
　１　製品の材質によって、一覧表の分別区分と異なる場合があります。

＜判断基準＞　※一部品目に例外あり

・サイズの測り方 ・裁断、折りたたむ等してまとめる場合

（例） じゅうたん

　町会やPTAなどの団体が実施している再生資源回収運動に対し、市から報償金を交付しており、

団体の活動資金として役立てられています。

　この活動は、ごみの資源化の他、地域コミュニティの活性化にもつながる活動であるため積極的に参

加してくださるようお願いします。

　また、市では公共施設などを拠点に衣類（布類）・小型家電・古紙類を回収しています。ごみ収

集日に関係なく不用品の処分ができる上、ごみの減量化にもつながりますのでご利用ください。

　※ごみ収集車に積み込むことができるごみは、最大辺の長さがおおよそ１８０㎝までのものとなります。

１８０㎝以下のものであっても、形状によりごみ収集車に積み込むことができず収集できない場合があります。

　また、金属塊など強固なものでできた製品は、ごみ収集車の故障の原因となるため、収集できない場合があり

ます。

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

一覧表を利用する前に、以下をご確認ください。

　この一覧表の分別区分は、製品の一般的な仕様・規格を基準として掲載しています。

　２　大型ごみは、最大辺の長さが４５㎝以上のものです。ただし、４５㎝以上であっても、裁断・折り

       たたむことにより、一般的なごみ袋（４０～４５ℓサイズ）に入る場合は、この限りではありません。

再生資源回収運動、各種拠点回収を優先して利用するようご協力ください！

材質に関係なく大型ごみ　

金属製・陶器製・ガラス製 燃やせないごみ

上記以外 燃やせるごみ

最大辺の長さが４５㎝

以上あるか？

ある

ない

　３　燃やせないごみ・大型ごみと掲載されている品目であっても、大き過ぎるもの、硬過ぎるものは、収集

　　　できない場合があります。

最大辺が４５㎝以

上の場合大型ごみ

✄

裁断

折りたたむ等

45ℓ以下のごみ袋にまとめる
（この場合、じゅうたんは

布製のため、燃やせるごみ）

ごみ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ＩＣレコーダー 燃やせないごみ ○
電池を外してください。記録などは事前に消
去してください。

ＩＨヒーター（電磁調理器） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＩＨ用焼け焦げ防止カバー
（ＩＨカバー）

燃やせないごみ

アームスタンド 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

合図灯（誘導棒） 燃やせないごみ
電池を外してください。45㎝以上のものは、
大型ごみ。

アイストレー（製氷皿）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

アイストレー（製氷皿）
（金属製）

燃やせないごみ

アイスピック 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

アイスペール（氷保管容器）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

アイスペール（氷保管容器）
（金属製）

燃やせないごみ

アイスボックス（クーラーボックス） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

アイロン 燃やせないごみ ○

アイロン台 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製）、
燃やせないごみ（金属製）

灰汁（あく）とりシート 燃やせるごみ

アクリル板 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

揚げ物バット 燃やせないごみ

アコーディオン 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

アコーディオンカーテン 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

麻ひも 燃やせるごみ （例） じゅうたん

足裏マッサージ器（フットマッ
サージャー）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

足拭きマット（バスマット） 燃やせるごみ
珪藻土のものは、燃やせないごみ。（45㎝以
上のものは、大型ごみ）

足踏み竹（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ

足踏みミシン 大型ごみ

アタッシュケース（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

アタッシュケース（皮革製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

アダプター 燃やせないごみ ○

圧力鍋（圧力釜） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

宛名シール 燃やせるごみ

穴あけパンチ（パンチ） 燃やせないごみ

油（機械油、鉱油） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

油（食用） 燃やせるごみ
固めるか新聞紙などに染み込ませてくださ
い。

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

あ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

油（食用）の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

油（食用）の容器（ガラス製） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

油（食用）の容器（金属製） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

油こし器（オイルポット） 燃やせないごみ

油こし紙 燃やせるごみ

雨合羽 燃やせるごみ

雨戸 大型ごみ

雨どい 大型ごみ 落雪等によりこわれたものに限る。

網（ネット） 燃やせるごみ

編み機 大型ごみ

網戸 大型ごみ

網戸の網（ネット） 燃やせるごみ

編み針（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

編み針（金属製） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

アルバム 燃やせるごみ 金具は取り外して、燃やせないごみ。

アルミサッシ 大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

アルミ箔（アルミホイル） 燃やせないごみ

アルミ箔の芯（アルミホイルの芯） 雑誌・雑がみ

アルミ箔鍋 燃やせないごみ

アルミフェンス 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

アルミホイール（車用） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

アルミロールマット 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

アロマオイルの容器（プラスチック
製）

燃やせるごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

アロマオイルの容器（ガラス製） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

アロマキャンドル 燃やせるごみ

アロマポット 燃やせないごみ

アロマライト 燃やせないごみ

泡立て器（手動式・電動式） 燃やせないごみ ○ 電動式は電池を外してください。

行火（あんか） 燃やせないごみ

アンクレット（布製・革製・ビーズ） 燃やせるごみ

安全帯（安全ベルト） 燃やせないごみ

あ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

安全靴 燃やせるごみ
鉄板を使用しているものは、燃やせないご
み。

安全ピン 燃やせないごみ

アンテナ（ＵＨＦ/ＶＨＦ/パラボラ） 大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

アンプ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＥＴＣ車載ユニット 燃やせないごみ ○
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

い草マット（い草ラグ） 燃やせるごみ 45㎝未満に切ってください。

池（園芸用プラスチック製） 大型ごみ

石 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

石臼 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

石灯籠（イシドウロウ） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

衣装ケース 大型ごみ

衣装だんす 大型ごみ
分解できるものは、できるだけ分解してくださ
い。

移植ごて（スコップ・シャベル） 燃やせないごみ

椅子（イス） 大型ごみ

椅子カバー 燃やせるごみ

板（木製、アクリル製、プラスチッ
ク製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

一輪車（子供用、スポーツ用） 大型ごみ

一輪車（作業用ねこ車） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

一斗缶 燃やせないごみ

一升瓶 びん

糸 燃やせるごみ

糸のこ（手動式） 燃やせないごみ
刃は厚手の紙などで包み、「危険」と表示し
てください。

糸のこ（電動式） 大型ごみ
刃は取り外して厚手の紙などで包み、「危
険」と表示して燃やせないごみ。45㎝未満の
ものは、燃やせないごみ。

井戸用ポンプ 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

犬小屋 大型ごみ

イヤホン 燃やせないごみ ○

イヤリング 燃やせないごみ

医療廃棄物（おむつ） 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください。

医療廃棄物（注射器・注射針） 収集しないごみ
感染症の原因となる可能性があるため収集
しません。主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

医療廃棄物（点滴バッグ・
チューブ類）

燃やせるごみ
針が付いている場合は必ず切り離してくださ
い。針は主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

あ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

医療廃棄物（透析バッグ・
チューブ類）

燃やせるごみ
針が付いている場合は必ず切り離してくださ
い。針は主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

医療廃棄物（薬品・錠剤類） 燃やせるごみ
薬局・購入店・メーカーなどへ問い合わせて
ください。問い合わせて問題がなければ燃
やせるごみ。

医療廃棄物（薬品・液体類） 収集しないごみ
薬局・購入店・メーカーなどへ問い合わせて
ください。

医療廃棄物（薬品の容器） 燃やせないごみ
必ず中身を使い切ってください。容器の中を
よく洗ってください。プラスチック製の容器
は、燃やせるごみ。

衣類カバー（洋服カバー） 燃やせるごみ

衣類乾燥機 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

入れ歯 燃やせないごみ
廃棄する前にかかりつけの歯科に相談して
ください。

色鉛筆 燃やせるごみ

岩 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

印鑑（木製・象牙製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

印鑑（金属製） 燃やせないごみ

印鑑ケース（印章ケース）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

印鑑ケース（印章ケース）
（金属製）

燃やせないごみ

インクカートリッジ 燃やせるごみ 販売店への返却を優先してください。

インクリボン 燃やせるごみ

インソール（靴用中敷） 燃やせるごみ

インターホン 燃やせないごみ ○

インデックスラベル 燃やせるごみ

インテリアライト 燃やせないごみ
45㎝以上のものは、大型ごみ。蛍光管、電
球を外してください。

印泥（練り朱肉） 燃やせるごみ 陶器などの容器は、燃やせないごみ。

印箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

印箱（金属製） 燃やせないごみ

印判ブラシ（印鑑クリーナー） 燃やせるごみ

印マット（捺印マット） 燃やせるごみ

ウィッグ（かつら） 燃やせるごみ

ウインドサーフィンボード 大型ごみ

ウインドファン 大型ごみ

ウインドブレーカー 燃やせるごみ ●

植木支柱 大型ごみ
45㎝未満に切れば、燃やせるごみ（木製）、
燃やせないごみ（金属製）

植木ばさみ（園芸ばさみ） 燃やせないごみ

植木鉢（フラワーポット）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

い
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

植木鉢（フラワーポット）
（陶器製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

植木鉢皿（プラスチック製） 燃やせるごみ

植木鉢皿（陶器製） 燃やせないごみ

植木鉢台（花台・フラワー
スタンド）

大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

ウエストポーチ 燃やせるごみ

ウェットスーツ 燃やせるごみ

ウォータークーラー（冷水機） 収集しないごみ

メーカーへ処理を依頼してください。メーカー
による処理ができない場合、家庭で使用し
たものに限り、環境整備センターへ直接搬
入可（有料）。

ウォーターサーバー 収集しないごみ

メーカーへ処理を依頼してください。メーカー
による処理ができない場合、家庭で使用し
たものに限り、環境整備センターへ直接搬
入可（有料）。

ウォーターサーバーボトル
（リターナブル式）

収集しないごみ メーカーへ返却してください。

ウォーターベッド 大型ごみ 中の水を抜いてください。

ウォッシュエアシート
（温水洗浄便座）

大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

浮（プラスチック製・木製） 燃やせるごみ

浮き輪 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

臼 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

うちわ（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ウッドカーペット（フローリングマッ
ト）

大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ウッドクラフト（木製工芸品） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ウッドデッキ 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

腕時計 燃やせないごみ ○

乳母車（ベビーカー） 大型ごみ

梅酒作成容器（ガラス製） びん プラスチック製のフタは、燃やせるごみ。

梅酒作成容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

羽毛布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

ウレタンマットレス 大型ごみ

うろことり器 燃やせないごみ

上履き 燃やせるごみ

運動靴（スニーカー） 燃やせるごみ

ＡＣアダプター 燃やせないごみ ○

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 収集しないごみ
購入店・メーカーなどへ問い合わせてくださ
い。

ＦＦ式暖房器（石油ファンヒーター） 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください。
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ＨＤＤレコーダー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＬＤ 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、雑がみ。

ＬＤプレーヤー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＬＥＤ電球 燃やせないごみ

ＭＯ 燃やせるごみ

ＭＯドライブ 燃やせないごみ ○

ＭＤ 燃やせるごみ

ＭＤプレーヤー（携帯型） 燃やせないごみ ○

ＭＤプレーヤー（据置型） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＳＤメモリーカード 燃やせるごみ ○

Ｓ字フック（Ｓカン） 燃やせないごみ

エアガン（モデルガン） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

エアキャップ（気泡緩衝材） 燃やせるごみ

エアクッション 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

エアコン（室内機・室外機） 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

エアダスターのスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

エアブラシ 燃やせないごみ

エアポンプ(水槽用） 燃やせないごみ

エアマットレス 大型ごみ 中の空気を抜いてください。

映写機 大型ごみ

液晶ディスプレイ（パソコン用） 大型ごみ
テレビと区別するため、「パソコン用」と表示
して出してください。45㎝未満のものは、燃
やせないごみ。

液晶テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

エキスパンダー（健康器具） 燃やせないごみ

液体のり容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

枝切りばさみ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

枝葉類 燃やせるごみ
一本の長さ60㎝未満、太さ10㎝未満。一束
30㎝以内で1回に3束まで。

エッグスライサー（卵切り器） 燃やせないごみ

エッグパン 燃やせないごみ

絵の具容器(ビニールチューブ） 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

絵の具容器（アルミチューブ） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

絵筆（画筆） 燃やせるごみ

エプロン 燃やせるごみ ●

絵本 雑誌・雑がみ

エレキギター 大型ごみ

エレクトーン 大型ごみ

塩化カルシウム（融雪剤） 収集しないごみ
使い切ってください。余った場合、環境課ま
でお問い合わせください。

え



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

園芸ばさみ（植木ばさみ） 燃やせないごみ

園芸用支柱 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

エンジンオイル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

エンジンオイル容器 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

縁台（ベンチ） 大型ごみ

延長コード（電気コード） 燃やせないごみ ○ 小さくたたんでしばってください。

煙突（金属製） 大型ごみ
室内部分のみ収集可。できるだけストーブと
一緒に出してください。

鉛筆 燃やせるごみ

鉛筆削り 燃やせないごみ

ＯＡタップ（テーブルタップ） 燃やせないごみ ○

オアシス（生け花用吸水スポンジ） 燃やせるごみ

オイルパック（廃油処理箱） 燃やせるごみ

オイルヒーター 収集しないごみ
オイルを抜いたものに限り環境整備センター
へ直接搬入可（有料）。

オイルポット（油こし器） 燃やせないごみ

オイルライター 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

王冠（びんなどのふた・栓・キャッ
プ）

燃やせないごみ

オーディオラック 大型ごみ

オートバイ 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステムを利用してくださ
い。

オーバー（コート） 燃やせるごみ ●

オーブントースター 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

オーブンレンジ 大型ごみ

おがくず 燃やせるごみ

お菓子の缶 かん

置き時計 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

桶（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

桶（金属） 燃やせないごみ

押入れシート 燃やせるごみ

押入れ棚 大型ごみ

押入れタンス 大型ごみ

押しピン（画鋲） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

おしぼり（紙） 燃やせるごみ

おしぼり受け（木製・竹製・プラス
チック製）

燃やせるごみ

おしぼり受け（金属製） 燃やせないごみ

おしゃぶり 燃やせるごみ

おたま（玉杓子） 燃やせないごみ

落ち葉 燃やせるごみ 量が多い場合は少しずつ出してください。

え

お



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

おちょこ（陶製・ガラス製・金属製） 燃やせないごみ

おちょこ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

オットマン（足乗せ台） 大型ごみ

汚泥（側溝などの泥） 収集しないごみ
道路側溝の泥は、道路管理者で回収しま
す。

斧（おの） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。45㎝以上のものは、大
型ごみ。

おはじき（プラスチック製） 燃やせるごみ

おはじき（ガラス製） 燃やせないごみ

帯 燃やせるごみ ●

帯締め 燃やせるごみ

おひつ（飯びつ） 燃やせるごみ

おぼん（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

おぼん（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

おまる 大型ごみ

おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください。

おむつカバー 燃やせるごみ

おもちゃ類（玩具）（木製・プラス
チック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

おもちゃ類（玩具）（ガラス製・金属
製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

おもちゃ類（玩具）（電動式） 燃やせないごみ 〇 45㎝以上のものは、大型ごみ。

おもり（釣具） 燃やせないごみ

折板 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

折り紙 雑誌・雑がみ

折りたたみ傘 燃やせないごみ

折りたたみ式コンテナ 大型ごみ

折りたたみ式ベッド 大型ごみ

折箱（木製・紙製・プラスチック製・
発砲スチロール製）

燃やせるごみ

オルガン 大型ごみ

オルゴール 燃やせないごみ

おろし金 燃やせないごみ

お椀（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

お椀（陶製） 燃やせないごみ

温水器（屋外設置式） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

温水洗浄便座（ウォッシュエア
シート）

大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

温度計（寒暖計）（アルコール式・
針表示式）

燃やせないごみ

お



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

温度計（寒暖計）（水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品の回収ボックスへ入れてくだ
さい。

温風ヒーター（ファンヒーター） 大型ごみ

カーステレオ（カーコンポ） 燃やせないごみ ○

ガーゼ 燃やせるごみ

カーテレビ（車載用液晶テレビ） 燃やせないごみ ○

カーテン 燃やせるごみ ●

ガーデンパラソル 大型ごみ

ガーデンライト（庭園灯） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

カーテンレール 大型ごみ

カードケース（皮革製・プラスチッ
ク製）

燃やせるごみ

カードケース（金属製） 燃やせないごみ

カード類 燃やせるごみ

カーナビゲーションシステム 燃やせないごみ ○

カーペット（じゅうたん） 大型ごみ
45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。床暖式
は中の不凍液を抜いてください。

カーペットローラー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

カーポート 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

カーボン紙 燃やせるごみ

カーラー（ヘアカーラー） 燃やせるごみ

絵画 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

貝殻 燃やせるごみ

介護用ベッド 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

海水パンツ 燃やせるごみ

懐中電灯 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

回転行灯（回転提灯） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

回転ゴム印 燃やせないごみ

かいまき 燃やせるごみ 小さくたたんでしばってください。

買い物かご 大型ごみ

カイロ（使い捨て） 燃やせるごみ

カイロ（白金触媒式・電池式） 燃やせないごみ

鏡 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

掛矢（かけや） 大型ごみ

鍵 燃やせないごみ

かき氷器 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

角材 大型ごみ
建築資材や太さ10センチ以上のものは収集
不可。

学習机 大型ごみ

拡声器（トランジスタメガホン） 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

学生服 燃やせるごみ

拡大鏡（虫めがね・ルーペ） 燃やせないごみ

お

か



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

家具転倒防止伸縮棒 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

家具転倒防止粘着マット 燃やせるごみ

額縁 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

掛け軸 燃やせるごみ

掛け時計 燃やせないごみ
45㎝以上のものは、大型ごみ。電池式は電
池を外してください。

掛け布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって、燃や
せるごみに出してください。

かご（籐製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

かご（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

傘 大型ごみ

傘立て 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

加湿器 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

加湿空気清浄器 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ガスオーブン 大型ごみ

ガスコンロ（卓上用・一口式） 燃やせないごみ カセット式はボンベを外してください。

ガスコンロカバー（レンジカバー） 大型ごみ

ガスストーブ 大型ごみ

カスタネット（木製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

ガスバーナー 燃やせないごみ ボンベは必ず中身を使い切ってください。

ガスファンヒーター 大型ごみ

ガスボンベ（ＬＰガス） 収集しないごみ ガス会社へ問い合わせてください。

ガスライター 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

ガスレンジ（ガス台・ガステーブル） 大型ごみ

ガスレンジマット（アルミ箔製） 燃やせないごみ

カセットコンロ（卓上コンロ） 燃やせないごみ ボンベを外してください。

カセット式ガスボンベ かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

カセットテープ（ケースを含む） 燃やせるごみ

カセットテープ収納箱 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

カセットデッキ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ガソリン 収集しないごみ
ガソリンスタンドなどの取扱店へ問い合わせ
てください。

ガソリン携行缶 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

カタログ 雑誌・雑がみ

花壇ブロック 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

カチューシャ（プラスチック製） 燃やせるごみ

カチューシャ（金属製） 燃やせないごみ

カッターナイフ 燃やせないごみ
刃先が出ないようにテープなどで止めてくだ
さい。

か



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

カッターナイフの刃（替刃） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

カッターマット（カッティングマット） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

合羽（かっぱ） 燃やせるごみ

カップボード（食器棚） 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

カップ麺の容器（紙製） 燃やせるごみ
容器の中を軽く洗ってください。ふた部分も
燃やせるごみ。

カップ麺の容器（その他プラスチッ
ク製）

燃やせるごみ

かつら（ウィッグ） 燃やせるごみ

門松（かどまつ） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

蚊取り線香 燃やせるごみ

蚊取りマット 燃やせるごみ

金網 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

金槌（かなづち） 燃やせないごみ

画板 大型ごみ

かばん（バッグ） 燃やせるごみ

画筆（絵筆） 燃やせるごみ

画鋲（がびょう） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

花びん（ガラス製・陶器製） 燃やせないごみ

カフスボタン（布製） 燃やせるごみ

カフスボタン（金属製） 燃やせないごみ

壁掛け時計 燃やせないごみ
45㎝以上のものは、大型ごみ。電池式は電
池を外してください。

壁紙 燃やせるごみ

壁紙ロール 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

鎌（かま） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください。

紙コップ 燃やせるごみ

紙皿 燃やせるごみ

かみそり 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

神棚 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

紙テープ（非粘着） 雑誌・雑がみ

紙テープ（粘着） 燃やせるごみ

髪留め（ヘアクリップ） 燃やせないごみ

紙ナプキン 燃やせるごみ

紙粘土 燃やせるごみ

髪の毛（毛髪） 燃やせるごみ

か



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

紙パック（飲料用） 紙パック
日本酒用など内側がアルミ箔加工されてい
るものは、燃やせるごみ。

紙パック（掃除機用など） 燃やせるごみ

紙ひも 雑誌・雑がみ

紙袋 雑誌・雑がみ
ビニール加工されている本体や持ち手は、
燃やせるごみ。

紙やすり（サンドペーパー） 燃やせるごみ

ガム 燃やせるごみ

ガムテープ 燃やせるごみ

ガムテープの芯 雑誌・雑がみ

カメラ 燃やせないごみ ○
記録などは消去してください。フィルム式は
フィルムを外してください。

カメラバッグ 燃やせるごみ

カメラホルダー（カメラケース） 燃やせるごみ

蚊帳（かや） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

画用紙 雑誌・雑がみ クレヨンで描かれたものは、燃やせるごみ。

カラーコーン（三角コーン・パイロン） 大型ごみ 「大型ごみ」と表示してください。

カラーボックス 大型ごみ

カラオケ設備（据置型） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

カラオケ設備（マイク式・ハンディ
式）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ガラスケース 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ガラス食器 燃やせないごみ

ガラステーブル 大型ごみ

ガラス戸 大型ごみ

ガラス類 燃やせないごみ
割れているものは厚手の紙などで包み、「危
険」と表示してください。45㎝以上のものは、
大型ごみ。

カラビナ 燃やせないごみ

刈込機（ヘッジトリマー）
（エンジン式・モーター式）

収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

刈り込みばさみ 大型ごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

刈払鎌（造林鎌） 大型ごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

軽石 燃やせないごみ

枯れ葉（落ち葉） 燃やせるごみ 量が多い場合は、少しずつ出してください。

カレンダー 雑誌・雑がみ
紙部分は雑がみ。とじ金具部分は外して燃
やせないごみ。

革靴 燃やせるごみ

革ジャンパー 燃やせるごみ

革手袋・皮手袋 燃やせるごみ

皮むき器（ピーラー） 燃やせないごみ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

瓦（かわら） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

缶（飲料用・食料用） かん
缶の中を軽く洗って出してください。ボトル缶
のキャップや缶のフタは、燃やせないごみ。

缶（さびているもの） 燃やせないごみ

感圧紙（カーボン紙） 燃やせるごみ

換気扇（レンジフードファン） 大型ごみ

換気扇カバー 燃やせないごみ

換気扇フィルター 燃やせるごみ

缶切り 燃やせないごみ 電動式は電池を外してください。

玩具（おもちゃ類）（木製・プラス
チック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

玩具（おもちゃ類）（ガラス製・金属
製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

玩具（おもちゃ類）（電動式） 燃やせないごみ 〇 45㎝以上のものは、大型ごみ。

緩衝材 燃やせるごみ

乾燥材（シリカゲル） 燃やせるごみ

寒暖計（温度計）（アルコール式・
針表示式）

燃やせないごみ

寒暖計（温度計）（水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品の回収ボックスへ入れてくだ
さい。

乾電池 燃やせないごみ

鉋（かんな） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

感熱紙 燃やせるごみ

缶バッジ 燃やせないごみ

看板 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

観葉植物 燃やせるごみ
長さ60㎝未満、太さ10㎝以下に切ってくださ
い。土は処理不可。

木（剪定枝） 燃やせるごみ
枝は長さ60㎝×直径10㎝以下に切り、1束
30㎝以内に束ねてください。1回につき3束ま
で。

キーケース（布製・合皮製など） 燃やせるごみ

キーボード（楽器） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

キーボード（パソコン用） 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

キーボードカバー 燃やせるごみ

キーボックス 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

キーホルダー 燃やせないごみ

木くず（木片） 燃やせるごみ
長さ60㎝未満、太さ10㎝以下に切ってくださ
い。

ギター 大型ごみ

ギターケース（ハードケース） 大型ごみ

ギターケース（ソフトケース） 燃やせるごみ

キックボード 大型ごみ

き

か



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

木槌（きづち） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

キッチンスケール（調理用はかり） 燃やせないごみ ○ デジタル式は電池を外してください。

キッチンスライサー 燃やせないごみ

キッチンタイマー 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

キッチンばさみ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

キッチンペーパー 燃やせるごみ

キッチンボード（食器棚） 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

キッチンマット（台所マット） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

キッチンワゴン 大型ごみ

杵（きね） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

木の根 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

木の幹 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

揮発油類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

木べら 燃やせるごみ

気泡緩衝材（気泡シート） 燃やせるごみ

着物（和服） 燃やせるごみ ●

脚立 大型ごみ

キャッシュカード 燃やせるごみ はさみで切るなどしてください。

キャップ（栓）（プラスチック製） 燃やせるごみ

キャップ（栓）（金属製） 燃やせないごみ

キャディーバッグ（ゴルフバッグ） 大型ごみ ゴルフ用具は別に出してください。

キャリア（ルーフキャリア） 大型ごみ

キャリーカート 大型ごみ

キャリーバッグ（キャスターバック） 大型ごみ

キャリーボックス 大型ごみ

キャリングケース(プラスチック製） 燃やせるごみ

キャンバス 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

救急箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

救急箱（金属製） 燃やせないごみ

急須（きゅうす） 燃やせないごみ

給湯器（湯沸かし器） 大型ごみ

給湯器（ボイラー） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

吸入器 燃やせないごみ

牛乳パック 紙パック 開いたものを束ねて出してください。

牛乳びん びん 販売店への返却を優先してください。

吸盤フック（プラスチック製） 燃やせるごみ

吸盤フック（金属製） 燃やせないごみ

救命胴衣（ライフジャケット） 燃やせるごみ

給油ポンプ 大型ごみ 電動式は電池を外してください。

教科書 雑誌・雑がみ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

脇息（きょうそく） 大型ごみ

鏡台（ドレッサー） 大型ごみ

錐（きり） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

切り株（木の根） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

霧吹き（スプレーボトル） 燃やせるごみ

金魚鉢 燃やせないごみ

金庫（据置式・耐火式） 収集しないごみ
大人一人で持ち運びできる程度の重量でか
つ施錠されていないものに限り、環境整備セ
ンターへ直接搬入可（有料）。

金庫（手提げ式） 燃やせないごみ

金属たわし 燃やせないごみ

金封・多当（祝儀・不祝儀袋） 雑誌・雑がみ 水引部分は外して燃やせるごみ。

空気入れ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

空気清浄器 大型ごみ

空気清浄器フィルター 燃やせるごみ

クーラー（エアコン） 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

クーラーバッグ（保冷バッグ） 燃やせるごみ

クーラーボックス（アイスボックス） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

釘（くぎ） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

草 燃やせるごみ 量が多い場合は少しずつ出してください。

草刈鎌 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

草刈機（エンジン式・電動モーター式） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

鎖（チェーン） 燃やせないごみ 自動車用は、収集不可（81ページ参照）。

櫛（くし）（木製・竹製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

櫛（くし）（鉄製） 燃やせないごみ

串（竹製） 燃やせるごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

串（金属製） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

薬箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

薬箱（金属製） 燃やせないごみ

果物（くだもの） 燃やせるごみ
できるだけ水分のない状態で出してくださ
い。

口紅の容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、燃やせるごみへ。

靴 燃やせるごみ

靴乾燥機（シューズドライヤー） 燃やせないごみ 電池式は電池を外してください。

クッキングシート 燃やせるごみ

クッキングヒーター（電磁調理器） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

クッキングホイル（アルミホイル） 燃やせないごみ

靴下 燃やせるごみ ●

クッション 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

クッションカバー 燃やせるごみ

クッションフロア 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

靴の空き箱 雑誌・雑がみ

靴の中敷き（インソール） 燃やせるごみ

靴ブラシ 燃やせるごみ

靴べら（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

靴べら（金属製） 燃やせないごみ

首輪（ペット用） 燃やせるごみ

熊手（清掃用） 大型ごみ
集積所用と区別するため、「ごみ」と表示して
ください。

熊手（園芸用） 燃やせないごみ
「ごみ」と表示してください。45㎝以上のもの
は、大型ごみ。

熊手（縁起物） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

供物台 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

グラウンドゴルフクラブ 大型ごみ

グラウンドゴルフボール 燃やせるごみ

グラスウール 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

クラフトテープ 燃やせるごみ

クラフトパッカー 雑誌・雑がみ

クラフトボックス 燃やせるごみ 分解して45㎝未満に切ってください。

クランプ 燃やせないごみ

クリアファイル 燃やせるごみ

クリーニング保護カバー 燃やせるごみ

クリーンヒーター 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください。

クリスマスツリー 大型ごみ

クリスマスツリー装飾品
（電飾コードなど）

燃やせないごみ

クリップ 燃やせないごみ

クリップケース 燃やせないごみ

クリップボード（紙製・木製・
コルク製・プラスチック製）

燃やせるごみ

クリップボード（アルミ製） 燃やせないごみ

グリル鍋 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

車椅子 大型ごみ
電動式は収集不可（環境整備センターへ直
接搬入可（有料））。

グレーチング 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

クレジットカード 燃やせるごみ はさみで切るなどしてください。

クレヨン 燃やせるごみ

グローブ（野球用） 燃やせるごみ

グローランプ（点灯管） 燃やせないごみ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

クロス 燃やせるごみ

鍬（くわ） 大型ごみ

軍手 燃やせるごみ

蛍光管 大型ごみ
ケースに入れて出してください。45㎝未満の
ものは、燃やせないごみ。

蛍光灯 大型ごみ 蛍光管、電球を外してください。

蛍光ペン（蛍光マーカー） 燃やせるごみ

罫紙 雑誌・雑がみ

珪藻土マット 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

携帯電話 燃やせないごみ ○
販売店への返却を優先してください。記録な
どは消去してください。

携帯ラジオ 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

毛糸 燃やせるごみ

計量カップ（プラスチック製） 燃やせるごみ

計量カップ（金属製・ガラス製） 燃やせないごみ

計量器（はかり） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

計量スプーン（プラスチック製） 燃やせるごみ

計量スプーン（金属製） 燃やせないごみ

ゲートボールスティック 大型ごみ

ゲートボール球 燃やせるごみ

ケーブル類（家庭用LANケーブルなど） 燃やせないごみ ○

ゲーム機（家庭用） 燃やせないごみ ○ 業務用は処理不可。

ゲームソフト 燃やせるごみ ○

毛皮 燃やせるごみ

劇薬・劇物類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

消しゴム 燃やせるごみ

化粧水の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

化粧水の容器（ガラス製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください。

化粧筆 燃やせるごみ

化粧ポーチ 燃やせるごみ

下駄（げた） 燃やせるごみ

下駄箱 大型ごみ

下駄箱シート 燃やせるごみ

ケチャップの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

血圧計 燃やせないごみ デジタル式は電池を外してください。

血圧計（水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品の回収ボックスへ入れてくだ
さい。

結束バンド 燃やせるごみ

毛抜き 燃やせないごみ

ケミカルライト 燃やせないごみ

けん引ロープ（布製・ワイヤー製） 大型ごみ

玄関マット（屋内用・布製・プラス
チック製）

大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

玄関マット（泥落としマット）
（屋外用・金属製）

大型ごみ

原稿用紙 雑誌・雑がみ

剣山 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

現像液 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

建築廃材 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

剣道着 燃やせるごみ

原動機付自転車 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステムを利用してくださ
い。

剣道防具 大型ごみ
小手・面など45㎝未満のものは燃やせるご
み（樹脂製）、燃やせないごみ（金属製）。

鍵盤ハーモニカ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

顕微鏡 燃やせないごみ

碁石 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

こいのぼり 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

工具箱（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

広告印刷物（チラシ） 雑誌・雑がみ
新聞の折り込みチラシは、新聞と一緒に出
してもかまいません。汚れのひどいもの、匂
いのついたものは、燃やせるごみ。

紅白帽子（体育帽子） 燃やせるごみ ●

紅白幕 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

行李（こうり） 大型ごみ

コーキングガン 燃やせないごみ

コーキング材の容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

コークス（石炭） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ゴーグル 燃やせるごみ

コースター（布製・革製・木製・
ゴム製・プラスチック製）

燃やせるごみ

コースター（金属製） 燃やせないごみ

コート（オーバー） 燃やせるごみ ●

コードリール（ドラムコード） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

コードレスクリーナー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

コーナーラック 大型ごみ

コーヒードリッパー（プラスチック
製）

燃やせるごみ

コーヒードリッパー（陶器製） 燃やせないごみ

コーヒー豆（コーヒー殻） 燃やせるごみ 水気を切って出してください。

コーヒー豆用フィルター 燃やせるごみ

コーヒーメーカー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

氷枕 燃やせるごみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

五月人形 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

け

こ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

黒板 大型ごみ

黒板消し 燃やせるごみ

黒板消しクリーナー 燃やせないごみ

固形燃料（調理用・アウトドア用） 燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください。

ござ 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

個人情報保護用スタンプ 燃やせるごみ

こたつ板 大型ごみ

こたつ掛け 燃やせるごみ 小さくたたんでしばってください。

こたつ敷き 燃やせるごみ 小さくたたんでしばってください。

こたつセット 大型ごみ

こたつ布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

コップ（紙製・木製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

コップ（金属製・陶製・ガラス製） 燃やせないごみ

鏝（こて） 燃やせないごみ

琴 大型ごみ

五徳（ごとく） 燃やせないごみ

子供用自転車 大型ごみ
盗難車と区別するため、「大型ごみ」と表示
してください。壊れていて自走できない場合
も表示してください。

粉ミルクの容器(缶入り） かん
油分が付着している場合は、燃やせないご
み。

碁盤（木製脚付きタイプ） 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

碁盤（木製折りたたみタイプ） 燃やせるごみ

コピー機 収集しないごみ
購入店・メーカーなどへ問い合わせてくださ
い。

コピー用紙 雑誌・雑がみ

ごみ箱 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

ごみ容器（屋外用） 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。

ゴム印（スタンプ）（木製・プラス
チック製）

燃やせるごみ

ゴム手袋 燃やせるごみ

ゴム長靴 燃やせるごみ

ゴム風船 燃やせるごみ

ゴムべら 燃やせるごみ

ゴムホース 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ゴムボート 大型ごみ 中の空気を抜いてください。

ゴムボール 燃やせるごみ

ゴムマット（自動車用など） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

米びつ 大型ごみ

こ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

米袋 燃やせるごみ

コルクスクリュー（コルク抜き） 燃やせないごみ

コルク栓 燃やせるごみ

コルクボード 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ゴルフ傘 大型ごみ

ゴルフクラブ 大型ごみ

ゴルフクラブヘッドカバー 燃やせるごみ

ゴルフグローブ（ゴルフ手袋） 燃やせるごみ

ゴルフシューズ 燃やせるごみ

ゴルフバッグ（キャディーバッグ） 大型ごみ

ゴルフボール 燃やせるごみ

ゴルフ練習ネット 燃やせるごみ
集積所用の防鳥ネットと区別するため、袋に
入れてください。

ゴルフ練習マット 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

コンクリート 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

コンクリートパネル（コンパネ） 大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

コンクリートブロック 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

コンタクトレンズ 燃やせるごみ

コンパクトミラー（手鏡） 燃やせないごみ

コンパス 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。45㎝以上のものは、大
型ごみ。

コンビラック（ベビーラック） 大型ごみ

コンベックスメジャー 燃やせないごみ

梱包用バンド（PPバンド） 燃やせるごみ

コンポーザー（生ごみ処理機） 大型ごみ

コンポスト（生ごみ処理容器） 大型ごみ

サーキュレーター（扇風機） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

サーフボード 大型ごみ

サイクリングマシン 大型ごみ

サイクルポート（自転車置場） 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

座椅子 大型ごみ

裁断機（ペーパーカッター） 大型ごみ

サイドテーブル 大型ごみ

サイドボード 大型ごみ

菜箸（さいばし）（木製・シリコン
製）

燃やせるごみ

菜箸（さいばし）（金属製） 燃やせないごみ

財布 燃やせるごみ

サインペン 燃やせるごみ

サウナスーツ 燃やせるごみ

こ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

魚すくい網（水槽用） 燃やせないごみ

魚焼き器（フィッシュロースター） 燃やせないごみ

作業服（作業着） 燃やせるごみ

柵（ラティスフェンス）（園芸用） 大型ごみ 解体して45㎝未満に切れば燃やせるごみ。

柵（外構フェンス）
（アルミ製・スチール製）

収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

酒燗器（さけかんき） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

酒パック（内側が銀色） 燃やせるごみ
内側がアルミ箔加工されていないものは、紙
パック。

指金（さしがね） 燃やせないごみ

座敷ほうき 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

サスペンダー（吊りベルト） 燃やせるごみ 金属部分は取り除いて、燃やせないごみ。

座卓 大型ごみ

サッカーシューズ 燃やせるごみ

サッカーボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

雑誌 雑誌・雑がみ

サッシ戸 大型ごみ

サッシブラシ 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

殺虫剤のスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

サドル（自転車用） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

サニタリーボックス 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

座布団 燃やせるごみ

サポーター 燃やせるごみ

サマーベッド（チューブベッド） 大型ごみ

作務衣（さむえ） 燃やせるごみ

皿（紙製・木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

皿（金属製・陶製・ガラス製） 燃やせないごみ

さらし 燃やせるごみ

サラダ油 燃やせるごみ 固めるか古紙などに染み込ませてください。

サラダ油の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

サラダ油の容器（ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください。

サラダボウル 燃やせないごみ

ざる（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ざる（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

三角コーナー（プラスチック製・シリコン製） 燃やせるごみ

三角コーナー（台所用・金属製） 燃やせないごみ

三角コーン（カラーコーン・パイロ
ン）

大型ごみ 「大型ごみ」と表示してください。

三角スケール（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

さ
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拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス
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　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

三角スケール（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

三脚（カメラ撮影用・望遠鏡用など） 燃やせないごみ 縮めても45㎝以上のものは、大型ごみ。

サングラス（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

サンシェード（日除け） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

酸素ボンベ 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

サンダル 燃やせるごみ

サンドペーパー（紙やすり） 燃やせるごみ

サンバイザー 燃やせるごみ

三面鏡 大型ごみ

三輪車（子供用） 大型ごみ 「大型ごみ」と表示してください。

CD（ケースを含む） 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、雑がみ。

CD-R 燃やせるごみ

CDプレーヤー（携帯型） 燃やせないごみ ○

CDプレーヤー（据置型） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

シーツ 燃やせるごみ ●

シーリングファン 大型ごみ

シーリングライト 大型ごみ 蛍光管を外してください。

シール 燃やせるごみ

ジーンズ（ジーパン） 燃やせるごみ ●

シェーカー 燃やせないごみ

シェーバー（電気シェーバー） 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

シェーバー自動洗浄機 燃やせないごみ ○ 洗浄液は除去してください。

シェービングブラシ 燃やせないごみ

ジェットヒーター 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ジェルマット（寝具） 大型ごみ

地下足袋 燃やせるごみ

歯間ブラシ 燃やせるごみ

色紙 雑誌・雑がみ

敷きパッド（ベッドパッド） 燃やせるごみ

敷き布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

磁気マットレス 大型ごみ

ジグソーパズル 燃やせるごみ

指示棒 燃やせないごみ 縮めても45㎝以上のものは、大型ごみ。

磁石（マグネット） 燃やせないごみ

辞書・辞典 雑誌・雑がみ

システムソファー 大型ごみ 2人掛け（180㎝程度）まで。

システム畳（置き畳） 大型ごみ
半畳まで。1畳の場合は半分に切ってくださ
い。1回の収集につき2畳分まで。

システム手帳 燃やせるごみ 金属部分は取り外して、燃やせないごみ。

下着（肌着） 燃やせるごみ

下敷き 燃やせるごみ

さ
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　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

七輪（しちりん） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

漆器 燃やせるごみ

湿度計 燃やせないごみ

室内物干しスタンド 大型ごみ

湿布薬 燃やせるごみ

湿布薬のフィルム 燃やせるごみ

辞典 雑誌・雑がみ

自転車 大型ごみ

盗難車と区別するため、「大型ごみ」と表示
してください。壊れていて自走できない場合
も表示してください。電動式はバッテリーを
外してください。バッテリーは販売店・リサイ
クル協力店への返却を優先してください。

自転車かごカバー 燃やせるごみ

自転車タイヤ 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

自転車タイヤチューブ 燃やせるごみ

自転車ネット 燃やせるごみ

自転車用補助いす 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

自転車リム（自転車スポーク） 大型ごみ

自動車シートカバー 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

自動車タイヤ 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

自動車バンパー 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください。

自動車部品 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください。

自動車ボディーカバー 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

自動車マット 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

自動車マフラー 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください。

自動車ワイパー 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

自動パン焼き器（ホームベーカリー） 燃やせないごみ

自撮り棒（セルフィースティック） 燃やせないごみ

竹刀 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

芝刈機（エンジン式・モーター式） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

注連飾り（しめかざり） 燃やせるごみ

ジャージ 燃やせるごみ ●

シャープナー（包丁研ぎ器） 燃やせないごみ ○ 電動式は電池を外してください。

シャープペンシル（木製・プラス
チック製）

燃やせるごみ

シャープペンシル（金属製） 燃やせないごみ

シャープペンシルの芯（替芯） 燃やせるごみ

ジャグタンク（飲料水用タンク） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

蛇口 燃やせないごみ

遮光カーテン 燃やせるごみ ●

遮光シート（窓用など） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

写真 燃やせるごみ

し
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拠点
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ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）
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写真立て（フォトフレーム）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ ガラス部分は、燃やせないごみ。

写真立て（フォトフレーム）
（金属製・陶製・ガラス製）

燃やせないごみ

シャツ 燃やせるごみ ●

ジャッキ（車載工具） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ジャッキ（油圧式） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

シャベル（角先スコップ・剣先ス
コップ）

大型ごみ

シャベル（園芸用など） 燃やせないごみ

ジャムの容器（ガラス製） びん 金属製のふた部分は、燃やせないごみ。

ジャムの容器（紙製） 燃やせるごみ

しゃもじ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

砂利 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

シャワーカーテン 燃やせるごみ

シャワーキャップ 燃やせるごみ

シャワーヘッド 燃やせないごみ

ジャングルジム（幼児用） 燃やせるごみ
分解してください。分解して45㎝以上のもの
は、大型ごみ。

シャンデリア 大型ごみ
蛍光管・電球を外してください。45㎝未満の
ものは、燃やせないごみ。

ジャンパー 燃やせるごみ ●

シャンプーの容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

シャンプーハット 燃やせるごみ

週刊誌 雑誌・雑がみ

祝儀・不祝儀袋（金封・多当） 雑誌・雑がみ

シューキーパー 燃やせないごみ

ジューサー（ミキサー） 燃やせないごみ ○

シューズケース 燃やせるごみ

シューズドライヤー（靴乾燥機） 燃やせないごみ 電池式は電池を外してください。

シューズラック 大型ごみ

修正液の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

修正テープ 燃やせるごみ

修正ペン 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

住宅用火災警報器 燃やせないごみ 電池を外してください。

じゅうたん（カーペット） 大型ごみ
45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。床暖式
は中の不凍液を抜いてください。

充電器 燃やせないごみ ○

充電式電池 収集しないごみ
リサイクル協力店の回収ボックスを利用して
ください。

柔道着 燃やせるごみ

収納ケース（プラスチック製・紙
製・籘製）

大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

収納ベッド（チェストベッド） 大型ごみ

し



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

重箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ジュエリーケース（宝石ケース）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

ジュエリーケース（宝石ケー
ス）（金属製）

燃やせないごみ

数珠（じゅず）（木製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

数珠（じゅず）（ガラス製） 燃やせないごみ

朱肉（スポンジ朱肉） 燃やせるごみ

種苗育成キット（ビニールポット） 燃やせるごみ 容器の泥などを落として出してください。

シュラフ（寝袋） 燃やせるごみ

ジュラルミンケース 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

シュレッダー（電気式） 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせないごみ。業務
用は処理不可。

シュレッダー（手動式・電池式） 燃やせないごみ 電池式は電池を外してください。

シュレッダーの断裁くず 燃やせるごみ

瞬間接着剤の容器（金属製） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は新聞紙などに染み込ませて燃やせ
るごみ。

瞬間接着剤の容器(プラスチック製） 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

瞬間湯沸かし器 大型ごみ

ジョイントマット（パズルマット） 燃やせるごみ

錠 燃やせないごみ

消火器 収集しないごみ
特定窓口または指定引取場所に搬入する
か引取を依頼してください。

浄化槽 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

定規（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

定規（金属製） 燃やせないごみ

将棋駒（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

将棋盤（木製脚付きタイプ） 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

将棋盤（木製折りたたみタイプ） 燃やせるごみ

障子紙 燃やせるごみ 45㎝未満に切ってください。

障子戸 大型ごみ

消臭剤のスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

賞状筒 燃やせるごみ

賞状用紙 雑誌・雑がみ

浄水器 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

浄水ポット 燃やせないごみ

消石灰 収集しないごみ
使い切ってください。余った場合、環境課ま
でお問い合わせください。

小動物の死骸 燃やせるごみ

し
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

消毒液・消毒薬 収集しないごみ
使い切ってください。余った場合、購入店や
メーカーなどへ処理方法を問い合わせてくだ
さい。

消毒液・消毒薬の容器
（ガラス製）

燃やせないごみ
中身を使い切ってください。容器の中を軽く
洗ってください。

消毒液・消毒薬の容器
（プラスチック製）

燃やせるごみ
中身を使い切ってください。容器の中を軽く
洗ってください。

樟脳（しょうのう） 燃やせるごみ

乗馬マシーン（ロデオマシーン） 大型ごみ

常備灯 燃やせないごみ 電池を外してください。

照明器具 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせないごみ。蛍光
管、電球を外してください。

醤油差し（プラスチック製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

醤油差し（ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください。

醤油の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

醤油の容器（ガラス製） びん 容器の中を軽く洗ってください。

醤油の容器（ペットボトル製） ペットボトル 容器の中を軽く洗ってください。

じょうろ（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

じょうろ（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ショール 燃やせるごみ ●

食品トレー 燃やせるごみ
容器を軽く洗ってください。できるだけスー
パーなどの事業所が実施している店頭回収
をご利用ください。

食品保存容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

食品保存容器（ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください。

食品残渣（残飯） 燃やせるごみ 絞るなどよく水気を切って出してください。

食用油 燃やせるごみ
固めるか新聞紙などに染み込ませてくださ
い。

食用油の容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

食用油の容器（ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください。

除湿機 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

除湿剤（湿気とり）の容器 燃やせるごみ 容器の中の水を捨ててください。

除湿剤（シリカゲル） 燃やせるごみ

書籍 雑誌・雑がみ

除雪用スコップ 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。

除草剤の容器 燃やせるごみ 必ず中身を使い切ってください。

食器乾燥機 大型ごみ

食器洗浄機 大型ごみ

食器棚（キッチンボード） 大型ごみ

食器棚シート 燃やせるごみ

燭台（しょくだい） 燃やせないごみ

除針器（リムーバー） 燃やせないごみ

し
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

助燃剤（着火剤）（アウトドア用固
形燃料）

燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください。

ショルダーバッグ 燃やせるごみ

鋤簾（じょれん） 大型ごみ

シリコン製調理器具 燃やせるごみ

シルバーカー（手押し車） 大型ごみ 「ごみ」と表示してください。

人工芝 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

シンセサイザー（楽器・卓上型） 大型ごみ

シンナー類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

新聞紙 新聞
広告印刷物（チラシ）も同一で可。汚れのひ
どいもの、匂いのついたものは、燃やせるご
み。

新聞ストッカー（布製・プラスチック
製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

新聞ストッカー（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

水泳キャップ（スイムキャップ） 燃やせるごみ

水槽（ガラス製） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

水中めがね 燃やせるごみ

水筒（プラスチック製） 燃やせるごみ

水筒（金属製） 燃やせないごみ

炊飯器（炊飯ジャー） 燃やせないごみ 一升（10合）炊きを超えるものは、大型ごみ。

スーツ（背広） 燃やせるごみ ●

スーツカバー 燃やせるごみ

スーツケース（トランクケース） 大型ごみ

スーパーボール 燃やせるごみ

スカート 燃やせるごみ ●

スカーフ 燃やせるごみ ●

姿見 大型ごみ

スキー板 大型ごみ

スキーウェア 燃やせるごみ ●

スキーキャリア 大型ごみ

スキー靴 燃やせないごみ

スキーケース（ハードタイプ） 大型ごみ

スキーケース（ソフトタイプ） 燃やせるごみ

スキーストック 大型ごみ

スキー手袋 燃やせるごみ ●

スキーバッグ 大型ごみ

スキャナー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

スケート靴 燃やせないごみ

スケートボード 大型ごみ

スケッチブック 雑誌・雑がみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

スコップ（角先スコップ・剣先スコッ
プ）

大型ごみ

し

す
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

スコップ（園芸用など） 燃やせないごみ

すし桶（木製・プラスチック製） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

鈴 燃やせないごみ

硯（すずり） 燃やせないごみ

スタイロフォーム（断熱材） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへの直接搬入可（有料）。

スタイロフォームパネル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

簾（すだれ） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

スタンド灰皿 大型ごみ

スタンプ（ゴム印）（木製・プラス
チック製）

燃やせるごみ

スタンプ台（プラスチック製） 燃やせるごみ

スタンプ台（金属製） 燃やせないごみ

スチール棚 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

スチール机 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

スチールフェンス 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

スチールロッカー 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

スツール（いす） 大型ごみ

スティッククリーナー（掃除機） 大型ごみ

スティックのりの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

ステッキ（杖）（木製・プラスチック
製・金属製）

大型ごみ

ステップマシーン 大型ごみ

ステテコ 燃やせるごみ

ステレオ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ステンドグラス 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ストーブ（電気式・燃料式・
ガス式・だるまストーブ）

大型ごみ 燃料式は必ず燃料を使い切ってください。

ストーブガード 大型ごみ

ストール 燃やせるごみ ●

ストッキング 燃やせるごみ

ストップウォッチ 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ストラップ（布製） 燃やせるごみ

ストラップ（金属製など） 燃やせないごみ

ストロー 燃やせるごみ

砂 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

砂時計 燃やせないごみ

スニーカー（運動靴） 燃やせるごみ

す
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

スノーダンプ 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。

スノーボード 大型ごみ

スノーボードブーツ 燃やせないごみ

すのこ 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

すのこベッド 大型ごみ

スパイクシューズ 燃やせるごみ

スパイスラック（木製・プラスチック
製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

スパイスラック（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

スパッツ 燃やせるごみ

スパナ 燃やせないごみ

スピーカー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

スピンドルケース 燃やせるごみ

スプーン（金属製・陶器製） 燃やせないごみ

スプーン（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

スプリングマットレス 大型ごみ セミダブルサイズまで。

スプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

スプレーボトル（霧吹き） 燃やせるごみ

すべり台（幼児用） 大型ごみ

スポイト 燃やせるごみ

ズボン 燃やせるごみ ●

スポンジ 燃やせるごみ 大きなものは45㎝未満に切ってください。

スポンジ靴クリーナー 燃やせるごみ

ズボンプレッサー 大型ごみ

スマートフォン（多機能携帯電話） 燃やせないごみ ○
販売店などへの返却を優先してください。記
録などは消去してください。

スマートフォンカバー（木製・プラ
スチック製・皮革製）

燃やせるごみ

スマートフォンカバー（金属製） 燃やせないごみ

墨（墨汁） 燃やせるごみ 新聞紙などに染み込ませて出してください。

炭（木炭） 燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください。

スモック 燃やせるごみ

すりこぎ棒 燃やせるごみ

スリッパ（布製・ビニール製） 燃やせるごみ

スリッパラック 大型ごみ

すり鉢 燃やせないごみ

スリムファン（タワー扇風機） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

スレート 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

スロット台 大型ごみ 家庭で使用したものに限る。

寸胴鍋（ずんどうなべ） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

す
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

整髪料のスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

製氷皿（アイストレー）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

製氷皿（アイストレー）（金属製） 燃やせないごみ

製本テープ 燃やせるごみ

精米機 大型ごみ 業務用は処理不可。

精密ドライバー 燃やせないごみ

整理だんす 大型ごみ

生理用品 燃やせるごみ

せいろ（蒸し器） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

セーター 燃やせるごみ ●

セーラー服 燃やせるごみ

石炭（コークス） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

石油 収集しないごみ
ガソリンスタンドなどの取扱店へ問い合わせ
てください。

石油ストーブ 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください。

石油タンク（ホームタンク） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

石油ファンヒーター 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください。

石油ポンプ（灯油ポンプ） 大型ごみ 電池式は電池を外してください。

石鹸（せっけん） 燃やせるごみ

石鹸皿（陶器製） 燃やせないごみ

石鹸皿（プラスチック製） 燃やせるごみ

石膏ボード 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

雪駄（せった） 燃やせるごみ

接着剤 燃やせるごみ
新聞紙などに染み込ませて乾燥させてから
出してください。

接着剤の容器 燃やせるごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は新聞紙などに染み込ませて燃やせ
るごみ。

瀬戸物（せともの） 燃やせないごみ

背広（スーツ） 燃やせるごみ ●

セメント 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

セルフィースティック（自撮り棒） 燃やせないごみ

ゼリーの容器（紙製製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

ゼリーの容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

セロテープ台（テープカッター） 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

セロハン紙 燃やせるごみ

セロハンテープ 燃やせるごみ

栓（キャップ）（金属製） 燃やせないごみ

栓（キャップ）（プラスチック製） 燃やせるごみ プラスチックマークがあるものに限ります。

洗顔料の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

線香 燃やせるごみ

せ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

洗口液（マウスウォッシュ）の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

センサーライト 燃やせないごみ

洗剤 燃やせるごみ
液体状のものは新聞紙などに染み込ませて
出してください。

洗剤の計量スプーン 燃やせるごみ

洗剤の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

全自動マージャン卓 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

洗車ブラシ 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

扇子（せんす）（竹製・プラスチック
製）

燃やせるごみ

洗濯板（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

洗濯かご 大型ごみ

洗濯機 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

洗濯機バン 大型ごみ

洗濯機用ホース 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

洗濯ネット 燃やせるごみ

洗濯バサミ 燃やせるごみ

洗濯用ハンガー（ピンチハンガー）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

洗濯用ハンガー（ピンチハンガー）
（金属製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

剪定くず（剪定枝） 燃やせるごみ
枝は長さ60㎝×直径10㎝以下に切り、1束
30㎝以内に束ねてください。1回につき3束ま
で。

剪定のこ（折込のこ） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

剪定ばさみ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

栓抜き 燃やせないごみ

扇風機 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

扇風機カバー 燃やせるごみ

千枚通し 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

洗面器 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

洗面化粧台 収集しないごみ

自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り環境整備センターへ直接搬入可（有料）。
取り外しによって出たコンクリート類は搬入
できませんので専門業者に処理を依頼して
ください。

造花 燃やせるごみ
支持材（針金など）は外して、燃やせないご
み。

双眼鏡 燃やせないごみ

雑巾（ぞうきん） 燃やせるごみ 乾燥させてから出してください。

せ

そ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

掃除機 大型ごみ
本体のみで45㎝未満のものは、燃やせない
ごみ。

掃除ロボット（ロボットクリーナー） 燃やせないごみ

草履（ぞうり） 燃やせるごみ

造林鎌（刈払鎌） 大型ごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

袖机（脇机）（木製） 大型ごみ

袖机（脇机）（スチール製） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

ソーラー温水器 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ソーラーパネル（太陽光パネル） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ソファー 大型ごみ
2人掛けまで。3人掛け以上は環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）

ソファーカバー 燃やせるごみ

ソファーベッド 大型ごみ

ソフトビニール人形 燃やせるごみ

そり（子供用） 大型ごみ

そろばん（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

タープ 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

体育帽子（紅白帽子） 燃やせるごみ ●

体温計（デジタル式・電池式） 燃やせないごみ 電池を外してください。

体温計（水銀式） 収集しないごみ
「水銀使用製品回収ボックス」へ入れてくだ
さい。

耐火金庫 収集しないごみ
大人一人で持ち運びできる程度の重量でか
つ施錠されていないものに限り、環境整備セ
ンターへ直接搬入可（有料）。

耐火ボード 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

太鼓（たいこ） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

体脂肪計 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

台車 大型ごみ

体重計 燃やせないごみ 家庭用小型のものに限ります。

体操着 燃やせるごみ ●

タイツ 燃やせるごみ

台所マット（キッチンマット） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

タイプライター 大型ごみ 45㎝未満は、燃やせないごみ。

タイムレコーダー 燃やせないごみ ○

タイヤ（自動車用・バイク用） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

タイヤ（自転車用） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

タイヤチェーン（ゴム製） 燃やせないごみ

タイヤチェーン（金属製） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

タイヤチューブ（自転車用） 燃やせるごみ

タイヤホイール 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

太陽光パネル（ソーラーパネル） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

太陽熱温水器 収集しないごみ

そ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

タイル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

タイルカーペット 燃やせるごみ

ダイレクトメール 雑誌・雑がみ 圧着式のはがきは、燃やせるごみ。

ダウンジャンパー 燃やせるごみ ●

ダウンベスト 燃やせるごみ ●

タオル 燃やせるごみ ●

タオルケット 燃やせるごみ ●

高枝切りばさみ 大型ごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

抱き枕 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

卓上カレンダー 雑誌・雑がみ
プラスチック製のフレームなどは、燃やせる
ごみ。

卓上コンロ（カセットコンロ） 燃やせないごみ ボンベを外してください。

卓上扇風機 燃やせないごみ

竹 大型ごみ
長さ1.8ｍ×直径10㎝程度までのものに限り
ます。45㎝未満に切れば燃やせるごみ。

竹馬（竹製・木製・プラスチック製） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

竹馬（金属製） 大型ごみ

竹かご 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

竹細工 燃やせるごみ

竹ほうき 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。

たこ焼き器 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ダストペール（ふた付ごみ箱） 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。45㎝未満のものは、燃やせ
ないごみ。

畳（たたみ） 大型ごみ
半分に切ってください。1回につき2畳分ま
で。

裁ちばさみ（洋裁ばさみ） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

脱衣かご 大型ごみ

卓球ラケット 燃やせるごみ

タックルボックス（釣具）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

脱脂綿（家庭用） 燃やせるごみ

脱臭剤の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

タッセル（房掛け）（カーテン用など） 燃やせるごみ

脱毛器 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

楯（たて） 燃やせないごみ

棚 大型ごみ
スチール製を除く。分解できるものはできる
だけ分解してください。

棚板 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

たばこの空き箱 雑誌・雑がみ 中の銀紙は、燃やせるごみ。

た



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

たばこの吸い殻 燃やせるごみ 十分に濡らして出してください。

足袋（たび） 燃やせるごみ ●

ダブルクリップ 燃やせないごみ

タブレット（多機能携帯端末） 燃やせないごみ ○ 記録などは消去してください。

タブレットケース（布製・革製・プラ
スチック製）

燃やせるごみ

卵切り器（エッグスライサー） 燃やせないごみ

たまごの殻 燃やせるごみ

たまごパック（プラスチック製） 燃やせるごみ

たまごパック（紙製） 雑誌・雑がみ

玉杓子（おたま） 燃やせないごみ

珠暖簾（たまのれん） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

たも網（釣具） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

たらい 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

樽（たる） 大型ごみ

だるま 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

だるまストーブ 大型ごみ

タワー扇風機（スリムファン） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

たわし（植物繊維製・化学繊維製） 燃やせるごみ

たわし（金属繊維製） 燃やせないごみ

単語カード 雑誌・雑がみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

段差ステップ（段差スロープ） 大型ごみ
ごみであることを表示して出してください。45
㎝未満のものは、燃やせるごみ。

たんす 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

たんすシート 燃やせるごみ

断熱材 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへの直接搬入可（有料）。

タンバリン 燃やせないごみ

タンブラー 燃やせないごみ

ダンベル（鉄アレイ） 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

ダンボール ダンボール たたんでひもで束ねて出してください。

ダンボールカッター 燃やせないごみ
刃先が出ないようにテープなどで止めてくだ
さい。

暖炉 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

チェーン（自動車用・ゴム製） 燃やせないごみ

チェーン（自動車用・金属製） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

チェーンソー（エンジン式・電動モーター式） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

チェスト 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

チェストベッド（収納ベッド） 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

地球儀 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

た
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

チャイルドシート 大型ごみ

茶殻 燃やせるごみ 水気を切って出してください。

茶こし 燃やせないごみ

茶煎 燃やせるごみ

茶托（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

茶托（金属製・ガラス製） 燃やせないごみ

茶だんす 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

着火剤（助燃剤）（アウトドア用固
形燃料）

燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください。

茶筒（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

茶筒（金属製） 燃やせないごみ

茶葉 燃やせるごみ

茶箱 大型ごみ

ちゃぶ台 大型ごみ

茶碗（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

茶碗（金属・陶器製） 燃やせないごみ

中華鍋 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

注射器・注射針 収集しないごみ
感染症の原因となる可能性があるため収集
しません。主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

注水台（のぼり旗ポール台） 大型ごみ 中の水を抜いてください。

チューナー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

チューブベッド（サマーベッド） 大型ごみ

超音波歯ブラシ 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

彫刻刃 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

提灯（ちょうちん） 燃やせないごみ

蝶番（ちょうつがい） 燃やせないごみ

調理用はかり（キッチンスケール） 燃やせないごみ ○ デジタル式は電池を外してください。

調理用密閉容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

調理用密閉容器（金属製・ガラス
製・陶器製）

燃やせないごみ

チョーク 燃やせるごみ

チョッキ（ベスト） 燃やせるごみ ●

チラシ（広告印刷物） 雑誌・雑がみ
新聞の折り込みチラシは、新聞と一緒に出
してもかまいません。

ちり紙（ティッシュペーパー） 燃やせるごみ

ちりとり 燃やせないごみ
集積所用と区別するため、「ごみ」と表示して
ください。プラスチック製は、燃やせるごみ。

ツイストテープ（針金入り結束材） 燃やせないごみ

衝立（ついたて） 大型ごみ

通信ケーブル 燃やせないごみ ○

つ

ち



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

杖（ステッキ） 大型ごみ

使い捨てカイロ 燃やせるごみ

使い捨てかみそり 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

使い捨てカメラ 燃やせないごみ

使い捨て鍋（アルミ箔鍋） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください。

使い捨てライター 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

机（木製） 大型ごみ

机（スチール製） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

机用本棚 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

付け毛（ヘアエクステンション） 燃やせるごみ

付け爪（ネイルチップ） 燃やせるごみ

つけもの石 収集しないごみ 環境課までお問い合わせください。

土 収集しないごみ 環境課までお問い合わせください。

つっぱり棒 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

つづりひも 燃やせるごみ

壷（つぼ） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

爪楊枝（つまようじ） 燃やせるごみ

積木（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

爪切り 燃やせないごみ

爪やすり 燃やせないごみ

釣り糸（テグス） 燃やせるごみ

釣り竿（竹製） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

釣り竿（カーボン製・グラス
ファイバー製）

大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

吊り戸棚 大型ごみ

釣り針 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

つるはし 大型ごみ 「ごみ」と表示してください。

吊りベルト（サスペンダー） 燃やせるごみ 金属部分は取り除いて、燃やせないごみ。

ＤＶＤ 燃やせるごみ

ＤＶＤ－Ｒ 燃やせるごみ

ＤＶＤプレーヤー（ＤＶＤレコーダー） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

Ｔシャツ 燃やせるごみ ●

ティーバッグ 燃やせるごみ 水気を切って出してください。

ティーポット 燃やせないごみ

庭園灯（ガーデンライト） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ティッシュケース（木製・プラスチッ
ク製）

燃やせるごみ

ティッシュケース（金属製） 燃やせないごみ

つ

て



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ティッシュの空箱 雑誌・雑がみ
取り出し口のビニール部分は、燃やせるご
み。

ティッシュペーパー（ちり紙） 燃やせるごみ

デイパック（リュックサック） 燃やせるごみ

低反発枕 燃やせるごみ

テープ（紙製・布製・ビニール製） 燃やせるごみ

テープカッター（セロテープ台） 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

テープデッキ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

テーブル 大型ごみ

テーブルクロス 燃やせるごみ

テーブルタップ（ＯＡタップ） 燃やせないごみ ○

テープレコーダー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

手桶（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

手鏡（コンパクトミラー） 燃やせないごみ

手紙 雑誌・雑がみ

デキャンタ 燃やせないごみ

手提げ金庫 燃やせないごみ 中が空であることを確認してください。

デジタル腕時計 燃やせないごみ ○

デジタルオーディオプレーヤー 燃やせないごみ ○ 記録などは消去してください。

デジタルカメラ 燃やせないごみ ○ 記録などは消去してください。

デジタル血圧計 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

デジタル時計 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

デジタルフォトフレーム 燃やせないごみ ○

デスクマット（軟質ビニール製・ア
クリル樹脂製）

大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

手すり 大型ごみ

手帳 燃やせるごみ
紙類は雑誌・雑がみ。金属部分は取り外し
て燃やせないごみ。

鉄アレイ（ダンベル） 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

デッキシューズ 燃やせるごみ

デッキブラシ 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。

鉄柱 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

鉄パイプ 大型ごみ 家庭で使用したものに限る。

鉄びん 燃やせないごみ

テニスボール 燃やせるごみ

テニスラケット 大型ごみ

手袋 燃やせるごみ ●

手箕（てみ）（農具・竹製・プラス
チック製）

大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

デレキ 燃やせないごみ
集積所用と区別するため、「ごみ」と表示して
ください。

テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

て



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

テレビゲーム機 燃やせないごみ ○

テレビ台（テレビボード） 大型ごみ

テレホンカード 燃やせるごみ

テレホンスタンド（テレホンアーム） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

点火棒（チャッカマン） 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

電気あんか 燃やせないごみ ○

テンキーボード 燃やせないごみ ○

電気温水器 大型ごみ

電気カーペット（ホットカーペット） 大型ごみ

電気カーペットカバー 大型ごみ

電気かさ（ランプシェード） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

電気蚊取り 燃やせないごみ ○ 液体などは使い切ってください。

電気釜（炊飯ジャー・電気ジャー） 燃やせないごみ 一升（10合）炊きを超えるものは大型ごみ。

電気かみそり（電気シェーバー） 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

電気コード（延長コード） 燃やせないごみ ○ 小さくたたんでしばってください。

電気ごて（はんだごて） 燃やせないごみ ○

電気コンロ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

電気スタンド（デスクライト） 燃やせないごみ ○
蛍光管・電球は外してください。45㎝以上の
ものは、大型ごみ。

電気ストーブ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

電気ファンヒーター 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

電気フライヤー（ノンフライヤー） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

電気ポット 燃やせないごみ

電気毛布 大型ごみ

電球（蛍光式・白熱球・LED電球） 燃やせないごみ

電子辞書 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

電子書籍端末 燃やせないごみ ○

電子体温計 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

電磁調理器（クッキングヒーター） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

電子手帳 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

電子ピアノ 大型ごみ

点字用紙 燃やせるごみ

電飾コード 燃やせないごみ ○

電子レンジ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

天体望遠鏡 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

電卓 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

電池（乾電池） 燃やせないごみ

電池（充電式） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

電池（ボタン電池） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

て



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

点滴バッグ・チューブ類 燃やせるごみ
針が付いている場合は必ず切り離してくださ
い。針は主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

テント 大型ごみ

電動アシスト自転車 大型ごみ

盗難車と区別するため、「大型ごみ」と表示
してください。壊れていて自走できない場合
も表示してください。バッテリーは外してくだ
さい。バッテリーは販売店・リサイクル協力
店への返却を優先してください。

電動泡立て器（ハンドミキサー） 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

電動糸のこ 大型ごみ

電動かんな 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

電動字消器 燃やせないごみ ○

電動ドライバー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

電動ドリル 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

電動のこぎり 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

電動歯ブラシ 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

電動バリカン 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

電動丸のこ 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

電波時計 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

天ぷら油 燃やせるごみ
固めるか新聞紙などに染み込ませてくださ
い。

テンプレート（製図用）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

テンプレート（製図用）（アルミ製） 燃やせないごみ

でんぷんのりの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

電話機 燃やせないごみ ○ ファクシミリ機能付を含む。

電話台 大型ごみ

電話帳 雑誌・雑がみ

ドアストッパー 燃やせるごみ

ドアノブ 燃やせないごみ

砥石（といし） 収集しないごみ 環境課までお問い合わせください。

トイレ（設置型・洋式・和式） 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

トイレ（ポータブル式・ペット用な
ど）

大型ごみ

トイレタンク 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

トイレットペーパーの芯 雑誌・雑がみ

トイレブラシ 燃やせるごみ

トイレブラシスタンド 燃やせるごみ

トイレマット 燃やせるごみ

道着 燃やせるごみ

て

と



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

刀剣（レプリカ） 大型ごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

投光器 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせないごみ。電球
を外してください。

透析バッグ・チューブ類 燃やせるごみ
針が付いている場合は必ず切り離してくださ
い。針は主治医に相談し、かかりつけの病
院などに引き取ってもらってください。

豆腐の容器 燃やせるごみ

灯油 収集しないごみ
ガソリンスタンドなどの取扱店へ問い合わせ
てください。

灯油タンク（室内置き用） 大型ごみ 必ず中身を使い切ってください。

灯油ポリタンク 大型ごみ 必ず中身を使い切ってください。

灯油ポンプ（石油ポンプ） 大型ごみ 電池式は電池を外してください。

トースタ― 燃やせないごみ

トートバッグ 燃やせるごみ

毒物類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

時計 燃やせないごみ ○
45㎝以上のものは、大型ごみ。電池式は電
池を取り外してください。

登山靴 燃やせるごみ

塗装用スプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

戸棚 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

トタン板 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

徳利（とっくり）（陶製・ガラス製） 燃やせないごみ

トナーカートリッジ 収集しないごみ 購入店・メーカーへの返却してください。

土鍋 燃やせないごみ

土のう袋 燃やせるごみ 土・砂は処理不可。

土瓶（どびん） 燃やせないごみ

ドライバー（ねじ回し） 燃やせないごみ

ドライブレコーダー 燃やせないごみ ○

ドライヤー 燃やせないごみ ○

ドラフター（製図台） 大型ごみ

ドラム缶 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ドラムセット 大型ごみ

ドラムコード（コードリール） 大型ごみ

トランク（スーツケース） 大型ごみ

トランシーバー 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

トランジスタメガホン（拡声器） 燃やせないごみ
電池を外してください。45㎝以上のものは、
大型ごみ。

トランプ（紙製） 雑誌・雑がみ ケースから出してください。

トランプ（プラスチック製） 燃やせるごみ

トランペット 大型ごみ

と



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

トランポリン（子供用） 大型ごみ

鳥かご 大型ごみ

塗料（ペンキ） 収集しないごみ
使い残しなどで少量の場合、新聞紙などに
染み込ませて燃やせるごみ。

塗料（ペンキ）の缶 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

鳥除けネット（防鳥ネット） 燃やせるごみ
集積所用と区別するため、袋に入れて「ご
み」と表示してください。

ドリンクホルダー（プラスチック製） 燃やせるごみ

ドリンクホルダー（金属製） 燃やせないごみ

トレー（食品用・発泡スチロール製） 燃やせるごみ
容器を軽く洗ってください。できるだけスー
パーなどの事業所が実施している店頭回収
をご利用ください。

トレーナー 燃やせるごみ ●

ドレッサー 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

ドレッシングの容器（ガラス製） びん 容器を軽く洗ってください。

ドレッシングの容器（プラスチック製） 燃やせるごみ 容器を軽く洗ってください。

トレンチコート 燃やせるごみ ●

泥（汚泥） 収集しないごみ
道路側溝の泥は、道路管理者で回収しま
す。

泥落としマット（玄関マット） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

トロフィー 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

トング（プラスチック製） 燃やせるごみ

トング（金属製） 燃やせないごみ

どんぶり（プラスチック製） 燃やせるごみ

どんぶり（陶器製） 燃やせないごみ

トンボ（レーキ）（整地用具） 大型ごみ

ナイフ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

ナイロンタオル（ボディータオル） 燃やせるごみ

苗木ポット（ビニールポット） 燃やせるごみ 容器の泥などを落として出してください。

長靴 燃やせるごみ

長座布団 燃やせるごみ

流し台 収集しないごみ

自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り環境整備センターへ直接搬入可（有料）。
コンクリート製は搬入できませんので専門業
者に処理を依頼してください。

鉈（なた） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

捺印マット（印マット） 燃やせるごみ

夏掛け布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

と
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ナット 燃やせないごみ

納豆の容器（紙製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

納豆の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

ナプキン（生理用品） 燃やせるごみ

鍋（なべ） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

鍋敷き（コルク製・木製・布製） 燃やせるごみ

鍋敷き（金属製・陶製） 燃やせないごみ

鍋つかみ 燃やせるごみ

生ごみ 燃やせるごみ 十分に水気を切って出してください。

生ごみ処理機 大型ごみ

生ごみ処理容器（コンポスト） 大型ごみ

縄 燃やせるごみ
45㎝未満に切ってください。束ねただけのも
のは、大型ごみ。

縄跳びひも 燃やせるごみ

南京錠 燃やせないごみ

ナンバリング 燃やせないごみ

南部鉄器 燃やせないごみ

肉たたき（ミートハンマー）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

肉たたき（ミートハンマー）
（金属製）

燃やせないごみ

二段ベッド 大型ごみ

荷造り用ひも 燃やせるごみ

ニッケル・カドミウム電池（ニカド電池） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

ニッパー 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

荷札 雑誌・雑がみ
針金、プラスチック部分は外して、燃やせな
いごみ。

入浴剤 燃やせるごみ

入浴剤の容器 燃やせるごみ
できるだけ中身は使い切ってください。底等
が金属製のものは取り除いて燃やせないご
み。

人形（布製・ビニール製・
プラスチック製・木製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

人形（陶製・ガラス製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

人形ケース 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ぬいぐるみ 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

布粘着テープ（ガムテープ） 燃やせるごみ

ネイルチップ（付け爪） 燃やせるごみ

ネガフィルム 燃やせるごみ

ネクタイ 燃やせるごみ ●

ネクタイハンガー（プラスチック製） 燃やせるごみ

ネクタイハンガー（金属製） 燃やせないごみ

ぬ

な

に

ね



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ねこ車（作業用一輪車） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

ねこ砂 燃やせるごみ 少量ずつ出してください。

ねじ 燃やせないごみ

ネックウォーマー 燃やせるごみ ●

ネックレス 燃やせないごみ

ネット（網） 燃やせるごみ
集積所用と区別するため、袋に入れて「ご
み」と表示してください。

ネットスポンジ 燃やせるごみ

ネットフェンス 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

寝袋（シュラフ） 燃やせるごみ

練り朱肉 燃やせるごみ 陶製などの容器は、燃やせないごみ。

練りわさび・練りからしの容器 燃やせるごみ

粘着カーペットクリーナー 燃やせないごみ

粘着テープ 燃やせるごみ

粘着フック（プラスチック製） 燃やせるごみ

粘着フック（金属製） 燃やせないごみ

粘土 燃やせるごみ

粘土板（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

粘土へら（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

粘土へら（金属製） 燃やせないごみ

燃料携行缶 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

農機具 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可（産業廃棄
物）

農業用ビニール（マルチシート） 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可（産業廃棄
物）。家庭菜園などで使用したものは、45㎝
未満に切って燃やせるごみ。

農薬 収集しないごみ
使い切ってください。余ったものは、購入店
やメーカーなどへ問い合わせてください。

農薬の容器（ガラス製） 燃やせないごみ
家庭菜園で使用したものに限る。必ず中身
を使い切ってください。容器の中を軽く洗っ
てください。

農薬の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ
家庭菜園で使用したものに限る。必ず中身
を使い切ってください。容器の中を軽く洗っ
てください。

ノーカーボン紙 雑誌・雑がみ カーボン紙は、燃やせるごみ。

ノート 雑誌・雑がみ 金属部分は取り外して、燃やせないごみ。

ノートパソコン 燃やせないごみ ○

ノギス 燃やせないごみ

鋸（のこぎり） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

海苔の容器(スチール缶） かん

暖簾（のれん） 燃やせるごみ

ね

の



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

の ノンフライヤー（電気フライヤー） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

パーティション（間仕切り） 大型ごみ

ハードコンテナ 大型ごみ

ハードディスク（外付用） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ハーネス（ペット用） 燃やせるごみ

バーベキュー網 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

バーベキューコンロ 大型ごみ

バーベキューセット 大型ごみ

バーベキュー鉄板 大型ごみ

バーベル 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

ハーモニカ 燃やせないごみ

灰（仏壇で使用したもの） 燃やせるごみ

灰 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

バイオリン 大型ごみ

バイオリンケース 大型ごみ

バイク 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステムを利用してくださ
い。

バイク部品 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

灰皿（卓上用） 燃やせないごみ

灰皿（スタンド式） 大型ごみ

排水ポンプ（家庭用） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ハイヒール 燃やせるごみ

パイプ椅子 大型ごみ

パイプ式ファイル 燃やせるごみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

パイプハンガー 大型ごみ

パイプベッド 大型ごみ

廃油（機械油・鉱油） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

廃油（食用油） 燃やせるごみ
固めるか新聞紙などに染み込ませてくださ
い。

パイロン（三角コーン・カラーコーン） 大型ごみ 「大型ごみ」と表示してください。

バインダー（紙製・プラスチック製） 燃やせるごみ
留め具は外して、燃やせるごみ（プラスチッ
ク製）、燃やせないごみ（金属製）。

パウチフィルム（ラミネートフィルム） 燃やせるごみ

パウチラミネーター（ラミネーター） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ハエたたき 大型ごみ

ハエ帳 大型ごみ

はがき 雑誌・雑がみ 圧着式のはがきは、燃やせるごみ。

袴（はかま） 燃やせるごみ ●

はかり（計量器） 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

剥製（はくせい） 大型ごみ 「はくせい」と表示してください。

白熱球 燃やせないごみ

刷毛（はけ） 燃やせるごみ

は



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

バケツ（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

バケツ（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

羽子板 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

はさみ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

箸（はし）（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

箸（はし）（金属製） 燃やせないごみ

箸置き（木製） 燃やせるごみ

箸置き（陶製・金属製・ガラス製など） 燃やせないごみ

梯子（はしご） 大型ごみ
180㎝以上のものは収集不可。家庭で使用
したものに限り、環境整備センターへ直接搬
入可（有料）。

箸箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

箸箱（金属製など） 燃やせないごみ

パジャマ 燃やせるごみ ●

柱 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

柱時計 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせないごみ。電池
式は電池を外してください。

バスクリーナー（風呂ブラシ） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

バスケットボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

バスタオル 燃やせるごみ ●

バスタブ（浴槽） 収集しないごみ

自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り環境整備センターへ直接搬入可（有料）。
付随するコンクリート類は搬入できませんの
で専門業者に処理を依頼してください。

バスチェア（風呂椅子）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

バスチェア（風呂椅子）
（金属製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

バスポンプ（風呂ポンプ） 燃やせないごみ

バスマット（足拭きマット） 燃やせるごみ

バスラック 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（プラス
チック製）、燃やせないごみ（金属製）

パズルマット（ジョイントマット） 燃やせるごみ

バスローブ 燃やせるごみ ●

パソコン 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

パソコンデスク 大型ごみ

パソコン用プリンター 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

パソコンラック 大型ごみ

バターナイフ（金属製） 燃やせないごみ

バターナイフ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

パターマット 大型ごみ

肌掛け布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

は



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

はたき 燃やせるごみ

肌着（下着） 燃やせるごみ

鉢（はち） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

蜂の巣 燃やせるごみ
透明のビニール袋を二重にして出してくださ
い。

はちまき 燃やせるごみ

８ミリ映写機 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

パチンコ台 大型ごみ 家庭で使用したものに限る。

パチンコ玉 燃やせないごみ 家庭で使用したものに限る。

発煙筒（自動車用） 収集しないごみ
自動車ディーラー・整備工場などへ問い合
わせてください。

バッグ（かばん） 燃やせるごみ

バッテリー（自動車用） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

バッテリーケーブル 燃やせないごみ ○

バット（調理器具・揚げ物用など） 燃やせないごみ

バット（野球用具・木製・金属製） 大型ごみ

バット（玩具・プラスチック製） 大型ごみ

法被・半被（はっぴ） 燃やせるごみ

発泡スチロール 燃やせるごみ
45㎝以上のものは、くだいて袋にまとめてく
ださい。

バドミントン羽（シャトル） 燃やせるごみ

バドミントンラケット 大型ごみ

花（生花） 燃やせるごみ

鼻毛カッター 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

花台（植木鉢台・フラワースタンド） 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

花火 燃やせるごみ 火薬部分を十分に水で濡らしてください。

パネルヒーター 大型ごみ

パフ 燃やせるごみ

歯ブラシ 燃やせるごみ

歯ブラシスタンド（プラスチック製） 燃やせるごみ

歯ブラシスタンド（陶器製） 燃やせないごみ

破魔矢（はまや） 燃やせるごみ

歯磨き粉の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

刃物類 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

パラボラアンテナ 大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

腹巻 燃やせるごみ

バラン（弁当用装飾品） 燃やせるごみ 軽く洗ってください。

バランスボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

針（医療用は除く） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

は



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

針金 燃やせないごみ

針金ハンガー 燃やせないごみ
クリーニング店のものは、店舗への返却を
優先してください。

バリカン 燃やせないごみ ○

バリケード 大型ごみ

バレーボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

バレット（画材） 燃やせないごみ

バレン（版画用） 燃やせるごみ

ハロゲンヒーター 大型ごみ

ハンガー（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ
クリーニング店のものは、店舗への返却を
優先してください。

ハンガー（針金） 燃やせないごみ
クリーニング店のものは、店舗への返却を
優先してください。

ハンガーラック 大型ごみ

ハンカチ 燃やせるごみ ●

飯盒（はんごう） 燃やせないごみ

半紙 燃やせるごみ

反射材（シール型） 燃やせるごみ

反射シート（農業用） 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可（産業廃棄
物）

絆創膏（ばんそうこう） 燃やせるごみ

はんだごて（電気ごて） 燃やせないごみ ○

バンダナ 燃やせるごみ ●

パンチ（穴あけパンチ） 燃やせないごみ

ハンディクリーナー 燃やせないごみ ○

半纏（はんてん） 燃やせるごみ ●

ハンドクリームの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

ハンドスピナー 燃やせないごみ

ハンドソープの容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

ハンドタオル 燃やせるごみ ●

ハンドバッグ 燃やせるごみ

ハンドミキサー（電動泡立て器） 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ハンドメガホン（拡声器） 燃やせないごみ 電池を外してください。

ハンドルカバー 燃やせるごみ

バンパー（自動車用） 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください。

パンプス 燃やせるごみ

パンフレット 雑誌・雑がみ

ハンマー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ハンモック 燃やせるごみ 袋に入れて「ごみ」と表示してください。

ＢＳアンテナ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ＰＨＳ端末 燃やせないごみ ○
販売店などへの返却を優先してください。記
録などは消去してください。

ＰＰバンド（梱包用バンド） 燃やせるごみ

は

ひ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ピアス 燃やせないごみ

ピアニカ 燃やせないごみ 45㎝以上ものは、大型ごみ。

ピアノ 収集しないごみ
購入店・メーカーなどへ問い合わせてくださ
い。

ビーズクッション 燃やせるごみ

ビー玉 燃やせないごみ

ビーチサンダル 燃やせるごみ

ビーチパラソル 大型ごみ

ビーチボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

ビート板 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ピーラー（皮むき器） 燃やせないごみ

ビールケース 大型ごみ 購入店への返却を優先してください。

ビールびん びん 購入店への返却を優先してください。

美顔器 燃やせないごみ ○

美顔ローラー 燃やせないごみ

引き出し 大型ごみ

引き出し用トレー（プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

引き出し用トレー（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

引き戸（木製） 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

引き戸（スチール製・アルミ製） 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

ピクニックシート（レジャーシート） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ピクニックテーブル 大型ごみ

ひげそり 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

ひげそり（電動式） 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

柄杓（ひしゃく）（木製・
プラスチック製）

燃やせるごみ

柄杓（ひしゃく）（金属製） 燃やせないごみ

ピッケル（登山用具） 燃やせないごみ

ピッチャー（水差し）（プラスチック製） 燃やせるごみ

ピッチャー（水差し）（金属製・ガラス製） 燃やせないごみ

ビデオカメラ 燃やせないごみ ○

ビデオテープ（ケースを含む） 燃やせるごみ

ビデオデッキ 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ひな壇セット 大型ごみ

ひな人形 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

ビニール傘 大型ごみ

ビニールクロス 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ビニールシート 大型ごみ
「ごみ」と表示してください。45㎝未満に切れ
ば、燃やせるごみ。

ひ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ビニールテープ 燃やせるごみ

ビニールひも 燃やせるごみ

ビニールハウス 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可（産業廃棄
物）

ビニールプール（遊具） 大型ごみ 中の空気を抜いてください。

ビニールホース 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ビニールポット（種苗育成ポット） 燃やせるごみ 容器の泥などを落として出してください。

火ばさみ 燃やせないごみ

火鉢（ひばち） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

百科事典 雑誌・雑がみ

表札（木製） 燃やせるごみ

表札（金属製・陶器製・ガラス製） 燃やせないごみ

標識ロープ（トラロープ） 燃やせるごみ
45㎝未満に切ってください。束ねただけのも
のは、大型ごみ。

氷のう 燃やせるごみ

屏風（びょうぶ） 大型ごみ

ビリヤードキューケース 大型ごみ 45㎝未満にすれば、燃やせるごみ。

ビリヤード台 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

ビリヤード球 燃やせないごみ

肥料 収集しないごみ
使い切ってください。余った場合、環境課ま
でお問い合わせください。

肥料袋 燃やせるごみ

ピルケース（錠剤入れ）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

ピルケース（錠剤入れ）
（金属製）

燃やせないごみ

ピローケース（枕カバー） 燃やせるごみ

びん（飲食物が入っていたもの） びん
容器の中を軽く洗ってください。キャップは取
り外してください。

びん（飲食物以外が入っていたも
の）

燃やせないごみ

ピンセット 燃やせないごみ

便箋 雑誌・雑がみ

ピンチハンガー（洗濯用ハン
ガー）（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ピンチハンガー（洗濯用ハン
ガー）（金属製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ピンポン球 燃やせるごみ

ファイル（紙製・パイプ式） 雑誌・雑がみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

ファイル（プラスチック製） 燃やせるごみ

ファクシミリ（ファクス） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ファクリミリ台（ファクス台） 大型ごみ

ファクシミリ用紙（感熱紙） 燃やせるごみ

ファンシーケース 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ひ

ふ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ファンヒーター（温風ヒーター） 大型ごみ 石油式は必ず燃料を使い切ってください。

フィギュア（人形） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

フィッシュロースター（魚焼き器） 燃やせないごみ

フィルム 燃やせるごみ

フィルムカメラ 燃やせないごみ

フィルムケース 燃やせるごみ

風船 燃やせるごみ

ブーツ 燃やせるごみ

封筒（窓なし） 雑誌・雑がみ

封筒（窓あき） 雑誌・雑がみ セロファン部分は、外して燃やせるごみ。

フードプロセッサー 燃やせないごみ ○

風鈴 燃やせないごみ

プール（子供用・ビニール製） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

笛（プラスチック製） 燃やせるごみ

笛（金属製） 燃やせないごみ

フェルト 燃やせるごみ

フェルトペン 燃やせるごみ

フェンス（ラティスフェンス）
（木製・園芸用）

大型ごみ
解体して45㎝未満に切れば、燃やせるご
み。

フェンス（外構フェンス）
（アルミ製・スチール製）

収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

フォーク 燃やせないごみ プラスチック製は、燃やせるごみ。

フォトフレーム（写真立て）（木製） 燃やせるごみ ガラス部分は、外して燃やせないごみ。

フォトフレーム（写真立て）
（金属製・陶製・ガラス製）

燃やせないごみ

布巾（ふきん） 燃やせるごみ

布巾掛け（プラスチック製） 燃やせるごみ

布巾掛け（金属製） 燃やせないごみ

複合機（家庭用） 大型ごみ
スキャナー・ファクシミリ・プリンターなどの機
能があるもの。

ふくさ 燃やせるごみ

房掛け（タッセル）（木製・
プラスチック製）

燃やせるごみ

房掛け（タッセル）（金属製） 燃やせないごみ

襖（ふすま） 大型ごみ

付箋紙（ふせん紙） 雑誌・雑がみ

腹筋台 大型ごみ

フック 燃やせないごみ

ブックエンド（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ブックエンド（金属製） 燃やせないごみ

ブックカバー（皮革製・合皮製） 燃やせるごみ

ブックカバー（紙製） 雑誌・雑がみ

ふ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ブックスタンド（本立て）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ブックスタンド（本立て）（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

仏壇 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

フットマッサージャー
（足裏マッサージ器）

大型ごみ

筆 燃やせるごみ

筆箱（ペンケース）（木製・
布製・革製・プラスチック製）

燃やせるごみ

筆箱（ペンケース）（金属製） 燃やせないごみ

筆ペン 燃やせるごみ

布団 燃やせるごみ
45㎝以上ありますが、ひもでしばって燃やせ
るごみに出してください。

布団圧縮袋 燃やせるごみ

布団カバー 燃やせるごみ

布団乾燥機 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

布団クリーナー 燃やせないごみ

布団たたき（木製・プラスチック製） 大型ごみ

布団ばさみ 燃やせるごみ

布団干し 大型ごみ

踏み台（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

踏み台（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

譜面台 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

フライ返し 燃やせないごみ

フライパン 燃やせないごみ

フライパンカバー（ふた） 燃やせないごみ

プライヤ（ペンチ） 燃やせないごみ

ブラインド 大型ごみ

ブラインドクリーナー 燃やせるごみ

ブラウス 燃やせるごみ ●

ブラウン管テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

プラスチックケース 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

プラスチックチェーン 燃やせるごみ

プラズマ式テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

フラットファイル 雑誌・雑がみ 留め具は外して、燃やせるごみ。

フラフープ 大型ごみ 45㎝未満にすれば、燃やせるごみ。

プラモデル 燃やせるごみ 外箱（パッケージ）・説明書は雑がみ。

フラワースタンド（花台・植木鉢台） 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

フラワーポット（植木鉢）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

フラワーポット（植木鉢）
（陶器製）

燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ふ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ブランケット（毛布） 燃やせるごみ

ブランコ（子供用） 大型ごみ

プランター 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

フリース 燃やせるごみ ●

フリーペーパー 雑誌・雑がみ

ブリキ製品 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

プリンター 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

プリンの容器（紙製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

プリンの容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

プリンの容器（びん） びん 容器の中を軽く洗ってください。

ブルーシート 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ブルーレイディスク（ＢＤ－Ｒ） 燃やせるごみ

ブルーレイディスクプレーヤー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ブレスレット 燃やせないごみ

ブレザー 燃やせるごみ ●

フロアースタンド 大型ごみ 蛍光管・電球は外してください。

風呂椅子（バスチェア）
（プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

風呂椅子（バスチェア）（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

フローリングマット（ウッド
カーペット）

大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

フローリングモップ 大型ごみ

風呂釜 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

プロジェクター 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

風呂敷 燃やせるごみ

風呂浄化装置 大型ごみ

ブロック（コンクリート製・レンガ製） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ブロック（玩具・プラスチック製） 燃やせるごみ

フロッピーディスク 燃やせるごみ 記録などは消去してください。

プロテクター（野球用など） 燃やせないごみ

プロパンガスボンベ 収集しないごみ ガス会社へ問い合わせてください。

風呂ふた 大型ごみ

風呂ブラシ（バスクリーナー） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

風呂ポンプ（バスポンプ） 燃やせないごみ ○

風呂マット 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ブロワポンプ 燃やせないごみ ○ 家庭用小型のものに限ります。

文鎮（ぶんちん） 燃やせないごみ

分度器 燃やせるごみ

噴射器（蓄圧式・家庭菜園用・園芸用） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

噴射器（電池式・充電式） 大型ごみ 電池式は電池を外してください。

ふ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ふ 噴射器（エンジン式） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

ヘアエクステンション（付け毛） 燃やせるごみ

ヘアクリップ（髪留め）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

ヘアクリップ（髪留め）（金属製） 燃やせないごみ

ヘアカーラー（カーラー）
（プラスチック製）

燃やせるごみ

ヘアカーラー（カーラー）（金属製） 燃やせないごみ

ヘアキャッチャー 燃やせないごみ

ヘアスプレーの缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

ヘアドライヤー 燃やせないごみ ○

ヘアバンド 燃やせるごみ

ヘアピン（プラスチック製） 燃やせるごみ

ヘアピン（金属製） 燃やせないごみ

ヘアブラシ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ヘアブラシ（金属製） 燃やせないごみ

ペーパーウェイト 燃やせないごみ

ペーパーカッター（裁断機） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ペーパータオル 燃やせるごみ

ペーパーナイフ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

ペーパーホルダー 燃やせるごみ

ベスト（チョッキ） 燃やせるごみ ●

ヘッジトリマー（刈込機）
（エンジン式・モーター式）

収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

ベッドカバー 燃やせるごみ ●

ペットキャリー（ペット運搬用ゲージ） 大型ごみ

ペットゲージ（ペットサークル） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ペット小屋 大型ごみ 0.5坪程度まで解体済みのものに限ります。

ペットシート 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください。

ペットのトイレ砂 燃やせるごみ 少量ずつ出してください。

ペットの服 燃やせるごみ

ベッドパット（敷きパット） 大型ごみ

ベッドフェンス 大型ごみ

ベッドボード 大型ごみ
セミダブルサイズまで。ダブルサイズは環境
整備センターへ直接搬入可（有料）。

ペットボトル ペットボトル
容器の中を軽く洗いつぶしてください。キャッ
プは外して燃やせるごみ。

ペットボトルホルダー 燃やせるごみ カラビナなどは、外して燃やせないごみ。

ヘッドホン 燃やせないごみ ○

ヘッドホンステレオ 燃やせないごみ ○

へ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ベッドマット（マットレス） 大型ごみ
スプリング式はセミダブルサイズまで。ダブ
ルサイズは、環境整備センターへ直接搬入
可（有料）。

ペット用トイレ 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ヘッドライト（ヘッドランプ）
（アウトドア用）

燃やせないごみ
電池を外してください。自動車用は、収集不
可（81ページ参照）。

ヘッドルーペ 燃やせないごみ ○

ベッド枠 大型ごみ

ペティナイフ 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み「危険」と
表示してください。

ペナント 燃やせるごみ

ベニヤ板 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ベビー椅子（ベビーチェア） 燃やせないごみ 脚部の長いものは、大型ごみ。

ベビーカー（乳母車） 大型ごみ

ベビーかご 大型ごみ

ベビーサークル 大型ごみ

ベビーシート 大型ごみ

ベビーだんす 大型ごみ

ベビーバス 大型ごみ

ベビーフェンス（ベビーゲート） 大型ごみ

ベビー服 燃やせるごみ ●

ベビー布団 燃やせるごみ

ベビーベッド 大型ごみ

ベビー歩行器 大型ごみ

ベビーマット 大型ごみ

ベビーラック（コンビラック） 大型ごみ

へら（木製・ゴム製・プラスチック製） 燃やせるごみ

へら（金属製） 燃やせないごみ

ヘルスメーター 燃やせないごみ デジタル式は電池を外してください。

ベルト 燃やせるごみ 金具は取り外して燃やせないごみ。

ヘルメット 燃やせないごみ

ペン 燃やせないごみ

便器 収集しないごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り、環境整備センターへ直接搬入可（有
料）。

ペンキ（塗料） 収集しないごみ
少量の場合、新聞紙などに染み込ませて燃
やせるごみ。

ペンキ（塗料）のスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

ペンキ（塗料）の容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

ペンケース（筆箱）（布製・木製・革
製・プラスチック製）

燃やせるごみ

へ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ペンケース（筆箱）（金属製） 燃やせないごみ

便座（温水洗浄便座を含む） 大型ごみ
自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
る。

便座カバー 燃やせるごみ

ペン皿（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ペン皿（金属製） 燃やせないごみ

ペン立て（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ペン立て（金属製） 燃やせないごみ

ペンダント 燃やせないごみ

ペンダントライト 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせないごみ。電球
を外してください。

ペンチ（プライヤ） 燃やせないごみ

ベンチ（縁台） 大型ごみ

弁当（既製弁当）の容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

弁当箱（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

弁当箱（金属製） 燃やせないごみ

ペンライト 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ボアシーツ 燃やせるごみ

ボア毛布 燃やせるごみ

ホイール（自動車用） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

ホイールキャップ 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

ボイラー（大型給油機） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

方位磁石（方位磁針） 燃やせないごみ

望遠鏡 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ほうき類 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。45㎝未満のものは、燃やせ
るごみ。

芳香剤の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

芳香剤の容器（ガラス製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください。

防災頭巾 燃やせるごみ

帽子 燃やせるごみ ●

防塵マスク 燃やせるごみ 不織布製などの簡易的なものに限ります。

防水スプレーの缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

宝石ケース（ジュエリーケース）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

宝石ケース（ジュエリーケース）
（金属製）

燃やせないごみ

包装紙 雑誌・雑がみ
汚れのひどいもの、匂いのついたものは、燃
やせるごみ。

包帯 燃やせるごみ

防虫剤 燃やせるごみ

へ

ほ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

包丁 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

包丁スタンド（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

包丁スタンド（金属製） 燃やせないごみ

包丁研ぎ器（シャープナー） 燃やせないごみ 電動式は電池を外してください。

防鳥ネット（鳥除けネット） 燃やせるごみ
集積所用と区別するため、袋に入れて「ご
み」と表示してください。おもりは外して燃や
せないごみ。

防犯カメラ 燃やせないごみ ○

防犯ブザー 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ボウリング球 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

ボウル（プラスチック製） 燃やせるごみ

ボウル（金属製） 燃やせないごみ

ホース 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ホース巻き（ホースリール） 大型ごみ

ポータブルトイレ 大型ごみ

ポーチ 燃やせるごみ

ホームタンク（石油タンク） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ホームベーカリー（自動パン焼き器） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ボール 燃やせるごみ

ボールペン（プラスチック製） 燃やせるごみ

ボールペン（金属製） 燃やせないごみ

ボールペンの芯（替芯） 燃やせるごみ

ホーロー鍋 燃やせないごみ

墨汁（墨） 燃やせるごみ 新聞紙などに染み込ませて出してください。

墨汁の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

木刀 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ポケットバイク（玩具・電動式） 大型ごみ バッテリーは外してください。

ポケットバイク（エンジン式） 収集しないごみ
購入店・メーカーなどへ問い合わせてくださ
い。

ポケットベル 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

歩行器 大型ごみ

ポシェット 燃やせるごみ

補助便座 大型ごみ

補助輪（自転車用） 燃やせないごみ

ポスター 雑誌・雑がみ

ポスターカラー 燃やせるごみ 新聞紙などに染み込ませて出してください。

ポスターカラーの容器 燃やせるごみ 必ず中身を使い切ってください。

ボストンバッグ 燃やせるごみ

ボタン（貝製・木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ボタン（金属製） 燃やせないごみ

ボタン電池 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

ほ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ホチキス 燃やせないごみ

ホチキス針 燃やせないごみ

補聴器 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ボックスファイル（紙製） 雑誌・雑がみ

ボックスファイル（プラスチック製） 燃やせるごみ

ボックスファイル（金属製） 燃やせないごみ

ポット 燃やせないごみ

ホットカーペット（電気カーペット） 大型ごみ

ホットカーペットカバー 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ホットカーラー 燃やせないごみ ○

ホットサンドメーカー 燃やせないごみ ○

ホットプレート 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ホッピング（子供用） 大型ごみ

ボディーソープの容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

ボディータオル（ナイロンタオル） 燃やせるごみ

ボディーブラシ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ボディーボード 大型ごみ

ポテトマッシャー 燃やせないごみ

哺乳びん（プラスチック製） 燃やせるごみ

哺乳びん（ガラス製） 燃やせないごみ

ポラロイドカメラ 燃やせないごみ ○

ポラロイド写真 燃やせるごみ

ポリタンク 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

ポリバケツ 大型ごみ
集積所用と区別するため、「大型ごみ」と表
示してください。45㎝未満のものは、燃やせ
るごみ。

ボルト 燃やせないごみ

保冷剤 燃やせるごみ

保冷バッグ（クーラーバッグ） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

保冷庫 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

ホワイトボード 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ホワイトボードマーカー 燃やせるごみ

本 雑誌・雑がみ

本立て（ブックスタンド）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

本立て（ブックスタンド）（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

本棚 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

ポンチョ 燃やせるごみ ●

盆提灯（ぼんちょうちん） 燃やせないごみ

ポンプ 燃やせないごみ 家庭用小型のものに限ります。

ま
マージャン卓 収集しないごみ

家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

ほ



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

マージャンパイ 燃やせるごみ

マージャンマット 燃やせるごみ

マイク 燃やせないごみ ○ ワイヤレス式は電池を外してください。

マウス 燃やせないごみ ○

マウスウォッシュ（洗口液）の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

マウスパッド（布製・ウレタン製・
皮革製・プラスチック製）

燃やせるごみ

マガジンラック 大型ごみ
45㎝未満のものは、燃やせるごみ（木製・プ
ラスチック製）、燃やせないごみ（金属製）

巻尺（メジャー） 燃やせないごみ

巻き簾（まきす）（調理器具） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

マグカップ（プラスチック製） 燃やせるごみ

マグカップ（陶器製） 燃やせないごみ

マグネット（磁石） 燃やせないごみ

マグネットクリップ 燃やせないごみ

マグネットシート 燃やせないごみ

マグネットバー 燃やせないごみ

マグネットフック 燃やせないごみ

枕（綿・羽毛・そばがら・プラスチッ
ク製パイプなど）

燃やせるごみ

枕カバー（ピローケース） 燃やせるごみ

孫の手 大型ごみ

間仕切り（パーティション） 大型ごみ

マジックインキ（マジックペン） 燃やせるごみ

マジックハンド 燃やせないごみ

マスカラの容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

マスク 燃やせるごみ

マッサージチェア 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

マッサージ器（ハンディ式） 燃やせないごみ ○

マッチ 燃やせるごみ 火薬部分を十分に水で濡らしてください。

マットレス（ベッドマット） 大型ごみ
スプリング式はセミダブルサイズまで。ダブ
ルサイズは環境整備センターへ直接搬入可
（有料）。

松葉杖 大型ごみ

窓ガラス 大型ごみ
45㎝未満に割れている場合は、燃やせない
ごみ。

窓用エアコン 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

マドラー（プラスチック製） 燃やせるごみ

マドラー（金属製） 燃やせないごみ

まな板（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ま



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

マニキュアの容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

マネークリップ（金属製） 燃やせないごみ

マフラー（防寒用） 燃やせるごみ ●

マフラー（自動車用） 収集しないごみ 購入店・販売店へ問い合わせてください。

魔法びん（ポット） 燃やせないごみ

豆電球 燃やせないごみ

マヨネーズの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

マラカス 燃やせるごみ

丸太 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

マルチシート（農業用ビニール） 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可（産業廃棄
物）。家庭菜園などで使用したものは45㎝未
満に切って燃やせるごみ。

万年筆 燃やせないごみ

万歩計 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

ミートハンマー（肉たたき）
（木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

ミートハンマー（肉たたき）（金属製） 燃やせないごみ

ミキサー（ジューサー） 燃やせないごみ ○

ミサンガ 燃やせるごみ

ミシン（ポータブル型） 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ミシンケース 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

水着 燃やせるごみ

水切りかご（プラスチック製） 燃やせるごみ

水切りかご（金属製） 燃やせないごみ

水切りラック 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

水切りワイパー（窓用） 燃やせないごみ

水差し（ピッチャー）（プラスチック製） 燃やせるごみ

水差し（ピッチャー）（金属製・ガラス製） 燃やせないごみ

水鉄砲（ウォーターガン） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

水拭きモップ 大型ごみ

水枕 燃やせるごみ 金属部分は取り外して、燃やせないごみ。

味噌の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

ミニカー（玩具） 燃やせないごみ

ミニコンポ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ミニスキー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ミニディスク（ＭＤ） 燃やせるごみ

ミニディスク（ＭＤ）プレーヤー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

耳かき（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ

耳かき（金属製） 燃やせないごみ

耳毛カッター 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

耳栓 燃やせるごみ

ま

み



50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

み ミラーテープ（ラピーテープ） 燃やせるごみ

ムース（整髪料）のスプレー缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

麦わら帽子 燃やせるごみ ●

虫かご（竹製・木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

蒸し器（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

蒸し器（せいろ） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

虫取り網 大型ごみ

虫ピン 燃やせないごみ

虫めがね（拡大鏡・ルーペ） 燃やせないごみ

虫除けスプレーの缶 かん
中身を使い切り、屋外の風通しの良い所で
穴をあけて出してください。できるだけ飲料
用などの缶と袋を別にして出してください。

むしろ 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

名刺 雑誌・雑がみ

名刺入れ（名刺ケース）（布製・皮
革製・木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

名刺入れ（名刺ケース）（金属製） 燃やせないごみ

名刺ホルダー 燃やせるごみ

メールボックス（郵便受け）（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

めがね（プラスチック製） 燃やせるごみ

めがね（ガラス製） 燃やせないごみ

めがねケース（布製・皮革製・
木製・プラスチック製）

燃やせるごみ

めがねケース（金属製） 燃やせないごみ

めがね拭き 燃やせるごみ

メガホン 燃やせるごみ

メガホン（拡声器） 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

目薬の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

目覚まし時計 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

メジャー（巻尺） 燃やせないごみ

目玉クリップ 燃やせないごみ

メッシュケース 燃やせるごみ

メッシュパネル（壁面ラック） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

メトロノーム 燃やせないごみ

メモリーカード 燃やせるごみ ○ 記録などは消去してください。

メラミンスポンジ 燃やせるごみ

メリーゴーランド（乳児用） 燃やせないごみ

メンディングテープ 燃やせるごみ

綿棒 燃やせるごみ

麺棒 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

も 毛髪（髪の毛） 燃やせるごみ

む
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

毛布（ブランケット） 燃やせるごみ

モーター（玩具用） 燃やせないごみ 玩具用などの小型のものに限ります。

木材 燃やせるごみ 長さ60㎝×直径10㎝以下に切ってください。

木炭（炭） 燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください。

木馬（子供用） 大型ごみ

模造紙 雑誌・雑がみ

模造刀 大型ごみ

餅つき機 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

木工用ボンドの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

モップ（床清掃用） 大型ごみ

モップ（ハンディ式） 燃やせるごみ

モップ絞り機 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

モデム（ルーター） 燃やせないごみ

モデルガン（エアガン） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

物置 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

ものさし（竹製・木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

ものさし（金属製） 燃やせないごみ

物干し竿 大型ごみ

物干し台 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

モバイルバッテリー 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

モルタル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

モンキーレンチ 燃やせないごみ

門灯 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

やかん 燃やせないごみ

焼き網 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

野球グローブ 燃やせるごみ

野球バット（木製・金属製） 大型ごみ

野球バット（玩具・プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

野球ボール 燃やせるごみ

薬品（錠剤類） 収集しないごみ
薬局・購入店・メーカーなどへ問い合わせて
ください。問い合わせて問題がなければ燃
やせるごみ。

薬品（液体類） 収集しないごみ
薬局・購入店・メーカーなどへ問い合わせて
ください。

薬品の容器 燃やせないごみ 容器の中をよく洗ってください。

やすり（紙製） 燃やせるごみ

やすり（鉄製） 燃やせないごみ

柳行李（やなぎこうり） 大型ごみ

ＵＳＢメモリー 燃やせないごみ ○ 記録などは消去してください。

Ｕ字溝 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

遊技台（パチンコ台・スロット台） 大型ごみ 家庭で使用したものに限る。

や
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

融雪剤（塩化カルシウム） 収集しないごみ
使い切ってください。余った場合、環境課ま
でお問い合わせください。

誘導棒（合図灯） 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

郵便受け（メールボックス）（金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

浴衣（ゆかた） 燃やせるごみ ●

床暖房パネル 大型ごみ 中の不凍液を抜いてください。

湯切りざる（竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ

湯切りざる（金属製） 燃やせないごみ

油性ペン（油性マーカー） 燃やせるごみ

湯たんぽ（プラスチック製） 燃やせるごみ

湯たんぽ（金属製） 燃やせないごみ

ユニホーム 燃やせるごみ

湯のみ 燃やせないごみ

指サック 燃やせるごみ

指輪（リング） 燃やせないごみ

ゆりかご 大型ごみ

湯沸かし器（給湯器） 大型ごみ

洋裁ばさみ（裁ちばさみ） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

養生用シート 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

養生用テープ 燃やせるごみ

用箋挟み（紙製・プラスチック製） 燃やせるごみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

用箋挟み（金属製） 燃やせないごみ

洋服 燃やせるごみ ●

洋服カバー（衣類カバー） 燃やせるごみ

洋服だんす 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

ヨーグルトの容器（紙製） 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

ヨーグルトの容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

ヨーグルトの容器（ガラス製） びん 容器の中を軽く洗ってください。

浴室乾燥機 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

浴槽（バスタブ） 収集しないごみ

自分で取り付け（取り外し）を行ったものに限
り環境整備センターへ直接搬入可（有料）。
取り外しによって出たコンクリート類は搬入
できませんので専門業者に処理を依頼して
ください。

よしず 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ヨーヨー 燃やせるごみ

ラーメンどんぶり（陶器製） 燃やせないごみ

ライター類 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください。

ライティングデスク 大型ごみ

ライフジャケット（救命胴衣） 燃やせるごみ

ラグビーボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください。

ゆ
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ラグマット 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

ラジオ 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ラジオカセットレコーダー（ラジカセ） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

ラジオペンチ 燃やせないごみ

ラジコンカー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ラック 大型ごみ

ラッピングフィルム 燃やせるごみ

ラップ 燃やせるごみ

ラップの芯 雑誌・雑がみ

ラップの箱 雑誌・雑がみ
箱部分は開いて雑がみ。金具・刃部分は、
燃やせないごみ。

ラティスフェンス（園芸用柵） 大型ごみ
解体して45㎝未満に切れば、燃やせるご
み。

ラバーカップ（吸引棒）（トイレ清掃用） 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせるごみ。

ラピーテープ（ミラーテープ） 燃やせるごみ

ラベルプリンター（ラベルライター） 燃やせないごみ

ラミネーター（パウチラミネーター） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ラミネートフィルム（パウチフィルム） 燃やせるごみ

ランタン（オイル式） 燃やせないごみ 必ずオイルを使い切ってください。

ランタン（電池式・充電式） 燃やせないごみ 電池式は電池を外してください。

ランチジャー（保温弁当箱） 燃やせないごみ

ランチマット（ランチョンマット） 燃やせるごみ

ランドセル 燃やせるごみ

ランドリーラック 大型ごみ

ランドリーワゴン 大型ごみ

ランニングマシーン 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

ランプ（燃料式） 燃やせないごみ 必ず燃料を使い切ってください。

ランプ（電気式） 燃やせないごみ 電池を外してください。

ランプシェード（電気かさ） 大型ごみ

リアプロジェクションテレビ 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

リード（ペット用） 燃やせるごみ

リール（釣具） 燃やせないごみ
釣り糸が残っている場合は、ほどけないよう
にテープなどで留めてください。

リコーダー（縦笛） 燃やせるごみ

リチウムイオン電池 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

リチウム電池 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくだ
さい。

リップクリームの容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

リビングボード 大型ごみ

リムーバー（除針器） 燃やせないごみ
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

リモコン 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

リヤカー 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

リヤカータイヤ 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

リュックサック（デイパック） 燃やせるごみ

両面テープ 燃やせるごみ

リング（指輪） 燃やせないごみ

リング式ファイル（紙製） 雑誌・雑がみ 留め具は外して、燃やせないごみ。

リング式ファイル（プラスチック製） 燃やせるごみ

リングノート 雑誌・雑がみ 金具は取り外して、燃やせないごみ。

りんご（農家等の事業者から排出されたもの） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

りんご箱 大型ごみ 家庭から排出されたものに限る。

リンスの容器 燃やせるごみ 容器の中を軽く洗ってください。

ルアー（釣具） 燃やせないごみ
ケースまたは厚手の紙などで包み、「危険」
と表示してください。

ルーズリーフ 雑誌・雑がみ

ルーター（モデム） 燃やせないごみ

ルーフキャリア（車載用） 大型ごみ

ルーフボックス（車載用） 大型ごみ

ルーペ（拡大鏡・虫めがね） 燃やせないごみ

ルームシューズ 燃やせるごみ

ルームランナー 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可（有料）。

冷温庫 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

冷却枕 燃やせるごみ

冷却ジェルシート 燃やせるごみ

冷却機（ウォータークーラー） 収集しないごみ

メーカーへ処理を依頼してください。メーカー
による処理ができない場合、家庭で使用し
たものに限り、環境整備センターへ直接搬
入可（有料）。

冷水筒（冷水ポット） 燃やせないごみ

冷蔵庫 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

冷凍庫 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

冷風機（冷風扇） 大型ごみ
温度調節がなく風量調節のみのものに限り
ます。

レインウェア 燃やせるごみ

レインコート（布製・化学繊維製・
ゴム製・ビニール製）

燃やせるごみ

レーキ（トンボ）（整地用具） 大型ごみ

レーザーディスク（ＬＤ） 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、雑がみ。

レーザーディスク（ＬＤ）プレーヤー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

レーザーポインター 燃やせないごみ ○ 電池を外してください。

レースカーテン 燃やせるごみ ●

レガース 燃やせないごみ

レギンス 燃やせるごみ
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50
音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

レコードジャケット 燃やせるごみ

レコード盤 燃やせるごみ

レコードプレーヤー 大型ごみ 45㎝未満のものは、燃やせないごみ。

レシート 燃やせるごみ

レジ袋 燃やせるごみ

レジャーシート（ピクニックシート） 大型ごみ 45㎝未満に切れば、燃やせるごみ。

レターオープナー 燃やせないごみ ○ 電池式は電池を外してください。

レターケース（金属製） 燃やせないごみ

レターケース（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

レタースケール（郵便物用はかり） 燃やせないごみ ○ デジタル式は電池を外してください。

レッグウォーマー 燃やせるごみ ●

レトルト食品の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください。

レフ板（反射板） 大型ごみ

レンガ（レンガブロック） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

レンガタイル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください。

れんげ（陶製・金属製） 燃やせないごみ

れんげ（木製・プラスチック製） 燃やせるごみ

レンジガード（レンジパネル） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

レンジカバー（ガスコンロカバー） 大型ごみ

レンジ台（レンジラック） 大型ごみ

レンジフード 大型ごみ

レンジフードファン（換気扇） 大型ごみ

レンズ 燃やせないごみ

蝋（ろう） 燃やせるごみ

老眼鏡（ガラス製） 燃やせないごみ

老眼鏡（プラスチック製） 燃やせるごみ

ロウソク 燃やせるごみ 十分水で濡らして出してください。

漏斗（ろうと）（プラスチック製） 燃やせるごみ

漏斗（ろうと）（金属製） 燃やせないごみ

ロースターグリル 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ローソファー 大型ごみ

ロープ 燃やせるごみ
45㎝未満に切ってください。束ねただけのも
のは、大型ごみ。

ローボード（テレビ台） 大型ごみ

ローラーシューズ 燃やせるごみ

ローラースケート 燃やせないごみ

ローラーブレード 燃やせないごみ

ロールスクリーン 大型ごみ

ろ紙（コーヒー用など） 燃やせるごみ

ロッカー（スチール製） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

六角棒レンチ 燃やせないごみ

れ

ろ
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音 品　　名 分別区分

拠点
回収 注 意 事 項 な ど

ご み 分 別 一 覧 表 （ ５ ０ 音 別 ）

　　○…小型家電回収ボックス　　　●…衣類回収ボックス

　　　※ 小型家電の拠点回収は、投入口（タテ15㎝×ヨコ25㎝）から入るものに限ります。

　次の印がついているものは、できるだけ拠点回収をご利用ください。

ロッキングチェアー 大型ごみ

ロデオマシーン（乗馬マシーン） 大型ごみ

ロフトベッド 大型ごみ

ロボットクリーナー（掃除ロボット） 燃やせないごみ

ワードプロセッサー 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ワイシャツ 燃やせるごみ ●

ワイヤーロープ 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

ワイヤー錠 燃やせないごみ

ワイヤレスアンプ 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

ワインオープナー 燃やせないごみ

ワインクーラー 燃やせないごみ

ワインセラー（ワイン庫） 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です。

脇机（袖机）（木製） 大型ごみ

脇机（袖机）（スチール製） 収集しないごみ
家庭で使用したものに限り、環境整備セン
ターへ直接搬入可（有料）。

輪ゴム 燃やせるごみ

ワゴン 大型ごみ

和紙 雑誌・雑がみ
汚れのひどいもの、匂いのついたものは、燃
やせるごみ。

綿（わた） 燃やせるごみ

和だんす 大型ごみ
分解できるものはできるだけ分解してくださ
い。

ワックス（自動車用など） 燃やせるごみ 新聞紙などに染み込ませて出してください。

ワックスの容器（スチール製） 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。中身が残ってい
る場合は、新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ。

ワッシャー（座金） 燃やせないごみ

ワッフルメーカー 燃やせないごみ ○ 45㎝以上のものは、大型ごみ。

和服（着物） 燃やせるごみ ●

割りばし 燃やせるごみ

ろ

わ


