
 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意

あ ＩＨ調理台 破砕ごみ

アイスノン（保冷剤） 可燃ごみ

アイロン 破砕ごみ

アイロン台 可燃ごみ 複合製品（足が金属など）であれは、「破砕ごみ」です。

アコーディオンカーテン 大型ごみ指定品目

足踏みミシン 大型ごみ指定品目
ポータブルミシン（卓上用の電動ミシン）は、「破砕ごみ」で
す。

圧力鍋 金物

油（食用） 可燃ごみ
家庭からの食用油を回収し、リサイクル燃料を精製していま
すのでご協力をお願いします。可燃ごみとして出す場合は、
布や紙にしみ込ませてください。

油こし容器（金属製） 金物 中身を空にして、水洗いしてください。

編み機（毛糸編み機） 大型ごみ指定品目

アルバム（ファイル含む） 可燃ごみ 金属製バインダーのアルバムは「破砕ごみ」です。

アルミの器（鍋焼きうどん） 空缶 必ず水洗いしてください。

アルミ箔の芯 古紙
つぶして「古紙」（ボール紙）として出してください。
つぶせないものは「可燃ごみ」です。

安全靴 破砕ごみ プラスチックの芯が入ったものは「可燃ごみ」です。

アンテナ（地上波）・アンテナ支柱 金物

い 石 市では収集できないもの
ごみではありませんので、集積場に出すこともエコロジー
パークに持ち込むこともできません。

衣装掛け 大型ごみ指定品目

いす 大型ごみ指定品目

板くず・板切れ 可燃ごみ 長さ50ｃｍ以内、直径10ｃｍ以内にして出してください。

一輪車（遊具） 破砕ごみ

一輪車（ネコ） 大型ごみ指定品目 全て金属で造られているものは「金物」として出せます。

一升びん　酒・しょうゆのびん 空びん 回収しているお店に返してください。（リターナブルびん）

　　〃　　　油のびん 空びん フタを取って、軽く水洗いしてください。

一斗缶 金物
中身を空にしてください。
中身の入ったものは収集できません。

犬小屋 大型ごみ指定品目

入れ歯 可燃ごみ 金属が付いていてもよいです。

衣類（古着・古布） 可燃ごみ
ファスナーやボタンは付いたままでよいです。市リサイクル
ステーションへ持ち込みも可能です。（無料）

インク（インクジェットプリンター
用）・インクリボン

可燃ごみ できるだけ回収しているお店に返してください。

インスタント食品の外袋 容器包装プラスチック

　　〃　　　　食品容器
　（プラスチック製）

容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

う ウィンドファン 大型ごみ指定品目
冷房機能のついたものは、家電リサイクル法の対象商品と
なります。

品　　名
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

植木鉢（陶磁器製） 埋立ごみ 土は取り除いてください。

植木鉢(プラスチック製) 可燃ごみ 土は取り除き、ダイエット袋に入れて出してください。

臼（うす）（杵を含む） 大型ごみ指定品目

腕時計 破砕ごみ

うば車（老人車・シルバーカート） 破砕ごみ

羽毛布団 大型ごみ指定品目
品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を結べることがで
きれば「可燃ごみ」として出せます。

え エアコン 市では処理できないごみ 「家電リサイクル法の対象商品」です

МＤプレーヤー 破砕ごみ ディスクは「可燃ごみ」です。

エレクトーン 市では収集できないごみ エコロジーパークに直接持ち込んでください。

延長コード 破砕ごみ 1ｍ程度の長さに切ってから出してください。

鉛筆削り 破砕ごみ

お オアシス(生花用スポンジ） 可燃ごみ 水切りし、乾燥させて出してください。

オイルヒーター 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

応接間ソファー 大型ごみ指定品目

オーディオラック 大型ごみ指定品目

オーブンレンジ 大型ごみ指定品目

オーブントースター 金物

桶（木製・プラスチック製） 可燃ごみ 洗って小さくして、ダイエット袋に入れてください。

おまる 可燃ごみ 汚物を取り除いて洗ってください。

おもり（釣り用） 金物

オルガン 大型ごみ指定品目

温度計・体温計 有害ごみ デジタル体温計も「有害ごみ」で出してください。

か カーテンレール 破砕ごみ 金属製は「金物」です。

カーペット 大型ごみ指定品目

カーペットローラー 破砕ごみ

貝がら 可燃ごみ

懐中電灯 破砕ごみ 電池を抜いてください。

カイロ（使い捨て） 埋立ごみ

鏡 埋立ごみ

学習机 大型ごみ指定品目

額縁 破砕ごみ

傘 破砕ごみ

加湿器 破砕ごみ
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菓子箱（菓子折の箱） 古紙 つぶして「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してください。

菓子袋 容器包装プラスチック 食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

菓子・そうめん等の空き箱（木箱） 可燃ごみ

ガス炊飯器 金物 ゴムホースは取り外してください。

ガスレンジ（ガス台） 金物
必ず電池を抜いてください。
収集車火災の原因になります。

カセット式ボンベ（スプレー缶） 空缶

中身を使い切ってから、風通しの良い火気のない屋外で穴
をあけて空缶として出してください。火災や事故の原因にな
りますので、決して破砕ごみや埋立ごみに混ぜないでくださ
い。

カセットテープ 可燃ごみ

カップ麺の器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

カップ麺の器のフタ（紙製） 可燃ごみ 再生できない紙は「可燃ごみ」です。

カップ麺の具の袋やスープの袋 可燃ごみ 汚れの落ちないものは「可燃ごみ」です。

カップ麺の外包装フィルム 容器包装プラスチック

かばん 破砕ごみ・可燃ごみ
金属が使われているものは「破砕ごみ」です。
燃える素材だけでできているものは「可燃ごみ」です。

画びょう 埋立ごみ 散乱しないようにして出してください。

花びん 埋立ごみ
陶器製、ガラス製は「埋立ごみ」、金属製は「金物」です。
素材で判断してください。

鎌（かま） 金物 刃の部分を新聞紙等で包んで保護してから出してください。

紙おむつ 可燃ごみ 汚物を取り除いてください。

紙コップ・紙皿 可燃ごみ リサイクルできません。

カミソリ（使い捨て） 埋立ごみ 電気カミソリは「破砕ごみ」です。

紙ねんど 埋立ごみ 紙だけでできているわけではないので「埋立ごみ」です。

紙パック（内側銀色） 可燃ごみ 飲料用、酒用パックなどに用いられています。

　　〃　 （内側白色） 古紙
牛乳パックなどに用いられています。
水洗いし乾燥して切り開き、紐がけしてください。

カメラ 破砕ごみ
電池を抜いてください。インスタントカメラ（使い捨てカメラ）は
回収しているお店に返してください。

画用紙 古紙
「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してください。
クレヨンで描いてあるものは「可燃ごみ」です。

カラーボックス 大型ごみ指定品目

カラオケ演奏機器 大型ごみ指定品目

ガラス板・ガラスのコップ・食器 埋立ごみ 紙に包み、“危険”と表示して出してください。

革製品・合成皮革製品 可燃ごみ 金属が含まれているものは「破砕ごみ」です。

瓦 埋立ごみ
４枚まで。袋に入れてください。増改築で不要となったもの
は、収集・処理できません。

缶 空缶 錆がひどいものは「埋立ごみ」です。

換気扇（家庭用） 破砕ごみ

緩衝材（シート状で包む物） 容器包装プラスチック 機械に巻きつくので、８０㎝角に切ってください。
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乾燥機（衣類乾燥機） 市では処理できないごみ 「家電リサイクル法の対象商品」です

乾燥機（食器用・布団用） 破砕ごみ

乾燥剤（のり等に入っている） 可燃ごみ

乾電池 有害ごみ
ボタン電池や充電式の電池はお店のリサイクルボックスに
返してください。

き キーボード（楽器） 大型ごみ指定品目

キーボード（パソコン関連） 破砕ごみ

ギター・ギターケース 破砕ごみ

木の枝・木の葉・せん定くず 可燃ごみ
根や土は取り除いてください。集積場に出せるのは２袋また
は２束までです。

木の根 市では処理できないごみ
土を落とし、長さ50cm以内、直系10ｃｍ以内に細かく切れ
ば、「可燃ごみ」で出せます。

着物 可燃ごみ
古着古布として、市リサイクルステーションへ持ち込みも
できます。（無料）

キャスター 破砕ごみ

鏡台 大型ごみ指定品目

金魚鉢 埋立ごみ
50cm未満のものは埋立ごみです。50ｃｍ以上のものは「大
型ごみ指定品目」となります。

金庫（てさげ金庫） 金物 中のプラスチック製の仕切りは「可燃ごみ」です。

金庫（家庭用耐火金庫） 大型ごみ指定品目
50ｋｇ以下のものに限ります。最大の辺または径が50ｃｍ未
満であっても「大型ごみ」です。解体してもいけません。

く 空気入れ 金物 プラスチック製は「可燃ごみ」です。

空気清浄機 破砕ごみ

クーラーボックス 大型ごみ指定品目

釘（くぎ） 埋立ごみ 散乱しないようにして出してください。

草 可燃ごみ
必ず土は取り除いてください。集積所に出せるのは
２袋までとなります。”ひと干し”をお願いします。

草刈機・草刈機の替刃 金物 電動式の草刈機は「破砕ごみ」です。

薬（錠剤、カプセル等） 可燃ごみ

薬（錠剤、カプセル等）の包装シー
ト

容器包装プラスチック 中身を空にしてください。

薬のプラスチック容器 容器包装プラスチック
中身を空にしてください。金属箔が付いたままで構いませ
ん。

果物ネット・野菜ネット 容器包装プラスチック 中身を空にしてください。

口紅 破砕ごみ 中身を取り除いて出してください。

熊手（ビブラ） 大型ごみ指定品目

クリーニングの外袋 可燃ごみ

車椅子 大型ごみ指定品目

グローブ 可燃ごみ

鍬（くわ） 金物 刃の部分を新聞紙等で包んで保護してから出してください。

け 蛍光管・蛍光灯 有害ごみ
割れないようにケース（外箱）に入れてください。
粘着テープで巻かないでください。

携帯ゲーム機（ゲーム機） 破砕ごみ 電池を抜いて出してください。
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

携帯電話 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

ケージ（ペット用）（金属製） 金物

ゲートボール球 可燃ごみ

ゲームソフト 可燃ごみ ゲーム機本体は「破砕ごみ」で出してください。

化粧品のプラスチック容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
洗浄できないものは「可燃ごみ」です。

化粧品のびん 埋立ごみ

下駄箱 大型ごみ指定品目

ケチャップの容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

血圧計 破砕ごみ
電池を抜いて出してください。水銀の入っているものは
「有害ごみ」で出してください。

玄関マット 可燃ごみ 金属がついているものは「破砕ごみ」で出してください。

健康器具 大型ごみ指定品目

剣山 金物

剣道の面 破砕ごみ 胴着や他の防具は「可燃ごみ」です。

こ 香水びん 埋立ごみ “空びん”としてリサイクルできません。

コードリール 破砕ごみ コードは１ｍずつに切ってください。

コーヒーのびん 空びん
フタを取って、水洗いしてください。
プラスチック製のふたは、「容器包装プラスチック」です。

ござ 大型ごみ指定品目

こたつ 大型ごみ指定品目
こたつ板のみの場合であっても、「大型ごみ指定品目」となり
ます。

コップ（ガラス製） 埋立ごみ
“空びん”としてリサイクルできません。金属製は「金物」、プ
ラスチック製は「可燃ごみ」です。

粉石けんの箱 可燃ごみ
再生のできない紙箱（ろう引きの紙、臭いのついた紙）は、
「可燃ごみ」です。

粉ミルクの缶（２リットルまで） 空缶 中身を空にしてください。

米袋（ビニール製） 容器包装プラスチック 紙製は「古紙」です。（雑誌・チラシと同じ区分です。）

ごみ箱（プラスチック製） 大型ごみ指定品目
解体等により，品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を
結べることができれば「可燃ごみ」として出せます。

ごみ箱（金属製） 金物

米びつ（金属製） 金物 金属製は「金物」、複合製品は「破砕ごみ」です。

ゴルフクラブ 金物

ゴルフバッグ 破砕ごみ

ゴルフボール 可燃ごみ

コンセント 破砕ごみ

コンパクト（化粧品） 埋立ごみ

コンポスト 大型ごみ指定品目
解体等により，品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を
結べることができれば「可燃ごみ」として出せます。

さ サーフボード 大型ごみ指定品目

座いす 大型ごみ指定品目

※

※
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サイドボード 大型ごみ指定品目

竿（物干し） 大型ごみ指定品目

柵（プラスチック製） 可燃ごみ
ダイエット袋に入れて口が結べない場合は「大型ごみ指定
品目」となります。

柵（木製） 可燃ごみ
50センチメートル以内にして紐でしばって出してください。
（せん定枝と同じ扱いとなります。）

座卓 大型ごみ指定品目

サッシ 大型ごみ指定品目
窓や網戸など、人の出入りを目的としないものを【サッシ】と
します。個別収集で一度に収集できるのは10枚までです。

殺虫剤の容器（スプレー） 空缶
スプレー缶は「空缶」、プラスチック製は中身を出して、「容器
包装プラスチック」です。

殺虫剤の容器（くん煙式） 埋立ごみ

座布団 可燃ごみ ダイエット袋に入れてください。

ざる（竹製・プラスチック製） 可燃ごみ
ダイエット袋に入れてください。金属製の場合は「金物」で
す。複合製品の場合は「破砕ごみ」です。

三角表示板 破砕ごみ 金属製の場合は「金物」です。

三面鏡 大型ごみ指定品目

三輪車 破砕ごみ

し シーツ 可燃ごみ

ＣＤ・ＣＤケース 可燃ごみ

ＣＤプレーヤー 破砕ごみ 　

磁石 埋立ごみ

下着 可燃ごみ

支柱（園芸用） 金物
中に金属が入っている場合は「金物」、全てプラスチックでで
きている場合は「可燃ごみ」です。

室内アンテナ 破砕ごみ 大部分が金属のものは「金物」です。

自転車 大型ごみ指定品目
大きさにかかわらず「大型ごみ」です。解体してはいけませ
ん。

ジャー（炊飯ジャー） 破砕ごみ
内釜は取り外し、金属製の場青は「金物」、陶器の場合は
「埋立ごみ」で出してください。

シャープペンシル 可燃ごみ 金属製の場合は「破砕ごみ」です。

写真・ネガフィルム 可燃ごみ

車両用ルーフボックス 大型ごみ指定品目

シャンプー容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
洗浄できないものは「可燃ごみ」です。

じゅうたん 大型ごみ指定品目

収納ケース 大型ごみ指定品目

収納棚 大型ごみ指定品目

数珠（じゅず） 可燃ごみ 石、ガラス製のものは「埋立ごみ」です。

消火器 市では処理できないごみ

障子 大型ごみ指定品目

賞状筒（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ
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浄水器 破砕ごみ プラスチック製の場合は「可燃ごみ」です。

照明器具類 破砕ごみ
蛍光管・電球を外してください。
外した蛍光管・電球は「有害ごみ」です。

食用油 可燃ごみ
家庭からの食用油を回収し、リサイクル燃料を精製していま
すのでご協力をお願いします。可燃ごみとして出す場合は、
布や紙にしみ込ませてください。

食用油のプラスチックボトル 容器包装プラスチック

逆さまにして一晩放置し、液ダレがないことを確認して
（注ぎ口の油をふき取って）出してください。油のべとつ
きが他のものを汚さないようにお願いします。

除湿機 大型ごみ指定品目
大きさにかかわらず「大型ごみ」です。解体してはいけませ
ん。

除湿剤 可燃ごみ

食器棚 大型ごみ指定品目

す 水槽 大型ごみ指定品目

水筒 破砕ごみ 金属製の場合は「金物」です。

スーツケース 大型ごみ指定品目

スーパーのレジ袋 容器包装プラスチック マイバッグを持参し、ごみの減量にご協力ください。

スキー板 大型ごみ指定品目

スキー靴 破砕ごみ

スキーキャリア 大型ごみ指定品目

スキーストック 金物

スケートボード 破砕ごみ

スコップ（金属の刃がついたもの） 金物

すずり 埋立ごみ

すだれ 可燃ごみ
切断して品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を結ん
で出してください。ダイエット袋に入らない時は「大型ごみ指
定品目」です。

ステレオ 破砕ごみ

ストーブ・ストーブガード（金属製） 金物 電池と灯油は必ず抜いてください。

スノーダンプ 大型ごみ指定品目

スノーボード 大型ごみ指定品目

スノーボードの靴 破砕ごみ

すのこ 可燃ごみ
切断して品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を結ん
で出してください。ダイエット袋に入らない時は「大型ごみ指
定品目」です。

酢のびん 空びん
無色透明びんとその他の色びん（色付き）があります。
明るいところで判別してください。

スパイクシューズ 可燃ごみ つめが金属のものは「破砕ごみ」です。

スピーカー 破砕ごみ

スプーン 金物
金属製の場合は「金物」です。木やプラスチック製の場合は
「可燃ごみ」、金属と木・プラスチックの混合製の場合は、
「破砕ごみ」です。素材により分別してください。
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

スプレー缶 空缶
中身を使い切ってから，火気のない換気の良い所で穴をあ
けて、「空缶」として出してください。

スマートフォン 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

すべり台 大型ごみ指定品目

炭 可燃ごみ

せ 石鹸 可燃ごみ

セラミックヒーター 破砕ごみ

洗剤の計量カップ 可燃ごみ

洗剤のプラスチック容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
洗浄できないものは「可燃ごみ」です。

洗濯機 市では処理できないごみ 「家電リサイクル法の対象商品」です

洗濯ネット・洗濯バサミ 可燃ごみ

せん定バサミ 金物 刃の部分を新聞紙等で包んで保護してから出してください。

扇風機 破砕ごみ

洗面器 可燃ごみ 金属製のものは「金物」で出してください。

そ 造花 破砕ごみ
中に金属の芯が入っているものは、「破砕ごみ」です。
芯のないものは「可燃ごみ」です。

掃除機 破砕ごみ

ソースの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

ソファー 大型ごみ指定品目

ソファーベッド 大型ごみ指定品目

た 体温計（電子体温計も）・温度計 有害ごみ 水銀が使われていない体温計も「有害ごみ」です。

体重計 破砕ごみ

耐熱ガラス製品 埋立ごみ “空びん”としてリサイクルできません。

タイヤ 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

タイヤチェーン 金物 ゴム製のものは「可燃ごみ」です。

タイヤのチューブ（自転車用） 可燃ごみ

竹ぼうき 可燃ごみ
50ｃｍ以内にして紐で束ねるか、切断して品物全体を完全
にダイエット袋に入れて口を結んでください。ダイエット袋に
入らない時は「大型ごみ指定品目」です。

畳 大型ごみ指定品目
個別収集で一度に収集できるのは10枚までです。エコロ
ジーパークへ直接持ち込む場合も、10枚までとなります。

卓球台 大型ごみ指定品目

たばこの外包装フィルム 容器包装プラスチック

たばこの銀紙・吸殻 可燃ごみ

たばこの箱 古紙 つぶして「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してください。

タブレット 破砕ごみ データは個人の責任で消去ください。

卵のパック 容器包装プラスチック
紙製は、汚れていなければ「古紙」（チラシ、雑誌）、
汚れたものは「可燃ごみ」です。
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

タライ 可燃ごみ 金属製は「金物」です。

たわし 可燃ごみ 金属たわしは「金物」です。

たんす 大型ごみ指定品目

ち チェーン 金物

チャイルドシート 破砕ごみ

茶わん 埋立ごみ

中華鍋 金物

注射器・注射針
（インシュリン投与に使用）

市では処理できないごみ
購入された薬局にて回収しています。
詳しくは、購入された薬局にお問い合わせください。

つ ついたて 大型ごみ指定品目

使い捨てカイロ 埋立ごみ

机 大型ごみ指定品目

漬物石（市販のもの） 埋立ごみ

漬物桶（木製・プラスチック製） 大型ごみ指定品目
解体等により，品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を
結べることができれば「可燃ごみ」として出せます。

土 市では収集できないもの
ごみではありませんので、集積場に出すこともエコロジー
パークに持ち込むこともできません。

詰め替え用の袋（パウチ容器）
容器包装プラスチッ
ク

シャンプーなど中身を詰め替えた空袋｡
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
洗浄できないものは「可燃ごみ」です。

釣り糸 可燃ごみ
1ｍ程度の長さに切ってから出してください。
機械に絡まり、故障の原因になります。

釣りおもり 金物

釣り竿 破砕ごみ

て ＤＶＤプレーヤー・レコーダー 破砕ごみ ディスクは「可燃ごみ」です。

ティッシュペーパーの外包装フィ
ルム

容器包装プラスチック

テーブル 大型ごみ指定品目

鉄板 金物
１人で持ち運べないものは、エコロジーパークへ直接持ち込
むか古鉄業者にお問い合わせください。

テレビ 市では処理できないごみ 「家電リサイクル法の対象商品」です

テレビゲーム用ソフト 可燃ごみ

テレビ台 大型ごみ指定品目

電気カーペット 大型ごみ指定品目

電気カミソリ 破砕ごみ 電池は「有害ごみ」です。

電気コード 破砕ごみ
1ｍ程度の長さに切ってから出してください。
機械に絡まり、故障の原因になります。

電気自転車 大型ごみ指定品目

電気炊飯器 破砕ごみ
内釜は取り外し、金属製の場合は「金物」で、陶器製の場合
は「埋立ごみ」で出してください。

電気ストーブ 破砕ごみ

※
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

電気毛布 破砕ごみ
布団もしくは毛布と見なせるものは「大型ごみ指定品目」で
す。

電気湯たんぽ 破砕ごみ 液体（塩水）は抜いてください。

電球・豆電球 有害ごみ

電子レンジ 大型ごみ指定品目
大きさにかかわらず「大型ごみ」です。解体してはいけませ
ん。

電卓 破砕ごみ

電池 有害ごみ
ボタン電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池は、
お店のリサイクルボックスに返してください。

電話機 破砕ごみ

と ドア・戸 大型ごみ指定品目 人の出入りを目的としたものを【ドア・戸】とします。

トイレットペーパーの芯 古紙
つぶして「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してください。
つぶせないものは「可燃ごみ」です。

灯油の容器（プラスチック製） 可燃ごみ

灯油の容器（金属製） 金物
１人で持ち運べないものは、エコロジーパークへ直接持ち込
むか古鉄業者にお問い合わせください。

トースター 金物

豆腐の容器 容器包装プラスチック 水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。

時計・柱時計 破砕ごみ 電池を抜いてください。

戸棚 大型ごみ指定品目

トタン板（金属製） 金物
４枚まで。半分に折るなどして150cm以下にし、紐がけしてく
ださい。150cmを超えるものは「大型ごみ指定品目」です。

ドライヤー 破砕ごみ

ドラム缶 市では収集できないごみ エコロジーパークに直接持ち込んでください。

トランポリン 大型ごみ指定品目

トレイ（発泡スチロール製） 容器包装プラスチック 白色はお店のリサイクルボックスへ返してください。

トレーニング器具 大型ごみ指定品目

な 苗用ポット 容器包装プラスチック
土を取り除き、水洗いし、水キリして（乾燥させて）出して
ください。汚れが落ちないものは「可燃ごみ」です。

長靴 可燃ごみ

ながもち 大型ごみ指定品目

納豆カップ（紙製） 可燃ごみ

納豆カップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

なべ 金物

波板 大型ごみ指定品目
個別収集で一度に収集できるのは10枚までです。
金属製の場合は「金物」に出せますが、150cm以内
にして最大４枚までです｡

縄 可燃ごみ 1ｍ程度の長さに切ってから出してください。

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ ダイエット袋に入れてください。

ぬかみそ 可燃ごみ 十分水切りをして、ダイエット袋に入れてください。

塗り薬びん 埋立ごみ
リサイクルできるびんは、食べ物・飲み物・飲み薬のびんに
限ります。
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

ね ネコの排泄砂 埋立ごみ・可燃ごみ
石や砂でできたものは「埋立ごみ」、紙や木くずは「可燃ご
み」です。

ネコのふん 可燃ごみ 下水道に詰まりやすいため「可燃ごみ」です。

ねじ 金物 散乱しないように袋に入れて出してください。

ねんど（工作用） 埋立ごみ 工作用に限ります。

の 農薬・農薬のびん 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

飲み薬のびん 空びん フタを取って、水洗いしてください。

は 灰 市では処理できないごみ 野焼きは禁止されています。

パイプいす 大型ごみ指定品目 大部分が金属の場合は「金物」で出せます。

廃油（機械油・オイルなど） 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

バインダー 破砕ごみ
複合製品の場合は「破砕ごみ」、プラスチック製の場合は
「可燃ごみ」です。

はさみ 破砕ごみ
プラスチック製の場合は「可燃ごみ」です。金属でできている
場合は「金物」で出してください。

はしご（脚立含む） 大型ごみ指定品目

バスケットゴール 大型ごみ指定品目

バスタオル 可燃ごみ
古着古布として、市リサイクルステーションへの持ち込み
をお願いします。（無料）

パソコン(ノート型を含む) 市では処理できないごみ 「資源有効利用促進法の対象商品」です。

バッグ 破砕ごみ・可燃ごみ
金属が使われているものは「破砕ごみ」です。燃える素材だ
けでできているものは「可燃ごみ」です。

バッテリー（車両用） 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

バット（金属製） 金物

バット（木製、プラスチック製） 可燃ごみ
切断して品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を結ん
で出してください。

発泡スチロール（電化製品の緩衝
材）

可燃ごみ

バトミントンラケット 破砕ごみ・可燃ごみ 複合製品の場合は「破砕ごみ」です。

花火 可燃ごみ 水にぬらして出してください。

歯ブラシ 可燃ごみ

針 埋立ごみ 散乱しないようにして出してください。

ハロゲンヒーター 破砕ごみ

ハンガー 破砕ごみ
プラスチック製は「可燃ごみ」、金属製は「金物」、複合製品
は「破砕ごみ」です。（できるだけ回収しているクリーニング
店へ返してください。）

半斗缶 金物
中身を空にしてください。
中身の入ったものは収集できません。

ひ ＢＳ（ＣＳ）アンテナ、チューナー 破砕ごみ

ビールびん 空びん できるだけ買ったお店に返してください。（リターナブルびん）

ビデオテープ（ケースを含む） 可燃ごみ ビデオデッキは「破砕ごみ」です。

火鉢 埋立ごみ
金属製の場合は「金物」、
50ｋｇを超える大きい物は持ち込みをお願いします。

紐（ひも）・リボン 可燃ごみ 切って、ダイエット袋に入れてください。
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

漂白剤ボトル 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
洗浄できないものは「可燃ごみ」です。

肥料袋（家庭菜園用に限る） 容器包装プラスチック 汚れの落ちないものは「可燃ごみ」です。

ふ ファックス電話 破砕ごみ

ファンヒーター 金物
外側が金属製のものは「金物」、プラスチック製のものは
「破砕ごみ」です。

フィルム 可燃ごみ フィルムの筒型ケースは「容器包装プラスチック」です。

フィルムの筒型ケース 容器包装プラスチック

ふすま 大型ごみ指定品目

ふた（金属製） 金物
汚れを落としてから出してください。
パッキンが付いているものは「破砕ごみ」です。

ふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れを落としてから出してください。

筆・筆箱 可燃ごみ
金属製の筆箱は「金物」です。
素材により分別願います。

布団 大型ごみ指定品目

布団乾燥機 破砕ごみ

フライパン 金物 食品のこげつきを落とし、洗ってください。

ブラインド 大型ごみ指定品目

ブランコ 大型ごみ指定品目

プランター 可燃ごみ
土を落としダイエット袋に入れてください。
陶器の場合は「埋立ごみ」です。

プリンター 破砕ごみ

ブロック（コンクリート） 埋立ごみ
一度に４つまで出すことができます。
削りかすや破片も「埋立ごみ」です。

フロッピーディスク 可燃ごみ

風呂用湯船のふた
　（プラスチック製、木製）

大型ごみ指定品目
解体等により，品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を
結べることができれば「可燃ごみ」として出せます。

噴霧器 破砕ごみ 金属製は「金物」です。

へ ベッド（マットレスは除く） 大型ごみ指定品目
二段ベッドは、シングルベッド2台と見なします。50kgを超え
るベッド（介護用ベッド等）は、エコロジーパークへの直接持
込のみとなり、個別収集はご利用できません。

ペット小屋 大型ごみ指定品目

ペットのえさ袋（プラスチック製）
容器包装プラスチッ
ク

汚れの落ちないものは「可燃ごみ」です。

ペットの排泄砂 埋立ごみ・可燃ごみ
石や砂でできたものは「埋立ごみ」、紙や木くずは「可燃ご
み」です。

ペットボトル ペットボトル
汚れの取れないものや工作に使ったものは「可燃ごみ」で
す。機械で圧縮する際の障害になるので、つぶさないでくだ
さい。

ヘッドホン 破砕ごみ

ペット用ケージ（金属製） 金物

ベッド用マットレス 大型ごみ指定品目

ベニヤ板 大型ごみ指定品目

ベビーカー・ベビーチェアー
・ベビーラック

破砕ごみ

※
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

ベビーベッド 大型ごみ指定品目

ベビーバス 大型ごみ指定品目
解体等により，品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を
結べることができれば「可燃ごみ」として出せます。

ヘルメット 可燃ごみ

ペンキ缶 空缶・金物
中身を取り除いてください。中身が固まって取り除けないも
のは「埋立ごみ」です。2リットルを超えるものは「金物」で
す。

便座（電気式） 破砕ごみ 電気式でないプラスチック便座は、「可燃ごみ」です。

ペンチ 金物

弁当容器（コンビニ等） 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

ほ ホイール（車用） 金物
一度に４本まで出すことができます。（ホイールのみ）

ホイールキャップ（車用） 破砕ごみ 金属製は「金物」です。

望遠鏡 破砕ごみ

ほうき 可燃ごみ ダイエット袋に入れてください。

ホース 可燃ごみ １ｍ位に切って、ダイエット袋に入れてください。

防虫剤 可燃ごみ

包丁 金物
刃の部分を新聞紙等で包んで保護してから出してください。
セラミック包丁は埋立ごみです。

ホームベーカリー 破砕ごみ

ボーリングの球 埋立ごみ

ポータブルトイレ 大型ごみ指定品目 洗ってから出してください。

ボールペン 可燃ごみ 金属製は破砕ごみです。

ボタン電池 有害ごみ
ボタン型の電池は、できるだけお店のリサイクルボックスへ
返してください。

ホッチキスの針 埋立ごみ

ポット 破砕ごみ

ポット（植物の苗を入れるもの） 容器包装プラスチック
土を取り除き、水洗いし、水キリして（乾燥させて）出して
ください。汚れが落ちないものは「可燃ごみ」です。

ホットプレート 金物 ガラスの上ぶたは埋立ごみです。

哺乳びん（耐熱ガラス製） 埋立ごみ
耐熱ガラスは“空びん”としてリサイクルできません。
プラスチック製は「可燃ごみ」です。

ポリタンク 可燃ごみ 中身は取り除いてください。

保冷剤 可燃ごみ

本棚 大型ごみ指定品目

ま マーガリンの容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

マッチ 可燃ごみ 水で濡らして出してください。

まくら 可燃ごみ 籐まくら（金属芯の入ったまくら）は「破砕ごみ」です。

マジックペン 可燃ごみ
本体が金属製なら「破砕ごみ」、
プラスチック製なら「可燃ごみ」です。

マッサージチェアー 大型ごみ指定品目

※
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 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

マットレス 大型ごみ指定品目

魔法瓶 破砕ごみ

マヨネーズ容器 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

マヨネーズの外袋・キャップ 容器包装プラスチック

マルチシート（家庭菜園用） 可燃ごみ 1ｍ位に切って、ダイエット袋に入れてください。

み みかんの網・ネット・ポリ袋 容器包装プラスチック 中身を空にしてください。

ミキサー 破砕ごみ

ミシン 破砕ごみ 足踏みミシンは「大型ごみ指定品目」です。

む 虫めがね 埋立ごみ 全てプラスチック製の場合は「可燃ごみ」です。

むしろ 可燃ごみ

め 名刺（紙製） 古紙
名刺サイズ以上の大きさからリサイクル可能です。
「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してください。

めがね 埋立ごみ
レンズとフレームがプラスチックでできているものは
「可燃ごみ」です。

めがねケース 破砕ごみ プラスチック製のケースは「可燃ごみ」です。

目薬の容器（ボトル） 容器包装プラスチック 中身を空にしてください。

も 毛布 大型ごみ指定品目

物干し竿 大型ごみ指定品目

物干し台 大型ごみ指定品目 台のコンクリート部分だけならば、「埋立ごみ」です。

や やかん 金物

薬品 市では処理できないごみ 販売店に引取りを依頼してください。

ゆ 湯沸かし器 金物

湯たんぽ 金物 プラスチック製は「可燃ごみ」です。

よ
ヨーグルト（3連組）の薄い外フィル
ム

容器包装プラスチック

ヨーグルトのカップ（紙製） 可燃ごみ

ヨーグルトのカップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック
水洗いし、水キリして（乾燥させて）出してください。
食品が付着したものは「可燃ごみ」です。

浴槽（プラスチック製に限る） 大型ごみ指定品目

よしず 大型ごみ指定品目
切断して品物全体を完全にダイエット袋に入れて口を結ぶこ
とができれば「可燃ごみ」として出せます。

ら
ライター（使い捨てライター/着火
器具(ﾁｬｯｶﾏﾝ等)含む）

有害ごみ ライターは使い切って出してください。

ラケット 破砕ごみ 木製の場合は「可燃ごみ」です。

ラジオ・ラジカセ・ラジコン 破砕ごみ 電池を抜いてください。

ラップ 可燃ごみ

ラップケースの刃（金属製） 金物
金属製の刃は金物、紙製・プラスチック製は可燃ごみです。
素材により分別してください。

ラップの芯 可燃ごみ つぶせば古紙として出せます。

ラップの外箱 古紙
刃ははずし、「古紙」の「雑誌・チラシ」の区分で出してくださ
い。

※

※ : H30.3改定項目



 ５０音順　分別一覧
ごみの分け方 出し方の注意品　　名

ランチジャー 破砕ごみ

り リール（魚釣り用） 破砕ごみ
糸は外して、1ｍ位に短く切り、「可燃ごみ」で出してくださ
い。

リモコン 破砕ごみ 電池を抜いてください。

リンゴシート（プラスチック製） 容器包装プラスチック

る ルーペ 埋立ごみ 全てプラスチック製の場合は「可燃ごみ」です。

れ 冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫 市では処理できないごみ 「家電リサイクル法の対象商品」です。

レコード 可燃ごみ プレーヤーは「破砕ごみ」で出してください。

レジ袋 可燃ごみ マイバッグを持参し、ごみの減量にご協力ください。

レンジガード 金物
汚れを落としてから出してください。汚れが取れないものは
「埋立ごみ」で出してください。

ろ 老人車（うば車・シルバーカート） 破砕ごみ

ロープ 可燃ごみ １ｍ位に切って、ダイエット袋に入れてください。

ロッカー 大型ごみ指定品目

わ ワープロ 破砕ごみ 　

ワインびん 空びん 色付きワインびんは全て「その他の色びん」扱いです。

ワゴン 大型ごみ指定品目

※ : H30.3改定項目


