
分別区分 出し方ワンポイント

あ アイス枕 燃やすごみ

アイロン 燃やさないごみ

アイロン台【金属製】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

アイロン台【木製】 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
アコーディオンカーテン・アコーディオンドア 粗大ごみ

畦シート 販売店等に相談

厚紙 雑誌・ざつ紙

圧力釜 金属類

油（食用） 廃食油 固めたものは、「燃やすごみ」

油（食用）容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 使いきり、きれいにして出す。スチール缶は「缶類」

油紙 燃やすごみ
雨戸 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼
雨どい 持込 事業活動のものは専門業者に依頼
網【金属製】 金属類
編み機 粗大ごみ
編み針【木・竹製】 燃やすごみ 金属・プラスチック製は「燃やさないごみ」

網戸 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼

アルカリイオン整水器 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

アルバム 燃やすごみ
アルミコーティング袋・アルミ
箔・アルミ鍋、アルミホイル（クッ
キングホイル）

燃やさないごみ

アルミホイル【箱・芯】 雑誌・ざつ紙 刃は、はずして燃やさないごみ。

泡立て器【金属製】 金属類 電化製品のものは「燃やさないごみ」

アンテナ（テレビ用）・衛星チューナー 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

アンプ（ステレオ） 粗大ごみ

按摩機　 粗大ごみ ハンディタイプは「燃やさないごみ」

い 育苗箱 販売店等に相談
衣桁 粗大ごみ
衣装ケース 粗大ごみ 収集の場合は３個で１点

移植べら（こて）【金属製】 金属類

移植べら（こて）【プラスチック製】 燃やさないごみ

いす類 粗大ごみ 袋に入るもので木製は「燃やすごみ」、それ以外は「燃やさないごみ」

板ガラス 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

板戸【木製】 粗大ごみ

一輪車 粗大ごみ

一升びん びん類（色分け） できる限り販売店に戻す。

一斗缶 金属類 使い切る。

犬のフン 土を落とし、トイレに流す。

衣類（古着） 繊維類 作業着、ジャンパー、革製は「燃やすごみ」、コートは「燃やさないごみ」

ごみの分け方・出し方　　　　【伊賀南部版】
この表は一般的な具体例を示したものです。
　※”容器包装プラスチック”で、食品等の汚れの落としにくいもの、中身の残っているものなどは「燃やす
ごみ」。
　※以下”袋に入るもの”とは特大４５Ｌ入指定ごみ袋に入れて口が結べる大きさで、かつ片手で持てる重
さのものをいいます。
　※プラスチック・草・木などを持込む場合は、長さ１ｍ以下にしてください。

品　　目
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品

印鑑（はん）【木製】 燃やすごみ プラスチック製・象牙のもの、及びケースは「燃やさないごみ」

インクカートリッジ・リボン 燃やさないごみ できるだけ販売店の回収ボックスへ。
インスタント食品の包装
【ポリ袋,発泡スチロール容器】

容器包装プラスチック 使い切り、きれいにして出す。

インスタント食品の包装【紙製容器】 燃やすごみ

インターホン 燃やさないごみ

う 植木鉢 燃やさないごみ

植木用支柱【金属製】 金属類
プラスチック製のものは「燃やさないごみ」
回収かごに入らなければ「粗大ごみ」３本で１点。

ウェットティッシュ【中身】 燃やすごみ

ウェットティッシュ【プラスチックケース】 容器包装プラスチック

浮輪 燃やさないごみ

臼【木製】 持込

うちわ【木・竹製】 燃やすごみ プラスチック製のものは、「燃やさないごみ」

乳母車・ベビーカー 粗大ごみ
え エアコン（クーラー）（家庭用） 家電リサイクル法対象品

エアポンプ【足踏式、小型（観賞魚用）】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
映写機 粗大ごみ
液晶テレビ 家電リサイクル法対象品

エキスパンダー 燃やさないごみ
液体洗剤の容器 容器包装プラスチック 使いきり、きれいにして出す。
エステ器具（家庭用） 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
枝きりばさみ（剪定はさみ・花切りはさみ） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
枝きりばさみ（高枝式） 粗大ごみ

枝類（太さ７cm以下） 燃やすごみ １回に２袋まで。長さ１ｍ以下。３袋以上は「持込」
枝類（太さ１０cm以下かつ長さ１m以下） 持込

エプロン 繊維類

エレクトーン 粗大ごみ

煙突【金属製・石綿】 持込

えんぴつ 燃やすごみ

えんぴつ削り器 燃やさないごみ

塩ビパイプ 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

お オアシス（挿花用スポンジ） 燃やさないごみ

オイル【自動車用】 販売店等に相談

オイル缶 燃やさないごみ 中身を使い切る。

王冠 燃やさないごみ

応接いす、応接机 粗大ごみ

オーディオ機器 粗大ごみ

オートバイ【５１cc以上】 二輪車リサイクル

オーブントースター 金属類

オーブンレンジ 粗大ごみ

屋外灯 燃やさないごみ 蛍光管・電球は「蛍光管・電球類」、袋に入らないものは「粗大ごみ」

桶【木製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」、袋に入らなければ「粗大ごみ」

お座敷ワゴン 粗大ごみ

押しピン（がびょう） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

おしぼり【紙製】 燃やすごみ 布製は「繊維類」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

おしゃぶり【プラスチック製】 燃やさないごみ

お玉（しゃくし）【木製】 燃やすごみ 金属製は「金属類」

落ち葉 燃やすごみ １回に２袋まで。それを超える場合は持込

帯 燃やすごみ

おまる【プラスチック製】 燃やさないごみ 水洗いする。

おむつ・おしめ・おむつカバー 燃やすごみ 汚物は取り除く。

おもちゃ（玩具）【木製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」袋に入らなければ「粗大ごみ」

おもちゃ（玩具）【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」

オルガン 粗大ごみ

オルゴール 燃やさないごみ

おろしがね【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

温度計【その他】 燃やさないごみ 水銀表示のものは「体温計・温度計」

か カーテン 燃やさないごみ

カーペット 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
カーボン紙 燃やすごみ
カーテンレール【９０cm以上のもの】 粗大ごみ ９０cm未満は「燃やさないごみ」

カーマット 燃やさないごみ

懐中電灯 燃やさないごみ 電池は抜いて「乾電池」

カイロ（使い捨て） 燃やすごみ 使い捨て以外の金属製カイロは「燃やさないごみ」

貝殻 燃やすごみ

鏡 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

鍵 金属類

花器【木・竹製】 燃やすごみ
金属製は「金属類」
陶磁器・プラスチック製は「燃やさないごみ」

学習机 粗大ごみ

額縁【木枠】 燃やすごみ
金属枠は「燃やさないごみ」
１２号（６０×５０cm絵画用）以上は「粗大ごみ」

額縁【ガラス】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

かけや 燃やすごみ 柄を切り、袋に入れて出す。

かご【木・竹製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」袋に入らなければ「粗大ごみ」

かご【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」

傘 燃やさないごみ 袋（４５ℓ）に入れて出す。

飾り棚 粗大ごみ

菓子缶【アルミ製】 金属類 スチール製は「缶類」

菓子器【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」・木製は「燃やすごみ」

菓子箱・袋【紙製】 雑誌・ざつ紙
菓子箱・袋【プラスチック製（容器・フィルム）】 容器包装プラスチック

加湿器 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガステーブル・ガスコンロ 粗大ごみ １口用は「金属類」

ガスボンベ（ＬＰガス） ボンベ側面に表示の販売店等に相談してください。

ガスマット 燃やさないごみ

カセットコンロ 金属類

カセットテープ（テープ・ケース） 燃やさないごみ

カセットデッキ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

カセットボンベ（卓上） スプレー缶 使い切り、穴をあける。

滑車・キャスター・戸車 燃やさないごみ
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

カタログ 雑誌・ざつ紙
楽器類（ピアノを除く） 粗大ごみ
カッターシャツ 繊維類

かつら 燃やすごみ

カッパ（雨具） 燃やさないごみ
カップ麺【プラスチック容器・包装フィルム】 容器包装プラスチック 紙製容器は「燃やすごみ」

蚊取り線香 燃やすごみ

かなづち 金属類

金ばさみ 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

かばん【革・布・竹・籐製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

がびょう（押しピン） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

花びん【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

花びん【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」 

壁紙【塩ビ製】 燃やさないごみ 紙製は「燃やすごみ」

釜 金属類

鎌 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

紙くず 燃やすごみ

紙コップ 燃やすごみ

紙皿 燃やすごみ

かみそり 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

髪の毛 燃やすごみ

紙パック（内側が白いもの） 紙パック 水洗いし、切り開き、折りたたむ。

紙パック（内側がアルミ箔） 燃やすごみ
紙やすり（サンドペーパー） 燃やすごみ
ガムテープ 燃やすごみ

紙箱・紙袋 雑誌・ざつ紙

かめ【陶磁器製】 燃やさないごみ

カメラ 燃やさないごみ 電池は抜いて「乾電池」

蚊帳（かや） 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

カラーボックス【木製】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」

カラーボックス【プラスチック製】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

カラオケ機（家庭用） 粗大ごみ

ガラス、ガラス食器類 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ガラス戸 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼

カレンダー 雑誌・ざつ紙 金具は「燃やさないごみ」
革製品（靴、鞄、衣類、ベルト、財布等） 燃やすごみ 金属はできるだけ取り除く。

換気扇（家庭用）（３０cm未満のもの） 燃やさないごみ ３０cm以上は「粗大ごみ」

換気扇（家庭用）（交換用フィルター） 燃やさないごみ

缶【アルミ缶】（飲料用・缶詰缶） 缶類 さびていても出す。水洗いする。

缶【スチール缶】 缶類

缶切り器 金属類

乾燥剤【シリカゲル、生石灰】 燃やすごみ 水濡れしないよう小袋に入れる。

寒暖計【中身の液体が赤色】 燃やさないごみ 中身の液体が銀色のものは、「体温計・温度計」

乾電池 乾電池

かんな 燃やすごみ 刃は紙に包み「キケン」と書き「燃やさないごみ」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

感熱紙・感熱発泡紙 燃やすごみ

き キーホルダー 燃やさないごみ

木くず（太さ７cm以下） 燃やすごみ １回に２袋まで。長さ１ｍ以下。３袋以上は「持込」
木くず（太さ１０cm以下かつ長さ１m以下） 持込

ギター（ギター、ギターケース） 粗大ごみ 弦は「燃やさないごみ」

木づち 燃やすごみ

キッチンマット 燃やすごみ

杵 燃やすごみ 柄を切り、袋に入れて出す。

着物 繊維類

脚立 粗大ごみ
キャリーバッグ・バスケット【籐製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」袋に入らなければ「粗大ごみ」

きゅうす【金属製】 金属類 ガラス・陶磁器製は紙に包み「キケン」と書き「燃やさないごみ」

牛乳パック 紙パック 水洗いし、切り開き、折りたたむ。

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

金庫【手提げ式】 金属類 設置式は「持込」

く 空気入れ【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属類は「金属類」

空気清浄器【卓上小型】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

クーラーボックス 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

釘 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

草花 燃やすごみ 土を取り除く。１回に２袋まで。それを超える場合「持込」

草刈り鎌【家庭用】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

草刈り機用刈刃（チップソー） 金属類

くし（櫛）【木製】 燃やすごみ 金属・プラスチック製は「燃やさないごみ」

串【金属製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

串【竹製】 燃やすごみ
金属製は紙に包み「キケン」と書き「金属類」
プラスチック製は燃やさないごみ

薬（口にできるもの） 燃やすごみ

薬（口にできないもの）【びん】 燃やさないごみ 事業活動のものは販売店に引取りを依頼

くつ（靴） 燃やすごみ

クッキングヒーター 粗大ごみ

くつ下 燃やすごみ

クッション 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

クリスタルガラス 燃やさないごみ

クリスマスツリー【木製】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」プラスチック製は袋に入れば「燃やさないごみ」

クリスマスツリー【装飾品】 燃やさないごみ 電球類は「蛍光管･電球類」、綿は「燃やすごみ」

グリル鍋 燃やさないごみ 金属は「金属類」、内側がアルミ箔のものは「金属類」
クリーニング外装（ポリ袋） 燃やさないごみ
車いす 粗大ごみ

グレーチングふた 持込

クレヨン・クレパス 燃やすごみ

クローゼットバスケット 燃やさないごみ 金属は取り除く。

グローランプ 蛍光管・電球類

くわ・備中【柄】 燃やすごみ 袋に入れて出す。刃は「金属類」

け 蛍光管 蛍光管・電球類

携帯電話【本体・付属品】 燃やさないごみ 電池は「乾電池」。できる限り販売店に戻す。

毛糸 燃やすごみ
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

毛糸編み機 粗大ごみ

ゲーム機 燃やさないごみ

化粧品容器【ガラス製】 びん類（色分け） 使い切り、きれいにして出す。プラスチック製は「容器包装プラスチック」

化粧品容器【陶器製】 燃やさないごみ

下駄（げた） 燃やすごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 燃やさないごみ

玄関室内マット 燃やすごみ

玄関泥落しマット 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

健康器具 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

けんざん（剣山） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

原動機付自転車【５０cc以下】 二輪車リサイクル

剣道用品【皮・布製】 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」竹刀は袋に入る大きさに切り、「燃やすごみ」

剣道用品　【上記以外】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

顕微鏡【本体・付属品】 燃やさないごみ

こ 碁石【石・プラスチック製】 燃やさないごみ

鯉のぼり【ナイロン製】 燃やさないごみ 支柱ははずす。布製は「燃やすごみ」

鯉のぼりのポール（長さ２m未満） 粗大ごみ ３本で１点。長さ２m以上は「持込」

ゴーグル 燃やさないごみ

工具類【金属】 金属類 刃の付いたものは紙に包み「キケン」と書き「燃やさないごみ」

格子戸 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼
高・低周波治療器 燃やさないごみ
コート 燃やさないごみ

コーヒーメーカー 燃やさないごみ

ござ【天然素材】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」

ござ【上記以外】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

こたつ（電気等） 粗大ごみ

こたつふとん 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

コップ【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

コップ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、紙・木製は「燃やすごみ」

コピー機(家庭用) 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼

駒（将棋）【木製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

ごみ箱・ペール  【木製】 燃やすごみ
金属製は「金属類」、プラスチック製は「燃やさないご
み」

ごみ袋 燃やさないごみ

ゴムボート 燃やさないごみ 空気を抜き、小さくする。袋に入らなければ「粗大ごみ」

米びつ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ １０本で１点。

ゴルフマット 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

壊れたびん・ガラス類 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

コンセント 燃やさないごみ

コンパス 燃やさないごみ 針はキャップ等で覆う。

コンポスト 粗大ごみ

さ サーフボード 粗大ごみ ２メートル以内にする。

座椅子 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

サイクリングマシン 粗大ごみ

裁断くず 燃やすごみ

サイドボード 粗大ごみ

財布【革・布製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

魚焼き器 金属類

作業着 燃やすごみ

酒燗器 燃やさないごみ

酒パック（紙製・内側アルミ箔） 燃やすごみ

座布団 燃やすごみ 粗大ごみ収集の場合は、５枚で１点。

サポーター 燃やすごみ

皿【紙製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

皿【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ざる類【金属製】 金属類 竹製は「燃やすごみ」、プラスチック製は「燃やさないごみ」

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 繊維類 チャック付も可。

ＣＤケース・ラック【木製】 燃やすごみ ガラス･プラスチックは「燃やさないごみ」

ＣＤプレーヤー・ラジカセ 燃やさないごみ

シェーバー 燃やさないごみ

地下たび 燃やすごみ

磁気マットレス 粗大ごみ

システム手帳 燃やさないごみ 本体が革製のものは、金具等をはずし「燃やすごみ」

下着類 燃やすごみ

七輪（しちりん） 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

シップ剤 燃やすごみ

シップ剤【包装フィルム】 容器包装プラスチック

自転車 粗大ごみ

自動車(部品・車体) 販売店又は専門業者に相談

シニアカー 粗大ごみ

ジャージ 繊維類

ジャケット（衣類） 燃やすごみ

写真 燃やすごみ

シャツ 繊維類

しゃもじ【木製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

シャンデリア【本体】 粗大ごみ 電球は「蛍光管・電球類」

ジャンパー 燃やすごみ

ジューサー（ミキサー） 燃やさないごみ

ジュース【パック】 紙パック 内側がアルミのものは「燃やすごみ」

じゅうたん 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

収納ケース【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」

収納ケース【プラスチック製】 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ」、袋に入らなければ「粗大ごみ」

朱肉 燃やさないごみ

シュレッダー（家庭用） 燃やさないごみ

シュレッダー紙 燃やすごみ

29 



分別区分 出し方ワンポイント品　　目

消火器
下の業者に引取りを依頼してください（有料）
・HATSUTAｴｺｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　　電話 0120-822-306
・ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社　  電話 0570-080-100

定規【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」、木・竹製は「燃やすごみ」

焼却炉【家庭用小型】 粗大ごみ 本体の総重量３０kg超えるものは「持込」
じょうご（漏斗）【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」
障子戸 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼

消臭剤の容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック

浄水機 燃やさないごみ

照明器具 燃やさないごみ 蛍光管・電球は「蛍光管・電球類」、袋に入らないものは「粗大ごみ」

しょう油のボトル【びん】 びん類（色分け） ペットボトルは「ペットボトル」

ジョウロ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

除湿機 粗大ごみ

除湿剤（ケース）【プラスチック製】 容器包装プラスチック 水気をとる。

食器乾燥機 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
食器洗浄機 粗大ごみ
食器棚 粗大ごみ

真空パック用フィルム 容器包装プラスチック

人工芝 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

シンナー 販売店等に相談

新聞紙 新聞・チラシ

す 水槽【幅６０cm以上】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

水中眼鏡 燃やさないごみ

水筒 燃やさないごみ

炊飯器 燃やさないごみ 内釜は「金属類」

スーツ（衣類） 繊維類

スーツカバー【プラスチック製】 容器包装プラスチック

スーツケース 粗大ごみ

スーパーボール【ゴム製】 燃やさないごみ

スカート（衣類） 繊維類

姿見（鏡） 粗大ごみ

スキーウェア 燃やすごみ

スキー板 粗大ごみ ストック共で１点。

スキー靴・スケート靴 燃やさないごみ

スケートボード 燃やさないごみ

スコップ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

すずり 燃やさないごみ

すだれ【天然素材】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」

すだれ【上記以外】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

スタンプ台 燃やさないごみ

スチームクリーナー 燃やさないごみ

スチール整理棚 粗大ごみ

ステッカー【紙製】 燃やすごみ
ステッカー【プラスチック製品・マグネット】 燃やさないごみ

ステレオ 粗大ごみ

ステンレスジャー 燃やさないごみ 内釜は「金属類」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

ステンレスパイプ棚 金属類 ばらす。回収かごに入らなければ「粗大ごみ」

ストーブ 粗大ごみ 灯油・電池は抜く。袋に入れば「燃やさないごみ」

ストッキング 燃やすごみ

ストロー 燃やさないごみ
スノーボード 粗大ごみ
スノーボード用品（ブーツ、
チケットホルダー、フェイスマス

燃やさないごみ

スノーボードウェア 燃やすごみ

すのこ【木製】 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

スパナ 金属類

スピーカー 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

スプーン【木製】 燃やすごみ 金属製は「金属類」、プラスチック製は「燃やさないごみ」
スプレー缶 スプレー缶 使い切り、必ず穴をあける。さびていても出す。
すべり台（幼児用） 粗大ごみ

ズボン 繊維類

スポンジ 燃やすごみ

ズボンプレッサー 粗大ごみ

スライド（映写機） 粗大ごみ

スリッパ 燃やすごみ

せ 生花 燃やすごみ

製図版 粗大ごみ 事業活動のものは専門業者に依頼

精米機（家庭用） 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

セーター 繊維類

赤外線治療器 粗大ごみ

整理たんす 粗大ごみ

生理用品 燃やすごみ

石油ポンプ 燃やさないごみ 灯油・電池は抜く。

せっけん 燃やすごみ

石膏ボード 専門業者に依頼

せともの（陶磁器類） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

背広 繊維類

セロハンテープ 燃やすごみ

繊維くず 燃やすごみ

線香 燃やすごみ

洗剤容器【紙製】 燃やすごみ プラスチックの容器や計量カップは「燃やさないごみ」

洗濯機 家電リサイクル法対象品

洗濯機ユニット台 粗大ごみ

洗濯はさみ・ネット【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」

剪定くず（太さ７cm以下） 燃やすごみ １回に２袋まで。長さ１ｍ以下。３袋以上は「持込」
剪定くず（太さ１０cm以下かつ長さ１m以下） 持込

栓抜き 金属類

扇風機 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

洗面器【プラスチック製】 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ」、金属製は「金属類」

そ 造花 燃やさないごみ

双眼鏡 燃やさないごみ

ぞうきん（化学ぞうきん等） 燃やすごみ
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

掃除機 粗大ごみ ハンディタイプなど袋に入れば「燃やさないごみ」

ソースの容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切り、水洗いする。

ソーラー式温水器【屋根置型】 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

ぞうり 燃やすごみ

ソファー（応接いす等） 粗大ごみ
そり【プラスチック製】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

た 体温計【アルコール・デジタル表示】 燃やさないごみ 水銀表示は「体温計・温度計」

体脂肪計 燃やさないごみ

台車 粗大ごみ

体重計 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

タイツ 燃やすごみ

タイルカーペット 燃やさないごみ

タイヤ 販売店等に相談

タイヤチェーン【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

ダウンジャケット・ベスト（衣類） 燃やすごみ

タオル 繊維類

タオルかけ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

タオルケット 繊維類

竹皮 燃やすごみ

たこ焼器 燃やさないごみ 鉄板は「金属類」

畳 持込 ２０枚まで

脱衣ワゴン【プラスチック製】 燃やさないごみ

卓球用品（ラケットカバー、ピン球） 燃やさないごみ

脱臭剤（活性炭） 燃やすごみ プラスチック製のケースは「容器包装プラスチック」

脱毛器 燃やさないごみ

棚 粗大ごみ

たばこ（吸殻） 燃やすごみ 包装フィルムは「容器包装プラスチック」包装紙は「雑誌・ざつ紙」

卵パック【プラスチック製】 容器包装プラスチック 紙製は「燃やすごみ」

卵ゆで器 燃やさないごみ

たも網 燃やさないごみ

たらい 粗大ごみ

樽【木製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」、袋に入らなければ「粗大ごみ」

たわし【植物製】 燃やすごみ スチール製・プラスチック製は「燃やさないごみ」

単車 二輪車リサイクル

タンス（和・洋） 粗大ごみ

断熱材 持込 石綿は不可。

ダンベル【金属製（片手で持てるもの）】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

ダンボール ダンボール
ち チェーン【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

地球儀 燃やさないごみ

チャイム 燃やさないごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶がら 燃やすごみ

茶わん【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、木製は「燃やすごみ」

茶わん【陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ちゃんちゃんこ 繊維類 中綿入りは「燃やすごみ」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

注射器・注射針 かかりつけの医院、販売店に相談する。
チューブ類（歯磨き用等）【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切り、きれいにして出す。金属製は「燃やさないごみ」

ちょうちん 燃やすごみ

調味料の容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック
水洗いする。びん製のものは、色分けして「びん類」
スチール製は「缶類」それ以外の金属は「金属類」

チョーク 燃やすごみ

チラシ（広告） 新聞・チラシ 新聞と一緒にひもでくくる。

ちり紙 燃やすごみ

ちりとり【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

つ つえ 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ｝

使い捨てライター ライター 使いきり、資源の日に専用回収容器に入れる。

机 粗大ごみ

壷（つぼ）【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。大型のものは「粗大ごみ」

壷（つぼ）【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」、プラスチック製は「燃やさないごみ」

つまようじ 燃やすごみ

つめ切り【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」
釣り用品（網、糸、竿、針、リール、ルアー） 燃やさないごみ 先のとがったものは紙等で包み「キケン」と書く。

て 庭園灯 粗大ごみ 電球は「蛍光管・電球類」
袋に入れば「燃やさないごみ」

ティーバッグ 燃やすごみ
ＤＶＤ（ディスク、ケース）【プラスチック製】 燃やさないごみ

ＤＶＤプレーヤー・レコーダー 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

ティッシュペーパー 燃やすごみ

ティッシュペーパー【紙箱】 雑誌・ざつ紙 プラスチック製フィルムは「容器包装プラスチック」

テープ【紙・布製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス【布製】 繊維類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

テープレコーダー 燃やさないごみ

手紙 雑誌・ざつ紙
デジタルカメラ（本体、ケース、メモリーカード） 燃やさないごみ 電池は抜いて「乾電池」

デジタル放送チューナーセット 燃やさないごみ

デジタルムービー（本体、三脚） 燃やさないごみ

デジタルムービー（バッグ）【布・革製】 燃やすごみ

デスクマット 燃やさないごみ

鉄アレイ 金属類

鉄パイプ【長さ６０cm以下】 金属類 長さ６０cmを超えるものは「粗大ごみ」

手ぬぐい 繊維類

手袋【布・革製】 燃やすごみ ゴム・ビニール製は「燃やさないごみ」

テレビ 家電リサイクル法対象品

テレビ台 粗大ごみ

テレビゲーム（本体、パーツ、ソフト） 燃やさないごみ

テレホンカード 燃やすごみ

電気あんか 燃やさないごみ

電気温水器 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

電気カーペット 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

電気掛・敷毛布 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
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分別区分 出し方ワンポイント品　　目

電気コード・リール 燃やさないごみ

電気ストーブ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

電気シェーバー 燃やさないごみ

電気スタンド 燃やさないごみ 蛍光管・電球は「蛍光管・電球類」、袋に入らないものは「粗大ごみ」

電球 蛍光管・電球類

電子ジャー 燃やさないごみ 内釜は「金属類」

電子レンジ 粗大ごみ

電磁調理器（１口用） 燃やさないごみ ２口用以上は「粗大ごみ」

天体望遠鏡 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

電卓 燃やさないごみ

電池類 乾電池 できる限り販売店に戻す。

テント（家庭用） 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

電動歯ブラシ 燃やさないごみ

電動ベット 粗大ごみ

天ぷら油クリーナー（油こし器） 金属類

天ぷら鍋 金属類

電話機 燃やさないごみ
電話台 粗大ごみ 袋に入る大きさのものであれば、木製は「燃やすごみ」、金属・プラスチック製は「燃やさないごみ」

と ドア 持込

ドアチェーン 金属類

ドアノブ【金属製】 金属類 木製は「燃やすごみ」

砥石（といし） 燃やさないごみ

トイレクリーナー容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切り、きれいにして出す。

トイレコーナー【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

トイレブラシ 燃やさないごみ

トイレ便座 燃やさないごみ きれいに拭く。袋に入らなければ「粗大ごみ」
トイレ便座カバー・トイレマット・
トイレットペーパー

燃やすごみ

トイレットペーパーの芯 雑誌・ざつ紙

投光器 金属類 電球は「蛍光管・電球類」

動物用ケージ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」

灯油用ポリタンク 燃やさないごみ 中を空にして袋に入れ、「不要品」と書いて出す。

トースター 金属類

時計 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

トタン類 粗大ごみ 収集の場合３枚で１点。

ドライバー（家庭工具） 燃やさないごみ

ドライフラワー 燃やすごみ

ドライヤー 燃やさないごみ
トランクケース 粗大ごみ
ドラム缶 販売店等に相談

鳥かご【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」

鳥かご【木・竹製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」袋に入らなければ「粗大ごみ」

トレイ類
　【発泡ｽﾁﾛｰﾙ製白色食品ﾄﾚｲ】 白色食品トレイ 店頭回収している店もあります。
色つき（透明も含む）、柄つきトレイは「容器包装プラスチック」

トレイ類（色・柄つきトレイ） 容器包装プラスチック 店頭回収している店もあります。

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

トロ箱（発泡ｽﾁﾛｰﾙ）【プラスチック製】 容器包装プラスチック 小さくして袋に入れる。木製はばらして「燃やすごみ」
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トロフィー 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

な ナイフ類 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ナイロンタオル 燃やさないごみ

苗木用ポット（家庭菜園用） 容器包装プラスチック 土をはらって出す。
農業のものは販売店等に依頼

長靴 燃やすごみ

流し台 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

納豆容器 容器包装プラスチック 洗って出す。汚れのひどい場合「燃やすごみ」へ。

鍋【金属製】 金属類 陶磁器製は「燃やさないごみ」

鍋つかみ 燃やすごみ

生ごみ 燃やすごみ 十分水切りをする。

生ごみ処理機 粗大ごみ

に ニカド電池（充電式） 乾電池

荷造りひも【紙製】 燃やすごみ ビニール製は「燃やさないごみ」

ニット服 繊維類

荷札 燃やすごみ

入浴剤ボトル【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切り、水洗いする。紙製は「燃やすごみ」
人形      【布・紙・木製】 燃やすごみ プラスチック、ガラス・陶磁器、金属製は「燃やさないごみ」

人形ケース 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

ぬ ぬいぐるみ 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」

ぬい針 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ぬか床 燃やすごみ

布 繊維類 ハンカチより小さいものは「燃やすごみ」

ね ネームプレート【プラスチック製・マグネット】 燃やさないごみ

ネクタイ 燃やすごみ

猫砂・ペットシート 燃やすごみ 汚物は取り除く。

ネジ・ビス・くぎ類 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

ネット 燃やさないごみ 食品等商品を入れていた物、またはプラマーク入りの物は「容器包装プラスチック」

寝袋 燃やさないごみ

練りわさび・からしの容器 容器包装プラスチック 使い切り、きれいにして出す。

ねんど（教材用） 燃やさないごみ

の 農業用マルチシート 販売店等に相談

農機具・農薬 販売店等に相談

ノーカーボン紙 燃やすごみ

ノート 雑誌・ざつ紙

のこぎり 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

のり（糊）の容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切る。

海苔容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 金属製は「缶類」

は バーベキューコンロ 粗大ごみ 回収かごに入るものは「金属類」

灰 燃やすごみ １回に片手で持てる重さ１袋。多量の場合「持込」

バイク【５０cc以下】 二輪車リサイクル

灰皿【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

灰皿【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

は 排水汚泥 持込

パイプハンガー 粗大ごみ

パイプ類
【長さ６０㎝以下】【金属製】 金属類 木・竹製は「燃やすごみ」、プラスチック製は「燃やさないごみ」
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パイプ類【長さ６０㎝～２m】 粗大ごみ 収集の場合３本で１点。

パイプ類【長さ２m以上】 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

バインダー【紙製】 燃やすごみ プラスチック製、金具は「燃やさないごみ」

はがき 雑誌・ざつ紙

はかり（計量器）【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」

はぎれ 燃やすごみ

バケツ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、木製は「燃やすごみ」

箱【紙製】 雑誌・ざつ紙
木製は「燃やすごみ」、ガラス・陶磁器製・プラスチック
製は燃やさないごみ、スチール製は「缶類」それ以外の
金属は「金属類」、プラマーク入りは「容器包装プラス

はさみ類 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。

箸（はし）【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、木製は「燃やすごみ」

はしご 粗大ごみ ２ｍ以内にする。２ｍを超えるものは「持込」
バスケット用品（ゴール） 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
バスポンプ・バスマット 燃やさないごみ
パズル 燃やすごみ
パズルマット【プラスチック製】 燃やさないごみ
パソコン　　     （本体、ディスプレイ） ＰＣリサイクル
パソコン（キーボード、マウス、
      マウスパッド、モデム、ソフ

燃やさないごみ

パソコン（プリンター、パソコンラック） 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
パソコン（パソコン周辺機器 ＬＡ
Ｎ

燃やさないごみ

肌着 繊維類 破れ又は汚れのひどいものは、「燃やすごみ」
バッテリー 販売店等に相談
発電機 持込
バット【金属製】 金属類 回収かごに入れて出す。
バット【カーボン・プラスチック製】 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ」
発泡スチロール（トロ箱及び緩衝材） 容器包装プラスチック 大きいものは小さくして袋に入れて出す。
バドミントン用品（シャトル、ケースなど） 燃やさないごみ
花火 燃やすごみ 水につける。
歯ブラシ 燃やさないごみ
刃物 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
バラン（弁当用仕切り） 燃やさないごみ
針 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
針金 金属類
バリカン 金属類
ハンガー【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」、木製は「燃やすごみ」
ハンガーラック 粗大ごみ
ハンカチ 繊維類
半紙 雑誌・ざつ紙
ばんそうこう 燃やすごみ
はんてん（衣類）（綿入り） 燃やすごみ
ハンドマッサージャー・ハンドミキサー 燃やさないごみ
ハンマー 金属類 片手で持てないものは「持込」

ひ ピアノ 販売店等に相談
ＢＳ（ＣＳ）アンテナ 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
ビー玉 燃やさないごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ
ビーチマット 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
ビールケース 持込 できる限り販売店に戻す。
皮革製品 燃やすごみ
ひげそり（Ｔ字型） 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
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ビデオカメラ、ビデオテープ 燃やさないごみ
ビデオデッキ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ひな壇 粗大ごみ
ビニールコート紙 燃やすごみ
ビニールシート（家庭用）・ビニールテープ 燃やさないごみ
ビニールパイプ（家庭用） 持込 事業活動のものは専門業者に依頼
火鉢 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
灰は「燃やさないごみ」に出す。
ひも 燃やすごみ ２メートル程度に切って袋に入れて出す。
びん（口にできるもの・化粧品用） びん類（色分け） 水洗いする。乳白色のびんは「燃やさないごみ」
びん （上記以外） 燃やさないごみ 使い切る。
便せん 雑誌・ざつ紙

ふ ファイル【紙製】 雑誌・ざつ紙 金具は「金属類」
ファイル【プラスチック製】 燃やさないごみ 金具は「金属類」
ＦＡＸ電話 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ＦＡＸ用紙【感熱紙】 燃やすごみ 普通紙は「雑誌・ざつ紙」
ファンヒーター（石油、ガス、セラミック等） 粗大ごみ 石油は抜く。
ファンシーケース（パイプ式） 粗大ごみ
フィルム（ネガ） 燃やさないごみ
風船 燃やすごみ
封筒（窓付き封筒） 雑誌・ざつ紙 フィルムは「燃やさないごみ」
フードプロセッサー 燃やさないごみ
風鈴【ガラス・陶磁器製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」
ふえ【プラスチック製】 燃やさないごみ 木・竹製は「燃やすごみ」、金属製は「金属類」
フェンス 持込 事業活動のものは専門業者に依頼
フォーク（台所用）【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」
服 繊維類 綿入りは、「燃やすごみ」

袋【紙製】 雑誌・ざつ紙
取っ手のプラスチックは「燃やさないごみ」、革・皮・布製
は燃やすごみ、プラスチック製は「燃やさないごみ」、プ
ラマーク入りは「容器包装プラスチック」

ふすま 粗大ごみ
フック・吸盤 燃やさないごみ
仏壇 販売店等へ相談
フットマッサージ器 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
筆 燃やすごみ
筆入れ 燃やさないごみ
ふとん 粗大ごみ 収集の場合３枚で１点。
小さい物で袋に入れば「燃やさないごみ」

ふとん   【カバー】 繊維類
ふとん乾燥機   粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ふとんたたき  【木・竹製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」
ふとんばさみ・袋【プラスチック製】 燃やさないごみ 布製は「燃やすごみ」

踏台【木製】 粗大ごみ
袋に入れば木製は「燃やすごみ」、金属製は「金属類」、
プラスチック製は「燃やさないごみ」

フライ返し【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」、木製は「燃やすごみ」
フライパン 金属類 柄は取りはずさなくてよい。
ブラインド 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ブラシ【木･プラスチック複合製品】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」
ブランコ 粗大ごみ
プランター【陶磁器・プラスチック製】 燃やさないごみ 土を取り除く。木製は「燃やすごみ」
プランターの台 粗大ごみ
フリーザー（家庭用） 家電リサイクル法対象品

プリンター 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ブルーシート 燃やさないごみ 折りたたみ、ひもでしばる。
風呂洗いブーツ 燃やすごみ
風呂釜 販売店等に相談
風呂敷【紙製】 雑誌・ざつ紙 布製は「繊維類」、ビニール製は「燃やさないごみ」
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フロッピーディスク・ケース 燃やさないごみ
風呂ぶた・マット【プラスチック製】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
文鎮【ガラス・陶磁器・石材製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」

へ ヘアーアイロン・カーラー 燃やさないごみ
ヘアーブラシ【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」、木・竹・毛製は「燃やすごみ」
ベッド 粗大ごみ
ペットボトル ペットボトル 水洗いする。ふた・ラベルは「容器包装プラスチック」
ヘッドホン・ヘッドホンステレオ 燃やさないごみ
ペット小屋 粗大ごみ
ペット用品【首輪（革製）】 燃やすごみ 金属製は「金属類」
ペット用品【吸水性マット、シーツ】 燃やすごみ
ペット用品　【ポリ袋・キャリーバッグ】 燃やさないごみ
ペット用品【砂】 燃やすごみ 汚物は取り除く。
ペット用品【ベッド（布・綿製）】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」、袋に入らなければ「粗大ごみ」

ペット用品【リード（皮・布製）】 燃やすごみ 金属製は「金属類」
ベニヤ板 粗大ごみ 長さ２m、幅１mまで。
ベビーカー・ベビーサークル・ラック 粗大ごみ
ベビー用品【プラスチック製】 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
ベルト 燃やすごみ
ヘルメット 燃やさないごみ
ペンキ缶 燃やさないごみ 使い切る。
便器 持込 事業活動のものは専門業者に依頼
便座 粗大ごみ きれいに拭く。袋に入れば「燃やさないごみ」
便座カバー【布製】 燃やすごみ 布製以外は「燃やさないごみ」
ぺンチ 金属類
弁当箱【アルミ製】 金属類 水洗いする。
弁当箱【プラスチック製】 燃やさないごみ プラマーク入りの物は「容器包装プラスチック」、木製は「燃やすごみ」

ペン類 燃やさないごみ
ほ ホイール（自動車部品） 販売店等に相談

ほうき 燃やさないごみ 袋（４５ℓ）に入れて出す。
芳香剤の容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切る。
帽子 燃やすごみ
防塵マスク 燃やすごみ
防塵メガネ 燃やさないごみ
防水加工紙 燃やすごみ
包装紙 雑誌・ざつ紙
包装用フィルム 容器包装プラスチック

包帯 燃やすごみ
包丁 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
包丁研ぎ器 燃やさないごみ
ボウル（調理用）【ガラス製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
ボウル（調理用）【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、木製は「燃やすごみ」
ホース 燃やさないごみ ２メートル程度に切って袋に入れて出す。
ホースリール【金属製】 金属類 回収かごに入らなければ「粗大ごみ」
ホースリール【プラスチック製】 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ」、袋に入らなければ「粗大ごみ」
ポータブルトイレ 粗大ごみ
ポータブル冷温庫（家電リサイクル法対象外） 粗大ごみ
ボート【ＦＲＰ・金属・木製】 持込
ボート【ゴム製】 燃やさないごみ 空気を抜き、小さくする。袋に入らなければ「粗大ごみ」
ホームベーカリー 燃やさないごみ 内釜は「金属類」
ボール【スポーツ用品】 燃やさないごみ
木刀 燃やすごみ 袋に入る大きさに切る。
歩行器 粗大ごみ
ポスター 雑誌・ざつ紙
ポスト【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」、木製は「燃やすごみ」
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ボストンバッグ 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
保存容器【びん・陶磁器製】 燃やさないごみ 紙に包み「キケン」と書く。
保存容器【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」
ボタン 燃やすごみ
ボタン電池 乾電池 できる限り販売店に戻す。
ポット 燃やさないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ホットプレート（本体） 燃やさないごみ 本体とプレートとが分離できないものは「燃やさないごみ」で出す。

ホットプレート（プレート） 金属類
ボディーボード 粗大ごみ
哺乳びん 燃やさないごみ
ポリタンク 燃やさないごみ 中を空にして袋に入れ、「不要品」と書いて出す。
保冷剤 燃やすごみ
本（絵本・教科書・辞書・カタログ等） 雑誌・ざつ紙
本棚・本箱 粗大ごみ

ま 麻雀パイ 燃やさないごみ
マイクロフォン 燃やさないごみ
マグネット（磁石） 燃やさないごみ
まくら 燃やすごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
マッサージチェアー 粗大ごみ
マッチ 燃やすごみ 使い切り、未使用分があれば水につける。
マットレス 粗大ごみ
まな板【プラスチック製】 燃やさないごみ 木製は「燃やすごみ」
豆電球 蛍光管・電球類
万歩計 燃やさないごみ

み ミシン（電子）【家庭用】 粗大ごみ
ミシン台 粗大ごみ
水さし【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」
ミニコンポ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
み（箕）【竹製】 燃やすごみ プラスチック製は「燃やさないごみ」
耳かき【木製】 燃やすごみ 金属製・プラスチック製は「燃やさないごみ」

む 虫かご【金属製・プラスチック製】 燃やさないごみ 竹製は「燃やすごみ」
蒸し器【金属製】 金属類 籐・竹製は「燃やすごみ」、プラスチック製は「燃やさないごみ」
むしめがね 燃やさないごみ
むしろ 持込

め 名刺 雑誌・ざつ紙
名刺入れ【革製】 燃やすごみ 金属製は「金属類」、プラスチック製は「燃やさないごみ」
眼鏡類 燃やさないごみ
眼鏡入れ 燃やさないごみ 布・革製は「燃やすごみ」
目薬容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切って出す。
メジャー（スケール） 燃やさないごみ
メダル 燃やさないごみ
メトロノーム（音楽用器材） 燃やさないごみ
メモ帳 雑誌・ざつ紙
綿棒 燃やすごみ

も モーター（模型用等小型に限る） 金属類 片手で持てないものは「持込」
毛布 粗大ごみ 収集の場合３枚で１点。
小さい物で袋に入れば「燃やさないごみ」

もちつき機 粗大ごみ
モップ（柄付モップ） 燃やさないごみ 袋（４５ℓ）に入れて出す。
物置 持込 高さ×幅×奥行の合計が３m以下で解体済のものは「粗大ごみ」

物干し竿 粗大ごみ 収集の場合３本で１点。
物干し台 粗大ごみ 一対で１点。
もりかご【籐・竹製】 燃やすごみ プラスチック製は「容器包装プラスチック」
門扉 持込 事業活動のものは専門業者に依頼

や やかん 金属類
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野球用品【バット（木製）】 燃やすごみ 金属製は「燃やさないごみ」
野球用品【 ベース、ヘルメット、ロージンバッグ】 燃やさないごみ
薬品 販売店等に相談
薬品【びん】 燃やさないごみ 使い切る。
柳ごうり 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」

ゆ 湯たんぽ【金属製】 金属類 プラスチック製は「燃やさないごみ」
ユニフォーム 燃やすごみ
湯沸器【台所用】 粗大ごみ

よ よしず 粗大ごみ 切って袋に入れば「燃やすごみ」
ら ライサー（米びつ） 粗大ごみ

ライター ライター 使いきり、資源の日に専用回収容器に入れる。
ライン引き 燃やさないごみ
ラケット 燃やさないごみ
ラジオ・ラジカセ 燃やさないごみ
ラック類 粗大ごみ
ラップ（食品用） 容器包装プラスチック

ラップ【箱・芯】 雑誌・ざつ紙 外した刃は「燃やさないごみ」
ラベル用紙 燃やすごみ
ラベルライター、ラミネーター 燃やさないごみ
ラムネ容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック ビー玉は「燃やさないごみ」
ランタン 燃やさないごみ
ランチジャー 燃やさないごみ
ランドセル 燃やすごみ
ランチョンマット【プラスチック製】 燃やさないごみ 紙・布製は「燃やすごみ」
ランドリーワゴン【籐・竹製】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やすごみ」
ランドリーワゴン【プラスチック製】 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ランニングマシン 粗大ごみ

り リヤカー 持込
リコーダー（縦笛） 燃やさないごみ
リストバンド 燃やすごみ
リモコン 燃やさないごみ
リュックサック 燃やすごみ

る ルーズリーフ【紙製】 雑誌・ざつ紙 金具は「金属類」
ルーズリーフ【プラスチック製】 燃やさないごみ 金具は「金属類」
ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷蔵庫、冷凍庫 家電リサイクル法対象品

冷風機 粗大ごみ
レコード盤 燃やさないごみ
レコード針 燃やさないごみ
レコードプレーヤー 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
レジ袋 容器包装プラスチック

レジャーシート【プラスチック製】 燃やさないごみ
レターケース【プラスチック製】 燃やさないごみ 金属製は「金属類」、木製は「燃やすごみ」
レトルトパック容器【プラスチック製】 容器包装プラスチック 使い切り、きれいにして出す。
れんげ【陶磁器・プラスチック製】 燃やさないごみ
レンジ（電子・ガス）、レンジ台 粗大ごみ
レンジマット、レンジパネル 燃やさないごみ
レンズ 燃やさないごみ
練炭 燃やすごみ

ろ ろう紙 燃やすごみ
老人車（シルバーカー） 粗大ごみ
ローソク 燃やすごみ
ロープ【綿・麻製】 燃やすごみ ２メートル程度に切って袋に入れて出す。
ロープ【プラスチック製】 燃やさないごみ ２メートル程度に切って袋に入れて出す。
ローボード 粗大ごみ
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ローラースケート 燃やさないごみ
ローラーボード（スポーツ・健康器具） 燃やさないごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」
ロールスクリーン 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 粗大ごみ 袋に入れば「燃やさないごみ」
ワイパーゴム 燃やさないごみ
ワイヤーロープ 金属類 片手で持てないものは「持込」
ワゴン【木製】 粗大ごみ 袋に入れば木製は「燃やすごみ」、プラスチック製は「燃やさないごみ」

綿（わた） 燃やすごみ
ワッペン 燃やすごみ
ワックス加工紙 燃やすごみ
腕章【布製】 燃やすごみ プラスチック製は、「燃やさないごみ」
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