜き、給油キャップ、電池は取り外して出してください。大型資源ストーブ(石油用）

電池は取り外して出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ストーブ(電気・ガス用）

可燃ストッキング

木、竹製部分は可燃へ出してください。大型資源ストック(スキー）

汚れたものは、軽く水洗いしてください。プラスチックストロー

小型破砕砂時計

可燃スニーカー

大型資源スノーダンプ

大型資源スノーボード

可燃スノーボードブーツ（ソフトタイプ）

小型破砕スノーボードブーツ（ハードタイプ）

木製以外は、大型へ出してください。可燃すのこ

スパイク部分はできるだけ外して小型へ出してください。可燃スパイク靴

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕スパナ(工具）

木製部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源スピーカー

可燃スプーン(木製・紙製）

小型破砕スプーン(金属製）

プラスチックスプーン(プラスチック製）



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

布、木製部分は可燃へ出してください。大型資源スプリングベッド・スプリングマットレス

中身を空にして、屋外で穴をあけて出してください。小型破砕スプレー缶

木製部分は可燃へ出してください。大型資源すべり台(幼児用）

プラスチックスポンジ

プラスチックスポンジたわし

布は可燃へ出してください。大型資源ズボンプレッサー

可燃炭

可燃スリッパ

小型破砕すり鉢

鳥取県東部環境クリーンセンターへお問い合わせください。収集しませんスレート

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんスロットマシーン・パチンコ台

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源精米器せ
可燃生理用品

中身を空にして、キャップを取り外して出してください。水洗いは不要です。小型破砕石油缶(18㍑用缶・一斗缶）

タンク及び本体の燃料を抜き、給油キャップ、電池は取り外して出してください。大型資源石油ストーブ

タンク及び本体の燃料を抜き、給油キャップを取り外して出してください。大型資源石油ファンヒーター

電池は外して、乾電池類へ出してください。大型資源石油ポンプ(乾電池式）

プラスチック石油ポンプ(プラスチック製）

可燃石鹸

中身を空にして出してください。小型破砕接着剤の容器

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕瀬戸物

可燃セロハンテープ

プラスチック洗剤詰替袋

木製のものは可燃へ出してください。小型破砕洗車ブラシ

プラスチックの部分は外してプラへ出してください。可燃せんす・うちわ

木竹製は可燃へ、1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源洗濯竿(金属製）

7Ｐ参照家電リサイクル製品洗濯機

小型破砕洗濯ばさみ

小型破砕剪定ばさみ

可燃剪定枝（植木・廃木）

小型破砕栓抜き

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源扇風機

木製は可燃へ出してください。プラスチック洗面器

木製部分は可燃へ出してください。大型資源洗面台

布、紙製は可燃へ、50㎝以下のプラスチック製はプラへ出してください。小型破砕造花そ
小型破砕双眼鏡

紙パック(ごみ袋）は可燃へ出してください。50cm以下は小型へ出してください。大型資源掃除機

可燃ぞうり(草履）

木、布、綿は可燃へ、スポンジはプラへ出してください。大型資源ソファー(スプリングのみ）

木製は可燃へ出してください。大型資源そり

プラスチック製はプラへ出してください。可燃そろばん

割れた場合は透明な袋に入れて乾電池類へ出してください。乾電池類体温計(水銀）た
電池は外して出してください。小型破砕体重計(平型）

大型資源タイプライター

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんタイヤ(自動車・単車用）

ラバー製のものは小型へ出してください。大型資源タイヤチェーン

鳥取県東部環境クリーンセンターにお問い合わせください。収集しませんタイル

可燃タオル・タオルケット
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1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源高枝ハサミ

折って出してください。可燃竹串(たけぐし）

可燃畳(たたみ）

木製部分は可燃へ出してください。大型資源卓球台

プラスチック容器は消臭剤を取り除きプラへ出してください。可燃脱臭剤

布部分は可燃へ出してください。大型資源立てす

紙製は可燃へ出してください。プラスチック卵パック

木、竹製部分は可燃へ出してください。小型破砕タモ網

可燃たらい(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕たらい(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックたらい(プラスチック製）

可燃樽(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕樽(金属製）

可燃たわし(亀の子たわし）

プラスチックたわし(スポンジ）

小型破砕たわし(金属製）

金属部分は小型へ出してください。可燃タンス

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ダンベル

古紙回収リサイクルへお願いします。可燃ダンボール

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕チェーン(自動車以外・金属製）ち
50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックチェーン(自動車以外・プラスチック製）

ラバー製のものは小型へ出してください。大型資源チェーン(自動車用）

エンジン付のものは収集しません。販売店、専門業者に処理を依頼してください。大型資源チェーンソー(電気式）

木製部分は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕地球儀

布部分は可燃へ出してください。大型資源チャイルドシート

小型破砕茶器

小型破砕茶碗

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕中華なべ

可燃チューブゴム

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源チューナー

小型破砕彫刻刀

可燃チョーク

ふたを取りさっと洗って出してください。缶・ビン調味料の缶

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビン調味料のビン

金属部分は小型へ出してください。可燃ついたてつ
可燃杖（木製）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源杖（木製以外）

可燃使い捨てカイロ

ガスを空にして出してください。使い終わった後も、時間を

おいて火がつかないか何回か確認してください。
小型破砕使い捨てライター

木製部分は可燃へ出してください。大型資源机

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕壺(つぼ）

可燃積み木(木製）

プラスチック積み木(プラスチック製）

爪は可燃へ出してください。小型破砕つめきり

束ねて出してください。プラスチック製以外のものは、可燃に出してください。プラスチック釣り糸

木、竹製は可燃へ出してください。大型資源つり竿（ガラス製・金属製・複合製）
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小型破砕テープカッターて
8Ｐ参照ＰＣリサイクルディスプレー(パソコン用）

50㎝以下は小型へ出してください。電池は取り外してください。大型資源テープデッキ

木製部分は可燃へ出してください。大型資源テーブル

布製は可燃へ出してください。プラスチックテーブルクロス(ビニール製）

木製、布部分は可燃へ出してください。大型資源手押し車

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕手鏡

50㎝以上は大型へ出してください。耐火金庫は処理困難物です。小型破砕手提金庫

バッテリーは販売店にあるリサイクルボックスへ出してください。小型破砕デジタルカメラ(ビデオ等）

プラスチックデスクマット

小型破砕鉄アレイ

1.8ｍ以下に切って出してください。大型資源鉄筋

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕鉄板(料理用）

可燃テニスボール

木製は可燃へ(ガットはそのままで）出してください。小型破砕テニスラケット

可燃手袋(ビニール製以外）

プラスチック手袋(ビニール製）

7Ｐ参照家電リサイクル製品テレビ(ブラウン管）

7Ｐ参照家電リサイクル製品テレビ(液晶・プラズマ）

室内用アンテナは、小型へ出してください。大型資源テレビアンテナ(室外用）

ガラス、金属は小型へ出してください。可燃テレビ台

小型破砕テレホンカード

小型破砕天眼鏡（虫めがね）

カーペットタイプは可燃へ出してください。小型破砕電気あんか

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません電気温水器

小型破砕電気蚊とり機

コード、スイッチは小型へ出してください。可燃電気カーペット

電池は外して出してください。小型破砕電気かみそり

束ねて出してください。小型破砕電気コード・ケーブル

木製部分は可燃へ出してください。大型資源電気こたつ

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源電気炊飯器

50㎝以下は小型へ、蛍光管は取り外し乾電池類へ出してください。大型資源電気スタンド

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源電気ストーブ

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕電気ドリル(工具）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕電気のこぎり(電動工具）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕電気ポット

コード、スイッチは小型へ出してください。可燃電気毛布

電球型蛍光管は乾電池類へ出してください。小型破砕電球(LED電球含む）

乾電池類電球型蛍光管

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕電撃殺虫器

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません電子オルガン

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源電子ジャー

ボタン電池は販売店にあるリサイクルボックスへ出してください。小型破砕電子体温計

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源電磁調理器

電池は外して出してください。小型破砕電子手帳

大型資源電子レンジ

木製部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源天体望遠鏡

電池は外して出してください。小型破砕電卓
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単1～単5の筒型乾電池、9Ｖ角型電池のみ、その他の電池(水銀、リチウム、ニカド、

ナトリウム、ボタンなど）は販売店等にあるリサイクルボックスへ出してください。
乾電池類電池

ビニール製はプラへ、金属製支柱は大型へ、50㎝以下の金属類は小型でも受入可能です。可燃テント(キャンプ用）

小型破砕電動かんな

バッテリーを外して出してください。バッテリーは販売店・専

門業者に処理を依頼してください。
大型資源電動自転車

乾電池は乾電池類へ出してください。小型破砕電動歯ブラシ

大型資源電動ミシン

汚れを落として出してください。小型破砕てんぷらガード(アルミ製）

バッテリーは、販売店にあるリサイクルボックスへ出してください。小型破砕電話機（FAX付を含む）

木製部分は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ドアと
おもりは小型へ出してください。プラスチック投網（プラスチック製）

小型破砕砥石（といし）・シャープナー

小型破砕トイレコーナー（金属製）

プラスチックトイレコーナー（プラスチック製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕陶磁器

中身を空にして、ふたを外して出してください。水洗いの必要はありません。プラスチック灯油タンク（ポリタンク）

小型破砕トースター

50㎝以上は大型へ出してください。電池は外してください。小型破砕時計

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源トタン(金属製）

網(メッシュ）が入ったものとの区別がつきにくいので大型へ出してください。大型資源トタン(プラスチック製）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんトナー

小型破砕ドライヤー

筒型乾電池は乾電池類へ、その他の電池は、販売店等のリサイクルボックスへ出してください。小型破砕トランシーバー

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源鳥かご

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません塗料

中身を空にして、ふたを外して出してください。缶の周りに付着した塗料は硬化していれば受入可能です。小型破砕塗料缶

中身を使い切ってから、屋外で穴を開けて出してください。小型破砕塗料スプレー缶

ガラス、金属等は、小型へ出してください。可燃戸棚

小型破砕土鍋

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんドラム缶

プラスチック製はプラへ出してください。可燃トランプ

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビンドリンクビン

白色トレートレー（白色）

プラスチックトレー（色・柄付き、カップメン・きのこの容器など）

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源トレーニング器具

大きいものは、割って出してください。プラスチックトロ箱(発泡スチロール）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源トロフィー

小型破砕ナイフな
可燃長靴

大型資源流し台（事業活動に係わらないもの）

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕流しのコーナー

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕ナタ

紙製は可燃へ出してください。プラスチック納豆の容器

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕鍋

布製・木製以外は小型へ出してください。可燃鍋敷き

水を切って出してください。可燃生ごみ

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源波板トタン(鉄・プラ製）
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束ねて出して下さい。プラスチック縄（ビニール製・ナイロン製）

可燃縄（ビニール製・ナイロン製以外）

金属部分は小型へ出してください。可燃二段ベッドに
木製、布製は可燃へ、プラスチック製はプラへ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕人形

可燃ぬいぐるみぬ
小型破砕縫い針

可燃ネガね
大型資源ねこ車(一輪車）

小型破砕ねじ

可燃寝袋

可燃粘着テープ

可燃粘土

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません農薬の
中身を使い切って、水洗いし、ふたを外して出してください。小型破砕農薬のビン（家庭園芸用）

中身を使い切って、水洗いし、ふたを外して出してください。プラスチック農薬のプラスチック製容器（家庭園芸用）

8Ｐ参照ＰＣリサイクルノートパソコン

木製部分は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕のこぎり(工具）

中身を使い切って、ふたを外して出してください。プラスチックのり（でんぷんのり）のチューブ

粉ミルク缶の大きさを超えるものは、ふたを外して小型へ出し

てください。
缶・ビン海苔（食用）の缶・ビン

中身を使い切って、ふたを外して出してください。プラスチック海苔（食用）のプラスチック製容器

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕のみ(工具）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源バーベキュー焼網は
大型資源バーベキューコンロ

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源バーベキュー鉄板

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕バーベル(ダンベル）

小型破砕ハーモニカ

専門業者に処理を依頼してください。収集しません灰(家庭用）

10Ｐ参照２輪車リサイクルバイク

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕灰皿

50㎝以下は小型へ出してください。可燃部分は可燃へ出して下さい。大型資源パイプいす

木製部分は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源パイプベッド

固めるか、布などにしみ込ませて出してください。可燃廃油(食用）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません廃油(食用以外）

紙製部分は、外して可燃ごみへ出してください。小型破砕バインダーファイル（金属付）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕はがま

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕はかり

小型破砕白熱球(はだか電球）

可燃はけ(木製）

プラスチックはけ(プラスチック製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕バケツ(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックバケツ(プラスチック製）

小型破砕はさみ

プラスチック製はプラへ出してください。可燃はし

木製は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源はしご

可燃バスケットボール

可燃バスマット(布製）

プラスチックバスマット(プラスチック製）
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8Ｐ参照ＰＣリサイクルパソコン

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんパチンコ台・スロットマシーン

木製部分は可燃へ出してください。大型資源パソコンラック

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません発煙筒

金具はできるだけ外して小型へ出してください。可燃バッグ（かばん）

小型破砕バッチ(金属製のもの）

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんバッテリー類

可燃バット(木製）

大型資源バット(金属製）

プラスチックバット(プラスチック製）

事業系のものは収集しません。プラスチック発泡スチロール

必ず使用済みのものを出してください。可燃花火

プラスチック歯ブラシ

大型資源パネルヒーター

中身を空にして出してください。プラスチック歯磨きチューブ

小型破砕刃物

小型破砕針

束ねて出してください。小型破砕針金

50cm以下は小型へ出してください。大型資源ハロゲンヒーター

プラスチック製はプラへ出してください。可燃はん(印鑑）

小型破砕ハンガー(金属製）

金属の部分は外して小型へ出してください。外せない時は、小型へ出してください。プラスチックハンガー(プラスチック製）

金属の部分は、できるだけ外して小型へ出してください。可燃ハンガー(木製）

電池式は電池を外して出してください。小型破砕ハンドミキサー

木製部分は可燃へ出してください。小型破砕ハンマー

小型破砕ピアニカひ
販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんピアノ

小型破砕ビー玉

可燃ビーチサンダル

プラスチックビーチボール

布部分は可燃へ出してください。大型資源ビーチパラソル

ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビンビールビン、缶

電池は外して出してください。小型破砕ひげそり

バッテリーは販売店にあるリサイクルボックスへ出してください。小型破砕ビデオカメラ

紙ケースは可燃へ出してください。小型破砕ビデオテープ

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ビデオデッキ

プラスチックビニールシート

可燃ビニール製粘着テープ

プラスチックビニールテーブルクロス

プラスチックビニール袋

プラスチックビニール風呂敷

束ねて出してください。プラスチックビニールホース

ごみ袋として使用しないでください。農業用は処理困難物です。プラスチック肥料袋（家庭園芸用）

小型破砕ピンセット

プラスチックピンポン玉

紙類は可燃へ出してください。小型破砕ファイル（金具付）ふ
小型破砕ファックス付電話機

小型破砕ファミコン(ゲーム機）
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木製部分は可燃へ出してください。大型資源ファンシーケース

タンク及び本体の燃料を抜き、給油キャップを取り外して出してください。大型資源ファンヒーター

未使用のものは小型へ出してください。可燃フィルム（撮影用）

プラスチックフィルムケース

可燃フィン(足ひれ）

可燃風船

小型破砕風鈴

木、竹製は可燃に出してください。プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕フォーク

金属部分は小型へ出してください。可燃ふすま

50㎝以上は大型へ、木製は可燃へ出してください。プラスチックふた(風呂用）

小型破砕ふた(金属製）

プラスチックふた(プラスチック製）

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕ブックエンド

木製は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ブックスタンド

可燃筆

可燃ふとん

保温袋は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源布団乾燥機

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕フライパン

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ブラインド

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ぶらさがり健康器

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕プラモデル

木製は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源フラワースタンド

木製は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ブランコ(幼児用）

中身の土石等を取り除き出してください。プラスチックプランター

トナー・インクを取り外して出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源プリンター(家庭用）

小型破砕プルトップ式のふた

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません風呂がま

紙製のケースは可燃へ、プラスチック製ケースはプラへ出してください。小型破砕フロッピーディスク

小型破砕文鎮

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕噴霧器（家庭園芸用消毒器）

小型破砕ヘアピンへ
中身を空にして、屋外で穴をあけて出してください。小型破砕ヘアスプレー

スポンジはプラへ、布部分は可燃へ出してください。大型資源ベッドのマット(スプリングのみ）

可燃ベッド（木製）

大型資源ベッド(木製以外）

可燃ペットかご(布製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ペットかご(金属製）

可燃ペットトレイの砂(人工砂）

ふたを取りさっと洗って出してください。缶・ビンペットフード缶詰の缶

キャップは外して金属は小型へ、プラスチックはプラへ出してください。４Ｐ参照ペットボトルペットボトル（飲料用・酒類・しょうゆなど）

４Ｐ参照プラスチックペットボトル（ソース・油・洗剤など）

小型破砕ヘッドホン

可燃ベニヤ板

布部分は可燃へ出してください。大型資源ベビーカー(乳母車）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックベビーバス

金属部分は小型へ出してください。可燃ベビーベッド（木製）

電池は外して出してください。小型破砕ヘルスメーター

バックル(金具）は小型へ出してください。可燃ベルト(ズボン用）



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

小型破砕ヘルメット

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しません便器

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源便座（ウォシュレット部分を含む）

木製部分は可燃へ出してください。1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ベンチ

中身を空にして、ふたを外して出してください。缶の周りに付

着した塗料は硬化していれば受入可能です。
小型破砕ペンキの缶

小型破砕ペン（ボールン・マジック・シャープペン）

小型破砕ペンチ(工具）

乾電池は、外して乾電池類へ出してください。小型破砕ペンライト

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんボイラー(風呂用）ほ
50㎝以下は小型へ出してください。自動車用は収集しません。大型資源ホイール（自転車・一輪車・ねこ車）

金属部分は小型へ。プラスチック部分はプラへ出して下さい。可燃ほうき

中身を取り除いた容器でガラス製は小型へ、プラスチック製はプラへ出してください。可燃芳香剤

可燃帽子

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕包丁

小型破砕包丁研ぎ器

可燃ボウル(木製）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ボウル(金属製）

50㎝以上は大型へ出してください。プラスチックボウル(プラスチック製）

束ねて出してください。ゴム製(ガス用等）は可燃へ出してください。プラスチックホース

ホースは外して束ねて出してください。50cm以下は小型へ出してください。大型資源ホースリール

汚物は取り除いて出してください。大型資源ポータブルトイレ

販売店・専門業者に処理を依頼してください。収集しませんボート（エンジン付）

可燃ボート(ゴム製・エンジン付以外）

プラスチックボート(ビニール製・エンジン付以外）

FRP船リサイクルをご利用ください。10Ｐ参照FRP船リサイクルボート(FRP船）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ホームベーカリー

大型資源ボーリング球

プラスチック製はプラへ出してください。可燃ボール(球）

小型破砕ボールペン

小型破砕ホーロー鍋

木製部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源歩行器（子ども用を含む）

バッテリーを外して出してください。バッテリーは販売店・専

門業者に処理を依頼してください。
大型資源補助動力付き自転車

販売店等の回収箱に出してください。収集しませんボタン電池

小型破砕ホッチキス・ホッチキスの針

小型破砕ポット（魔法びん・電気ポット）

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ホットプレート

乳首は可燃へ出してください。プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕哺乳ビン

中身を空にして、キャップを取り外して出してください。水洗いは不要です。プラスチックポリタンク(灯油用等）

可燃保冷剤

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ホワイトボード（家庭用）

木製部分は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源本棚

小型破砕ポンチ(工具）

農業用は受け入れしません。大型資源ポンプ（井戸用）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ポンプ（風呂・水槽用など）

小型破砕麻雀パイま
可燃麻雀マット



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

小型破砕マイク

小型破砕マウス(パソコン用）

目盛の部分が布製のものは外して可燃へ出してください。小型破砕巻き尺

小型破砕マグネット

プラスチック複合材、金属製は小型へ出してください。可燃まくら

小型破砕マジック(マーカーペン等）

木製部分は可燃へ出してください。大型資源マッサージ機(椅子型）

乾電池は取り外し乾電池類に出してください。小型破砕マッサージ機(ハンディタイプ）

スポンジはプラへ出してください。可燃マットレス（スプリングを含まない）

スポンジはプラへ、布部分は可燃へ出してください。大型資源マットレス（スプリングを含む）

木、竹製部分は可燃へ出してください。大型資源松葉かき(くまで）

プラスチック製はプラへ出してください。可燃まな板

中身を空にして出してください。小型破砕マニキュアビン

小型破砕魔法ビン(ポット）

小型破砕豆電球

中身を空にして水洗いして出してください。プラスチックマヨネーズの容器

小型破砕万年筆

ボタン電池は販売店にあるリサイクルボックスへ出してください。小型破砕万歩計

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ミキサーみ
木製部分は可燃へ出してください。大型資源ミシン

小型破砕ミニカー

50㎝以上は大型へ出してください。可燃部分はなるべく取り除いてください。小型破砕ミニコンポ

小型破砕ミル

ふたを取りさっと洗って出してください。缶・ビンミルクの缶

木製は可燃へ、プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕虫かごむ
木、竹製は可燃へ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源蒸し器

小型破砕虫めがね

小型破砕めがねめ
紙製は可燃へ出してください。プラスチックメガホン

目盛りの部分が布製のものは外して可燃へ出してください。小型破砕メジャー

可燃毛布も
50㎝以下は小型へ出してください。大型資源餅つき機

木製部分、布は可燃へ、50㎝以下は小型へ出してください。大型資源モップ

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源物干し竿

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源物干しスタンド

土台部分もそのまま出してください。大型資源物干し台

小型破砕やかん(ケットル）や
ふたを取りさっと洗って出してください。割れたビンは小型へ出してください。缶・ビン焼肉のたれビン

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源焼肉用鉄板(金属類）

可燃野球のボール

ゴム、木、竹部分は可燃へ出してください。小型破砕やす

紙やすりは可燃に出してください。小型破砕やすり(工具）

中身を空にして出してください。プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕湯たんぽゆ
ゴムホースは可燃へ出してください。大型資源湯沸かし器(台所用）

金属部分は小型へ出してください。可燃洋服ダンスよ
50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ライサー(米びつ）ら
ガスを空にして出してください。使い終わった後も、時間をおいて火がつかないか何回か確認してください。小型破砕ライター

木製、ゴム製は可燃へ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ラケット



出 し 方 の ポ イ ン ト分別の種類品 目

電池を外して出してください。小型破砕ラジオ

50㎝以下は小型へ出してください。電池を外して出してください。大型資源ラジカセ

汚れたものはさっと洗って出してください。プラスチックラップ（食品用）

プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕ランチジャー

金具はできるだけ外して小型へ出してください。可燃ランドセル

1.8ｍ以上は処理困難物です。大型資源ランニングマシーン

燃料、電池は取り除き出してください。小型破砕ランプ(キャンプ用）

釣り糸は、外して束ねてプラへ出してください。小型破砕リール(魚釣り用）り
プラスチックリコーダ（笛）

金具はできるだけ外して小型へ出してください。可燃リュックサック

電池を取り外して出してください。小型破砕リモコン

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんリヤカー

水を切って出してください。可燃料理くず

金具はできるだけ外して小型へ出してください。可燃旅行かばん（布製）

金具はできるだけ外して小型へ出してください。可燃旅行かばん（革製）

金属部分は小型へ出してください。可燃ルーズリーフファイル（紙製）る
金属部分は小型へ出してください。プラスチックルーズリーフファイル（プラスチック製）

小型破砕ルーペ

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕冷温機れ
大型資源冷水機

食品等は取り除いて出してください。7Ｐ参照家電リサイクル製品冷蔵庫

食品等は取り除いて出してください。7Ｐ参照家電リサイクル製品冷凍庫

販売店、専門業者に処理を依頼してください。収集しませんレーザープリンタ(業務用）

トナーを外して出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源レーザープリンタ(家庭用）

小型破砕レコード針(ケース含む）

ジャケットは可燃へ出してください。小型破砕レコード盤

50㎝以下は小型へ出してください。大型資源レコードプレーヤー

プラスチックレジャーシート

プラスチック製はプラへ、50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕レターケース

鳥取県東部環境クリーンセンターにお問い合わせください。収集しませんれんが

大型資源レンジ

木製は可燃へ出してください。大型資源レンジ台

小型破砕レンズ

小型破砕レンチ(工具）

50㎝以上は大型へ出してください。小型破砕ロースターろ
可燃ローソク

束ねて出してください。ナイロン製はプラへ出してください。可燃ロープ

小型破砕ローラースケート

バッテリーは販売店のリサイクルボックスへ出してください。50㎝以下は小型へ出してください。大型資源ワープロわ
束ねて出してください。大型資源ワイヤー

木製部分は可燃へ出してください。大型資源ワゴン

中身は空にして出してください。プラスチック製はプラへ出してください。小型破砕ワックスの缶

ビニール製はプラへ出してください。安全ピンは小型へ出してください。可燃ワッペン

小型破砕割れたビン

可燃輪ゴム

ビニール製はプラへ出してください。安全ピンは小型へ出してください。可燃腕章
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裾 ｂ 様 ｙ ス び ハ イ木鑓ｙ真凛迄】】】】】婁
箔藤っ急ｂｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁ヅょべ
oj押怪願ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠箔藤っ急ｂｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲ヅょぺり
竿そｊこｙｚＺｎｓ弾ｎｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠コヅよゐをまヅをコへ宋迄侈ほ
コヅよゐをま鷹ｚコヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁ヅハゐょタそ
慌港ｚｒＲぜｋＶ急ｂｑ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普ヅハゥりデ
khr‡怪禅ｚ生偬社描蒙ｒｄ｠天麹樵咲ヅハェハみズゆそ ハ
普兌‒箔藤ｚ晋せ戚Ｒ裾 ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁ヅハコbぼタハコ侈ほ
念せ承ｚ‒ 急ｂｑ潰ｘｑコヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁テそデb 庫念せ侈ほせ

コヅよゐをまテもそ わへ肺 ほ
慌港ｚｒＲぜｋＶ急ｂｑ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普テチをまやをま
箔藤っ晋せ急ｂｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁テゾもハ
放粉這‒端老倖燭ｖ生偬っ懐倥 ｂｑＴｋＺＩ｠人炊ｂくｆつテダぺそ
袖っ棚ｎｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普兌偬Ｔｅ
慌港ｚｒＲぜｋＶ急ｂｑ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普儡爾Ｐぁつへ湊鷹ほ
慌港ｚｒＲぜｋＶ急ｂｑ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普儡爾Ｐぁつへ凶鷹ほ
慌爪鳴木ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普デそ らテそケケば びデへ抄鷹ほぜ
慌爪鳴木ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠コヅよゐをまデそ らテそケケば びデへコ ヅよゐをま鷹ほ

接麹蕗愁デそ ザ
oj押怪禅ｚ天麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁凭雁系そ

天麹樵咲凭袖系
宋迄班ｚ晋せ戚Ｉｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠ q∩準洗幾箔テやびまデ鷹迄凭槻桜
宋迄班ｚ晋せ戚Ｉｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠ q∩準洗幾箔テやびまデ鷹迄凭醗桜
放粉這‒端老倖燭ｖ生偬っ懐倥 ｂｑＴｋＺＩ｠人炊ｂくｆつトそ ゅそ コテハゎb倖令侈ほ
イウそっ急 ｂｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠ oj押怪願ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲トそ ゅそ コテハゎb幾能侈ほ

接麹蕗愁トもそゥ 鎗bむそよ勲けほ
ょタむをイｚ嬉普ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁トもそゥ 芳
oj押怪願ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲トもそゥ コトそダそ

コヅよゐをまトょタそゆそ イ
コヅよゐをま鷹ｚコヅぉ‒ oj押怪禅ｚ天麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁トゎそむそよ
鍋晋祭伴鳴愚雇まテそハりハ ゎそ ｖＯ牢Ｉ七だｆＴｋＺＩ｠人炊ｂくｆつそつＱ

天麹樵咲トハょ
露鷹ｚ嬉普ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲トハょ填

接麹蕗愁トハら
接麹蕗愁トハゐb思港ほ

oj押怪禅ｚ天麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁ドそ よゎそぞ
嬉普ドそ れま

潰ｘｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠ウ びドハ鷹ｚコヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普ドそ コ
接麹蕗愁ドそヅそよむそ イ

ガをアテそｚ放粉這ｙテや びまデジをまよぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠ oj押怪願ｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲ニそ コドだ
潰ｘｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲ニびダそ
露鷹鳴木ｚ嬉普ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠天麹樵咲ニゃハ
洞走ｚ硬ｖｂｑ裾ｂｑＴｋＺＩ｠コ ヅよゐをま鷹ｚコヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠接麹蕗愁ニをまよｙ串
クェそデ鷹ｚ コヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠介 窒グハｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普ニをザハ

接麹蕗愁挟そｊクハ
嬉普决ゃゼ

クェそデ鷹ｚ コヅぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠介 窒グハｚ接麹ぉ裾ｂｑＴｋＺＩ｠嬉普厠箭
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　可燃ごみについては、現在鳥取市にある鳥取市神谷清掃工場で焼却処理されています。この鳥取市神谷
清掃工場には、八頭郡の住民の方が直接可燃ごみを搬入することが出来ません。

4 .  ごみの直接搬入について

　犬、ねこなどのペットが死んでしまったら、ペットの火葬（有料）を因幡霊場（TEL0857-51-8320）で
行っております。詳しくは因幡霊場までお問い合わせください。（犬の場合は、役場に犬の死亡届を提出し
てください。）
　可燃物処理施設（鳥取市神谷清掃工場）では、八頭郡の住民の方が直接通常のごみを搬入することが出
来ません。しかし、動物の死骸に限っては持ち込むことが出来ます（有料）。可燃物処理施設で処理する場
合は、直接鳥取市神谷清掃工場まで持ち込んでください。
鳥取市神谷清掃工場　住所　鳥取市西今在家228　電話（0857）53-2612

　火災にあわれた時は、可燃物処理施設「鳥取市神谷清掃工場」及び不燃物処理施設「鳥取県東部環境クリ
ーンセンター（リファーレンいなば）」に、家庭から通常出るごみについては無料で直接搬入することができ
ます。ただし、罹災者及び家族の方が、直接持ち込む場合に限ります。（必要な手続きがございますので、詳し
くは町担当課へお問い合わせください。）
　各処理施設が通常受入できない物（例：柱や瓦などの建築廃材、灰など）は受入出来ませんのでご注意く
ださい。
　また、解体業者等を利用される場合は、廃棄物の処理と清掃に関する法律に従い産業廃棄物の取り扱い
になるため、各処理施設への受け入れができません。産業廃棄物として処理をしてください。

因幡環境整備（株） 鳥取市用瀬町美成323番地1 0858-87-6668 なし

犬、猫などの死骸処理について

もしも火災にあわれたら……

　引っ越し等で一時的に多量に出る場合や、大型のごみなどで自力での分別が難しい場合など、ごみステ
ーションに出すことや鳥取県東部環境クリーンセンターに直接搬入することが難しい場合があります。
　そのような場合は、智頭町一般廃棄物収集運搬許可業者に、処理を依頼してください。
　許可業者に頼まれる場合は、有料となります。料金については、依頼される内容により、業者ごとに異な
ってきますので、各業者に直接お問い合わせください。（町指定ごみ袋を使う必要はありません）
　なお、許可業者以外の業者に、ごみの収集運搬を依頼すると、例外を除き法令違反となりますので、ご注
意ください。
※法令違反にならない例外の代表例
　○社会通念上、下取りと呼ばれる行為。
　○専ら物と呼ばれる、古紙類、鉄くず、衣類、空きビンの4品目のうち、リサイクル処理を行っている場合。
　○家電リサイクル法や、廃棄物と清掃に関する法律による特例（環境大臣の認定を受けた、広域的な一
般廃棄物の処理をする者）等による、法令の規定を受けている場合。
　○リサイクルショップなどに販売する場合。（※ごみではなく有価物となります。）

自力でごみを出すことが難しい場合は

智頭町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

平成23年4月1日現在

業　者　名 住　　所 電話番号 限定等

智頭



ごみの処理には、年々莫大な費用が掛かっており、その費用は皆様の税金でまかなわれ
ております。生ごみなどはなるべく自家処理していただき、ごみの分別、減量化にご協
力いただきますようお願い致します。

●

鳥取県東部環境クリーンセンター（リファーレンいなば）

智頭

再生紙を使用しています

　不燃物を持ち込みされる場合は、事前に連絡の上、持ち込んでください。
　不燃物を、不燃物処理施設に直接持ち込むことができます。

〔ごみ処理手数料〕
重　　　量 手　数　料

10kgあたり（以後加算） 330円

［搬 入 先］鳥取県東部環境クリーンセンター
　住所：鳥取市伏野2220　　　電話（0857）59-1802

［搬入時間］月曜日～金曜日…… 8:30～12:00 
　　　　　　　　　　　　　   13:00～16:00
　　　　 第2・第4土曜日…… 8:30～11:30 

（リファーレンいなば）

鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込みされる場合
（リファーレンいなば）

不燃ごみの直接搬入について


