
品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

あんか 不燃

アイスピック 不燃
先端を紙や布などで包み
危険防止をしてから

あんぜんピン 不燃

アイロン 不燃 アンテナ（テレビ用/室外用）
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大
長さ２m以内まで
室内用は不燃ごみへ

アイロン台 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

アンプ 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

アクセサリー
（木製・紙製）

可燃 あんま機（いす型） 粗大

アクセサリー
（金属製・複合素材）

不燃

アコーディオンカーテン 粗大 衣装ケース 粗大
指定ごみ袋に入るものは
素材により不燃ごみへ

あぜシート 禁止
購入先（農協など）または専門業
者へ処理を依頼

いす 粗大
指定ごみ袋に入るものは
素材により可燃・不燃ごみへ

アタッシュケース 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

板ガラス 粗大
1回の申込みで最大120×60㎝
２枚まで３００円
指定ごみ袋に入るものは不燃ごみへ

アダプター 不燃 板きれ 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

油（食用） 可燃
固めるか、布などにしみ込ませて
から

板戸
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大 ３枚まで各１枚３００円

油紙 可燃
一輪車
（スポーツ用・ねこ車）

粗大

雨具（ビニール製） 不燃
一升びん
（リターナブルびん）

― 購入された販売店などへ返却
返却が困難な場合は資源ごみへ

雨戸（木製・金属製）
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大 ３枚まで各１枚３００円
一斗缶
（飲食品が入っていた缶）

資源 中を洗ってから

雨どい（塩化ビニール管） 禁止 専門業者へ処理を依頼
一斗缶
（飲食品以外の缶）

不燃 中身を残さないように

網（漁業用） 禁止 購入先などへ処理を依頼
一斗缶
（汚れている缶・さびた缶）

不燃 中身を残さないように

網（漁業用以外） 不燃 ５０㎝角以下に切ってから 鋳物 不燃

編み機 粗大 医療廃棄物 禁止 病院や購入先などへ処理を依頼

網戸
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大 ３枚まで各１枚３００円 衣類（綿入りのもの） 可燃

編み針（竹製） 可燃
紙などで包み危険防止を してか
ら

衣類（上記以外） 資源
ひもでしばって資源ごみへ　　資源
回収に耐えないものは可燃ごみへ

編み針
（金属製・プラスチック製）

不燃
紙などで包み危険防止を してか
ら

衣類乾燥機 禁止
家電小売店、または専門業者へ
処理を依頼（有料）

網袋（みかん袋など） プラ 印鑑・はん（木製） 可燃

アルバム 可燃 印鑑・はん（上記以外） 不燃

アルミコーティング袋 プラ
菓子、冷凍食品、薬などの
包装袋類

インク 可燃
少量に限ります
紙などにしみ込ませてから

アルミ箔・アルミホイル 不燃 インクリボン 不燃

アルミレンジフード 不燃
インスタント食品の袋・
容器

プラ 中身を残さないように
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※１． この表は一般的な例を表したものであり、形状、素材によって区分が異なる場合があります。 

※２． 複数の素材からできているものは、素材ごとに出来るだけ分別してください。 

※３． 粗大ごみは、できるだけ分解、解体をして、指定ごみ袋で出して下さい。 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

オートバイ 禁止 購入先などへ処理を依頼（有料）

ウインド型エアコン 禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料） オーブントースター 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

植木鉢 不燃 土や泥を落としてから オーブンレンジ 粗大

植木用支柱 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから 置き時計 不燃 電池をはずしてから

浮き輪・浮き袋 不燃 置きもの（木製・竹製） 可燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

うちわ（竹製） 可燃 置きもの（上記以外） 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

うちわ（プラスチック製） 不燃 おけ（木製） 可燃

腕時計 不燃 電池をはずしてから
おけ
（金属製・プラスチック製）

不燃

乳母車 粗大
お玉・しゃくし
（木製）

可燃

羽毛ふとん 粗大 ２枚１束で３００円
お玉・しゃくし
（上記以外）

不燃

落ち葉・枯れ葉 可燃 一度に持ち出す量は、３袋まで

エアコン
（室外機・室内機）

禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料） 斧（おの） 不燃
木製部分は５０㎝以下に切り
可燃ごみへ

エアマット 不燃 ５０㎝角以下に切ってから おまる 不燃 汚物は取り除いてから

液晶テレビ 禁止
家電小売店、または専門業者へ
処理を依頼（有料）

おむつ（おしめ） 可燃 汚物は取り除いてから

枝切りばさみ 不燃
刃を紙などで巻き危険防止をして
から

おむつカバー 可燃

生木（直径５㎝以下） 可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
一度に持ち出す量は、３袋まで

おもちゃ（布製・木製） 可燃

枯木
（直径５㎝超１０㎝以下）

可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
一度に持ち出す量は、３袋まで

おもちゃ（上記以外） 不燃 電池をはずしてから

絵の具チューブ
　（金属製品）

不燃 中身を使い切ってから
おもり
（事業用でないもの）

不燃
袋が破れるような重いものは
粗大ごみへ

絵の具チューブ
　（プラスチック製品）

プラ 中身を使い切ってから 折りたたみいす 粗大
５０㎝以下ものは、
素材によって可燃・不燃ごみへ

絵本 資源
ひもでしばって集団回収、または
資源ごみへ

オルガン 粗大

塩化ビニール管
　（事業用でないもの）

禁止 専門業者へ処理を依頼 オルゴール（木製） 可燃 金属部分は、はずして不燃ごみへ

延長コード 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから
オルゴール
（金属製・複合素材）

不燃

鉛筆・色鉛筆 可燃 おろしがね 不燃

鉛筆削り器 不燃
温水器
（事業用でないもの）

粗大 電気温水器は、専門業者へ

温度計 不燃 水銀使用のものは有害ごみへ

オイル
（事業用でないもの）

可燃 紙や布などにしみ込ませてから

オイル缶 不燃 中身を使い切ってから カーテン 可燃
指定ごみ袋に入る大きさに
してから

応接いす
応接テーブル

粗大 カーテンレール 不燃 長さ５０㎝以下に切って（折って）から
粗大の場合４本1束３００円２m以内

オーディオ製品 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

カーペット 粗大
指定ごみ袋に入るものは
可燃ごみへ
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

カーボン紙 可燃 ガスレンジ 粗大 電池をはずしてから

カーラー 不燃 カセットコンロ 不燃

貝殻 可燃 カセットボンベ（卓上） 危険 中身を使い切ってから

懐中電灯 不燃 電池をはずしてから カセットテープ 不燃

カイロ
（使い捨て・金属製）

不燃 燃料などを使い切ってから カタログ 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

鏡 不燃
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ
割れたものは、紙などで包み危険防止をして
から

カッターナイフ 不燃

花器
（陶磁器製・金属製）

不燃
割れたものは、紙などで包み危険
防止をしてから

かっぱ
（ビニール製・化学繊維）

不燃

鍵（かぎ） 不燃
かっぱ
（ゴム製など上記以外）

不燃

かぎ針（竹製） 可燃 紙などで包み危険防止をしてから
カップめんの容器
（紙製）

可燃

かぎ針
（金属製・プラスチック製）

不燃 紙などで包み危険防止をしてから
カップめんの容器
（プラスチック製）

プラ 中身を残さないように

額縁（木製） 可燃
ガラス部分は、はずして
不燃ごみへ

かつら 可燃

額縁（上記以外） 不燃
木製部分は、はずして
可燃ごみへ

家庭用ゲーム機・
ゲームソフト

不燃

家具類 粗大 金網 不燃

掛け軸 可燃 金たわし 不燃

かご（竹製・籐製） 可燃 かなづち・げんのう 不燃

かご（上記以外） 不燃 カニの甲羅 可燃

傘 不燃 かばん（革製） 可燃 金具は取り除いて不燃ごみへ
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ

傘たて 粗大 指定ごみ袋に入るものは
素材により可燃または不燃ごみへ かばん（上記以外） 不燃

指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

菓子缶 資源 中身を洗ってから がびょう・押しピン 不燃

菓子箱（紙製） 資源 雑誌類と一緒に資源ごみへ 花びん 不燃

菓子箱（上記以外） 不燃 鎌（かま） 不燃
刃を紙や布などで巻き危険防止を
してから

菓子袋（紙袋） 可燃 釜（かま） 不燃

菓子袋
（アルミコーティング・ポリ袋）

プラ 髪（髪の毛） 可燃

加湿器 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

紙おむつ 可燃 汚物は取り除いてから

ガスコンロ 不燃 電池をはずしてから
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ 紙製品 可燃

資源として利用できる紙は
資源ごみへ

ガステーブル 粗大 電池をはずしてから かみそりの刃 不燃
紙や布などで巻き危険防止をして
から

ガスボンベ
（カセットボンベ以外）

禁止 購入先や専門業者へ処理を依頼
紙パック
（内側が白いもの）

資源 中を洗い、開き乾かしてから

ガスマット 不燃 紙パック
（内側にアルミをはっているもの）

可燃 キャップは不燃ごみへ

ガス湯沸器 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

カメラ 不燃 電池をはずしてから
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

カラーボックス 粗大 ギター 粗大

カラオケセット 粗大 木づち 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

からしのチューブ プラ
中身を残さないように
キャップは不燃ごみへ

着物 資源
ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

ガラスくず（破片） 不燃 紙や布で包み危険防止をしてから 脚立（きゃたつ） 粗大

ガラスコップ・食器 不燃
割れたものは、紙などで包み
危険防止をしてから

キャッシュカード・
クレジットカード

不燃

ガラス戸
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大 ３枚まで各１枚３００円 キャップ（プラスチック製など） 不燃

軽石 不燃 急須（きゅうす） 不燃

枯れ葉・落ち葉 可燃 一度に持ち出す量は、３袋まで 給湯器（家庭用） 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

カレンダー 資源
雑誌類と一緒に出す
金具は、取り除き不燃ごみへ

牛乳パック 資源 中を洗い、開き乾かしてから

革製品 可燃
革ジャンパー、革靴、革バッグな
ど

教科書 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

瓦 禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

鏡台（ドレッサー） 粗大

缶
（飲食品が入っていた缶）

資源 中を洗ってから 漁網 禁止 購入先などへ処理を依頼

缶
（飲食品以外の缶）

不燃 中身を残さないように 錐（きり） 不燃
先端を紙や布で包み危険防止を
してから

缶
（汚れの落ちない缶・さびた缶）

不燃 中身を残さないように 銀紙 不燃

缶
（一斗缶超の大きい缶）

粗大 中身を残さないように 金庫（耐火用） 禁止 購入先などへ処理を依頼

換気扇 不燃 金庫（手提げ用） 不燃

換気扇のフィルター 可燃 素材により不燃ごみへ

缶切り 不燃 空気清浄器 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

緩衝材
（発泡スチロール・エアキャップなど）

不燃
クーラー
（室内機・室外機）

禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料）

乾燥機
（ふとん・食器など）

粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

クーラーボックス 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

乾燥剤 不燃 釘 不燃 紙などで包み危険防止をしてから

乾電池 有害
ボタン型電池、小型充電式電池も
有害ごみへ

草 可燃
土を除き、枯らしてから
一度に持ち出す量は、3袋まで

感熱紙 可燃
串
(木製・竹製）

可燃 紙などで包み危険防止をしてから

観葉植物 可燃
鉢や土を取り除き、大きいののは５０㎝以下
に切ってから
一度に持ち出す量は、３袋まで

串
(金属製・プラスチック製）

不燃 紙などで包み危険防止をしてから

櫛
(木製・竹製）

可燃

キーボード（音楽用） 粗大
櫛
(金属製・プラスチック製）

不燃

キーボード（パソコン用） ― メーカーにお問い合わせください 薬（錠剤/家庭常備用） 可燃

キーホルダー 不燃 薬箱（木製） 可燃

木くず（生木でないもの） 可燃 直径１０㎝以下、長さ５０㎝以下のもの
一度に持ち出す量は、３袋まで 薬箱（プラスチック製） 不燃
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

薬びん（内服薬） 資源
中を洗ってから
キャップは不燃ごみへ

下駄箱 粗大

薬びん（内服薬以外） 不燃 中身を使い切ってから 玄関用泥落としマット 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

靴（革製） 可燃 玄関マット（布製） 可燃

靴（上記以外） 不燃 玄関マット（上記以外） 不燃

くつした 可燃
きれいなもので、左右そろってい
るものは資源ごみへ

原動機付自転車（原付） 禁止 購入先などへ処理を依頼（有料）

クッション 可燃 ５０㎝角以下に切ってから

靴べら 不燃 素材により可燃ごみへ 碁石 不燃

グラス 不燃
割れたものは、紙などで包み
危険防止をしてから

鯉のぼり 可燃
５０㎝角以下に切ってから
素材により不燃ごみへ

クラッカー
（パーティー用）

可燃 使用済のものに限る 鯉のぼりの支柱 禁止
購入先などへ処理を依頼
２m以下のものは粗大ごみへ

クリーニング袋 プラ 耕うん機 禁止 購入先などへ処理を依頼

クリップ 不燃 工具類 不燃

クレヨン 可燃 工具箱 不燃

グローブ（野球用） 可燃 ゴーグル 不燃

グローランプ（球） 不燃 コード 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから

鍬（くわ/家庭用） 不燃
木製部分は５０㎝以下に切って
可燃ごみへ

コードリール 不燃
コードは長さ５０㎝以下に
切ってから

コーヒー用ミルクの
容器

プラ 中身を残さないように

蛍光管 有害
割れたものは、紙などで包み
危険防止をしてから不燃ごみへ

コーヒーメーカー 不燃

計算機 不燃 電池をはずしてから 氷枕 不燃

携帯電話（充電器含む） ― 販売店へお問い合わせください 黒板　　　　幅110㎝を超える
　　　　　　　 ものは1mに切断

可燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

携帯トイレ 可燃 ポータブルトイレは除く こけし 可燃

携帯灰皿 不燃 ござ（いぐさ製） 可燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

毛糸 可燃
セーター・カーディガン等
毛糸製品は資源ごみへ

ござ（ビニール製） 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

計量ばかり 不燃 こたつ 粗大

ゲートボールの
スティック

可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
素材により不燃ごみへ

こたつ天板 粗大

ゲートボールの球 不燃 こたつ敷き 粗大 ２枚１束３００円
指定ごみ袋に入るものは可燃ごみへ

ケーブル 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから こたつの掛け布団 粗大 ２枚１束３００円
指定ごみ袋に入るものは可燃ごみへ

消しゴム 不燃
なるべく使い切り、出さないように
して下さい

こたつの電熱器具 不燃

化粧品の容器 不燃 中身を使い切ってから コップ 不燃
割れたものは、紙などで包み
危険防止をしてから
素材により可燃ごみへ

下駄 可燃 粉ミルクの缶 資源 中身を洗ってから

こ

け

く
～
こ

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

碁盤（木製） 粗大
厚さ１０㎝以下に切断
（盤厚５㎝未満は可燃ごみへ）

財布
(さいふ/上記以外）

不燃

碁盤（上記以外） 不燃 裁縫箱（木製） 可燃

コピー機（卓上家庭用） 粗大 トナーは購入先などへ処理を依頼 裁縫箱（上記以外） 不燃

こま（木製) 可燃 サインペン 不燃

こま（上記以外） 不燃 盃（さかずき/木製） 可燃

ごみ箱
（金属製・プラスチック製）

不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

盃(さかずき/上記以外） 不燃

ゴム靴 不燃
酒びん（一升びんなどの
リターナブルびん）

―
酒屋などの販売店へ返却
返却が困難な場合は資源ごみへ

ゴム手袋 不燃
酒びん
（上記以外のびん）

資源
中身を洗ってから
割れたものは、紙などで包み危険防止をして
から不燃ごみへ

ゴムホース 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから 酒パック
（内側がアルミを貼ってあるもの）

可燃 注ぎ口のキャップは不燃ごみへ

ゴムマット 不燃 座卓 粗大

米びつ（木製） 可燃 サッカーボール 不燃 革製は可燃ごみへ

米びつ
(計量器付米びつ/木製以外）

粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

雑誌 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

米袋（紙製・布製） 可燃 殺虫剤（スプレー缶） 危険 中身を使い切ってから

米袋
(ナイロン製・アルミコーティング袋）

プラ 座布団 可燃

コルク 可燃 皿 不燃
割れたものは、紙などで包み危険防止をして
から
素材により可燃ごみまたはプラごみへ

コルク抜き 不燃 ざる（竹製） 可燃

ゴルフクラブ 粗大 １４本まで３００円 ざる（金属製） 不燃

ゴルフバック 粗大
三脚
（カメラ・ビデオカメラ用）

不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ゴルフボール 不燃 サングラス 不燃

ゴルフマット 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

サンダル 不燃

コンクリートブロック
（個人で壊したもの）

禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

残飯 可燃 水をよく切ってから

コンテナ 不燃 三輪車（子供用含む） 粗大

コンパクト（化粧道具） 不燃

コンロ 不燃 シーツ 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

コンロ用カセットボンベ 危険 中身を使い切ってから CD（コンパクトディスク） 不燃

CDラジカセ・CDコンポ 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

座椅子
（金属等複合素材）

粗大 磁気マットレス 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

サイドボード 粗大 磁石 不燃

財布
（さいふ/革製・布製）

可燃 辞書・辞典 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

し

さ

こ
～
し

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 
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品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

湿気取りの容器
（プラスチック製）

不燃 中の水は捨ててから
しょう油の容器
（びん・ペットボトル）

資源
中を洗ってから
キャップは不燃ごみへ

シップ薬 可燃
じょうろ
（金属製・プラスチック製）

不燃

自転車 粗大
一度に３台まで　　タイヤのみは長さ
５０㎝以下に切ってから不燃ごみへ 食用油 可燃

固めるか紙や布などにしみ込ませ
てから

竹刀（しない） 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから 除湿器 粗大

シャープペンシル 不燃 食器洗い乾燥機 粗大

しゃもじ（木製） 可燃 食器棚 粗大

しゃもじ（プラスチック製） 不燃
ショベル・スコップ
（金属製）

粗大

シャンデリア 不燃
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ
蛍光管は、はずして割れないように
有害ごみへ

ショベル・スコップ
（子供用/プラスチック製）

不燃

シャンプーの詰め替え用
袋

プラ キャップは不燃ごみへ 人工芝 不燃

ジューサー・ミキサー 不燃 シンナー 禁止
引火性があるので購入店または
専門業者へ処理を依頼

ジュースの缶
びん、ペットボトル

資源
中を洗ってから
キャップは不燃ごみへ

新聞紙(折込広告含む) 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

ジュースパック
（内側が白いもの）

資源 中を洗い、開き乾かしてから

ジュースパック
（内側にアルミを貼っているもの）

可燃 水槽
（ガラス製・プラスチック製）

不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

じゅうたん 粗大 水筒 不燃

充電式電池（小型） 有害 ボタン型電池も有害ごみへ 炊飯器 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

収納ケース 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

スーツ 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

瞬間湯沸かし器（台所用）
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

スーツケース 粗大

消火器 禁止 購入先などへ処理を依頼
スーパーなどのレジ袋
（買い物袋）

プラ
できるだけマイバッグを持参しま
しょう

定規・ものさし
（木製・竹製）

可燃 スキー板・スノーボード 粗大

定規・ものさし
（上記以外）

不燃 スキーウェア 可燃

将棋の駒（木製） 可燃 プラスチック製は不燃ごみへ スキー靴・スケート靴 不燃

将棋盤(木製） 粗大
厚さ１０㎝以下に切断
（盤厚５㎝未満は可燃ごみへ）

スケール 不燃

将棋盤（上記以外） 不燃 すだれ（ビニール製） 不燃
長さ５０㎝以下に切ってから
粗大の場合２枚1束３００円

焼却灰 可燃
ダイオキシンなどの発生防止のた
め、焼却自体を控えてください

すだれ（上記以外） 可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
粗大の場合２枚1束３００円

障子 粗大 ３枚まで各１枚３００円 スタンプ台 不燃

浄水器 不燃 スチール整理棚 粗大

浄水器フィルター 不燃 ステッカー プラ

照明器具 不燃
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ
蛍光管は、はずして割れないように
有害ごみへ

ステッキ・杖（木製） 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

しょう油の容器
（プラスチック製）

プラ
弁当に入っている小さい容器
中身を残さないように

ステッキ・杖（上記以外） 不燃

す

し
～
す
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品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

ステレオ 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

洗剤の詰め替え用袋 プラ

ストーブ 不燃
灯油を抜き電池を外してから
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

せんす 可燃

ストッキング 可燃 洗濯機 禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料）

ストック（スキー） 不燃
長さ５０㎝以下に切って（折って）
から

洗濯竿 粗大 ２m以内で３本１セットで３００円

ストロー プラ 洗濯ばさみ 不燃

スニーカー 不燃
洗濯物干しスタンド
物干し台

粗大
土台なし→２本１セット３００円
土台付き→１本３００円

すのこ 粗大 ２個１束で３００円
せん定枝
（直径５㎝以下）

可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
一度に持ち出す量は、３袋まで

スパイクシューズ 不燃 せん定ばさみ 不燃
刃を紙などで巻き危険防止をして
から

スピーカー 粗大 ２個１セットで３００円
（指定ごみ袋に入るものは不燃ごみへ）

栓抜き 不燃

スプーン(木製） 可燃 扇風機 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

スプーン(上記以外） 不燃 洗面器（木製） 可燃

スプリング入りマットレス 禁止
購入先などへ処理を依頼
スプリングとマットレスを分離した場合は
粗大ごみへ

洗面器（上記以外） 不燃

スプレー缶（芳香剤・殺虫剤
など）

危険 中身を使い切ってから
洗面台
（個人で取りはずしたもの）

粗大

スポンジ 可燃

炭 可燃 造花 不燃

スリッパ 不燃 ぞうきん 可燃

すり鉢 不燃 掃除機 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

スレート（屋根材など） 禁止 専門業者へ処理を依頼 草木 可燃
土や泥を落としてから
一度に持ち出す量は、３袋まで

草履（ぞうり） 可燃 人工革製やゴム製は不燃ごみへ

生理用品 可燃
ソースの容器
（プラスチック製）

プラ
弁当に入っている小さい容器
中身を残さないように

セーター 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

ソースの容器
（上記以外）

不燃

石油ストーブ 不燃
灯油を抜き、電池を外してから
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ソーラー・太陽熱温水器
（個人で取り壊したもの）

粗大 幅１m以内になるように解体

石油ポンプ 不燃 電池をはずしてから ソケット 不燃

石けん 可燃
極力使い切り
出さないようにお願いします

ソファー 粗大

石こう（石こうボード） 禁止 専門業者へ処理を依頼 ソフトボール 不燃

瀬戸物 不燃
割れたものは、紙などで包み危険
防止をしてから

そろばん（木製） 可燃

背広 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ そろばん（上記以外） 不燃

セメント
（事業用でないもの）

禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

セロハンテープ 可燃 体温計（電子体温計） 不燃

た

そ

せ

す
～
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品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

体温計（水銀使用） 有害
割らないように注意
割れたものは不燃ごみへ

茶がら・茶かす 可燃

体重計・ヘルスメーター 不燃 茶器 不燃

耐熱ガラス 不燃 茶筒（木製） 可燃

タイヤ（自転車以外） 禁止
ガソリンスタンドやタイヤ販売店な
どへ処理を依頼

茶筒（上記以外） 不燃

タイヤチェーン 粗大 茶わん 不燃

タイル 禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

中華なべ 不燃

タオル・タオルケット 資源
ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ チューブ（ゴム） 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから

高枝ばさみ 粗大 チューブ（プラスチック） プラ
わさび・からし・歯磨き粉など中身を残さない
ように
キャップは不燃ごみへ

竹製品 可燃 彫刻刀 不燃
刃を紙などで巻き危険防止をして
から

たたみ
（個人で取りはずしたもの）

粗大
粗大は３枚まで各１枚３００円
一時的多量ごみはご遠慮ください

チラシ 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

脱臭剤の容器 不燃

タッパ（台所用品） 不燃 つい立 粗大

たばこ（吸い殻・箱） 可燃 使い捨てカイロ 不燃 使い切ってから

たばこ（外袋） プラ 使い捨てライター 危険 中身を使い切ってから

卵のパック プラ 机 粗大

たも網 不燃 壺（木製） 可燃

たらい（木製） 可燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

壺（上記以外） 不燃

たらい（上記以外） 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

つまようじ 可燃

樽（木製） 可燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

積み木（木製） 可燃

樽（上記以外） 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

積み木（上記以外） 不燃

たわし（スポンジ） 可燃
詰め替え用洗剤
シャンプー等の容器

プラ キャップは不燃ごみへ

たわし（亀の子・金属製） 不燃 つめ切り・つめヤスリ 不燃

単行本 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

釣り糸・釣り網 不燃

たんす 粗大 釣り竿（竹製） 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

ダンベル 粗大 1点５０㎏まで 釣り竿（上記以外） 不燃 長さ５０㎝以下にしてから

段ボール 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

釣りリール 不燃

地球儀 不燃 Tシャツ 資源 ひもでしばっては資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

チャイルドシート 粗大 ティーバッグ（紅茶・お茶など） 可燃

つ

ち て
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品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

定期入れ（複合素材） 不燃 電気こたつ 粗大

定期入れ
（プラスチック製）

プラ 電気スタンド 不燃 蛍光管は、有害ごみへ

ディスプレー
（パソコン用）

禁止 メーカーにお問い合わせください 電気ストーブ 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ティッシュペーパーの箱 可燃 ビニールはプラごみへ 電気ポット 不燃

テープ 不燃 ビデオテープ・カセットテープ類 電気毛布 可燃
操作盤は、はずして不燃ごみへ
指定ごみ袋に入るカーペット本体は、
素材により可燃または不燃ごみへ

テーブル 粗大 電球（蛍光管） 有害
割れたものは、紙や布などで包み
危険防止をしてから不燃ごみへ

テーブルクロス
（布製）

資源
ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ 電球(白熱球） 不燃

割れたものは、紙や布などで包み
危険防止をしてから

テーブルクロス
（ビニール製）

不燃 ５０㎝角以下に切ってから
電子オルガン
電子ピアノなど

粗大

テープレコーダー 不燃 電子ジャー 不燃

手押し車 粗大 電子手帳 不燃 電池をはずしてから

手鏡 不燃 電子レンジ 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

手提げ袋（紙製） 可燃 電卓 不燃 電池をはずしてから

デジタルカメラ
デジタルビデオカメラ

不燃 電池をはずしてから 電池（乾電池） 有害

デスクマット
（ビニール製）

不燃 ５０㎝角以下に切ってから
電池（ボタン電池・
小型充電式電池）

有害

鉄板（家庭料理用） 不燃
一辺が５０㎝を超えるものは、
粗大ごみへ（５枚１束３００円）

テント（キャンプ用） 粗大

テニスボール 不燃
電動ドリル
電気のこぎり（家庭用）

不燃

手袋（ビニール製） プラ 電動歯ブラシ 不燃

手袋(ゴム製） 不燃 電動ミシン 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

手袋（上記以外） 可燃 天ぷら油 可燃
固めるか布などにしみ込ませてか
ら

テレビ 禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料） 天ぷらガード（アルミ製） 不燃

テレビアンテナ（室内用） 不燃
屋外アンテナは２m以下にして
粗大ごみへ

電話機（FAX付き含む） 不燃 電池をはずしてから

テレビ台 粗大 電話帳 資源
NTTへ返却するか、ひもでしばっ
て集団回収または資源ごみへ

天眼鏡 不燃

電気あんか 不燃 ドア
（個人で取りはずされたもののみ）

粗大 ３枚まで各１枚３００円

電気カーペット 粗大 操作盤は、はずして不燃ごみへ
コードは長さ５０㎝以下に切ってから

砥石（といし） 不燃

電気蚊とり器 不燃 薬品（殺虫剤）は使い切ってから 陶磁器 不燃
割れたものは、紙などで包み危険
防止をしてから

電気カミソリ 不燃 豆腐の容器 プラ
中身を残さないように
重ねず出す

電気かんな（家庭用） 不燃
灯油の容器
（缶・ポリ容器）

不燃 中身を抜いてから
指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ

電気コード 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから 灯油ポンプ 不燃 電動は電池をはずしてから

と

て
～
と

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

トースター 不燃 鍋敷き（上記以外） 不燃

時計 不燃 電池をはずしてから
鍋焼きうどんなどのアル
ミ容器

不燃

戸棚 粗大 生ごみ 可燃 水をよく切ってから

トタン
(個人で壊したもの）

粗大
３枚１束３００円　多量の場合はリ
サイクル推進課にご相談ください

なみ板
（個人で取り壊したもの）

粗大 ３枚まで　　４枚以上の場合はリサイク
ル推進課にご相談ください

トナー 禁止 購入先などに処理を依頼
縄・ひも
（ビニール製・ナイロン製）

不燃 長さ５０㎝以下に切ってから

土鍋 不燃 縄・ひも（上記以外） 可燃

ドライヤー 不燃

トランシーバー 不燃 電池をはずしてから
乳酸飲料の容器
（プラスチック製）

プラ 中を残さないように

トランプ（紙製） 可燃 ケースは不燃ごみへ 乳酸飲料の容器（紙製） 可燃

トランプ（プラスチック製） 不燃 乳酸飲料の容器（びん） 資源
中を洗ってから
キャップは不燃ごみへ

鳥かご（竹製） 可燃 人形（紙・布製） 可燃

鳥かご（上記以外） 不燃 人形（上記以外） 不燃

塗料 禁止 購入先などに処理を依頼 人形ケース 不燃
割れたガラスは、紙や布などで包
み危険防止をしてから

塗料缶
（事業用でないもの）

不燃
中身を使い切ってから
中身が残っているものは購入先などに処理を
依頼

塗料スプレー缶 危険 中身を使い切ってから ぬいぐるみ 可燃

トレー（食品用） プラ
中身を使い切り、洗ってから極力
スーパーなどの回収箱へ

縫い針 不燃 紙などに包み危険防止をしてから

トレーニング器具 粗大 布類（木綿） 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

ドレッサー 粗大 布類（上記以外） 可燃

トロ箱（発泡スチロール） 不燃 ５０㎝角以下に切ってから
塗り薬のチューブ
（プラスチック製）

プラ 中身を使い切ってから

トロフィー 不燃
塗り薬のチューブ
（金属製）

不燃 中身を使い切ってから

ナイフ 不燃
刃を紙や布などで巻き危険防止を
してから

ネクタイ 可燃

ナイロン袋 プラ ネクタイピン 不燃

長靴 不燃 ねじ 不燃

鉈（なた） 不燃
刃を紙や布などで巻き危険防止を
してから

寝袋 可燃

納豆の容器（紙製） 可燃 ねまき 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

納豆の容器
（プラスチック製）

プラ
中身を使い切り
洗ってから重ねず出す

粘着テープ 可燃

鍋（なべ） 不燃 粘土 不燃 紙粘土は可燃ごみへ

鍋敷き（布製・木製） 可燃 の

に

ぬ

な ね

と
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

農機具 禁止
購入先（農協）、または専門業者
へ処理を依頼

はしご 粗大

農薬・農薬の容器 禁止 購入先などへ処理を依頼 柱時計 不燃 電池をはずしてから

ノート 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

バスブーツ 不燃

ノートパソコン 禁止 メーカーにお問い合わせください バスマット（布製） 可燃

のこぎり・のみ 不燃
刃を紙や布などで巻き危険防止を
してから

バスマット（上記以外） 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから

のり
(でんぷんのりのチューブ)

プラ 中身を使い切ってから パソコン 禁止 メーカーへお問い合わせください

のり
（スティックのりの容器)

不燃 中身を使い切ってから パソコンラック 粗大

バッテリー 禁止 購入先などへ処理を依頼

バーベキューコンロ
金網・鉄板

粗大 指定ごみ袋に入るものは不燃ごみへ
金網・鉄板は合わせて５枚１束３００円

バット
（野球用/木製）

可燃
長さ５０㎝以下に切ってから
粗大の場合は３本１束３００円

ハーモニカ 不燃
バット
（野球用/上記以外）

不燃 粗大の場合は３本１束３００円

灰 可燃
ダイオキシンなどの発生防止のた
め、焼却自体を控えてください

発泡スチロール 不燃 ５０㎝角以下に切ってから

バイク 禁止 購入先などへ処理を依頼（有料） 花火（燃えがら） 可燃
水に十分浸して、水を切った
使用済みのものに限ります

パイプイス・パイプベッド 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

パネルヒーター 粗大

廃油 可燃 少量に限ります
固めるか紙などにしみ込ませてから

歯ブラシ 不燃

バインダーファイル
（紙製）

可燃
紙以外が含まれているものは
不燃ごみへ

歯磨き粉のチューブ プラ
中身を使い切ってから
キャップは不燃ごみへ

バインダーファイル
（上記以外）

不燃 刃物 不燃
刃を紙や布などで巻き危険防止を
してから

はがま 不燃 針 不燃
丈夫な紙などに包み危険防止をし
てから

はかり 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

針金 不燃

白熱球 不燃
割れたものは紙や布で包み危険
防止をしてから

貼り薬 可燃

はけ（木製） 可燃 ハンガー（木製） 可燃

はけ（プラスチック製） 不燃 ハンガー（上記以外） 不燃
クリーニングに出したときのハン
ガーは、クリーニング店へ返却

バケツ 不燃
ハンドバッグ
（革製・布製）

可燃

箱（紙製・木製） 可燃 ５０㎝角以下に切ってから
ハンドバッグ
（上記以外）

不燃

箱（ダンボール） 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

ハンドミキサー 不燃

箱（発泡スチロール） 不燃 ５０㎝角以下に切ってから ハンマー 不燃

箱（上記以外） 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

はさみ 不燃
刃を紙などで巻き危険防止をして
から

ピアノ 禁止
購入店やメーカーへお問い合わ
せください

箸（はし/木・竹製） 可燃 ビーチサンダル 不燃

箸（はし/上記以外） 不燃 ビーチパラソル 粗大

は

ひ

の
～
ひ

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 
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    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

ビーチボール プラ
袋類
（紙製・布製）

可燃

ＰＰバンド
（事業用でないもの）

不燃 長さ５０㎝以下に切ってから
袋類
（ビニール製・ナイロン製）

プラ

ビールびん
（リターナブルびん）

―
酒屋などの販売店へ返却
返却が困難なものは資源ごみへ

ふすま
（個人で取りはずしたもの）

粗大 ３枚まで各１枚３００円

ひげそり 不燃
刃を紙や布などで包み危険防止
をしてから

筆（竹製） 可燃

ビデオカメラ・テープ 不燃 筆（上記以外） 不燃

ビデオデッキ 不燃 ふとん 粗大
指定ごみ袋に入るものは可燃ごみへ
粗大の場合は２枚１束３００円

ビニールカバー・クロス・
シート・風呂敷など

不燃 ５０㎝角以下に切ってから ふとん乾燥機 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ビニールホース 不燃 長さ５０㎝以下に切ってから
ふとんたたき
（竹製）

可燃

ビニールポット（植木用） プラ 土や泥を落としてから
ふとんたたき
（上記以外）

不燃

火鉢 粗大 フライパン 不燃

屏風（びょうぶ） 粗大 ブラインド 粗大

肥料袋（家庭園芸用） 不燃
中身を使い切ってから
束ねないで出す

ぶらさがり健康器 粗大

びん
（飲食品が入っていたびん）

資源
中を洗ってから
キャップは不燃ごみへ

ブラシ・ヘアーブラシ
（木製）

可燃

びん
（飲食品以外のびん）

不燃
中身を残さないように
化粧品のびんの内、油分のないものは資源
ごみへ

ブラシ・ヘアーブラシ
（プラスチック製）

不燃

びん
（汚れの落ちないびん・割れたびん）

不燃
中身を残さないように
割れたものは、紙などで包み危険防止をして
から

プラスチックケース 不燃

びん
（リターナブルびん）

―
酒屋などの販売店へ返却
返却が困難なものは資源ごみへ

プラスチック製収納ケー
ス

粗大

プラモデル 不燃

ファイル（紙製） 可燃 フラワースタンド 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ファイル（上記以外） 不燃 プランター 不燃 土や泥を落としてから

ファックス付き電話機 不燃
ブリキ（トタン）
（個人で壊したもの）

粗大
３枚１束３００円　多量の場合はリ
サイクル推進課にご相談ください

ファンヒーター 粗大 燃料を抜き、電池をはずしてから プリンター 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

フィルム（ネガ） プラ ８㎜フィルムは可燃ごみへ プリンの容器 不燃 中を洗ってから重ねないで出す

風船 不燃 ブルーシート 不燃
５０㎝角以下に切ってから
金具は不燃ごみへ

封筒 可燃 古着 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

風鈴 不燃 風呂敷（布製） 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

笛（木製・竹製） 可燃
風呂敷
（ビニール・ナイロン製）

プラ ５０㎝角以下に切ってから

笛（上記以外） 不燃
ブロック・コンクリート
（個人で壊したもの）

禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

フォーク（木製） 可燃 フロッピーデスク 不燃

フォーク（上記以外） 不燃 風呂のふた 粗大

ふ

ひ
～
ふ

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

風呂マット 不燃 ５０㎝角以下に切ってから ホースリール 不燃
ホースは長さ５０㎝以下に切って
から

文鎮 不燃 ポータブルトイレ 粗大 汚物は取り除いてから

噴霧器（家庭園芸用） 不燃
ボート（ゴム製・ビニール
製/エンジン付用以外）

不燃 ５０㎝角以下に切ってから

ボート（上記以外） 禁止 購入先や専門業者へ処理を依頼

ベッド 粗大
スプリング入りマットレスは購入先などへ処理
を依頼
スプリングを分離した場合は粗大ごみへ

ボール 不燃

ペット砂 可燃 汚物は取り除いてから ボール紙 可燃

ヘッドホーン 不燃 ボールペン 不燃

ペットボトル
（飲料用・酒類・しょうゆ用）

資源
中をあらってから
キャップは不燃ごみへ

ホーロー鍋 不燃

ペットボトル
（上記の用途以外）

不燃
中をあらってから
キャップは不燃ごみへ

保温用シート・カバー 不燃
アルミを貼ってあるシート・カバー
など

ペットボトルのキャップ
（ふた）

不燃 墨汁 可燃 少量に限ります
紙などにしみ込ませてから

ベニヤ板 粗大 指定ごみ袋に入るものは可燃ごみへ
２m以内２枚１束３００円（１枚180×90㎝） 歩行器 不燃 指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみへ

子供用「カタカタ（木製）」は可燃へ

ベビーいす・ベビーカー・
ベビーベッド・ラック

粗大 補聴器 不燃 電池をはずしてから

ベルト
（ズボン用/革製）

可燃 金属部分ははずして不燃ごみへ
ホッチキス
ホッチキスの針

不燃

ベルト
（ズボン用/ビニール製）

不燃 長さ５０㎝以下に切ってから ポット（魔法びん） 不燃

ヘルメット 不燃 ホットカーペット 粗大
操作盤は、はずして不燃ごみへ
指定ごみ袋に入るカーペット本体は、
素材により可燃または不燃ごみへ

ペンキ 禁止 購入先などへ処理を依頼 ホットプレート 不燃

ペンキの缶
（事業用でないもの）

不燃
中身を使い切ってから
中身が残っているものは購入先などへ処理を
依頼

ほ乳びん 不燃

弁当がら プラ
食べ残しは可燃ごみへ
中のアルミホイルは不燃ごみへ

骨（魚など） 可燃

ペンライト 不燃 電池をはずしてから
ポリタンク
（灯油・水入れ）

粗大 中身を抜いてから
指定ごみ袋に入るものは不燃ごみへ

ポリ袋 プラ

ほうき（竹製） 可燃 長さ５０㎝以下にしてから ポリバケツ 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

ほうき（プラスチック製） 不燃 長さ５０㎝以下にしてから 保冷剤 不燃

芳香剤の容器 不燃 中身を使い切ってから ホワイトボード 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

帽子（革製・布製） 可燃 本 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

帽子（ビニール製） 不燃 盆（木製） 可燃

防水加工紙 可燃 盆（上記以外） 不燃

包丁 不燃
刃を紙や布で巻き危険防止をして
から

本立て（木製） 可燃

包丁研ぎ機 不燃 本立て（上記以外） 不燃

ホース
（ゴム製・ビニール製）

不燃 長さ５０㎝以下に切ってから 本棚 粗大

へ

ほ

ふ
～
ほ

 

   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

蒸し器（金属製） 不燃

マーガリンの容器 プラ 中身を使い切り、洗ってから 虫取り網 不燃

麻雀パイ・麻雀マット 不燃 虫めがね 不燃

マイク 不燃 電池をはずしてから むしろ 可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

マウス（パソコン用） ― メーカーにお問い合わせください

巻尺 不燃 めがね 不燃

まくら（そばがら・スポン
ジ・羽毛等）

可燃 目薬の容器 不燃 中身を使い切り、洗ってから

まくら（プラスチック製等
上記以外）

不燃 目覚まし時計 不燃 電池をはずしてから

マットレス 粗大
スプリング入りのものは購入先などへ処理を
依頼
スプリングを分離した場合は粗大ごみへ

メジャー（巻尺） 不燃

窓ガラス 不燃
割れたものは、紙などで包み危険
防止をしてから

綿棒 可燃

窓付き封筒 可燃

まな板（木製） 可燃 毛布 資源
ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ
粗大の場合は２枚１束３００円

まな板（プラスチック製） 不燃 モーター（玩具用） 不燃 電池をはずしてから

マニキュアびん 不燃 中身を洗ってから
木片・木材（直径５㎝以
下/事業用でないもの）

可燃 長さ５０㎝以下に切ってから

魔法びん 不燃
木片・木材（直径５㎝超１０㎝
以下/事業用でないもの） 粗大

長さ２m程度に切ってから
３枚１束３００円

豆電球 不燃 餅つき機 不燃
指定ごみ袋に入らないものは
粗大ごみへ

万年筆 不燃 モップ 粗大 指定ごみ袋に入るものは不燃ごみへ
３本１束３００円

万歩計 不燃
物干し竿・台
物干しスタンド（屋内用）

粗大

ミカンなどの
くだものネット

プラ やかん（ケットル） 不燃

ミカン箱（段ボール） 資源
ひもでしばって集団回収
または資源ごみへ

焼き物（陶磁器） 不燃
割れたものは、紙や布などで包み
危険防止をしてから

ミシン（足踏み・卓上） 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

野球のボール 不燃

水枕 不燃 やすり 不燃 紙やすりは可燃ごみへ

ミニバイク 禁止 購入先などへ処理を依頼（有料）

ミルク缶 資源 中身を洗ってから ゆかた 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

湯たんぽ 不燃

麦わら帽子 可燃 湯飲み茶わん 不燃
割れたものは、紙や布などで包み
危険防止をしてから

虫かご 不燃 湯沸かし器 不燃

蒸し器（木製） 可燃

み や
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 



品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト 品 目 区分 ワ ン ポ イ ン ト

容器（飲食用のびん・
缶・ペットボトル）

資源 中身を洗ってから レンガ 禁止
リサイクル推進課にご相談くださ
い

容器（軟質プラスチック） プラ 中身を残さないように レンジ・レンジ台 粗大

容器（上記以外） 不燃 中身を残さないように レンズ 不燃

洋服（綿入り以外） 資源 ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

浴槽・バスタブ
（個人で壊したもの）

粗大 老眼鏡 不燃

ろう紙 可燃

ライター 危険 中身を使い切ってから ローソク 可燃

ラジオ・ラジカセ 不燃 電池をはずしてから
ロープ
（ビニール・ナイロン製）

不燃 長さ５０㎝以下に切ってから

ラップ（食品用） プラ 汚れを落としてから
ロープ
（ワイヤーロープ）

禁止 購入先へ処理を依頼

ラケット（木製） 可燃
ロープ
（上記以外）

可燃 長さ５０㎝以下にしてから

ラケット（上記以外） 不燃 ローラースケート 不燃

ランチジャー 不燃

ランドセル 不燃 革製は可燃ごみへ ワープロ 粗大
指定ごみ袋に入るものは
不燃ごみへ

ランプ 不燃
蛍光管は、はずしてから
有害ごみへ

ワイシャツ 資源
ひもでしばって資源ごみへ
資源回収に耐えないものは可燃ごみへ

ワインのびん 資源
中を洗ってから
割れたものは、紙などで包み危険防止をして
から不燃ごみへ

リール 不燃 輪ゴム 不燃

リコーダー（木製・竹製） 可燃 ワゴン 粗大

リコーダー（上記以外） 不燃 わさびチューブ プラ
中身を残さないように
キャップは不燃ごみへ

リュックサック 不燃 布製は可燃ごみへ 綿（わた） 可燃
綿の入った衣類、座布団、ぬいぐ
るみなどを含む

ワックスの容器 不燃 中身を使い切ってから

ルーズリーフ
（紙製）

可燃 ワッペン（布製） 可燃

ルーズリーフ
（上記以外）

不燃 ワッペン（ビニール製） 不燃

冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷
蔵庫（家庭用）

禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料）

冷房器具（エアコン） 禁止 家電小売店へ処理を依頼（有料）

レコード盤 不燃

レジ袋 プラ
できるだけマイバックを持参しま
しょう

レトルトパック プラ 中身を残さないように
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   ● 可燃／燃やせるごみ    ● 不燃／燃やせないごみ    ○ プラ／軟質プラスチック 

    ● 資源／資源ごみ    ● 有害／有害ごみ    ● 粗大／粗大ごみ 

    ● 禁止／排出禁止のごみ    ● 危険／危険ごみ 


