
分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ
アイスキャンディーの
棒

燃えるごみ

アイスクリームのカッ
プ・ふた

プラスチック製容器包装
●紙製のものは、燃えるごみで
出す

★きれいに洗って乾かす

アイスノン 燃えるごみ

アイスピック 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包む

アイロン　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

アイロン台　 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属部分のあるもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属部分のないもの
　　　　→燃えるごみ

アカすり 燃えるごみ ●布製・ナイロン製のもの

空き缶　　 燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗いする

空きびん　　 燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

アクセサリー　　 燃えないごみ（その他） ●腕輪・指輪・ネックレスなど

アクリル板　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

上げ底容器（プラスチッ
ク製）　　

プラスチック製容器包装 ●菓子折りなどのもの

アコーディオン 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

アダプター（電源用） 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

厚紙 古紙類（ざつ紙）
★長さ50cm・重さ10kg以内にし
て十文字にくくって出す

圧力鍋 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

油　 燃えるごみ
★紙や布に染み込ませるか凝
固剤で固めて

油こし紙 燃えるごみ

油こし容器 燃えないごみ（その他） ★軽く洗う

油容器（ｶﾞﾗｽ・金属製） 燃えないごみ（その他） ★軽く洗う

油容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 燃えるごみ

雨合羽（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 燃えるごみ

網（金属製）　　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

編み針（プラスチック
製・木製）

燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

飴などの個包装 燃えるごみ

アルバム（紙・布製） 燃えるごみ
●金属部分が取り除けないもの
は、燃えないごみ（その他）で出
す

★金属は外す

アルミホイール
（タイヤ付きを除く）

粗大ごみ
★タイヤがついている物は、販
売店等へ

アルミホイル・アルミホ
イルの芯

燃えるごみ

ご　み　分　類　早　見　表　　(50音順）
●この表は、家庭から出る一般的なものを例示したものです。
●正しい分別に、ご協力お願いします。

品    目    名

あ



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

アルミホイルの箱　　 古紙類（ざつ紙）
●金属製・プラスチック製の刃の
部分は、取り除く

アルミホイルの刃 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製・紙製の刃は、
燃えるごみで出す

アルミ缶・ボトル（飲料・
食品用）　

燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗いする

アルミ蒸着袋
（菓子・レトルト食品）　　

プラスチック製容器包装

●プラ製袋にアルミを付着したも
の
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

アルミ箔鍋
（鍋焼きうどんなど）　

燃えないごみ（その他） ★きれいに洗う

アルミ箔容器（食品用） 燃えないごみ（その他）

アンテナ（屋外・室内
用）

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

アンプ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

生け花 燃えるごみ

イコライザー　　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

石臼 粗大ごみ

衣装箱・衣装ケース 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外のもの
　　　　→燃えるごみ

移植ゴテ 燃えないごみ（その他）

いす（座いすを含む）　 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外のもの
　　　　→燃えるごみ

板（木製）　　 粗大ごみ

●約50cm未満のもの→燃える
ごみ
●約50cm以上のもの→粗大ご
み

★くくって（束ねて）出す

板（金属製）　　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

いちごなどのパック　　 プラスチック製容器包装
●包装フィルムは、燃えるごみ
で出す

★きれいに洗って乾かす

一斗缶 粗大ごみ ★つぶさず６個までをくくって

一輪車 粗大ごみ

一升瓶　 燃えないごみ（びん類） ●出来るだけ販売店へ ★中を軽く洗う

一升瓶のふた（金属
製）

燃えないごみ（その他）
★資源物としてではなく、燃え
ないごみとして

一升瓶のふた
（プラスチック製）

燃えるごみ

糸 燃えるごみ

犬小屋 粗大ごみ

衣服 燃えるごみ

医薬品用びん 燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

医薬品用容器
（プラスチック製）

プラスチック製容器包装

イヤホン 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

あ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

衣類乾燥機　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

衣類乾燥機台 粗大ごみ

入れ歯 燃えるごみ

色鉛筆 燃えるごみ

色紙 燃えるごみ

印鑑（木製・プラスチッ
ク製）

燃えるごみ

印鑑(木製・プラスチッ
ク製以外）

燃えないごみ（その他）

インクリボン（カートリッ
ジ）　

燃えるごみ
●出来るだけ販売店等に返却
（資源化ルートがある）

印刷機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

インスタント写真 燃えるごみ

インターホン 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

印箱（木製・プラスチッ
ク製）

燃えるごみ

印箱（木製・プラスチッ
ク製以外）

燃えないごみ（その他）

飲料製品の口付きアル
ミパック

燃えるごみ

ウインドブレーカー 燃えるごみ

植木の枝　 燃えるごみ
●約50cm以上のものは、粗大ご
みで出す

★50cm未満に切断してしっか
りくくる

植木鉢（陶器製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（陶器・ガラス類）で出す

植木鉢（プラスチック
製）

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ウエス 燃えるごみ

ウエストポーチ 燃えるごみ

ウエットティッシュ 燃えるごみ

ウォーターベット 粗大ごみ

ウォッシャー液用容器
（プラスチック製）

プラスチック製容器包装 ●プラマークのあるものに限る ★きれいに洗って乾かす

ウォッシャー液用容器
（プラスチック製以外）

燃えないごみ（その他）

浮き輪（ゴムボート含
む）　

粗大ごみ
●50cm未満に裁断してあれば
燃えるごみ

臼（木製） 粗大ごみ

運動靴 燃えるごみ

ＬＤプレーヤー 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ＭＤ（ケースを含む） 燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

ＭＤレコーダー 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ＭＯ（ケースを含む） 燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

ＭＯドライブ 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

エアコン　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

エアゾールの缶 燃えないごみ（缶類）
●霧状に噴霧されるヘアスプ
レー等の缶

★使い切って、穴は空けなくて
も良い

エアゾール缶のキャップ 燃えるごみ

液晶テレビ　　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

エキスパンダー 燃えないごみ（その他）

絵の具のチューブ
（プラスチック製）

燃えるごみ

絵の具のチューブ
（金属製）　

燃えないごみ（その他）
★中身が残っている場合は、
中身を出す

エプロン 燃えるごみ

エレキギター 粗大ごみ

エレキギターのアンプ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

エレクトーン　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

エンジンオイル　 燃えるごみ ★紙や布に染みこませて

延長コード　 燃えないごみ（その他） ★束ねて出す

煙突　 粗大ごみ

●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す
●業者が関わって発生したもの
は、受入不可

塩ビ管　 粗大ごみ

●50cm未満のものは、燃えるご
み
●業者が関わって発生したもの
は、受入不可

鉛筆削り 燃えないごみ（その他）
★電動のものは、電気コードを
根元で切る

鉛筆又は鉛筆の芯 燃えるごみ

オイルエレメント 燃えないごみ（その他）

オイルヒーター　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

応接用いす 粗大ごみ

大型トレーニング器具 粗大ごみ

オーディオラック 粗大ごみ

オートバイ　 受入不可 ●販売店へ

オーブントースター　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

オーブンレンジ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

置時計　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電池は、外して有害ごみで
出す

おしぼり 燃えるごみ

おしゃぶり 燃えるごみ

おたま　 燃えないごみ（その他）
●金属製以外は、燃えるごみで
出す

落ち葉 燃えるごみ

え
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

斧　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★刃先を厚紙などで包む

おふろマット　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

おぼん（木・プラスチッ
ク製以外）　

燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

おぼん（木・プラスチッ
ク製）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

おまる　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

おむつ 燃えるごみ ★汚物を取り除く

おむつカバー 燃えるごみ

おもちゃ
（木・プラスチック製）　

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

おもちゃ（金属製）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

オルガン 粗大ごみ

おろし金 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

おわん
（木・プラスチック製）

燃えるごみ

おわん（陶器製）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

おわん（金属製等） 燃えないごみ（その他）

温水洗浄機付便座　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

温度計 燃えないごみ（その他）
●水銀が使用されているもの
は、有害ごみで出す

お手拭き 燃えるごみ

お手拭きの袋
（プラスチック製）

燃えるごみ

カーコンポ 燃えないごみ（その他）

ガーゼ 燃えるごみ

カーテン 粗大ごみ
★金属の吊り金具は外して燃
えないごみ（その他）で出す

ガーデンフェンス 粗大ごみ

ガーデンライト　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

カーテンレール 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇プラスチック製のもの
　　　　→燃えるごみ

カード（プラスチック製） 燃えるごみ

カーナビ 燃えないごみ（その他）

カーペット 粗大ごみ ★1.8ｍ以下にしてくくる

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯・ランタン　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

カイロ（使い捨て） 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

鏡　
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●指定袋に入らない鏡及び鏡台
は、粗大ごみで出す

かき氷機　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

家具調こたつ 粗大ごみ

お
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

額縁（金属製）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

額縁（木・プラスチック
製）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

掛け時計　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

掛け布団　 粗大ごみ ★くくって出す

傘　 燃えないごみ（その他）
●布部分は、燃えるごみ、骨部
分は燃えないごみ（その他）で出
す

★布部分と骨部分を分ける

傘立て　 粗大ごみ
●コート掛け付きのものを含む
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

加湿器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

菓子の空き箱(紙製） 古紙類（ざつ紙）
★重さ10ｋｇ以内にして、広告
紙等と一緒に十文字にくくる

菓子の缶（金属製） 燃えないごみ（缶類）

菓子箱・缶の中仕切り
（プラスチック製容器）

プラスチック製容器包装

菓子袋　 プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

ガスコンロ　 粗大ごみ

ガスボンベ　 受入不可 ●取扱店へ

ガスレンジマット（アルミ
箔製）

燃えないごみ（その他）

ガス台 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

カセットコンロ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

カセットテープ（ケース
を含む）

燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

カセットデッキ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

カセット式ガスボンベ　 燃えないごみ（缶類）
★使いきって出すこと。穴は空
けなくてもよい

ガソリン携行缶 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★中に残っている場合は、全
部出す

カッターナイフ 燃えないごみ（その他）

合羽 燃えるごみ

カップ
（陶磁器・ガラス・金属
製など）

燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

カップ
（木・プラスチック製）

燃えるごみ

カップめんなどのスー
プ・かやくの袋　

燃えるごみ
●小さいものなので燃えるごみ
で出す

カップめんなどのふた
（プラスチック製容器）　

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

カップめんなどのふた
（紙製）

燃えるごみ

カップめんなどの容器
（プラスチック製）

プラスチック製容器包装
●中には紙製のものがあるの
で、「プラ」マークの有無を確認

★きれいに洗って乾かす

かっぽう着 燃えるごみ

かつら（つけ毛） 燃えるごみ

家庭用ゲーム機本体
（テレビゲーム）　

燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

家庭用ゲームソフト 燃えるごみ

か



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

家庭用焼却炉　 粗大ごみ
●一人で持ち上げられる程度の
もの

家電製品 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

蚊取り線香 燃えるごみ

かばん　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

画板（木製・紙製・プラ
スチック製）　

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

画板（木製以外）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

画びょう 燃えないごみ（その他） ★紙などで包む

花びん
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

釜（かま）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは粗大
ごみで出す

鎌（かま）　 燃えないごみ（その他） ★刃先を厚紙などで包む

かまぼこの板　 燃えるごみ

紙おむつ 燃えるごみ ★汚物をトイレに流して

紙コップ 燃えるごみ

紙皿 燃えるごみ

かみそり　 燃えないごみ（その他） ★紙などで包んで

紙粘土 燃えるごみ

紙パック 容器包装ごみ（紙パック）
★きれいに洗って開いて乾か
す

紙パック（アルミ付） 燃えるごみ
●開いて内側が（銀色）アルミ箔
の紙パック

紙袋 古紙類（ざつ紙）

紙やすり 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 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

カメラのケース 燃えるごみ

カメラのレンズ 燃えないごみ（その他）

画用紙 古紙類（ざつ紙）
★重さ10ｋｇ以内にして、広告
紙等と一緒に十文字にくくって
出す

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケ演奏装置　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ガラス　
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

★厚紙などで包む

ガラスクリーナー　 燃えないごみ（缶類）
★使い切って、穴は空けなくて
もよい

刈り払い機（草刈機）　 粗大ごみ ★燃料はきれいに抜く

軽石
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

カレールー等のトレイ プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

枯葉 燃えるごみ

革靴 燃えるごみ

革ジャンパー 燃えるごみ

皮手袋 燃えるごみ

皮むき器 燃えないごみ（その他）

瓦
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

か



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

管楽器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

換気扇 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

換気扇フィルター 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

缶きり 燃えないごみ（その他）

緩衝材（エアパッキン、
プチプチ）

プラスチック製容器包装

●商品を包み、保護・固定する
ために使用されていたものに限
る（プラマークのあるもの）
●プラマークのないものは、燃え
るごみで出す

緩衝材（紙製） 燃えるごみ

緩衝材（ビーズ・粒状） 燃えるごみ

乾燥機（農業用） 受入不可
●一人で持ち上げれる程度に分
解してあれば粗大ごみで出す　

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰の容器 燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗い

乾電池　 有害ごみ
●ボタン電池及び充電式電池は
販売店へ

乾電池などのフィルム 燃えるごみ

鉋（かんな） 燃えないごみ（その他）

感熱紙 燃えるごみ

キーボード（楽器）　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

キーホルダー 燃えないごみ（その他）

ギター 粗大ごみ

キッチンタオル・ペー
パー

燃えるごみ

杵（きね） 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

木の枝・幹　 燃えるごみ

●約50cm未満のもの→燃える
ごみ
●約50cm以上のもの→粗大ご
み

★50cm未満に切断してしっか
りくくる

着物 燃えるごみ

キャスター 燃えないごみ（その他）

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード 燃えるごみ

キャップ（金属製） 燃えないごみ（缶類）

キャップ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 燃えるごみ

急須（きゅうす）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

牛乳パック 容器包装ごみ（紙パック）
★きれいに洗って開いて乾か
す

給油ポンプ（手動） 燃えるごみ

給油ポンプ（電動）　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

鏡台 粗大ごみ

錐（きり）　 燃えないごみ　（その他） ★先端を厚紙等で包む

霧吹き（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 燃えるごみ

霧吹き（金属・陶器製
等）

燃えないごみ（その他）

金魚鉢　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

金庫 受入不可 ●販売店等に相談してください

か
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
空気入れ 燃えないごみ（その他）

空気洗浄機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

クーラー　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

クーラーボックス　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

釘　 燃えないごみ（その他） ★缶に入れるか紙で包む

くぎ抜き 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

草 燃えるごみ

草刈り機 粗大ごみ

鎖 燃えないごみ（その他）

櫛（くし）（金属製） 燃えないごみ（その他）

櫛（くし）（金属製以外） 燃えるごみ

薬（錠剤・カプセル）の
包装シート

プラスチック製容器包装

薬びん（ガラス製）
燃えないごみ
（びん類）

★中を軽く水洗いする

薬びん（プラスチック製） 燃えるごみ

果物が入ったネット プラスチック製容器包装

口紅 燃えるごみ
●金属部分のあるものは、燃え
ないごみ（その他）で出す

靴 燃えるごみ

クッキングタイマー 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

靴下 燃えるごみ

靴墨 燃えるごみ

靴べら 燃えるごみ
●金属部分のあるものは、燃え
ないごみ（その他）で出す

首輪 燃えるごみ

熊手 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外のもの
　　　　→燃えるごみ

グラスウール 燃えるごみ

クラリネット 燃えないごみ（その他）

クリアファイル 燃えるごみ

クリーニングの袋 燃えるごみ

クリスマスツリー 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

クリップ 燃えないごみ（その他）

クレヨン 燃えるごみ

鍬（くわ）　 粗大ごみ
●分解し、柄の部分は50cm未
満に切断すれば燃えるごみ、刃
は燃えないごみ（その他）

軍手 燃えるごみ

蛍光管　 有害ごみ ●電球型蛍光灯を含む
★10本以内でくくり、指定袋を
つける

蛍光ペン 燃えるごみ

け
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

携帯ゲーム機本体　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

携帯電話　 燃えないごみ（その他） ●出来るだけ販売店へ
★電池は、外して有害ごみで
出す

毛糸 燃えるごみ

計量カップ（金属製） 燃えないごみ（その他）

計量カップ（木・プラス
チック製等）

燃えるごみ

計量スプーン（洗剤用
などのプラスチック製）

燃えるごみ

ケース類　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ケーブル　 燃えないごみ（その他） ★束ねて出す

ゲームソフト 燃えるごみ

消しゴム 燃えるごみ

化粧容器 燃えないごみ（びん類）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

血圧計 燃えないごみ（その他）
●水銀が使用されているもの
は、有害ごみで出す

結束バンド（ＰＰバンド） 燃えるごみ

牽引ロープ　 粗大ごみ
●50cm未満に切断してあれば
燃えるごみ

玄関マット　 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇布・プラスチック・ゴム製等
　　　　→燃えるごみ
　◇金属が使用してあるもの
　　　　→燃えないごみ（その他）

剣山（生け花用等） 燃えないごみ（その他）

建築廃材　 受入不可
●業者に依頼して発生したもの
は、受入不可（産業廃棄物）

碁石 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

工具箱（金属製） 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

コーキング剤 燃えるごみ

コーキングガン 燃えないごみ（その他）

ゴーグル 燃えるごみ
●ガラス製のものは、燃えない
ごみ（その他）へ

コート 燃えるごみ

コード　 燃えないごみ（その他） ★束ねて出す

コードーリール　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは、根元で切断
し、束ねて燃えないごみへ

コーヒーメーカー　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは、根元で切断
し、束ねて燃えないごみへ

ござ　 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

★1.8ｍ以下にしてくくる

こたつ　 粗大ごみ
★電気コードは、根元で切断
し、束ねて燃えないごみへ

コップ（ガラス製）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

コップ（金属製） 燃えないごみ（その他）
コップ（木・プラスチック
製等）

燃えるごみ

琴（こと） 粗大ごみ

粉ミルク 燃えるごみ
●容器（缶）は洗って、燃えない
ごみ（缶類）で出す

け
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
コネクタ 燃えないごみ（その他）

小鉢（陶器・金属製）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●木・プラ製等のものは、燃える
ごみで出す

コピー機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切り、束
ねて燃えないごみへ

ゴミ箱（金属製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ゴミ箱（プラスチック製
等）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ゴム 燃えるごみ

ゴム手袋 燃えるごみ

ゴムホース 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

米びつ 粗大ごみ

コルク抜き 燃えないごみ（その他）

コルクボード 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ゴルフクラブ・ケース・
バッグ

粗大ごみ

コンクリートブロック
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●業者に依頼して発生したもの
は、受入不可（産業廃棄物）

コンセント 燃えないごみ（その他）

コンテナ 粗大ごみ

コンパネ　 粗大ごみ ●コンクリート用型枠合板のこと

コンポ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

コンロ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

座椅子 粗大ごみ

財布 燃えるごみ

材木　 粗大ごみ

●約50cm未満のもの→燃える
ごみ
●約50cm以上のもの→粗大ご
み

サインペン 燃えるごみ

竿（釣り） 粗大ごみ

竿（物干し） 粗大ごみ ●1.8m以下にして

作業服 燃えるごみ

酒びん 燃えないごみ（びん類） ●できるだけ販売店へ

座卓 粗大ごみ

雑誌類　 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

殺虫剤　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を相談してください

殺虫剤スプレー缶 燃えないごみ（缶類）
★使いきって、穴は空けなくて
もよい

殺虫剤びん
燃えないごみ（陶器・ガラ
ス類）

●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

★使いきって出す

座布団　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

★5枚までにくくる
（処理券は5枚以内で１枚で
可）

皿
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●紙・プラスチック・木製のもの
は、燃えるごみで出す

サラダオイル 燃えるごみ ★布・紙等にしみこませる

ザル（金属製） 燃えないごみ（その他）

ザル（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製等） 燃えるごみ

こ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
三角コーナー（金属製） 燃えないごみ（その他）
三角コーナー（プラス
チック製等）

燃えるごみ

三脚 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

サングラス 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

サンダル 燃えるごみ

サンドペーパー 燃えるごみ

残飯 燃えるごみ ★水切りを十分に行って

ＣＤ（ケースを含む） 燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

ＣＤラジカセ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

シーツ 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

★重さ10kg以内にして、くくって
出す

シートカバー 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

ジーンズ 燃えるごみ

シェーバー 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

磁石 燃えないごみ（その他）

辞書・辞典
古紙類
（雑誌）

★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

下着類 燃えるごみ

湿度計 燃えないごみ（その他）

室内アンテナ 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

室内物干し 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇プラスチック製のもの
　　　　→燃えるごみ

湿布 燃えるごみ

自転車 粗大ごみ

竹刀 粗大ごみ

芝刈り機　 粗大ごみ
★燃料を使うものは、燃料をき
れいに抜く

蛇口 燃えないごみ（その他）

尺八 燃えるごみ

ジャケット 燃えるごみ

シャツ 燃えるごみ

ジャッキ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

三味線 粗大ごみ

しゃもじ 燃えるごみ

ジャンパー 燃えるごみ

シャンプー　 燃えるごみ ●シャンプーの液のこと ★布・紙等にしみこませる

シャンプーの容器（ポン
プ部分含む）　

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

ジュースの缶 燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗いする

ジュースのびん 燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

じゅうたん　 粗大ごみ ●長さ1.8mまで ★1.8ｍ以下にしてくくる

充電器 燃えないごみ（その他）

さ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

収納箱 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

数珠 燃えるごみ

ジュニアシート（自動車
用品）

燃えるごみ

朱肉 燃えるごみ
●容器が、金属製の入れ物の
場合は、燃えないごみ（その他）
へ

瞬間湯沸かし器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

消火器 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

定規（金属製） 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

定規（木･プラスチック
製等）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

焼却灰 燃えないごみ
●ごみは、燃やさずにきれいセ
ンターへ

★十分湿らせて、10kg以内に
して出す
★他のごみと一緒にせず、焼
却灰だけを燃えないごみ袋で
出す

浄水器 燃えないごみ（その他）

錠前（かぎ） 燃えないごみ（その他）

照明器具　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★蛍光管等は外して、有害ご
みへ

食用油　 燃えるごみ ★布・紙等にしみこませる

除湿器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

除湿剤の容器　 プラスチック製容器包装 ●中身（水分）は除いて

食器（陶器類）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●木・プラスチック製は、燃える
ごみで出す

食器乾燥機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

食器水切りケース 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

食器棚 粗大ごみ

シンセサイザー　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

シンバル 燃えないごみ（その他）

新聞紙 古紙類（新聞）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

水温計 燃えないごみ（その他）

水銀灯 有害ごみ

水槽　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

水槽用石・砂 燃えないごみ（その他） ●できるだけ、庭等で利用する

水中メガネ 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

スイッチ類 燃えないごみ（その他）

水筒（金属製） 燃えないごみ（その他）

水筒（金属製以外） 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

し

す



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

炊飯器　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

スーツ 燃えるごみ

スカート 燃えるごみ

スカーフ 燃えるごみ

図鑑 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

スキー板・スキー用ス
トック

粗大ごみ

スキーウエア 燃えるごみ

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー靴・スキーブー
ツ

燃えるごみ

スクーター　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

スケート靴 燃えないごみ（その他）

スコップ（金属製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

スコップ（プラスチック
製）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

寿司おけ　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

硯（すずり）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

すだれ 粗大ごみ

スタンプ台（主に金属
製）

燃えないごみ（その他）

スタンプ台（プラスチッ
ク製）

燃えるごみ

スチール缶 燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗い

ステレオ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ストーブ　 粗大ごみ ★燃料はきれいに抜く

ストーブガイド　 粗大ごみ

砂 受入不可
●ペット用猫砂等は、燃えるご
みで出す

スノーボード 粗大ごみ

スノーボードブーツ 燃えるごみ

すのこ 粗大ごみ

スパイクシューズ 燃えるごみ

スパナ 燃えないごみ（その他）

スプーン　 燃えないごみ（その他）
●金属製以外のものは、燃える
ごみで出す

スプリングマット 粗大ごみ
●そのままの状態では、受入不
可

★布部分とバネ部分を分けて
出す

スプレー缶 燃えないごみ（缶類）
★使い切って、穴はあけなくて
もよい

スポーツバッグ 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

炭 燃えるごみ

炭焼きコンロ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

すり鉢
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

す



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
石油タンク　 粗大ごみ ★燃料はきれいに抜く

石鹸 燃えるごみ

石膏ボード 粗大ごみ

せともの
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

セラミックヒータ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

洗濯機 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

洗濯機棚 粗大ごみ

洗濯ネット 燃えるごみ

洗濯ばさみ　 燃えるごみ
●金属製は、燃えないごみ（そ
の他）で出す

剪定ばさみ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★刃先を厚紙などで包む

栓抜き 燃えないごみ（その他）

扇風機　　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

洗面器（木・プラスチッ
ク製）

燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

洗面化粧台 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

双眼鏡 燃えないごみ（その他）

ぞうきん 燃えるごみ

掃除機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ソースなどの容器（び
ん）　

燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗い

ソースなどの容器（プラ
スチック製）　

プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

ソーラーシステム
（太陽熱温水器等）　

粗大ごみ
●180cm×90cmまで（1枚ずつ）
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ソファー　 粗大ごみ

ソファーベッド 粗大ごみ

そり　（遊具） 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外のもの
　　　　→燃えるごみ

体温計（水銀式） 有害ごみ

体温計（デジタル式） 燃えないごみ（その他）

耐火金庫　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

耐火ボード 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

太鼓・ドラム 粗大ごみ

体重計（ヘルスメー
ター）

燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

大正琴 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

せ

そ

た



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

タイプライター 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

タイヤ　 受入不可
●廃タイヤ取扱協力指定店へ
（ガソリンスタンドなど）

タイヤのホイール 粗大ごみ

タイヤのホイールキャッ
プ

燃えないごみ（その他）
●金属を取り除いてあれば燃え
るごみ

タイル
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

タオル、タオルケット 燃えるごみ

竹ぼうき 粗大ごみ

畳 粗大ごみ
★ごみステーションに出す場合
は、一枚ずつに処理券を貼る

多段式プラスチック
ケース

粗大ごみ

脱衣かご
（プラスチック製）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

脱衣かご（木製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

卓球台 粗大ごみ

脱酸素剤 （菓子などに
入っているもの）

燃えるごみ

脱脂綿 燃えるごみ

脱臭剤（冷蔵庫用など） 燃えるごみ

タッパーなどの食品保
存容器

燃えるごみ

楯（金属製以外）　 燃えるごみ

●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

建具 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

タバコのフィルム・箱 燃えるごみ

タバコの吸い殻 燃えるごみ
★水に浸して危険のないよう
にする

ダブルベッド　 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

卵の殻 燃えるごみ

卵パック プラスチック製容器包装

タマネギなどの網・ネッ
ト

プラスチック製容器包装

たらい・おけ
（木・プラスチック製）　

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

たらい・おけ
（金属製等）　

燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

樽（木製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

樽（プラスチック製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

たわし（プラスチック製） 燃えるごみ

たわし（金属製） 燃えないごみ（その他）

たんす 粗大ごみ

タンスシート 燃えるごみ

ダンベル（鉄アレイ） 燃えないごみ（その他）

ダンボール　 古紙類（ダンボール）
★長さ50cm以内、重さ10kg以
内にして十文字にくくる

た



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
チェーン　 燃えないごみ（その他） ●ゴムチェーンを含む

チェスト　 粗大ごみ

地球儀　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

チャイルドシート（自動
車用品）

粗大ごみ

茶殻 燃えるごみ

茶殻入れ 燃えないごみ（その他）
●木・プラスチック製のものは、
燃えるごみで出す

茶こし 燃えないごみ（その他）

茶だんす 粗大ごみ

茶筒（金属製）　 燃えないごみ（缶類）
●紙・プラスチック・木製のもの
は、燃えるごみで出す

茶の缶 燃えないごみ（缶類）

茶の袋
（プラスチック製・アルミ
蒸着を含む）

プラスチック製容器包装 ★中をきれいに洗い乾かす

茶の袋（紙製） 燃えるごみ

茶碗　
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●木・プラスチック製のものは、
燃えるごみで出す

中華なべ 燃えないごみ（その他）

注射器本体 燃えるごみ
●できるだけ、かかりつけの病
院・薬局へ

注射針 燃えるごみ
●できるだけ、かかりつけの病
院・薬局へ

★針先を厚紙などで包む

彫刻刀 燃えないごみ（その他） ★刃先を厚紙などで包む

調理器具 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製のもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇プラスチック製のもの
　　　　→燃えるごみ

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

調理台　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

チラシ　 古紙類（ざつ紙）
★重さ10kg以内にして、十文
字にくくって出す

ちりとり（プラスチック
製）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ちりとり（金属製）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ついたて 粗大ごみ

つえ（木製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

つえ（金属製等）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは燃えない
ごみ（その他）で出す

使い捨てカイロ 燃えるごみ

使い捨てカメラ　 燃えないごみ（その他） ●通常は現像のため販売店へ

使い捨てライター　 燃えないごみ（その他） ★完全に使い切って

机　 粗大ごみ

漬物石
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●販売店等で販売されているコ
ンクリート製のもの
●自然石については、できるだ
け再利用する

漬物用樽
（木・プラスチック製）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ち

つ



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

土 受入不可
●できるだけ、庭等で利用し、ご
みとして出さない

つっぱり棚・棒　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

詰め替え品の容器など
（プラスチック製）

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

つめ切り 燃えないごみ（その他）

釣りざお（竹製等） 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

つるはし（スコップ・く
わ）

粗大ごみ

ＤＶＤ（ケースを含む） 燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

ＤＶＤプレーヤー　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

Ｔ字カミソリ 燃えないごみ（その他） ★紙などで包んで

ティッシュペーパー 燃えるごみ

ティッシュペーパーの
箱

古紙類（ざつ紙）
★箱を開きビニール部分を取
除いて、チラシ等とくくって出す

テーブル　 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属部分のあるもの
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属部分のないもの
　　　　→燃えるごみ

テーブルクロス（布・プ
ラスチック製）　

燃えるごみ

●約50cm未満のもの→燃える
ごみ
●約50cm以上のもの→粗大ご
み
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

テープレコーダー　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

手おけ（金属製） 燃えないごみ（その他）

手おけ（木・プラスチッ
ク製）

燃えるごみ

手押し車 粗大ごみ

手紙 燃えるごみ

テグス（釣り糸） 燃えるごみ

手提げ金庫　 燃えないごみ（その他）
●据え置き型の金庫は受入不
可

手帳 燃えるごみ

鉄アレイ（ダンベル） 燃えないごみ（その他）

鉄柵類　 粗大ごみ
★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

鉄パイプ　 粗大ごみ
★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

鉄板　 粗大ごみ
★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

手拭い 燃えるごみ

手袋 燃えるごみ

テレビ（ブラウン管・液
晶・プラズマ式）　

家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

テレビ台 粗大ごみ

テレホンカード 燃えるごみ

つ

て



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

電気オルガン　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気カーペット　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気コード　 燃えないごみ（その他） ★束ねて

電気こたつ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気コンロ（クッキング
ヒーターを含む）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気スタンド　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気ストーブ（電気パネ
ルヒーターを含む）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気ひげそり 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気ポット　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電気毛布　 粗大ごみ
★５枚までに梱包　電気コード
は根元で切る

電球 有害ごみ ●電球型蛍光灯を含む

電子オルガン　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電子辞書（電子手帳） 燃えないごみ（その他）

電磁調理器 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電子ピアノ　　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電子レンジ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電子レンジ台 粗大ごみ

天体望遠鏡　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

電卓 燃えないごみ（その他）

点滴バック 燃えるごみ
●できるだけ、かかりつけの病
院・薬局へ

テント 粗大ごみ

電動式ランニングマシ
ン　

粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電動歯ブラシ　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

天ぷら油　 燃えるごみ
★紙や布にしみ込ませるか凝
固剤で固めて

電話機　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

電話台　 粗大ごみ

電話帳　 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

ドア　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

トイレシート（ペット用） 燃えるごみ

トイレタンク　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

トイレットペーパー等の
フィルム

プラスチック製容器包装

と

て



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

トイレットペーパーの芯 古紙類（ざつ紙）
★開いて、チラシ等と一緒にく
くって出す

トイレの便器（和・洋）　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

トイレブラシ 燃えるごみ

透析バック（点滴バッ
ク）

燃えるごみ
●できるだけ、かかりつけの病
院・薬局へ

豆腐のパック プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

灯油タンク（ポリタンク）　粗大ごみ ★燃料はきれいに抜く

トースター 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

土管（Ｕ字溝等）　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

時計　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

戸棚 粗大ごみ

トタン板　 粗大ごみ
★長さ1.8m以下5枚以内でく
くって出す

土鍋
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

ドライバー（工具類） 燃えないごみ（その他）

ドライヤー　
燃えないごみ
（その他）

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ドラムセット（楽器） 粗大ごみ

ドラム缶　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

ドリル（電動・手動） 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ドリルの刃 燃えないごみ（その他）

ドリンクびん 燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

ドリンクびんのふた
（金属製）

燃えないごみ（その他）
●金属製以外のものは、燃える
ごみで出す

トレイ プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

ドレッサー 粗大ごみ

ドレッシングの容器
（びん）

燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

ドレッシングの容器
（プラスチック製）　

プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

泥 受入不可 ●庭などで再利用する

トロフィー 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ナイフ　 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

★厚紙などで包んで

苗木のプラスチック製
ポット

燃えるごみ
●事業（農業等）に伴って出たも
の（農産物の出荷等）は受入不
可

長靴 燃えるごみ

中仕切り・バラン等
（プラスチック製）

燃えるごみ

流し台　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

鉈（なた）　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★厚紙などで包んで

な

と



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

納豆の容器（プラスチッ
ク製）　

プラスチック製容器包装
●わら製は、燃えるごみで出す
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

鍋・やかん・フライパン 燃えないごみ（その他）

生ごみ 燃えるごみ ★水気をよく切る

縄跳びひも 燃えるごみ ★50cm未満に切断して出す

二段ベッド　 粗大ごみ

ニッカド電池　 受入不可 ●販売店・協力店の回収箱へ

乳酸菌飲料容器 プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

乳酸菌飲料容器のふ
た

燃えるごみ

入浴剤の缶 燃えないごみ（缶類） ★中を軽く水洗いする

入浴剤の袋（プラスチッ
ク製）

プラスチック製容器包装
●小さいものは、燃えるごみで
出す

★きれいに洗って乾かす

庭木・材木類
（長さ50cmを超え1.8ｍ
以下）　

粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

★1.8m以下にしてくくる

庭木・材木類
（長さ50cm未満）　

燃えるごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ぬいぐるみ　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

縫い針　 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで出す

ネクタイ 燃えるごみ

猫砂 燃えるごみ
●水洗トイレで処理できるもの
は、トイレに流す

寝袋（シュラフ） 粗大ごみ

粘土　 燃えるごみ

ノート 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

ノートパソコン　 受入不可
●メーカーに引き取りを依頼す
る

のこぎり　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★刃先を厚紙などで包む

鑿（のみ） 燃えないごみ（その他） ★刃先を厚紙などで包む

のりの缶 燃えないごみ（缶類）

のりの佃煮のびん 燃えないごみ（びん類） ★中を軽く水洗いする

のりの佃煮のびんのふ
た（金属製）

燃えないごみ（その他） ★軽く水洗いする

バーベキューコンロ 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バーベル（バーと重り
が一体）

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バーベルの重り 燃えないごみ（その他）

排尿パック　 燃えるごみ ★汚物をトイレに流して

廃油・塗料　 燃えるごみ ★布・紙などに染み込ませて

バケツ（プラスチック製） 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

な

ぬ

ね
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

パソコンキーボード　 受入不可

●パソコンと一緒にメーカーに引
き取りを依頼する
●パソコンがなくキーボードのみ
の場合は、燃えないごみ（その
他）で出す

パソコンディスプレイ
一体型　

受入不可
●メーカーに引き取りを依頼す
る

パソコンラック 粗大ごみ

バター等の容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

バター等の容器（紙製） 燃えるごみ

はたき（掃除用品）　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

発炎筒　 燃えるごみ
★水に浸し、発火しないように
して出す

バッテリー　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

発電機（携帯用） 粗大ごみ
★燃料を使うものは、燃料をき
れいに抜く

バット（金属製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バット（木製・プラスチッ
ク製）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

発泡スチロール（箱・緩
衝材など）

プラスチック製容器包装
●製品の容器包装以外のもの
（保冷容器として購入したもの
等）は、燃えるごみで出す

花火　 燃えるごみ
★水に浸し、発火しないように
して出す

パネルヒーター　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

パフ（化粧用） 燃えるごみ

歯ブラシ 燃えるごみ
●電動歯ブラシは燃えないごみ
（その他）で出す（電池は有害ご
みへ）

歯磨き粉のチューブ　 プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす（半分
に切って洗って出しても可）

刃物類（はさみ・包丁・
かみそりなど）

燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで出す

パラソル　 粗大ごみ
★布部分と骨部分を分けて出
す

バラン（弁当用仕切り） 燃えるごみ

針（裁縫用など）　 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで出す

針金 燃えないごみ（その他）

ハンガー（金属製） 燃えないごみ（その他）
★たくさんある場合は、ハン
ガーをくくる

ハンガー（木・プラス
チック製）

燃えるごみ

ハンカチ 燃えるごみ

飯ごう 燃えないごみ（その他）

絆創膏（ばんそうこう） 燃えるごみ

はんだ 燃えないごみ（その他）

はんだごて　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

パンチ（穴あけ） 燃えないごみ（その他）

パンプス（靴） 燃えるごみ

は



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

ＢＳアンテナ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ＢＳチューナー　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ＰＨＳ　 燃えないごみ（その他）
●できるだけ販売店に返却する
（資源化ルートがある）

★電池は、外して有害ごみへ

ピアノ　 粗大ごみ ●販売店に相談

ビーチパラソル　 粗大ごみ
★布部分と骨部分と分けて布
部分は燃えるごみ

ビールケース　 粗大ごみ ●できるだけ販売店等へ

ビールびん　 燃えないごみ（びん類） ●できるだけ販売店等へ ★中を軽く水洗いする

ビールびんのふた 燃えないごみ（その他）

ビデオカメラ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

ビデオテープ(ケースを
含む）

燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器
包装ではないので、燃えるごみ
へ

ビデオデッキ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ひな人形（人形のみ） 燃えるごみ

ひな人形セット 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ひな段 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ビニールテープ 燃えるごみ

ビニール手袋 燃えるごみ

ビニールひも 燃えるごみ ●50cm未満に切断

火バサミ 燃えないごみ（その他）

ひも（紙） 燃えるごみ ●50cm未満に切断

ひも・バンド（プラスチッ
ク製）　

燃えるごみ ●50cm未満に切断

肥料 燃えるごみ
●できるだけ使用する。仕方が
ない場合、燃えるごみで出す

肥料袋（プラスチック
製）　

プラスチック製容器包装
●事業（農業等）に伴って出たも
の（農産物の出荷等）は受入不
可

★中をきれいに洗って乾かす

肥料袋（紙製） 燃えるごみ

ファクシミリ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ファンヒーター　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ
★燃料はきれいに抜く

フィルム（ネガ） 燃えるごみ

ブースターケーブル
（自動車用品）　

燃えないごみ（その他） ★束ねて出す

風船 燃えるごみ

封筒　 古紙類（ざつ紙）
●ビニール製の窓付きのもの
は、ビニール部分を取り除く

★小さいものは、紙袋等に入
れて、チラシ等と一緒にくくる

封筒（ビニール製）　 燃えるごみ

プール（ビニール製遊
戯具）　

粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

フォーク　 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

ふきん 燃えるごみ

ふすま 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ひ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
ふた（紙製） 燃えるごみ

ふた（プラスチック製容
器）

プラスチック製容器包装
●小さいものは燃えるごみで出
す

★きれいに洗って乾かす

ふた（金属製） 燃えないごみ（その他）

ブックカバー 燃えるごみ

筆箱　 燃えないごみ（その他）
●木・布・プラスチック製は、燃え
るごみで出す

不凍液の容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

布団（子供用を含む）　 粗大ごみ
★布団は1枚座布団・毛布は5
枚までに梱包

布団カバー 粗大ごみ
★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

布団乾燥機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

布団たたき（木製）　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

布団袋 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す　

★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

フライパン・鍋・やかん 燃えないごみ（その他）

ブラインド 粗大ごみ

フライ返し　 燃えないごみ（その他）
●金属製以外のものは、燃える
ごみで出す

プラグ（自動車用品） 燃えないごみ（その他）

ブラシ・櫛（木・プラス
チック製）　

燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

プラスチック製収納箱　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す　

プラモデル 燃えるごみ
★電池は、外して有害ごみで
出す

ブランコ（子供用遊具）　粗大ごみ

プランター（プラスチック
製）　

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ぶら下がり健康器 粗大ごみ

プリンター　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

プリンなどの容器（プラ
スチック製）

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

プリンなどの容器（紙
製）

燃えるごみ

ブルーシート　 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

風呂いす　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

風呂釜　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ブロック（レンガを含む）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

フロッピーディスク
（ケース含む）

燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

風呂の蓋 粗大ごみ

プロパンガスボンベ　 受入不可
●販売店等に引き取りを依頼す
る

ぶんちん（文鎮） 燃えないごみ（その他）

噴霧器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ふ



分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

ヘアースプレー　 燃えないごみ（缶類）
★使いきって、穴は空けなくて
もよい

ヘアースプレーの
キャップ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

プラスチック製容器包装

ヘアピン 燃えないごみ（その他）

ベッド　 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

ペットシート 燃えるごみ

ペットの運搬ケース
（ケージ）

粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

動物の死体　 燃えるごみ
●大型のもの(鹿等）はきれいセ
ンターに相談する

ペットの小屋 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

ペットボトル プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★中を軽く水洗いする
★キャップ、ラベルは取り外す

ペットボトルのキャップ・
ふた

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★軽く水洗いする

ペットボトルのラベル プラスチック製容器包装

ヘッドホン 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ベッドマットレス　 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

ベッドマットレスと一体
のベット　

粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

弁当の容器 プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★軽く水洗いする

包丁 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで

ボールペン 燃えるごみ

ボールペンの芯 燃えるごみ

木刀 粗大ごみ

ポケットティッシュ 燃えるごみ

歩行器（子供用遊具）　 粗大ごみ

ボストンバック　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ボタン　 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

ボタン電池　 受入不可 ●販売店・協力店の回収箱へ

ホッチキス 燃えないごみ（その他）

ポット　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ホットカーペット　 粗大ごみ

★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる
★電気コードは、根元で切断
し、束ねて燃えないごみへ

ホットプレート　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ボディブラシ（プラス
チック製）

燃えるごみ

ポテトチップの袋
（アルミ蒸着型）

プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

ポリタンク　 粗大ごみ ★中身をすべて抜いて

へ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

ポリバケツ　 燃えるごみ

●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ポリ袋 燃えるごみ

ボウル（器）　 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

ボール（野球用等） 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本　 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

本立て
（木・プラスチック製） 

燃えるごみ

●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

本棚（家具） 粗大ごみ

ポンプ 燃えるごみ
●タンク等から灯油等を手動で
汲むもの

ポンプ 燃えないごみ（その他）
●タンク等から灯油等を電動で
汲むもの

★電池は、外して有害ごみで
出す

ポンプ（電気式）　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ほ乳瓶 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

マーカーペン 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

マーガリンの容器 プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

麻雀卓 粗大ごみ

麻雀牌 燃えるごみ

麻雀マット 粗大ごみ

マイク　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

マウス（パソコン用） 受入不可

●パソコンと一緒にメーカーに引
き取りを依頼する
●パソコンがなくマウスのみがあ
る場合は、燃えないごみ（その
他）で出す
●電池を使うものは、電池を外
す

★ケーブルは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ
★電池は、有害ごみで出す

マウスパッド 燃えるごみ

まきストーブ 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

マグネット（クリップ・
フックなど）

燃えないごみ（その他）

まくら　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

まくらカバー 燃えるごみ

枕木 粗大ごみ

マジック（サインペンな
ど）

燃えないごみ（その他）
●金属製以外のものは、燃える
ごみで出す

マッサージ機　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

マッチ　 燃えるごみ
★水に浸し、発火しないように
して出す

マットレス 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名
まな板（木・プラスチック
製）

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

マヨネーズ等の容器 プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って

丸太（長さ50cm未満） 燃えるごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

丸太
（長さが50cmを超え
1.8m以下）

粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ミキサー　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ミシン　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

虫かご（金属製）　 燃えないごみ（その他）

虫かご（金属製以外）　 燃えるごみ

蒸し器 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ムシロ（敷物） 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

無線機　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

眼鏡 燃えないごみ（その他）

目覚まし時計　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

綿棒 燃えるごみ

毛布　 粗大ごみ
★5枚ごとに梱包してくくって出
す

餅つき機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

木琴 粗大ごみ

モップ　 粗大ごみ

モニター 粗大ごみ
●パソコンのモニターは、メー
カーに引き取りを依頼する

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

物干し台（コンクリート） 粗大ごみ

やかん 燃えないごみ（その他）

野菜くず 燃えるごみ ★水切りを十分に行う

やすり 燃えないごみ（その他） ●紙やすりは燃えるごみで出す

湯かき棒（プラスチック
製）

燃えるごみ

浴衣 燃えるごみ

湯たんぽ（金属製） 燃えないごみ（その他）

湯たんぽ（プラスチック
製）

燃えるごみ

湯のみ
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

湯沸かし器　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

湯沸しポット　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

ヨーグルトの容器（プラ
スチック製）

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す
●アルミのふたはとらなくても○

★きれいに洗って

ヨーグルトの容器（紙
製）

燃えるごみ

洋服 燃えるごみ

浴槽の蓋 粗大ごみ

ライター　 燃えないごみ（その他） ★使い切って出す

ラケット 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇木・プラスチック製
　　　　→燃えるごみ
　◇木・プラスチック製以外
　　　　→燃えないごみ（その他）

ラジオ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電池は、外して有害ごみで
出す
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ラジコン　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

ラッカー 燃えるごみ ★布・紙類にしみこませる

ラック 粗大ごみ

ラップ 燃えるごみ

ラミネートチューブ プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

ラムネのびん 燃えないごみ（びん類） ★軽く水洗い

ランタン(手提げ灯） 燃えないごみ（その他）

●燃料を使うものは、燃料をき
れいに抜く
●電池を使うものは、電池を外
す

★電池は、有害ごみで出す

ランドセル 燃えるごみ

リール（釣り用）　 燃えないごみ（その他） ●釣り糸は燃えるごみで出す

リボン 燃えるごみ

リモコン　 燃えないごみ（その他）
★電池は、外して有害ごみで
出す

旅行用かばん 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

る ルーズリーフ（ファイル） 燃えるごみ
★金属部分は取り外して、燃
えないごみへ

冷却枕 燃えるごみ

冷水器　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

冷蔵庫　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）

冷凍庫　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）
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分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ品    目    名

冷凍食品の袋 プラスチック製容器包装
●内側が銀色の袋も○
●汚れの落ちないものは、燃え
るごみで出す

★袋の中には、何も入れずに
そのまま出す

冷凍庫用脱臭剤 燃えるごみ

冷風機 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

レコード　 燃えるごみ

レコードプレーヤー　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

レジャーシート　 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

レジ袋　 プラスチック製容器包装
★レジ袋の中には、何も入れ
ずにそのまま出す

レトルト食品の容器（プ
ラスチック製）

プラスチック製容器包装
●汚れの落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

レトルト食品パック（カ
レーなど）

プラスチック製容器包装
●汚れの落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

レンガ
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

レンジガード 燃えないごみ（その他）

レンジフード 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

レンジ台 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

ろうそく 燃えるごみ

ロープ（プラ・麻製）　 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

ローボード　 粗大ごみ

ローラースケート 燃えないごみ（その他）

ロッカー　 粗大ごみ

ワープロ 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ワープロインクリボン 燃えるごみ

ワイシャツ 燃えるごみ

ワイヤーロープ 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ワイン庫（家庭用）　 家電リサイクル品

●その製品を買った店、又は新
しい同種の製品を買い換えた店
で引き取ってもらう。（きれいセン
ターに持ち込みの場合、郵便局
でのリサイクル券購入と別途
3,000円の運搬費用が必要。）
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