
品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
アイスキャンディ ーの棒 木 燃えるごみ
アイスの容器・ ふた 紙 資源（ 雑紙） 汚れている場合は燃えるごみ
アイスの容器・ ふた プラスチッ ク 資源(プラ ) 汚れている場合は燃えるごみ
アイスまく ら (冷却用) ゼリ ー 燃えるごみ
アイスピッ ク 金属 燃えないごみ危険なので刃先をガムテープで包む
アイロン 金属 燃えないごみ
アイロン台 金属・ 布 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
アクセサリ ー 金属 燃えないごみ針が有る物はガムテープで包む
アコーディ オンカーテン 金属・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
空き缶 金属 空き缶 水ですすいで、 汚れを取り 除いて出す
空きびん びん びん 水ですすいで、 汚れを取り 除いて出す
空びんのふた プラスチッ ク 資源(プラ )
空き缶・ びんのふた 金属 燃えないごみ
あさり の貝殻 貝 燃えるごみ
足ふきマッ ト 布・ ゴム 燃えるごみ
アタッ シュケース プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
アダプター 金属・ プラ 燃えないごみ
厚紙(ボール紙) 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
圧力鍋 金属 燃えないごみ
油(食用) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませるか、 凝固させて出す
油(エンジンオイルなど) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませる。 家庭用少量のみ
油の空き缶 金属 空き缶 中身を完全に取り 除いて出す
油のボト ル プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
油のびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
雨がっぱ ビニール 燃えるごみ
雨どい 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
編み機 金属 粗大ごみ
網戸 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
あめの外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
あめの外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
洗い桶(金属製) 金属 燃えないごみ
洗い桶(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ
アルバム 紙・ 金属 燃えるごみ 金属は取り 除いて出す
アルミ サッ シ アルミ ・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
アルミ 缶 アルミ 空き缶
アルミ 箔の鍋(う どんなど) アルミ 燃えないごみ
アルミ ホイル アルミ 燃えるごみ
アルミ ホイルの芯 紙 資源（ 雑紙） 潰してから紙袋に入れるか、 束ねて出す
アルミ ホイール(自動車用) 金属 燃えないごみ
あんか 金属 燃えないごみ
安全ピン 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
アンテナ 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
アンプ(ステレオ) 金属 燃えないごみ
石 リ サイクルセンターへ直接搬入とする(ごみではあり ません)

衣装ケース プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
いす(金属) 金属・ プラ 粗大ごみ
いす(木・ プラスチッ ク ) 木・ プラ 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
いす式マッ サージ機 金属・ プラ 粗大ごみ 50Kgを超える重量は、 リ サイクルセンターへ直接搬入とする

板きれ 木 燃えるごみ 長さ 70cm、 巾30cm以内に束ねて出す
板ガラス ガラス 燃えないごみ袋に入る大きさに割り 、 袋に「 キケン・ ガラス」 と記入
いちごのパッ ク プラスチッ ク 資源(プラ )
一輪車(遊具・ 荷車) 金属・ プラ 粗大ごみ
一斗缶 金属 空き缶 業務用は産業廃棄物
一升びん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
一升びんのふた 金属・ プラ 燃えないごみ
犬・ ネコの砂(紙製) 紙 燃えるごみ
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犬・ ネコの砂(石・ 砂) 砂 燃えないごみ
犬・ ネコのふん ふん 燃えるごみ
犬小屋 木・ プラ 粗大ごみ
衣類 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
衣類(綿・ 羽毛入り ) 布 燃えるごみ
衣類乾燥機 家電リ サイクル法により 販売店等へ
医療廃棄物 病院や薬局に相談して下さい
インクカート リ ッ ジ プラスチッ ク 燃えるごみ
インスタント ラーメ ンの袋プラスチッ ク 資源(プラ )
ウィ スキーのびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
植え木・ 剪定枝 枝 草・ 枝 太さ 10㎝以下、 長さ 70㎝以下に束ねて出す
植木鉢(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ 土を取り 除いて出す
植木鉢(陶器) 陶器 燃えないごみ土を取り 除いて出す
ウェ ッ ト スーツ ゴム 燃えるごみ
浮き輪 プラスチッ ク 燃えるごみ
う す(餅つき) リ サイクルセンターへ直接搬入する
う ちわ 紙・ プラ 燃えるごみ
腕時計 金属・ プラ 燃えないごみ
乳母車 金属・ プラ 粗大ごみ
羽毛布団 布・ 羽毛 燃えるごみ
裏カーボン紙(宅配便の伝票 紙 燃えるごみ
ウレタン プラスチッ ク 燃えるごみ
運動靴 布・ ゴム 燃えるごみ
エアコン 家電リ サイクル法により 販売店等へ
エアークッ ショ ン(梱包材)プラスチッ ク 資源(プラ )
エアロバイク（ 健康器具） 金属・ プラ 粗大ごみ 50Kgを超える重量は、 リ サイクルセンターへ直接搬入とする

エアゾール缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
栄養ド リ ンクのびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
衛生用品 布・ プラ 燃えるごみ
液晶テレビ 家電リ サイクル法により 販売店等へ
液体洗剤の容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
絵の具のチューブ(金属) 金属 燃えないごみ
絵の具のチューブ(プラスチップラスチッ ク 燃えるごみ
枝 枝 草・ 枝 太さ 10㎝以下、 長さ 70㎝以下に束ねて出す
絵本 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類を束ねて出す
MD(ケース含む) プラスチッ ク 燃えるごみ
LPガスボンベ 販売店に相談する
エレキギター 木・ 金属 粗大ごみ
エレクト ーン 金属・ プラ 粗大ごみ 50Kgを超える重量は、 リ サイクルセンターへ直接搬入とする

園芸用農薬 販売店に相談する
園芸用支柱 金属 燃えないごみ長さ 0. 5mまでのもの、 以上は「 粗大ごみ」
エンジンオイル 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませる。 家庭用少量のみ
延長コード 金属・ プラ 燃えないごみ
煙突 金属 粗大ごみ
塩ビパイプ(水道管) プラスチッ ク 燃えるごみ 家庭用の長さ 70㎝以下、 業務は産業廃棄物
鉛筆 木 燃えるごみ
鉛筆けずり 金属・ プラ 燃えないごみ
オイル(食用油) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませるか、 凝固させて出す
オイル(自動車用) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませる。 家庭用少量のみ
オイルヒーター 金属・ 油 粗大ごみ
王冠(キャッ プ) 金属・ プラ 燃えないごみ
OAケーブル 金属・ プラ 燃えないごみ
応接いす 金属・ プラ等 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
オーディ オ機器 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
オーディ オラッ ク 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
オート バイ 販売店に相談する
オーブンレンジ 金属 燃えないごみ
お菓子・ パンなどの袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
お菓子の箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
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桶(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ
桶(木製) 木 燃えるごみ
おしぼり 布 燃えるごみ
落ち葉・ 枯れ葉 草葉 草・ 枝 堆肥とするため、 ごみ・ 石の混入が無いよう に出す
お茶の袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
お茶ガラ 草・ 木 燃えるごみ
お手拭き 紙 燃えるごみ
お手拭きの袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
お風呂のふた プラスチッ ク 燃えるごみ ヒモで束ねて出す
お風呂のマッ ト プラスチッ ク 燃えるごみ
おもちゃ(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ
おもちゃ(金属製) 金属 燃えないごみ
おもちゃ(木製) 木 燃えるごみ
折込広告(チラシ) 紙 資源（ 新聞） 新聞と共に束ねて出す
折り たたみイス 金属・ プラ 粗大ごみ
オルガン 金属・ プラ等 粗大ごみ 50Kgを超える重量は、 リ サイクルセンターへ直接搬入とする

お椀 木・ プラ 燃えるごみ
温水器 金属 粗大ごみ 50Kgを超える場合はリ サイクルセンタ ーへ直接搬入、 業務は産業廃

棄物温風ヒーター 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
温度計 ガラス・ プラ燃えないごみ
カーテン 布 資源（ 布）
カーテンレール(金属) 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
カーテンレール(木・ ブラ ) 木・ プラ 燃えるごみ 長さ 70㎝以下に切るか、 リ サイクルセンターへ直接搬入する

カーペッ ト 布 燃えるごみ 長さ 70㎝以下に折り 畳むか、 リ サイクルセンターへ直接搬入
する

カーボン紙 紙 燃えるごみ
貝殻 貝 燃えるごみ
介護用ベッ ト リ サイクルセンターへ直接搬入する
懐中電灯 金属・ プラ 燃えないごみ乾電池は取り 除いて出す
カイロ(使いきり ) 紙・ 炭等 燃えるごみ
カイロ(使いきり )の外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
外壁 業務で発生するため、 産業廃棄物
化学薬品 販売店に相談する
鏡 ガラス 燃えないごみ
学習机 木・ 金属 粗大ごみ
学習いす 木・ 金属 粗大ごみ
額縁 木・ ガラス 燃えないごみ
カゴ(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ
傘 布・ 金属 燃えないごみ布は取り 除いて出す
傘の布 布 燃えるごみ
傘のほね 金属 燃えないごみ
加湿器 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
菓子の缶 金属 空き缶
菓子の箱(紙製) 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
菓子の箱(金属) 金属 燃えないごみ
菓子の袋(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 資源(プラ )
ガスコンロ 金属 粗大ごみ
ガス炊飯器 金属・ プラ 燃えないごみ
ガステーブル・ レンジ 金属 粗大ごみ
ガスボンベ(プロパン) 販売店に相談する
ガスマッ ト (アルミ 製) アルミ 燃えないごみ
カセッ ト 式ガスボンベ 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
カセッ ト テープ プラスチッ ク 燃えるごみ
カセッ ト デッ キ 金属・ プラ 燃えないごみ
カタログ 紙 資源（ 雑誌） 雑誌と共に束ねて出す
カッ ター及び刃 金属・ プラ 燃えないごみ危険なので刃先をテープで包む
カッ パ(雨具) ビニール 燃えるごみ
カッ プ麺の容器(紙製) 紙 資源（ 雑紙） 軽く 洗ってから出す
カッ プ麺の容器(プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ ) 軽く 洗ってから出す
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家電製品の緩衝材 発泡スチロール 燃えるごみ
家電製品の緩衝材(プチプチプラスチッ ク 資源(プラ )
金づち 木・ 金属 燃えないごみ
かばん 革など 燃えるごみ
画びょ う 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
花びん 陶器 燃えないごみ
紙おむつ 紙 燃えるごみ
紙く ず 紙 燃えるごみ
紙コッ プ 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
紙の皿 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
カミ ソリ 及び刃 金属・ プラ 燃えないごみ危険なので刃先をテープで包む
紙パッ ク (内側が白色) 紙 資源（ 紙パッ ク） 水ですすいで、 開いて束ねて出す
紙パッ ク (内側が銀色) 紙 資源（ 雑紙） 水ですすいで、 開いて束ねて出す
紙袋 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
カメ ラ 金属・ プラ 燃えないごみ
ガムテープ プラスチッ ク 燃えるごみ
カラーボッ クス 木 粗大ごみ 長さ 70㎝以下に解体すると 「 燃えるごみ」
カラオケ装置(家庭用) 金属・ プラ 燃えないごみ
ガラス ガラス 燃えないごみ袋に入る大きさに割り 、 袋に「 キケン・ ガラス」 記入
ガラスのコッ プ・ 食器 ガラス 燃えないごみ
カレンダー 紙 資源（ 雑紙） と じ金具は取り 除いて出す
革製品 革 燃えるごみ
瓦 業務で発生するため、 産業廃棄物
缶(飲料・ 食料品など) 金属 空き缶
缶(スプレー缶) 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
缶(ペンキ缶) 金属 燃えないごみ業務用は、 産業廃棄物
換気扇 金属・ プラ 燃えないごみ
乾燥機 家電リ サイクル法により 販売店等へ
乾燥剤 シリ カゲル等 燃えるごみ
乾電池 金属 燃えないごみ
感熱紙 紙 燃えるごみ
キーボード (楽器) 金属・ プラ 粗大ごみ
キーボード (パソコン) 金属・ プラ 燃えないごみ
キーホルダー（ 金属製） 金属・ プラ 燃えないごみ
木く ず(個人から発生した木く 木 燃えるごみ 長さ 70cm、 巾30cm以内に束ねて出す
木く ず(事業から発生した木く 業務で発生するため、 産業廃棄物
ギター 木・ 金属 粗大ごみ
木の根( 20cm以下) 木 燃えるごみ 土は取り 除いて出す
木の根( 20cm以上) リ サイクルセンターへ直接搬入する。 業者施工は産業廃棄物

着物 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
脚立 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
キャッ プ(金属) 金属 燃えないごみ
キャッ プ(プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ )
キャラメ ルの箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
きゅう す(急須) 陶器 燃えないごみ
牛乳パッ ク 紙 資源（ 紙パッ ク ）水ですすいで、 開いて束ねて出す
教科書 紙 資源（ 雑誌） 雑誌と共に束ねて出す
鏡台 木・ ガラス 粗大ごみ
漁業用網（ 布・ プラ） 産業廃棄物（ 処理業者へ）
切り 花 草 草・ 枝 テープ・ 輪ゴムを取り 除いて出す
金庫 金属 燃えないごみ
空気入れ(自転車用) 金属 燃えないごみ
空気清浄機 金属・ プラ 燃えないごみ
クーラーボッ クス プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
く ぎ 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
草・ 草花 草 草・ 枝 堆肥とするため、 ごみや石の混入が無いよう に
草刈機 金属・ プラ 粗大ごみ 混合油は除く こと
串(焼き鳥、 だんごの竹串) 竹 燃えるごみ 先を紙などで包んで折って出す
薬 薬品 燃えるごみ
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薬の包装(錠剤・ カプセル)プラスチッ ク 資源(プラ )
果物のネッ ト プラスチッ ク 資源(プラ )
靴 布・ ゴム 燃えるごみ
靴下 布 燃えるごみ
クッ ショ ン プラスチッ ク 燃えるごみ
靴の箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
クリ ーニングの袋(カバー)プラスチッ ク 燃えるごみ
クリ ッ プ 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
車椅子 金属・ プラ 粗大ごみ
クレヨ ン 油 燃えるごみ
グローブ 革 燃えるごみ
軍手 布 燃えるごみ
蛍光管・ 蛍光灯 金属・ ガラス燃えないごみ
携帯電話 販売店に相談する
毛糸 毛・ 化繊 燃えるごみ
ゲーム機 金属・ プラ 燃えないごみ
ゲームソフト プラスチッ ク 燃えるごみ
毛皮製品 革 燃えるごみ
化粧品の外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
化粧品のびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
化粧品のスプレー缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
化粧品の容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
げた 木 燃えるごみ
げた箱 木 粗大ごみ
ケチャッ プの容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
血圧計 金属・ プラ 燃えないごみ
ケト ル(やかん) 金属 燃えないごみ
玄関泥落としマッ ト （ 金属製 金属 燃えないごみ
玄関マッ ト （ 布製） 布 燃えるごみ
健康器具 金属・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
剣山 金属 燃えないごみ
建築廃材 産業廃棄物（ 処理業者へ）
原動機自転車 販売店に相談する
合成皮革製品 プラスチッ ク 燃えるごみ
紅茶のティ ーバッ ク 紙等 燃えるごみ
工具箱（ 金属製） 金属 燃えないごみ
広告類（ チラシ） 紙 資源（ 新聞） 新聞と共に束ねて出す
コーヒーのびん びん びん 洗って汚れを落として出す
コーヒーのびんのふた プラスチッ ク 資源(プラ )
コーヒーフィ ルター 紙 燃えるごみ
コーヒーメ ーカー プラスチッ ク燃えないごみ
小枝 木 草・ 枝 太さ 10㎝以下、 長さ 70㎝以下に束ねて出す
氷まく ら ゴム 燃えるごみ
ござ 草・ プラ 燃えるごみ ヒモで束ねて出す
こたつ 木・ 金属 粗大ごみ
こたつ板 木 粗大ごみ
こたつふとん 布・ 綿 燃えるごみ ヒモで束ねて出す
コッ プ(ガラス) ガラス 燃えないごみ
コッ プ(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 燃えるごみ
子供用遊具(ブランコなど)プラスチッ ク 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
粉ミ ルクの缶 金属 空き缶
ゴム類 ゴム 燃えるごみ
米びつ 金属・ プラ 粗大ごみ
米袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
コルク栓 木 燃えるごみ 金属、 ガラスが付きは「 燃えないごみ」
ゴルフクラブ 金属 粗大ごみ
ゴルフバッ ク 金属・ プラ 粗大ごみ
ゴルフボール プラスチッ ク 燃えるごみ
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

コンクリ ート ・ ブロッ ク 業務で発生するため、 産業廃棄物
コンポスト 容器 プラスチッ ク 粗大ごみ
サーフボード リ サイクルセンターへ直接搬入する
座椅子 布・ 金属 粗大ごみ
在宅医療器具 病院や薬局に相談して下さい
サイド ボード 金属・ ガラス 粗大ごみ
酒のびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
酒のびんのふた 金属・ プラ 燃えないごみ
酒のパッ ク (内側が銀色) 紙 資源（ 雑紙） 水ですすいで、 開いて束ねて出す
雑誌 紙 資源（ 雑誌） 束ねて出す
雑草 草 草・ 枝 堆肥とするため、 ごみや石の混入が無いよう に
殺虫剤(毒薬) 販売店に相談する
殺虫剤のスプレー缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
ざぶとん 布 燃えるごみ
皿(食器) 陶器 燃えないごみ
ざる(金属製) 金属 燃えないごみ
ざる(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
サンダル ゴム・ プラ 燃えるごみ
三輪車 金属 粗大ごみ
残飯(台所ごみ) 生ごみ 燃えるごみ 水をよく 切ってから出す
シーツ 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
CD プラスチッ ク 燃えるごみ
CDプレーヤー 金属・ プラ 燃えないごみ
シート (ビニール) プラスチッ ク 燃えるごみ
磁石 金属・ プラ 燃えないごみ
下着 布 燃えるごみ 肌着などは「 資源（ 布類） 」 に出す
七輪 土 燃えないごみ
辞典・ 辞書 紙 資源（ 雑誌） 束ねて出す
湿布薬 布・ プラ 燃えるごみ
自転車 金属 粗大ごみ
自動車オイル 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませる。 家庭での少量のみ
自動車部品 金属・ プラ 燃えないごみ家庭からの少量のみ
自動二輪車 販売店に相談する
竹刀 竹 燃えるごみ 半分に切って出す
芝刈り 機 金属 粗大ごみ 50Kgを超える場合はリ サイクルセンタ ーへ直接搬入、 業務は産業廃

棄物写真 紙 燃えるごみ
ジャムのびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
ジャムのびんのふた 金属 燃えないごみ
じゃり (砂利) リ サイクルセンターへ直接搬入とする(ごみではあり ません)

シャンプーの容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
じゅう たん 布 燃えるごみ 長さ 70㎝以下に折り 畳むか、 リ サイクルセンターへ直接搬入

する
充電式電池 金属 燃えないごみ販売店ではリ サイクルされます
シュレッ ダーにかけた紙 紙 資源（ 雑紙） 長さ 10cm以下は「 燃えるごみ」 へ
週刊誌 紙 資源（ 雑誌） 束ねて出す
消火器 販売店に相談する
障子 リ サイクルセンターへ直接搬入する
照明器具 金属・ プラ 燃えないごみ
しょ う ゆの容器（ ガラス） びん びん フタを取り 除き、 水ですすいで出す
しょ う ゆの容器（ プラ製） ペッ ト ボト ル資源（ PET） フタを取り 除き、 水ですすいで出す
じょ う ろ(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
食品ト レイ (白色) プラスチッ ク資源（ ト レイ） 洗って、 汚れを落として出す
食品ト レイ (白色以外) プラスチッ ク 資源(プラ )
食品保存容器（ タ ッ パー） プラスチッ ク 燃えるごみ
食品保存用パッ ク プラスチッ ク 燃えるごみ
食用油の缶 金属 空き缶 中身を完全に取り 除いて出す
食用油のびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
食用油の容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
食用油の容器のふた(金属製 金属 燃えないごみ
食用油の容器のふた(プラ製プラスチッ ク 燃えるごみ
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

除湿器 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
除湿剤 燃えるごみ
除湿剤の容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 中身を完全に取り 除いて出す
書棚・ 食器棚 木・ ガラス 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
食器洗い機 金属・ プラ 燃えないごみ
芯( ト イレッ ト ペーパーなど 紙 資源（ 雑紙） つぶして他の「 雑紙」 と共に束ねて出す
人口芝 プラスチッ ク 燃えるごみ
シンナー 販売店に相談する
新聞紙 紙 資源（ 新聞） 束ねて出す(チラシも一緒で良い)
水槽(ガラス製) ガラス 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
水槽(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
水中メ ガネ プラスチッ ク 燃えるごみ
水筒 金属・ プラ 燃えないごみ
水道蛇口 金属 燃えないごみ家庭からのみ、 業務は産業廃棄物
水道ポンプ(自家水) 金属 粗大ごみ 家庭からのみ、 業務は産業廃棄物
炊飯器、 炊飯ジャー 金属・ プラ 燃えないごみ
スーツケース 布・ プラ 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
スーツのカバー(購入時のもプラスチッ ク 燃えるごみ
スキー板 金属・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
スキーウェ ア 綿・ プラ 燃えるごみ
スキー靴 金属・ プラ 燃えないごみ
スキーのスト ッ ク 金属・ プラ 粗大ごみ
スケート 靴 金属・ プラ 燃えないごみ
スズランテープ プラスチッ ク 燃えるごみ
スコッ プ 木・ 金属 粗大ごみ
すずり (書道) 石 燃えないごみ
すだれ 草・ 竹 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ステレオ 木・ 金属 粗大ごみ
スト ーブ 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
スト ッ キング 布 燃えるごみ
スト ッ キングの外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
スト ロー プラスチッ ク 燃えるごみ
スノ ーボード プラスチッ ク 粗大ごみ
スノ ーダンプ 金属・ プラ 粗大ごみ
すのこ 木・ プラ 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
スパイクシューズ 革・ 金属 燃えないごみ
スピーカー 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
スプーン(金属製) 金属 燃えないごみ
スプーン(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
スプリ ング入り マッ ト レス リ サイクルセンターへ直接搬入する
スプレー缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
スプレー缶(ペンキ缶) 金属 燃えないごみ使い切ってから出す
スポンジ プラスチッ ク 燃えるごみ
ズボンプレッ サー 金属・ プラ 粗大ごみ
すり 鉢 陶器 燃えないごみ
炭の燃えかす(灰) 灰 燃えるごみ 少量のみ出す
スリ ッ パ 布など 燃えるごみ
整髪料のスプレー缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
生理用品 布・ プラ 燃えるごみ
生理用品の外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
セーター 毛・ 化繊 資源（ 布） 袋に入れて出す
石油類 販売店に相談する
せっけんの外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
石膏ボード 産業廃棄物
接着剤のチューブ プラスチッ ク 燃えるごみ
せともの 陶器 燃えないごみ
背広 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
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ごみ分別区分早見表

背広のカバー(購入時のものプラスチッ ク 燃えるごみ
セメ ント 家庭用はリ サイクルセンターへ直接搬入、 業務は産業廃棄物

ゼリ ーの容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
セロハンテープ プラ・ 紙 燃えるごみ
船外機 販売店に相談する
洗剤の計量カッ プ プラスチッ ク 燃えるごみ
洗剤の容器(紙製) 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
洗剤の容器(プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
線香の紙容器 紙 燃えるごみ 臭いが強い
線香の灰(少量) 灰 燃えるごみ
洗濯機 家電リ サイクル法により 販売店等へ
洗濯ばさみ 金属・ プラ 燃えないごみ
せん定枝・ 刈り 草・ 落ち葉 枝 草・ 枝 太さ 10㎝以下、 長さ 70㎝以下に束ねて出す
扇風機 金属・ プラ 粗大ごみ 50cm以下の場合は「 燃えないごみ」 に出す
栓抜き 金属 燃えないごみ
洗面器(金属製) 金属 燃えないごみ
洗面器(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
洗面器(木製) 木 燃えるごみ
洗面台 陶器・ プラ 粗大ごみ 業者施工は産業廃棄物
双眼鏡 金属・ プラ 燃えないごみ
造花 金属・ プラ 燃えないごみ
ぞう きん 布 燃えるごみ
ソケッ ト (電気) 金属・ プラ 燃えないごみ
掃除機 金属・ プラ 燃えないごみ
ソースの容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
ソーラーシステム 販売店に相談する
ソファー 金属・ プラ等 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ソファーベッ ド リ サイクルセンターへ直接搬入する
そり プラスチッ ク 燃えるごみ
体温計 ガラス・ プラ燃えないごみ
耐火金庫 金属 燃えないごみ
台紙(シャツなどの商品保護) 紙 資源（ 雑紙） 他の「 雑紙」 と共に束ねて出す
体重計 金属 金属・ 鉄類
台所用マッ ト 布 燃えるごみ
タイヤ(自転車用) ゴム 燃えるごみ
タイヤ(自動車用) 販売店に相談する
タイヤチェ ーン(自動車用) 金属 金属・ 鉄類
タイル 産業廃棄物
ダイレクト メ ールの封筒 紙 資源（ 雑紙） ビニールを取り 除いて出す
ダイレクト メ ールの外袋 プラスチッ ク 燃えるごみ
ダイレクト メ ール(チラシ類 紙 資源（ 雑誌）
ダウンジャケッ ト 綿・ プラ 燃えるごみ
タオル・ 手ぬぐい 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
タオルケッ ト 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
高枝切り ハサミ 金属 粗大ごみ
卓上コンロ 金属 燃えないごみ
卓上コンロのボンベ 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
竹・ 笹 竹 燃えるごみ 長さ 70cm、 巾30cm以内に束ねて出す
竹ぼう き 竹 燃えるごみ 半分に切って出す
畳(個人処理) 半分に切り 、 沿岸南部に搬入する
畳(業者処理) 産業廃棄物
脱脂綿 綿・ プラ 燃えるごみ
脱臭剤 活性炭等 燃えるごみ
脱臭剤のびん びん びん 中身を完全に取り 除いて出す
脱臭剤の缶 金属 空き缶 中身を完全に取り 除いて出す
脱臭剤の容器(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
タッ パー プラスチッ ク 燃えるごみ
建具(戸・ ふすま・ 障子) 半分に切り 、 沿岸南部に搬入する
建具(業者処理) 産業廃棄物
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

たばこの吸い殻 燃えるごみ
たばこの箱 紙 資源（ 雑紙） 銀紙を取り 除いて「 雑紙」 と共に束ねて出す
たばこの箱の中の銀紙 紙 燃えるごみ
卵の殻 燃えるごみ
卵パッ ク (紙製) 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
卵パッ ク (プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ )
玉ねぎネッ ト プラスチッ ク 資源(プラ )
たわし (やし ・ スポンジ) プラ等 燃えるごみ
たわし (金属) 金属 燃えないごみ
単行本 紙 資源（ 雑誌） 束ねて出す
タンス 木 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
段ボール 紙 資源（ 段ボール）束ねて出す、 業務用はリ サイクルセンターへ直接搬入する

断熱材(建材) 産業廃棄物
チェ ーン 金属 金属・ 鉄類
チェ ーンソー 金属 金属・ 鉄類 混合油は除く
地球儀 金属・ プラ 燃えないごみ
着火マン 金属・ プラ 燃えないごみ使いきり 、 ライターと共に小袋に入れて出す
チャイルド シート 金属・ プラ 粗大ごみ
茶ガラ 燃えるごみ
茶箱 木・ 金属 粗大ごみ
茶わん 陶器 燃えないごみ
注射器 病院や薬局に相談して下さい
チューイングガム ゴム 燃えるごみ
チューブ(食品、 歯磨き粉なプラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
チューブ(接着剤など) プラスチッ ク 燃えるごみ
チューブ(自転車) ゴム 燃えるごみ
調味料のびん びん びん 中身を完全に取り 除いき、 すすいで出す
チョ コレート の外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
チョ コレート のアルミ 箔 アルミ 燃えるごみ
彫刻刃 木・ 金属 燃えるごみ 危険なので刃先をテープで包む
チラシ 紙 資源（ 新聞） 新聞紙と共に束ねて出す
ちり 紙・ ティ ッ シュペーパ 紙 燃えるごみ
ちり と り （ 金属製） 金属 金属・ 鉄類
ちり と り （ プラ製） プラスチッ ク 燃えるごみ
使いきり カイロ 紙・ 炭等 燃えるごみ
使いきり カイロの外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
使い捨てライター 金属・ プラ 燃えないごみ使いきり 、 小袋に入れて出す
机(木製) 木 粗大ごみ
机(金属製) 金属・ プラ 粗大ごみ
漬け物のたる 木 燃えるごみ 中身を取り 除く 。 50㎝を超える場合は「 粗大ごみ」
漬け物(市販)の袋・ 容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
漬け物の石 石 燃えないごみ少量のみ
土 リ サイクルセンターへ直接搬入とする(ごみではあり ません)

つまよう じ 木 燃えるごみ
詰め替えパッ ク プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
爪切り 金属・ プラ 金属・ 鉄類
釣り 糸 プラスチッ ク 燃えるごみ
釣り 針・ おもり 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
釣り 竿 プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
ティ ーパッ ク 紙 燃えるごみ
Tシャツ 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
ティ ッ シュペーパーの箱 紙 資源（ 雑紙） ビニール部分を取り 除いて、 開いて出す
DVD プラスチッ ク 燃えるごみ
DVDプレイヤー 金属・ プラ 燃えないごみ
テーブル 木・ 金属 粗大ごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
手鏡 プラ・ ガラス燃えないごみ
手紙類 紙 燃えるごみ
デジタルカメ ラ 金属・ プラ 燃えないごみ
手帳 紙 燃えるごみ

処理しません
ち

処理しません

つ

収集しません

て



品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

鉄アレイ 金属 燃えないごみ
鉄筋
鉄パイプ
テニスボール ゴム 燃えるごみ
テニスラケッ ト 金属・ プラ 燃えないごみ
手拭き(弁当の付属品) 紙 燃えるごみ
手拭き(弁当の付属品)の外袋プラスチッ ク 資源(プラ )
手袋(革製) 革 燃えるごみ
手袋(ゴム・ 布製) ゴム・ 布 燃えるごみ
テレビ 家電リ サイクル法により 販売店等へ
テレビ台 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
テレホンカード プラスチッ ク 燃えるごみ
電灯(室内用)かさ 金属・ プラ 燃えないごみ
電気カミ ソリ 金属・ プラ 燃えないごみ
電気コード 金属・ プラ 燃えないごみ
電気スタンド 金属・ プラ 燃えないごみ
電気スト ーブ 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
電気ポッ ト 金属・ プラ 燃えないごみ
電気毛布 繊維・ 金属燃えないごみ
電気カーペッ ト 繊維・ 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
電球 ガラス・ 金属燃えないごみ
電子レンジ 金属・ プラ 燃えないごみ
電子オルガン・ ピアノ 金属・ プラ 粗大ごみ
天体望遠鏡 木・ 金属 粗大ごみ
電卓 金属・ プラ 燃えないごみ
電池 金属 燃えないごみ
電動歯ブラシ 金属・ プラ 燃えないごみ
電動工具 金属・ プラ 燃えないごみ家庭からのみ、 業務は産業廃棄物
天ぷら油 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませるか、 凝固させて出す
天ぷら鍋 金属 燃えないごみ
電話帳 紙 資源（ 雑誌） 束ねて出す
電話機 金属・ プラ 燃えないごみ
テント (布) 布 燃えるごみ
テント (金属) 金属 燃えないごみ
ド アー 家庭からのみ、 業務は産業廃棄物
土砂 リ サイクルセンターへ直接搬入とする(ごみではあり ません)

ト イレッ ト ペーパーの外袋プラスチッ ク 資源(プラ )
ト イレッ ト ペーパーの芯 紙 資源（ 雑紙） つぶして他の「 雑紙」 と共に束ねて出す
豆腐のパッ ク プラスチッ ク 資源(プラ )
灯油ポンプ プラスチッ ク 燃えるごみ
ト ースター ガラス・ 金属燃えないごみ
時計 金属・ プラ 燃えないごみ
戸棚 木・ ガラス 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ト タン板(金属) 金属 粗大ごみ
ト タン板(プラスチッ ク ) プラスチッ ク 粗大ごみ
土鍋 陶器 燃えないごみ
ド ライバー 金属・ プラ 燃えないごみ
ド ライヤー 金属・ プラ 燃えないごみ
鳥かご 金属 燃えないごみ
塗料缶 金属 燃えないごみ
ド リ ンクびん びん びん 中身を完全に取り 除いき、 すすいで出す
ド リ ンクびんのふた 金属 燃えないごみ
ト レイ (白色・ 食品) 発泡スチロール資源（ ト レイ） 洗って出す
ト レイ (白色以外のプラ製)プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
ド レッ シングの容器（ ガラス びん びん 中身を完全に取り 除いき、 すすいで出す
ド レッ シングの容器（ プラ製プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
ド レッ シングの容器（ PET製ペッ ト ボト ル資源（ PET） 中をすすいで出す
ナイフ 金属 燃えないごみ危険なので刃先をテープで包む

金属 燃えないごみ長さ 50cm以上は「 粗大ごみ」 に、 またはリ サイクルセン
ターへ直接搬入、 業者施工は産業廃棄物です

処理しません

と 収集しません
収集しません

多量の場合（ 5枚以上） はリ サイクルセンターへ直接搬
入、 業者施工は　 　 産業廃棄物です

な



品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

苗木用ポッ ト プラスチッ ク 燃えるごみ 土を取り 除いて出す
苗箱 プラスチッ ク 燃えるごみ 土を取り 除いて出す、 業務は産業廃棄物
長靴 ゴム 燃えるごみ
流し台 木・ 金属 粗大ごみ 業者施工は産業廃棄物です
納豆の容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
ナプキン 紙 燃えるごみ
鍋(金属・ ホーロー製) 金属 燃えないごみ
鍋(陶器・ ガラス製) ガラス 燃えないごみ
鍋やきう どんの容器 アルミ 燃えないごみ
生ごみ 生ごみ 燃えるごみ 水をよく 切ってから出す
生ごみ処理機 金属・ プラ 燃えないごみ
生花 草 草・ 枝 テープ・ 輪ゴムを取り 除いて出す
二段ベッ ド リ サイクルセンターへ直接搬入する
握り 寿司の仕切り (緑色のプラプラスチッ ク 燃えるごみ バラン
ニッ カド 電池 金属 燃えないごみ販売店ではリ サイクルされます
乳酸菌飲料の容器(紙製) 紙 資源（ 雑紙） 水ですすいで、 開いて束ねて出す
乳酸菌飲料の容器(プラ製)プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
人形(木・ プラ製) 木・ プラ 燃えるごみ
人形(陶器製) 陶器 燃えないごみ
人形ケース(ガラス製) ガラス 燃えないごみ
人形ケース(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
ぬいぐるみ 綿・ 繊維 燃えるごみ
布きれ 布 資源（ 布） 手ぬぐいより 小さい布は「 燃えるごみ」 に出す
ネガフィ ルム プラスチッ ク 燃えるごみ
ネクタイ 布 燃えるごみ
ねじ 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
ネッ ト (果物・ 野菜の包装)プラスチッ ク 資源(プラ )
寝袋(シュラフ ) 綿・ 繊維 燃えるごみ
練り わさび・ カラシのチュプラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
粘土 土 燃えないごみ
ノ ーカーボン紙(宅配便の伝 紙など 燃えるごみ
農機具 販売店に相談する
農業用ビニール 産業廃棄物のため、 農協に相談する
農業用飼料等袋 産業廃棄物のため、 農協に相談する
農薬 販売店に相談する
ノ ート 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類と共に束ねて出す
ノ ート パソコン 家電リ サイクル法により 販売店等へ
のこぎり 金属 燃えないごみ
のし袋 紙 燃えるごみ
灰（ スト ーブのもの） リ サイクルセンターへ直接搬入する
バーベキューコンロ 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
バイク 販売店に相談する
パイプイス 金属・ プラ 粗大ごみ
廃油(食用) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませるか、 凝固させて出す
廃油(エンジンオイルなど) 油 燃えるごみ 布・ 紙に染み込ませる。 家庭用少量のみ
バインダー(紙製) 紙 資源（ 雑紙） 金属部分は取り 除く
バインダー(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
はがき 紙 資源（ 雑紙） 燃えるごみとしてもかまわない
はく せい 皮など 燃えるごみ
バケツ(金属) 金属 燃えないごみ
バケツ(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
ハサミ 金属 燃えないごみ
はし (プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
はし (木製) 木 燃えるごみ
パソコン 家電リ サイクル法により 販売店等へ
バター・ マーガリ ンの容器プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
バター・ マーガリ ンの外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
肌着類(シャツなど) 布・ 革 資源（ 布） 袋に入れて出す
バッ グ(布・ 革・ プラ製) 布・ 革など 燃えるごみ 10cm以上の金具がある場合は「 燃えないごみ」

に 収集しません

ぬ

ね

の
処理しません
処理しません
処理しません
処理しません

処理しません

は 収集しません

処理しません

処理しません



品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

バッ テリ ー 販売店に相談する
発電機 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
バッ ト (野球用) 金属 燃えないごみ
発泡スチロールの緩衝材 プラスチッ ク 燃えるごみ
発泡スチロールの箱 プラスチッ ク 燃えるごみ
発泡スチロールの箱(業務) 産業廃棄物
発泡スチロールの皿( ト レイ発泡スチロール資源（ ト レイ） 白色のみ、 色付きは「 資源(プラ ) 」 に出す
バト ミ ント ンラケッ ト 金属・ プラ 燃えないごみ
花 草 草・ 枝 堆肥とするため、 ごみや石の混入が無いよう に
花苗のポッ ト プラスチッ ク 燃えるごみ 土を取り 除いて出す
花火 紙など 燃えるごみ 水でよく 濡らしてから出す
花火の外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
歯ブラシ プラスチッ ク 燃えるごみ
歯ブラシの包装パッ ク プラスチッ ク 資源(プラ )
歯磨き粉のチューブ(金属)金属・ プラ 燃えないごみ
歯磨き粉のチューブ(プラ製プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
刃物 金属 燃えないごみ危険なので刃先をテープで包む
バラン プラスチッ ク 燃えるごみ 緑色の飾り 仕切り （ 刺身など）
針 金属 燃えないごみガムテープに包んで出す
針金 金属 燃えないごみ丸めて出す
ばら線 金属 燃えないごみ丸めて出す、 業務は産業廃棄物
パンの袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
パンフレッ ト 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類と共に束ねて出す
ハンガー(金属) 金属 燃えないごみ
ハンガー(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
ハンガー(木製) 木・ 金属 燃えるごみ
ハンカチ 布 燃えるごみ
半紙(墨が付いたもの) 紙 燃えるごみ
ばんそう こう プラスチッ ク 燃えるごみ
ハンマー 木・ 金属 燃えないごみ
ピアニカ 金属・ プラ 燃えるごみ
ピアノ 販売店に相談する
ビー玉 ガラス 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
ビールびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
ビールケース プラスチッ ク 資源 集団回収、 販売店に出す
ビール缶 金属 空き缶
ひげそり 金属・ プラ 燃えないごみ
ビデオテープ プラスチッ ク 燃えるごみ
ビデオテープのケース プラスチッ ク 燃えるごみ
ビデオデッ キ 金属・ プラ 燃えないごみ
ビデオカメ ラ 金属・ プラ 燃えないごみ
ビニールシート プラスチッ ク 燃えるごみ
ビニール手袋 プラスチッ ク 燃えるごみ
ビニールホース プラスチッ ク 燃えるごみ
ビニール袋(商品の包装) プラスチッ ク 資源(プラ )
火鉢 陶器 燃えないごみ
ひも 繊維・ プラ 燃えるごみ
百科事典 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類と共に束ねて出す
肥料袋 プラスチッ ク 燃えるごみ 農業の方は、 農協に相談する
びん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
びんのふた 金属・ プラ 燃えないごみ
ファイル(文具)金属付 プラスチッ ク 燃えるごみ 金属部分は取り 除く
ファ イル(文具)金属なし プラスチッ ク 燃えるごみ
ファ ミ コンソフト プラスチッ ク 燃えるごみ
ファンヒーター 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
フィ ルム プラスチッ ク 燃えるごみ
フィ ルムのケース プラスチッ ク 燃えるごみ
プール(子供用ビニール) プラスチッ ク 燃えるごみ
封筒 紙 資源（ 雑紙） ビニール部分を取り 除く

処理しません

処理しません

処理しません

ふ

ひ



品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

フォーク (食器) 金属 燃えないごみ
フォーク (農具) 木・ 金属 粗大ごみ
ふきん 布 燃えるごみ
ふすま 半分に切り 、 沿岸南部に搬入する
フタ (金属製) 金属 燃えないごみ
フタ (プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
筆 竹・ 木等 燃えるごみ
筆入れ(ペンケース) 布・ プラ 燃えるごみ
筆入れ(ペンケース) 金属 燃えないごみ
仏壇 リ サイクルセンターへ直接搬入する
布団 綿・ 布 燃えるごみ 一枚づつ丸めてしばる。 一度には3枚まで
布団乾燥機 金属・ プラ 燃えないごみ
踏み台 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
フライパン 金属 燃えないごみ
ブラインド カーテン 金属・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ブラウン管式テレビ 家電リ サイクル法により 販売店等へ
ブラシ・ く し プラスチッ ク 燃えるごみ
プラスチッ クボト ル(ソースプラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
プラモデル プラスチッ ク 燃えるごみ
プラモデルの箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
ブランコ (幼児用) プラスチッ ク 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
プランター プラスチッ ク 燃えるごみ 土を取り 除いて出す
プリ ンのカッ プ プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
プリ ンの台紙 紙 資源（ 雑紙） 他の「 雑紙」 と共に束ねて出す
プリ ンター 金属・ プラ 燃えないごみ
古着 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
フロアマッ ト (自動車用) 布・ ゴム 燃えるごみ
風呂釜 金属 粗大ごみ 業者施工は産業廃棄物
ブロッ ク (おもちゃ) プラスチッ ク 燃えるごみ
ブロッ ク (レンガなど) 業務で発生するため、 産業廃棄物
フロッ ピーディ スク プラスチッ ク 燃えるごみ
風呂のふた プラスチッ ク 燃えるごみ
風呂マッ ト プラスチッ ク 燃えるごみ
風呂用すのこ板 木 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
文庫本 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類を束ねて出す
文鎮（ 書道） 金属 燃えないごみ
噴霧器（ 金属） 金属 燃えないごみ
噴霧器（ プラスチッ ク） プラスチッ ク 燃えるごみ
ヘアスプレーの缶 金属 空き缶 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
ベッ ド (金属) 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ベッ ド (木製) 木 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ペッ ト 小屋(金属製) 金属 粗大ごみ
ペッ ト 小屋(木・ プラ製) 木・ プラ 粗大ごみ
ペッ ト のト イレ砂(紙製) 紙 燃えるごみ
ペッ ト のト イレ砂(砂製) 砂 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
ペッ ト のふん 燃えるごみ
ペッ ト フード ペッ ト 食品 燃えるごみ
ペッ ト ボト ル ペッ ト ボト ル資源（ PET） すすいで、 ふたとラベルを取り 除く
ペッ ト ボト ルのふた・ ラベプラスチッ ク 資源(プラ )
ヘッ ド ホン 金属・ プラ 燃えないごみ
ベビーカー 金属・ プラ 粗大ごみ
ベビーバス プラスチッ ク 粗大ごみ
ベビーベッ ド 木・ プラ 粗大ごみ
ヘルスメ ーター 金属 燃えないごみ
ベルト 布・ 革 燃えるごみ 金属のバッ クルは外す
ベルト のバッ クル 金属 燃えないごみ

収集しません

処理しません

収集しません

収集しません
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

ヘルメ ッ ト プラスチッ ク 燃えるごみ
ペンキのスプレー缶 金属 空き缶 使いきり 、 穴を開け、 ガスを抜いてから出す
ペンキの空き缶 金属 燃えないごみ中身を完全に取り 除いて出す
ペンチ（ 工具） 金属 燃えないごみ
便器(陶器) 陶器 燃えないごみ業者施工は産業廃棄物
便座 金属・ プラ 燃えないごみ
弁当箱(アルミ 製) アルミ 燃えないごみ
弁当箱(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
弁当の容器(持ち帰り ) プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
ホイール(おかず入れ) アルミ 燃えるごみ
ホイルキャッ プ(タ イヤ用)金属・ プラ 燃えないごみ
ほう き 木など 燃えるごみ
芳香剤の缶 金属 空き缶 中身を完全に取り 除いて出す
芳香剤のびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
芳香剤の容器 プラスチッ ク 燃えるごみ
帽子 布など 燃えるごみ
包装紙 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
包丁 金属 燃えないごみ危険なので刃先を布ガムテープで包む
ホース ゴム 燃えるごみ
ホースリ ール(金属製) 金属 燃えないごみ
ホースリ ール(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
ボール(野球・ テニスなど) ゴム 燃えるごみ
ボール(ボウリ ング) プラスチッ ク 燃えるごみ
ボール紙 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
ボールペン プラスチッ ク 燃えるごみ
歩行器 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
ポケッ ト ティ ッ シュの袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
ボタン電池 金属 燃えないごみ販売店ではリ サイクルされます
ホチキスの針 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
ほ乳びん ガラス 燃えないごみ
ポッ ト 金属・ プラ 燃えないごみ
ホツト カーペッ ト 繊維・ 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ホッ ト プレート 金属 燃えないごみ
ポテト チッ プスなどの紙筒 紙 資源（ 雑紙） つぶして、 紙袋に入れるか、 束ねて出す
ポテト チッ プスなどの袋 プラスチッ ク 資源(プラ ) 細かいクズを捨てる
ポリ タンク プラスチッ ク 燃えるごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
ポリ バケツ プラスチッ ク 燃えるごみ
保冷剤 ゼリ ー 燃えるごみ
本(書籍) 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類を束ねて出す
本棚(木・ 金属製) 木・ 金属など 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
本箱(木・ 金属製) 木・ 金属など 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
マイク 金属 燃えないごみ
マウス(パソコン用) 金属・ プラ 燃えないごみ
マーカーペン プラスチッ ク 燃えるごみ
麻雀パイ プラスチッ ク 燃えるごみ
マーガリ ンの容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
マーガリ ン容器の外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
巻尺 金属・ プラ 燃えないごみ
まく ら 綿・ 布など 燃えるごみ
マグカッ プ 陶器 燃えないごみ
マグネッ ト (磁石) 金属・ プラ 燃えないごみ
マジッ クペン 金属・ プラ 燃えないごみ
マッ サージ機 金属・ プラ 粗大ごみ 50Kgを超える重量は、 リ サイクルセンターへ直接搬入とする

マッ チ 木 燃えるごみ 水でよく 濡らしてから出す
マッ ト レス(三枚折り ) 布・ プラ 燃えるごみ 一枚づつ切り 、 丸めてしばる。 一度には3枚まで
マッ ト レス(スプリ ング入り金属・ 布・ プラ 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する

ほ
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

まな板 木・ プラ 燃えるごみ
マニキュアのびん ガラス 燃えないごみ
魔法瓶 金属・ プラ 燃えないごみ
豆炭の灰（ 少量） 灰 燃えるごみ 多い場合はリ サイクルセンターへ直接搬入
マヨ ネーズのチューブ プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
万年筆 プラスチッ ク 燃えるごみ
マンガ本 紙 資源（ 雑誌） 雑誌類を束ねて出す
万歩計 金属・ プラ 燃えないごみ
みかんを入れたネッ ト プラスチッ ク 資源(プラ )
みかんを入れた袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
みかん箱 段ボール 資源（ 段ボール） 束ねて出す
ミ キサー ガラス・ 金属燃えないごみ
ミ シン 金属・ プラ 粗大ごみ
水まく ら ゴム 燃えるごみ
味噌の容器 プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
ミ ニコンポ 金属・ プラ 燃えないごみ
耳かき(金属製) 金属 燃えないごみ
耳かき(木・ プラ製) 木・ プラ 燃えるごみ
みり んの容器(プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
みり んの容器( PET製) ペッ ト ボト ル資源（ PET） すすいで、 ふたを取り 除く
みり んの容器(びん) びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
ミ ルクの缶 金属 空き缶
虫メ ガネ ガラス・ 金属燃えないごみ
虫かご プラスチッ ク 燃えるごみ
虫ピン 金属 燃えないごみ散乱の無いよう に小袋に入れて出す
蒸し器（ 金属製） 金属 燃えないごみ
蒸し器（ 木製） 木 燃えるごみ
名刺 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
名刺ケース プラスチッ ク 資源(プラ )
メ ガネ(プラ製) プラスチッ ク 燃えるごみ
メ ガネ(ガラス製) ガラス・ プラ燃えないごみ
メ ガネケース プラスチッ ク 燃えるごみ
目薬の容器 プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
目覚まし時計 金属・ プラ 燃えないごみ
メ ジャー(巻尺) 金属・ プラ 燃えないごみ
めんつゆ容器(プラ製) プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗って出す
めんつゆ容器( PET製) ペッ ト ボト ル資源（ PET） すすいで、 ふたを取り 除く
めんつゆ容器(びん) びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
毛布 毛・ 繊維 資源（ 布） 袋に入れて出す
モーター 金属 燃えないごみ業者施工は産業廃棄物
木炭の炭（ 少量） 灰 燃えるごみ 多い場合はリ サイクルセンターへ直接搬入
餅つき機 金属・ プラ 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
モッ プのふき取り 部分 布 燃えるごみ
モッ プの柄 金属 燃えないごみ半分に折って出す
モッ プの柄 木 燃えるごみ 半分に切って出す
物置(金属製) リ サイクルセンターへ直接搬入、 業者施工は産業廃棄物
物干し竿 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでにして出す
物干し竿の台 リ サイクルセンターへ直接搬入する
物干しハンガー 金属・ プラ 燃えないごみ
モルタル リ サイクルセンターへ直接搬入、 業者施工は産業廃棄物

やかん 金属 燃えないごみ
焼き鳥の串 竹 燃えるごみ 先を紙などで包んで折って出す
野球ボール ゴム 燃えるごみ
薬品類(農薬など) 販売店に相談する
野菜の外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
野菜などのネッ ト プラスチッ ク 資源(プラ )
ヤッ ケ プラスチッ ク 燃えるごみ
遊具類（ すべり 台・ ブランコプラスチッ ク 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
郵便受け 金属 燃えないごみ

み

む

め

も
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

浴衣 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
雪スコッ プ 木・ プラ 粗大ごみ
湯たんぽ（ 金属製） 金属 燃えないごみ
湯たんぽ（ プラ製） プラスチッ ク 燃えるごみ
湯飲み茶わん 陶器 燃えないごみ
湯沸し器 金属 燃えないごみ
洋服 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
ヨ ーグルト の容器（ 紙製） 紙 資源（ 雑紙） 洗ってから出す
ヨ ーグルト の容器（ プラ製プラスチッ ク 資源(プラ ) 洗ってから出す
浴槽 産業廃棄物
浴槽のふた プラスチッ ク 燃えるごみ
ライター（ 使いきり ） 金属・ プラ 燃えないごみ使いきり 、 小袋に入れて出す
ラケッ ト 金属・ プラ 燃えないごみ
ラジオ 金属・ プラ 燃えないごみ
ラジカセ 金属・ プラ 燃えないごみ
ラッ プ プラスチッ ク 燃えるごみ
ラッ プの芯 紙 資源（ 雑紙） つぶしてから紙袋に入れるか、 束ねて出す
ラッ プの外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
ラムネのびん（ ガラス） びん びん
ラムネのびん（ PET） ペッ ト ボト ル資源（ PET） すすいで、 ふたを取り 除く
ランチジャー プラスチッ ク 燃えるごみ
ランド セル 革 燃えるごみ
ランプ 金属・ プラ 燃えないごみ
リ ール（ 釣り 具） 金属・ プラ 燃えないごみ
リ コーダー（ 笛） プラスチッ ク 燃えるごみ
リ モコンスィ ッ チ 金属・ プラ 燃えないごみ
リ ヤカー リ サイクルセンターへ直接搬入する
リ ュッ クサッ ク 布 燃えるごみ

る ルーペ 金属・ ガラス燃えないごみ
冷蔵庫 家電リ サイクル法により 販売店等へ
冷凍庫 家電リ サイクル法により 販売店等へ
冷凍スト ッ カー 家電リ サイクル法により 販売店等へ
冷凍食品の袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
レコード 盤 プラスチッ ク 燃えるごみ
レシート 紙 燃えるごみ
レジ袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
レジャーシート プラスチッ ク 燃えるごみ
レト ルト 食品パッ ク プラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
レト ルト 食品外箱 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
レト ルト 食品外袋 プラスチッ ク 資源(プラ )
練炭の灰（ 少量） 灰 燃えるごみ 多い場合はリ サイクルセンターへ直接搬入
レンガ 業務で発生するため、 産業廃棄物
レンジ 金属 燃えないごみ 50cmを超える場合は「 粗大ごみ」 に出す
レンジ台 木・ 金属 粗大ごみ
ろ過紙（ コーヒー紙） 紙 燃えるごみ
ローソク ろう 燃えるごみ
ロープ（ 麻など） 繊維 燃えるごみ 漁業及び建設業は産業廃棄物
ロープ（ プラ製） プラスチッ ク 燃えるごみ 業務用は産業廃棄物
ローラースケート 金属・ プラ 燃えないごみ
ロッ カー 金属 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
ワイシャツの中台紙 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
ワイシャツの外装フィ ルムプラスチッ ク 資源(プラ )
ワイパー・ ゴム 金属・ ゴム燃えないごみ
ワイヤーロープ 金属 燃えないごみ業務用は、 産業廃棄物
ワインのびん びん びん フタを取り 除き、 中身を完全に取り 除いて出す
ワープロ 金属・ プラ 燃えないごみ
輪ゴム ゴム 燃えるごみ
ワゴン（ 手押し ） 金属・ プラ 粗大ごみ
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品　 　 　 目 素　 材 分別区分 出し 方・ 注意点など
ごみ分別区分早見表

わさび等が入ったチューブプラスチッ ク 燃えるごみ 汚れを取り 除く と資源(プラ )と なり ます
綿 綿 燃えるごみ
綿入り 衣類（ はんてんなど 綿・ 布 燃えるごみ
和ダンス 木 粗大ごみ 長さ 1. 5mまでのもの、 以上はリ サイクルセンターへ直接搬入

する
和服 布 資源（ 布） 袋に入れて出す
わら製品 わら 燃えるごみ
割り ばし 木 燃えるごみ
割り ばしの袋（ 紙製） 紙 資源（ 雑紙） 紙袋に入れるか、 束ねて出す
割り ばしの袋（ プラ製） プラスチッ ク 資源(プラ )
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