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アイスピック  処困 紙などに包んでください。

アイス枕（ジェル枕） 処困 
アイロン・アイロン台 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 飲料・食用油・食料品用（一斗缶より小さいもの） びん缶

空き缶
 食用以外の缶容器･一斗缶以上の大きさの缶 不燃 蚊取り線香・入浴剤・ワックス缶・一斗缶など

 オイル・塗料・シンナー用など 処困 
 スプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

足ふきマット
 布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。

 ●珪藻土 処困 
アタッシュケース 不燃 
アダプター  不燃 
油（食用）  可燃 市販の凝固剤で固めたり紙などに染み込ませてください。

油（食用）の容器
 プラスチック製 容プラ 

中身は使い切り、軽くすすいでください。
 びん・缶（一斗缶より小さいもの） びん缶 
あみ（虫取り用） 不燃 
網戸のあみ プラスチック製 他プラ 1m角程度に裁断してください。金属製のものは「燃やせないごみ」へ

アルバム  可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

アルミ製品（弁当容器･天ぷらガードなど） 不燃 
アルミホイル（アルミはく） 不燃 
安全カミソリ 処困 替刃はケースなどに入れて出してください。

安全靴  可燃 
安全ピン  処困 
アンテナ（BSを含む） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

石・砂・土  × 

衣装ケース  粗大 
板・板ぎれ・棒切れ・木片 可燃 
一輪車（遊具・スポーツ用） 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

一斗缶（家庭で不要になったもの） 不燃 

衣類
  

紙衣
 

衣類乾燥機・洗濯機 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

イルミネーション・電飾 不燃 コードは束ねてください。電球部分は「処理困難物」へ

入れ歯  不燃
イヤホン・ヘッドホン 不燃 
 プラスチック製 他プラ
印鑑 複合製品 不燃 
 象牙・木製 可燃 
インクカートリッジ（プリンター用） 処困 
インクリボン（FAX用など） 処困 
インスタント食品の袋・外装フィルム 容プラ 中身は使い切ってください。

植木鉢
 陶磁器製 処困 土をよく落として、紙などに包んでください。

 プラスチック製 他プラ 土をよく落としてください。

ウエットスーツ ゴム製 不燃 1m角程度に裁断してください。

浮き輪・浮き袋 塩化ビニル製 不燃 空気を抜いてください。

うちわ
 骨組みがプラスチック製 他プラ 

 骨組みが竹・木製 可燃 
腕時計  不燃 
梅酒（果実酒）びん（漬込み用に買ったもの） 処困 
運動靴・スニーカー 可燃
エアコン  家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

液体肥料の容器 家庭用 容プラ 
SDカード・XDカード・メモリーカード 不燃
  プラスチック製 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

絵の具の容器
 金属製 不燃

 

ＭＤディスク  不燃 ケースは「その他プラスチック」へ

LED電球・直管型LED 処困 
延長コード（室内用テーブルタップ） 不燃 
塩ビ管・塩ビ板  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

鉛筆・色鉛筆 可燃 
鉛筆削り機  不燃 

オアシス（生花用吸水性フォーム） 処困 
オイル・機械油 × 販売店・専門業者にご相談ください。

オイルエレメント（家庭で交換したもの） 処困
オイルヒーター 粗大 
オートバイ  × 販売店・専門業者にご相談ください。

オーブントースター・オーブンレンジ・電子レンジ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 ガラス・陶磁器製 処困 紙などに包んでください。

置物・飾り物 木・竹・象牙製 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃 

桶（おけ）
 プラスチック製 他プラ 

 木製 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

お玉 金属製・複合製品 不燃 
落ち葉・草・小枝 可燃 
おまる   他プラ 
おむつ・おむつカバー 可燃 汚物はトイレに流してください。

 紙・布・木製 可燃 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

おもちゃ
 プラスチック・セルロイド製 他プラ 

 
電池使用製品など 不燃 

オルガン   粗大 
オルゴール   不燃 
おろし器 プラスチック製 他プラ 

温度計
 水銀・アルコール・灯油使用 処困 割れないようケースなどに入れてください。

 デジタル 不燃 
カーテン   可燃
ガーデンライト 不燃 電球は取りはずして「処理困難物」へ 

カーペット・じゅうたん 粗大 40cm角程度に裁断したものは、「燃やせるごみ」へ

カーボン紙   可燃 
カーナビ   不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

貝がら   可燃 
害虫駆除剤の容器 処困 中身は必ず使い切ってください。

懐中電灯   不燃 
カイロ（使い捨てのもの） 処困 外袋は「容器包装プラスチック」へ

鏡   処困 
かぎ（鍵）   不燃

かご
 木製など 可燃 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 

かご 金属製・複合製品 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

かさ（傘）   不燃 しっかり束ね、指定ごみ袋に入れてください。（最大5本まで)

加湿器   不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 
紙製 紙衣

 

菓子箱
 木製 可燃 

 金属製（一斗缶より小さいもの） びん缶 一斗缶以上の大きさの菓子缶は「燃やせないごみ」へ

 プラスチック製(プラマークあり) 容プラ 
 プラスチック製(プラマークなし) 他プラ 
菓子袋 プラスチック製 容プラ 
ガスコンロ・ガステーブル・ガス台 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ガスストーブ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ガスマット アルミ製 不燃 
カセットテープ 処困 
カセット式コンロ 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

カセットボンベ 処困 
ガチャガチャの容器（カプセル） 容プラ 
活性炭  可燃 
カッターナイフ 処困 
 ナイロン･ポリエステル製 他プラ 金属部分は切り取って「燃やせないごみ」へ

 塩化ビニル･ゴム製 不燃 
 プラスチック製 容プラ 軽くすすいで、汚れを落としてください。

 紙製 可燃 
かつら・ウィッグ・付け毛 可燃 
カテーテル（在宅医療品に限る） 処困 
 苗ポット 容プラ 
 液体肥料の容器 容プラ 
 殺虫剤・除草剤の容器 処困 
家庭菜園 マルチフィルム・寒冷紗 処困 農業用は販売店・専門業者にご相談ください。

用品 土袋、腐葉土袋、肥料袋 処困 
 購入した土・腐葉土・肥料の残り × 
 苗ポット用トレイ 他プラ 
 プランター（プラスチック製） 他プラ 
かなづち  処困 
 スーツケース・キャリーバッグなど 不燃 
かばん・バッグ 塩化ビニル製 不燃 水着用バッグなど

 上記以外 可燃 

 飲料・食用油・食料品用（一斗缶より小さいもの） びん缶 

缶類
 食料品用以外の缶･一斗缶以上の大きさの缶 不燃 蚊取り線香・入浴剤・ワックス缶・一斗缶など

 オイル・塗料・シンナー用など 処困 
 スプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

寒冷紗・防虫シート（家庭菜園用） 処困 農業用は販売店・専門業者に相談してください。

キーボード
 パソコン用 不燃 

 楽器 粗大 
ギター  粗大

着物  紙衣

キャッシュカード・クレジットカード・ポイントカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

 プラスチック製 容プラ 
 金属製・複合製品 不燃 
 木・紙・コルク製 可燃 
キャリーバッグ・スーツケース 不燃
教科書  紙衣 ひもで束ねてください。

鏡台  粗大 
漁網  × 販売店・専門業者にご相談ください。

きり（工具） 処困 先端部を紙などに包んでください。

霧吹き プラスチック製 他プラ 金属部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ

銀がみ
 アルミ製（アルミホイル） 不燃 アルミホイル、包み紙等に「アルミ」の表示があるもの

 紙製 可燃 

金庫
 手さげ 不燃 

 大型金庫・耐火金庫 × 販売店・専門業者にご相談ください。

空気入れ  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

空気清浄機（エアコンを除く） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

クーラーボックス 他プラ 
くぎ  処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

草・落葉・小枝 可燃 
草刈機 電気式 粗大 エンジン付きのものは販売店・専門業者にご相談ください。

 金属製 処困 
切らずに、しっかり束ねてください。

 プラスチック製 他プラ 
櫛（くし）・ブラシ　プラスチック製 他プラ

 
 木製 可燃 先を折ってください。焼き鳥用など

串 プラスチック製 他プラ お弁当用など

 金属製 処困 
薬の残り 粉、顆粒、錠剤などの家庭用医薬品 可燃 液状のものは、紙などに染み込ませてください。

下駄 木製 可燃 

血圧計
 水銀計 処困 割れないよう布などで保護して、密閉して出してください｡

 デジタル式 不燃 
玄関マット 布製 可燃 
健康器具・機器一般 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

剣山  処困 紙などに包んでください。

工具類（ペンチ、スパナ、ドライバーなど） 処困 
合成皮革製品 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

 レンズがプラスチック製 不燃 ストラップ部分の材質がゴムやシリコンのもの

 レンズがガラス製 処困 
コードリール 処困 コードは収納してください。

コード類（延長コード、接続ケーブル） 不燃 
コーヒーメーカー 不燃 ガラス部分は紙などに包んで「処理困難物」へ

碁石（囲碁） 処困 
小型家電製品（家電リサイクル対象品・パソコン以外） 不燃 

ござ
 い草製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 
こたつ・天板  粗大 
コップ ガラス・陶磁器製 処困 
 木・竹製 可燃
ごみ箱 プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃
ゴム製品（ゴム手袋・ゴム長靴など） 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 

 金属製 不燃 
米袋・唐米袋（紙・麻製） 可燃 
コルク栓・コルク製品 可燃 
ゴルフクラブ・ゴルフバッグ 粗大 
ゴルフボール 処困 
コンクリートブロック（少量） 処困 1袋10kg程度に小分けにして出してください。

コンパクト（化粧用） 処困 
コンパス（文房具） 処困 先端部を紙などに包んでください。

梱包材・緩衝材 プラスチック製 容プラ 
座椅子  粗大 
  

処困
 

酒パック（内側が銀色） 可燃 内側が白色のものは、ひもで束ねて「古紙・衣類」へ

 プラスチック製 他プラ 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属がついているもの 不燃 
朱肉・スタンプ台 プラスチック製 他プラ
シュレッダー（家庭用） 不燃 
ジョイントマット（パズルマット） 他プラ 

消火器
  

×
 

 
プラスチック製 容プラ

 

 金属製スプレー缶 処困 中身は使い切って穴をあけてください。

浄水器  不燃 カートリッジは「処理困難物」へ

照明器具  不燃 

じょうろ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
食用油  可燃 市販の凝固剤で固めるか紙などに染み込ませてください｡

 プラスチック製 容プラ 
中身は使い切り、軽くすすいでください。

 びん・缶（一斗缶より小さいもの） びん缶 
食品トレイ（白色・色付） 容プラ 店頭回収しているお店もご利用ください。

除湿機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

除湿剤（使用後にゼリー状になるもの） 処困 
除湿剤（湿気取り）の容器 他プラ 中の水を捨て、よくすすいでください。

除草剤の容器（家庭用・家庭菜園用） 処困 
 陶磁器・ガラス製 処困 紙などに包んでください。

食器
 プラスチック製 他プラ メラミン食器、ポリプロピレン食器など

 紙製・木製・漆器類 可燃 串など鋭利なものは、先を折ってください。

 シリコン製・金属製・複合製品 不燃 鋭利なものは、紙などに包んで「処理困難物」へ

食器乾燥機・食器洗い機 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

シリコンスチーマー 不燃 
人工芝  他プラ  
新聞紙・チラシ・広告 紙衣 ひもで束ねてください。

新聞の雨よけ用プラスチック袋 容プラ 雨天時にかけられている袋

水槽
 ガラス製  処困 

45ℓの袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」へ
 ●プラスチック製 他プラ 

水中めがね
 レンズがプラスチック製 不燃 ストラップ部分の材質がゴムやシリコンのもの

 レンズがガラス製 処困 

水筒
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 

スプレー式消火具 処困 内部の薬剤を抜いて穴をあけてください。

ズボン  紙衣

スポンジ  他プラ 
炭  可燃 
スライサー  処困 
スリッパ  可燃 
清涼飲料水･ゼリー飲料のパック（パウチ） 容プラ 
生理用品  可燃 
セーター（毛糸） 可燃 
石鹸（固形） 可燃 
石こうボード  ×
接着剤の容器 処困 中身は使い切ってください。

セロハンテープ・セロハン紙 可燃 
セロハンテープの台 不燃 

洗剤容器
 紙製 可燃 計量スプーンは「その他プラスチック」へ

 プラスチック製 容プラ 「まぜるな危険」の表記のあるものは「処理困難物」へ

洗濯かご プラスチック製 他プラ 
洗濯機・衣類乾燥機 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

洗濯ネット  他プラ チャック部分が金属製の場合は切り取り「燃やせないごみ」へ

洗濯バサミ 金属がついているもの 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属がついているもの 不燃 

剪定枝
 多量 粗大 

 少量 可燃 
栓抜き  不燃 
扇風機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

洗面器 プラスチック製 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

造花  不燃 
掃除機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ソファー・ソファーベッド 粗大 

体温計
 水銀使用 処困 割れないようケースなどに入れてください。

 デジタル（電子体温計） 不燃 
体重計  不燃 
タイヤ（自動車・バイク用） × 
タイル 少量 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

ダイレクトメールの袋 他プラ

 木製・竹製  可燃 

調理器具
 プラスチック製 他プラ 

 陶磁器製・ガラス製 処困 紙などに包んでください。

 シリコン製・金属製・複合製品 不燃 包丁など鋭利なものは、紙などに包んで「処理困難物」へ

チョーク  可燃 
チラシ・広告・新聞紙 紙衣 ひもで束ねてください。

ちりとり プラスチック製 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

杖
 竹・木製 可燃 
 金属製・複合製品 不燃 
使い捨てカイロ 処困 外袋は「容器包装プラスチック」へ

使い捨てライター（その他着火具を含む） 処困 中身は使い切ってください。

机  粗大 
漬物石（人工のもの） 処困 

土・石・砂  ×
 

土袋・腐葉土袋（家庭菜園用） 処困 
つぼ  処困 
つめ切り  処困 
釣り糸  処困 

釣り竿
 竹製 可燃 

 上記以外 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

釣り針・釣り錘（鉛製） 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

DVDディスク・ケース 他プラ 
DVDプレーヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

Tシャツ  紙衣

ティッシュペーパーの箱 紙衣
 

テープ類
 ビデオ・カセット・8ミリなど 処困 

 ガムテープ・セロハンテープなど 可燃 
テーブル  粗大 
テーブルクロス 不燃

デジタルカメラ 不燃
 

デスクマット 不燃 
デッキブラシ・棒ずり 不燃 
鉄の塊（鉄アレイ・ダンベルなど） 処困 

灯油ポンプ
 プラスチック製 他プラ 

 電動式 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

トースター  不燃 
毒劇物・毒劇物の容器 × 販売店・専門業者にご相談ください。

時計  不燃
 

登山靴  可燃 
土鍋  処困 紙などに包んでください。

土のう袋  他プラ 
ドライバー（工具） 処困 
ドライヤー・ヘアードライヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ドラム缶  × 販売店・専門業者にご相談ください。

塗料（ペンキ、ラッカーなど） × 販売店・専門業者にご相談ください。

塗料のスプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

塗料の容器（缶・びん製） 処困 中身を使い切って、必ず「ふた」をはずしてください｡

トロフィー  不燃 
ナイフ類  処困 紙などに包んでください。

苗ポット（園芸用・家庭菜園用） 容プラ 
長ぐつ  不燃 
なた  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

ナップサック 可燃 
鍋（金属鍋・ほうろう鍋など） 不燃 
生ごみ処理機（電気式） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 トタン・塩化ビニル製・ポリカーボネイト製 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

波板 
スレート 処困

 

なわとび 塩化ビニル製 不燃 持ち手が木製、ロープが綿のものは「燃やせるごみ」へ

人形 プラスチック製 他プラ 
人形ケース ガラス製 処困 
 中身が布・綿・羽毛など 可燃 
ぬいぐるみ 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
 電動式（電池で動くもの） 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

布・布くず・布切れ・布袋 可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

ネクタイ  可燃 
猫砂・猫シート（ペット用トイレの砂・シート） 可燃 
値札  紙衣
粘土  可燃 

発煙筒  × 販売店・専門業者にご相談ください。

 スーツケース・キャリーバッグなど 不燃 
 塩化ビニル製 不燃 水着用バッグなど

 上記以外のもの 可燃 
バッテリー  × 
 木製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせるごみ」へ

 金属製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

発泡スチロール（緩衝材・梱包材） 容プラ 
発泡スチロール製品（クーラーボックスなど） 他プラ 
 鳥羽 可燃 

ゴムの部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 
花火・クラッカー 可燃 水で湿らせてください。

歯ブラシ  他プラ 
歯磨きチューブ 容プラ 中身は使い切って、軽くすすいでください。

刃物  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

針（縫い針・釣り針・むしピン） 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

針金  処困 

バリカン  不燃
 

ハンガー
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
ばんそうこう（ガーゼ付粘着テープ） 可燃 
ハンドバッグ 革製 可燃 
パンフレット・カタログ 紙衣 ひもで束ねてください。

ピアノ（グランドピアノ・アップライトピアノ） × 
ピアニカ  不燃
びー玉  処困 
Ｐ箱（ビールケースなど） × 販売店に返却してください。

ＰＰバンド（商品の梱包用ポリバンド） 他プラ 1ｍ程度に裁断してください。

ビデオカメラ 不燃
 

ビデオテープ 処困 
ビデオデッキ 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

火鉢
 陶磁器製 処困 

 金属製 不燃 

ひも
 布・紙・麻製 可燃 小さく束ねるか、40cm程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ 

筆ペン  他プラ 
布団  粗大 40cm角程度に裁断できるものは「燃やせるごみ」へ

布団乾燥機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

布団たたき プラスチック製 他プラ 木製のものは「燃やせるごみ」へ

布団バサミ
 プラスチック製 他プラ 

 金属がついているもの 不燃 
布団袋・布団圧縮袋 不織布・プラスチック製 他プラ 1m角程度に裁断してください。

フライパン  不燃 
 

プラスチック製 他プラ
 

プラモデル（プラスチック模型） 他プラ 

プランター
 プラスチック製 他プラ 

 陶磁器製 処困 
プリンター（家庭用) 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ブルーシート 他プラ 
ブルーレイディスク・ケース 他プラ 

ブロック
 コンクリート 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

 プラスチック製おもちゃ 他プラ 
フロッピーディスク 不燃 ケース（入れ物）は「その他プラスチック」へ

風呂のふた プラスチック製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「その他プラスチック」へ

風呂マット プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 紙製・木製 可燃 付箋、鉛筆、毛筆など

文房具
 プラスチック製 他プラ 

 ゴム製・金属製・複合製品 不燃 ホチキス、鉛筆削り、ボールペン、万年筆など。

 鋭利なもの・長尺・粘液状類 処困 
噴霧器（手動式・電気式） 不燃 
ヘアピン  処困 
ベッド  粗大 「ベッドマット」は別に収集料金がかかります。

ベッドマット  粗大 「ベッド」本体は別に収集料金がかかります。

ペットボトル
 飲料・しょうゆなど ペット 

 切れている・汚れが落ちない 他プラ 
ペット製ボトル（プラマークがついたもの） 容プラ 
ペットボトルキャップ 容プラ 
ペットボトルラベル 容プラ 「ペットボトル」3ページをご参照ください。

ヘッドホン・イヤホン 不燃 
ペット用トイレの砂・シート 可燃 
ベニヤ板・コンパネ板 可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ホチキスの針 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

ポット(湯沸し用)・魔法びん 不燃 
ホットカーペット 粗大 1ｍ角程度に裁断したものは、｢燃やせないごみ」へ

ホットカーラー（ヘアカーラー） 不燃 
ホットプレート 不燃 
哺乳びん プラスチック製 他プラ 
ポリタンク・ポリ製容器 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ポリ袋  他プラ 
保冷剤（ジェルタイプ） 処困 
保冷バッグ   不燃
ホワイトボード 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ポンプ プラスチック製 他プラ 電気式は「燃やせないごみ」へ

本類（文庫本・書籍・雑誌） 紙衣 ひもで束ねてください。

麻雀碑（マージャンぱい） 不燃 
マウス  不燃
マグネット・磁石 処困

まくら
 中身がそば殻・綿・羽毛など 可燃 

 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
マジックペン（文房具） 他プラ
マスク・使い捨てマスク 可燃 
マッサージ椅子（電動式） 粗大 
マッサージ機 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

マッチ  可燃 水で湿らせてください。

マットレス  粗大 

まな板
 木製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 
マニキュアの容器 処困 中身を使い切って、必ず「ふた」をはずしてください｡

マフラー   可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

魔法びん・ポット(湯沸し用) 不燃 

  容プラ
 

マルチフィルム（家庭菜園用） 処困 農業用は販売店・専門業者にご相談ください。

ミキサー・ジューサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

ミシン  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ｡

水枕 ゴム・シリコン製 不燃 
耳かき  可燃 金属が付いてるものは「燃やせないごみ」へ

虫めがね レンズがプラスチック製 他プラ 持ち手などに金属が含まれていれば「燃やせないごみ」へ
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画びょう  処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

 ガラス・陶磁器製 処困 紙などに包んでください。

花びん 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

壁紙
 紙・布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。

 塩化ビニル製・不燃性 不燃 1m角程度に裁断してください。

鎌（かま）  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

紙おむつ  可燃 汚物はトイレに流してください。

紙コップ・紙皿 可燃 
髪染めの容器 処困 中身を使い切って、「ふた」をはずしてください。

カミソリ  処困 刃先を紙などに包んでください。

紙パック（牛乳パックなど） 紙衣 

紙袋  紙衣

紙やすり・サンドペーパー 可燃 

紙容器（紙製容器包装）・紙箱 紙衣
 

ガムテープ  可燃 
カメラ  不燃 
カラーボックス 粗大 
ガラス製品・ガラス食器（破片も含む） 処困 
 食品、飲料、家庭医薬品が入っていたもの びん缶 
 農薬、毒劇物が入っていたもの × 販売店・専門業者にご相談ください。

 上記以外の物が入っていたもの 処困 入浴剤のびん、芳香剤のびんなど

 びんを商品として購入したもの 処困 梅酒(果実酒)びん(漬込み用に買ったもの)、哺乳びんなど

軽石  処困 
カレンダー  紙衣 金属部分は「燃やせないごみ」へ

革製品（バッグ、ベルト、財布など） 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

皮むき器・ピーラー 処困 
瓦（少量）  処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

換気扇カバー・フィルター 不織布 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

缶切り  処困 
緩衝材・梱包材 プラスチック製 容プラ 
乾燥剤・脱酸素剤 処困 
乾電池（マンガン・アルカリ電池など） 処困 充電できない使い捨ての電池

感熱紙（レシートなど） 可燃 

 プラスチック製（錠剤シートなど） 容プラ 
薬の容器 びん製（錠剤びんなど） びん缶 家庭用医薬品に限ります。

 金属製（塗り薬などのチューブ） 不燃 
口紅ケース プラスチック製 容プラ 
口紅の残り  可燃 
 底に金属を含むもの 不燃 スパイク靴、スケート靴、スキー靴など

靴・はきもの 全体がゴムでできているもの 不燃 長ぐつなど

 上記以外のもの 可燃 運動靴、革靴、スニーカー、登山靴など

くつした  可燃 

クッション
 中身が布・綿・羽毛など 可燃 

 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
クラッカー（パーティー用）・花火 可燃 水で湿らせてください。

クリーニング袋 他プラ 
車椅子  粗大 
クレジットカード・キャッシュカード・ポイントカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

クレヨン  可燃 
グローブ・ミット（野球用皮製） 可燃 
グロー球（点灯管） 処困 割れないよう包装ケースなどに入れてください。

くわ（金属部分） 処困 
くん煙殺虫剤の容器 処困 煙を室内に充満させ、害虫を駆除する薬剤の容器

軍手  可燃
蛍光管（直管・環形・電球形） 処困 
蛍光ペン（文房具）  他プラ プラマークがあるものは「容器包装プラスチック」へ

携帯電話・スマートフォン 不燃
 

毛糸・毛糸製品（セーター等） 可燃 

ゲーム機（テレビゲーム機・携帯ゲーム機） 不燃
 

ゲームソフト（カセット式） 不燃 
消しゴム プラスチック製 他プラ 
 プラスチック製 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

 びん、缶 びん缶 
 陶磁器 処困 中身は使い切り、軽くすすいで、紙などに包んでください｡

 木・竹・布製 可燃 

化粧用具
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
 鏡が付いているもの 処困 コンパクトなど

雑誌  紙衣 ひもで束ねてください。

殺虫剤の容器（家庭用） 処困 
座布団  可燃 
皿 陶磁器製 処困 
ざる 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 
 金属製 不燃 

サングラス
 レンズがプラスチック製 不燃 全体がプラスチック製のものは「その他プラスチック」へ

 レンズがガラス製 処困 
サンダル・ぞうり 可燃 全体がゴムでできているものは「燃やせないごみ」へ

サンドペーパー・紙やすり 可燃 
三輪車  粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

シーツ  可燃 40cm角程度に裁断してください。

ＣＤディスク・ケース 他プラ 
ＣＤプレーヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します｡ 
磁石・マグネット 処困 
下着類  可燃 
下敷き（文房具) プラスチック製 他プラ 
七輪  処困 45ℓの袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」へ

湿布薬  可燃 保護フィルムは「その他プラスチック」へ

自転車  粗大 
自動車（バイク含む）部品 × 販売店・専門業者にご相談ください。

芝刈り機（人力・電気式） 粗大 エンジン付きのものは販売店・専門業者にご相談ください。

シャープペンシル（文房具） 不燃 
写真  可燃 
写真フィルム（ネガ） 他プラ 金属製の容器に入っている状態のものは「燃やせないごみ」へ

シャベル・スコップ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

しゃもじ
 木製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 

ジャンパー  紙衣

シャンプー・リンスのボトル容器 容プラ 中身を使い切り、軽くすすいでください。

シャンプー・リンスの詰め替え用パウチ 容プラ 
じゅうたん・カーペット 粗大 40cm角程度に裁断したものは、「燃やせるごみ」へ

充電器（携帯電話用など） 不燃 
充電式電池  × 
ジューサー・ミキサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

炊飯器  不燃 

スーツ  紙衣

スーツケース・キャリーバッグ 不燃 

スカート  紙衣

スキー板・ストック 粗大 

スキーウェア
 

紙衣
 

スキー靴・スケート靴・スパイク靴 不燃 底などに金属を含むもの

スケートボード 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

スコップ・シャベル 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

すずり  処困 プラスチック製は「その他プラスチック」へ

 木製 可燃 
 プラスチック製 他プラ 
スタンプ 木製 可燃 
スタンプ台・朱肉 プラスチック製 他プラ 
スティックのりの容器 容プラ 中身は使い切ってください。

ステレオ・コンポ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ストーブ
 電気・ガス 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 灯油 粗大 灯油は抜いてください。電池は取りはずして「処理困難物」へ

ストーマ袋（在宅医療品） 処困 
ストッキング 可燃 
ストロー  他プラ 

砂・土・石  ×
 

砂時計  処困 
スニーカー・運動靴 可燃
スノーボード 粗大 

すのこ
 木製 可燃 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 
スパナ（工具） 処困 
スピーカー  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ 
 木・竹製 可燃 
スプーン プラスチック製（コンビニ用など） 他プラ コンビニ用などのスプーンの外袋は「容器包装プラスチック」へ

 金属製 不燃 
スプレー缶  処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

ダウンジャケット 紙衣

タオル・タオルケット 可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

竹製清掃用具（ほうき、がんぜきなど） 可燃 
たたみ  粗大 
脱酸素剤・乾燥剤 処困 
脱臭剤の容器（冷蔵庫・下駄箱用など） 容プラ 
タッパー（プラスチック製密閉容器） 他プラ 
 プラスチック製 容プラ 
卵パック 

紙製 紙衣
 

たらい
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 
たわし 亀の子たわし（植物繊維製） 可燃 
 金属製 不燃 
ダンベル  処困 
段ボール  紙衣 ひもで束ねてください。

 金属製 処困 
切らずに、しっかり束ねてください。

 プラスチック製 他プラ 
地球儀  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 プラスチック製 他プラ 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属がついているもの 不燃 
茶碗 陶器 処困 
注射器・注射針 × 医療機関などへご相談ください。

 
わさび用などのプラスチック製 容プラ

 

チューブ
 

塗り薬・絵の具などの金属製 不燃
 
彫刻刀  処困 刃先を紙などに包んでください。

 
 容プラ

 紙パック製 紙衣 
 ガラス製・金属製 びん缶 
 プラマークがあるもの 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください｡

 ペットボトルマークがあるもの ペット 
 陶磁器製 処困 軽くすすいで、紙などに包んでください。

 布、毛糸など 可燃
手袋 プラスチック製 他プラ 「使い捨ての薄手の手袋」など

 ゴム製 不燃
テレビ  家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

テレビ台  粗大 
電気あんか  不燃 
電気カーペット・電気毛布 粗大 
電気蚊取り器 不燃 薬剤の容器は、使い切って取りはずし「処理困難物」へ

電気カミソリ・電気シェイバー 不燃 
電気コード・電気ケーブル 不燃 
電気スタンド 不燃 
電気ポット  不燃 
電球  処困 割れないようケースなどに入れてください。

電子オルガン・電子ピアノ 粗大 
電子辞書・電子手帳・電子書籍端末 不燃 

電子タバコ  小型家電

電飾・イルミネーション 不燃 コードは束ねてください。電球部分は「処理困難物」へ

電子レンジ・オーブンレンジ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

電卓  不燃 

電池
 充電式 × 

 乾電池・リチウム・ボタン 処困 
テント・タープテント 不燃 
電動車椅子・電動カート × 販売店・専門業者にご相談ください。

電動機付き自転車 粗大 
電動工具  不燃 刃物類は取りはずして「処理困難物」へ

電動歯ブラシ 不燃 
電話機・ファックス（家庭用） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

電話帳  紙衣 ひもで束ねてください。

樋（とい）  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

砥石（といし） 処困 
トイレットペーパーの芯 紙衣
トイレブラシ 他プラ 汚れは落としてください。

陶磁器類  処困 紙などに包んでください。

籐製品  可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

灯油の残り  × 販売店・専門業者にご相談ください。

灯油ポリタンク 他プラ 灯油は抜いて乾かし、ふたをはずしたまま出してください｡

農機具  × 販売店・専門業者にご相談ください。

農業用ビニール・農業用マルチフィルム × 販売店・専門業者にご相談ください。

農薬・農薬の容器 × 販売店・専門業者にご相談ください。

ノート  紙衣 ひもで束ねてください。

のこぎり  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

のみ（大工道具） 処困 刃の部分は紙などに包んでください。

海苔のびん  びん缶 
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ハーモニカ  不燃 
灰（火鉢やかまどなどの少量のもの） 処困 湿らせてください。

バイク  × 販売店・専門業者にご相談ください。

灰皿
 陶磁器製・ガラス製 処困 

 金属製・複合製品 不燃 
パイプハンガー 粗大 

廃油
 オイル・機械油 × 販売店・専門業者にご相談ください。

 廃食用油 可燃 市販の凝固剤で固めたり、紙などに染み込ませてください。

はかり  不燃 

バケツ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製 不燃 
 木製 可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 紙製 紙衣 
 金属製(一斗缶より小さい食品の缶) びん缶 
  

不燃

 プラスチック製（プラマークあり） 容プラ 
 プラスチック製（プラマークなし） 他プラ 
 ガラス製 処困 
はさみ  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

箸（はし）
 木・竹製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 

バスマット
 布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。  

 珪藻土 処困  
パズルマット（ジョイントマット） 他プラ 
 メーカー製 × 
パソコン  

×

パソコンデスク・パソコンラック 粗大 

漂白剤容器
 ｢まぜるな危険」の記載がないもの 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

 ｢まぜるな危険」の記載があるもの 処困 中身を使い切ってください。

 布製 可燃
 アルミ製 不燃 1m角程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ
肥料袋（家庭菜園用） 処困 
 食品、飲料、飲み薬が入っていたもの びん缶 

びん
 農薬、毒劇物が入っていたもの × 販売店・専門業者にご相談ください。

 上記以外の物が入っていたもの 処困 入浴剤のびん、芳香剤のびんなど

 びんを商品として購入したもの 処困 梅酒（果実酒）びん（漬込み用に買ったもの）、哺乳びんなど

ファイル プラスチック製 他プラ 
ファックス（家庭用） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

 電気・ガス 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 灯油 粗大 電池は取りはずして「処理困難物」へ

フィルム（ネガ） 他プラ 金属製の容器に入っている状態のものは「燃やせないごみ」へ

フィルムケース プラスチック製 容プラ 
風船（ゴム製） 不燃 紙製は「燃やせるごみ」へ

ブーツ（靴）  可燃 

封筒  紙衣

フードプロセッサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

プール（家庭・子供用） 塩化ビニル製 不燃 
 木・竹製 可燃
笛 プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃
 木・竹製 可燃 
 プラスチック製（コンビニ用など） 他プラ コンビニ用などのフォークの外袋は「容器包装プラスチック」へ

 金属製 処困 

服
 毛糸製品、下着類、汚れ・破れた物 可燃 

 上記以外のもの 紙衣 ひもで束ねてください。

不織布  他プラ
 プラスチック製 容プラ 
 金属製・複合製品 不燃 
 木・紙・コルク製 可燃 
 ●ガラス製 処困
仏壇  × 販売店・専門業者にご相談ください。

筆（毛筆） 木軸、竹軸 可燃 

ベビーカー（乳母車） 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

ベビーバス  他プラ 
ベビーベッド  粗大 

ベルト
 布・革・合成皮革製 可燃 金属部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ

 塩化ビニル製 不燃 
ヘルメット（家庭用） 不燃 
ペン（蛍光ペン・筆ペンなど） プラスチック製 他プラ 

便座
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 温水洗浄便座・保温便座 不燃 
ペンチ（工具） 処困 
弁当容器（コンビニ弁当などの容器） 容プラ 軽くすすいで、汚れを落としてください。

弁当箱 プラスチック製 他プラ 
ポイントカード・クレジットカード・キャッシュカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

 レンズがプラスチック製 不燃 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 レンズがガラス製 処困 
ほうき（複合製品） 不燃 

芳香剤の容器 プラスチック製 容プラ 

帽子  可燃 

包装紙  紙衣
 

防虫剤の容器（吊り下げ型など） 容プラ
 

包丁  処困 紙などに包んでください。

棒ずり・デッキブラシ 不燃 
ほうろう製品 不燃 

ホース・ホースリール 処困
 

ポータブルトイレ 他プラ 

ボール
 中まで詰まったボール 処困 ゴルフボール・硬式野球の球・ボウリングの球など

 上記以外のもの 不燃 空気は抜いてください。卓球の球は「その他プラスチック」へ

ボールペン  不燃 
歩行器  粗大 
ボタン電池  処困 店頭回収している家電小売店や書店などもご利用ください｡

補聴器  不燃
 

ホチキス  不燃 

●

●

●

●

■

●

虫めがね レンズがガラス製 処困 
 プラスチック製 容プラ プラマークがないものは「その他プラスチック」へ

 金属製 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

めがね
 レンズがプラスチック製 不燃 全体がプラスチック製のものは「その他プラスチック」へ

 レンズがガラス製 処困 
 革製 可燃
めがねケース プラスチック製 他プラ
 金属製・複合製品 不燃
メジャー（巻尺） 処困 全長1ｍ以内のものは「燃やせないごみ」へ

メモリーカード・SDカード・XDカード 不燃
毛布  粗大 40cm角程度に裁断したものは「燃やせるごみ」へ

木製品一般  可燃 
 多量 粗大 
 少量 可燃 
物置  粗大 解体した状態で、パネルの大きさが2㎡以下のものに限ります。

物干し竿  粗大 
物干し台（コンクリートタイプ） 粗大 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属がついているもの 不燃 
やかん  不燃 
野菜ネット・果物ネット 容プラ 玉ねぎやみかんなどが入っていたネット

USBメモリ  不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

湯たんぽ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品・電気式 不燃 
 木製 可燃 
 プラスチック製 他プラ 
ライター（その他着火具を含む） 処困 中身は使い切ってください。

ラケット
 木製 可燃 

 金属製・カーボン製・複合製品 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ラジオ・ラジカセ 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

 
家庭で使用するもの 他プラ 

ラップ
 商品を包んでいたもの 容プラ 
ラムネびん   びん缶 中のびー玉は入れたまま「びん・缶類」へ

ランドセル  可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

リール（釣具） 不燃 釣り糸、釣り針、釣り錘（鉛製）は「処理困難物」へ

リコーダー  他プラ

■印は熊毛地域のみ分別が変更となったもの　●印は新規掲載

リモコン  不燃 
リュックサック 可燃 
旅行カバン（スーツケース・キャリーバッグなど） 不燃 
ルーター   不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

冷却ジェルシート（発熱時に貼って使うもの） 可燃 
冷蔵庫・冷凍庫 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

レコード盤  不燃 レコードジャケットは「古紙・衣類」へ

レジ袋  容プラ 
レジャーシート 他プラ 1m角程度に裁断してください。

レトルトパック（レトルト食品の容器） 容プラ
 
レンガ（少量） 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

ロウソク  可燃 
 木綿・麻製など 可燃 小さく束ねるか、40cm角程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ 
ローラースケート 不燃 
ワープロ（ワードプロセッサー） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ワイシャツ  紙衣

ワイシャツ等の台紙 紙衣

輪ゴム  不燃 
綿（わた）・綿入れ 可燃 
 プラスチック製 容プラ 
 金属製 不燃 中身は使い切ってください。

和服  紙衣
 

汚れはできるだけ取り除いてください。
外箱は「古紙・衣類｣､芯は「燃やせるごみ」、金属刃は
「処理困難物」へ

汚れを落とせた場合は「容器包装プラスチック」へ
汚れを落とせない場合は「燃やせるごみ」へ

卓球ラケットのラバーは、はがして「燃やせないごみ」へ
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

よしず・
すだれ

40cm角程度に裁断してください。
裁断できないものは「粗大ごみ」へ
1ｍ角程度に裁断してください。
裁断できないものは「粗大ごみ」へ

虫除け
スプレー

木片・
板切れ

物干し
ハンガー

金属部分などは取りはずして「燃やせないごみ」へ
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
1本の長さが１m太さ20cm以内で、枝張り60cm以
内の束にしてください。
長さ40cm太さ5cmまでのものに限ります。
一回に出せるのは、指定ごみ袋3袋までです｡

プラスチック製で中に土や水を入れるのものは、土や
水をよく出してから「その他プラスチック」へ

小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。
ケースは「その他プラスチック」へ



ワ

ラ

品　名 区分 備　考
リ

ル

ロ

レ

ワ

アイスピック  処困 紙などに包んでください。

アイス枕（ジェル枕） 処困 
アイロン・アイロン台 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 飲料・食用油・食料品用（一斗缶より小さいもの） びん缶

空き缶
 食用以外の缶容器･一斗缶以上の大きさの缶 不燃 蚊取り線香・入浴剤・ワックス缶・一斗缶など

 オイル・塗料・シンナー用など 処困 
 スプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

足ふきマット
 布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。

 ●珪藻土 処困 
アタッシュケース 不燃 
アダプター  不燃 
油（食用）  可燃 市販の凝固剤で固めたり紙などに染み込ませてください。

油（食用）の容器
 プラスチック製 容プラ 

中身は使い切り、軽くすすいでください。
 びん・缶（一斗缶より小さいもの） びん缶 
あみ（虫取り用） 不燃 
網戸のあみ プラスチック製 他プラ 1m角程度に裁断してください。金属製のものは「燃やせないごみ」へ

アルバム  可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

アルミ製品（弁当容器･天ぷらガードなど） 不燃 
アルミホイル（アルミはく） 不燃 
安全カミソリ 処困 替刃はケースなどに入れて出してください。

安全靴  可燃 
安全ピン  処困 
アンテナ（BSを含む） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

石・砂・土  × 

衣装ケース  粗大 
板・板ぎれ・棒切れ・木片 可燃 
一輪車（遊具・スポーツ用） 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

一斗缶（家庭で不要になったもの） 不燃 

衣類
  

紙衣
 

衣類乾燥機・洗濯機 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

イルミネーション・電飾 不燃 コードは束ねてください。電球部分は「処理困難物」へ

入れ歯  不燃
イヤホン・ヘッドホン 不燃 
 プラスチック製 他プラ
印鑑 複合製品 不燃 
 象牙・木製 可燃 
インクカートリッジ（プリンター用） 処困 
インクリボン（FAX用など） 処困 
インスタント食品の袋・外装フィルム 容プラ 中身は使い切ってください。

植木鉢
 陶磁器製 処困 土をよく落として、紙などに包んでください。

 プラスチック製 他プラ 土をよく落としてください。

ウエットスーツ ゴム製 不燃 1m角程度に裁断してください。

浮き輪・浮き袋 塩化ビニル製 不燃 空気を抜いてください。

うちわ
 骨組みがプラスチック製 他プラ 

 骨組みが竹・木製 可燃 
腕時計  不燃 
梅酒（果実酒）びん（漬込み用に買ったもの） 処困 
運動靴・スニーカー 可燃
エアコン  家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

液体肥料の容器 家庭用 容プラ 
SDカード・XDカード・メモリーカード 不燃
  プラスチック製 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

絵の具の容器
 金属製 不燃

 

ＭＤディスク  不燃 ケースは「その他プラスチック」へ

LED電球・直管型LED 処困 
延長コード（室内用テーブルタップ） 不燃 
塩ビ管・塩ビ板  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

鉛筆・色鉛筆 可燃 
鉛筆削り機  不燃 

オアシス（生花用吸水性フォーム） 処困 
オイル・機械油 × 販売店・専門業者にご相談ください。

オイルエレメント（家庭で交換したもの） 処困
オイルヒーター 粗大 
オートバイ  × 販売店・専門業者にご相談ください。

オーブントースター・オーブンレンジ・電子レンジ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 ガラス・陶磁器製 処困 紙などに包んでください。

置物・飾り物 木・竹・象牙製 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃 

桶（おけ）
 プラスチック製 他プラ 

 木製 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

お玉 金属製・複合製品 不燃 
落ち葉・草・小枝 可燃 
おまる   他プラ 
おむつ・おむつカバー 可燃 汚物はトイレに流してください。

 紙・布・木製 可燃 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

おもちゃ
 プラスチック・セルロイド製 他プラ 

 
電池使用製品など 不燃 

オルガン   粗大 
オルゴール   不燃 
おろし器 プラスチック製 他プラ 

温度計
 水銀・アルコール・灯油使用 処困 割れないようケースなどに入れてください。

 デジタル 不燃 
カーテン   可燃
ガーデンライト 不燃 電球は取りはずして「処理困難物」へ 

カーペット・じゅうたん 粗大 40cm角程度に裁断したものは、「燃やせるごみ」へ

カーボン紙   可燃 
カーナビ   不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

貝がら   可燃 
害虫駆除剤の容器 処困 中身は必ず使い切ってください。

懐中電灯   不燃 
カイロ（使い捨てのもの） 処困 外袋は「容器包装プラスチック」へ

鏡   処困 
かぎ（鍵）   不燃

かご
 木製など 可燃 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 

かご 金属製・複合製品 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

かさ（傘）   不燃 しっかり束ね、指定ごみ袋に入れてください。（最大5本まで)

加湿器   不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 
紙製 紙衣

 

菓子箱
 木製 可燃 

 金属製（一斗缶より小さいもの） びん缶 一斗缶以上の大きさの菓子缶は「燃やせないごみ」へ

 プラスチック製(プラマークあり) 容プラ 
 プラスチック製(プラマークなし) 他プラ 
菓子袋 プラスチック製 容プラ 
ガスコンロ・ガステーブル・ガス台 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ガスストーブ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ガスマット アルミ製 不燃 
カセットテープ 処困 
カセット式コンロ 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

カセットボンベ 処困 
ガチャガチャの容器（カプセル） 容プラ 
活性炭  可燃 
カッターナイフ 処困 
 ナイロン･ポリエステル製 他プラ 金属部分は切り取って「燃やせないごみ」へ

 塩化ビニル･ゴム製 不燃 
 プラスチック製 容プラ 軽くすすいで、汚れを落としてください。

 紙製 可燃 
かつら・ウィッグ・付け毛 可燃 
カテーテル（在宅医療品に限る） 処困 
 苗ポット 容プラ 
 液体肥料の容器 容プラ 
 殺虫剤・除草剤の容器 処困 
家庭菜園 マルチフィルム・寒冷紗 処困 農業用は販売店・専門業者にご相談ください。

用品 土袋、腐葉土袋、肥料袋 処困 
 購入した土・腐葉土・肥料の残り × 
 苗ポット用トレイ 他プラ 
 プランター（プラスチック製） 他プラ 
かなづち  処困 
 スーツケース・キャリーバッグなど 不燃 
かばん・バッグ 塩化ビニル製 不燃 水着用バッグなど

 上記以外 可燃 

 飲料・食用油・食料品用（一斗缶より小さいもの） びん缶 

缶類
 食料品用以外の缶･一斗缶以上の大きさの缶 不燃 蚊取り線香・入浴剤・ワックス缶・一斗缶など

 オイル・塗料・シンナー用など 処困 
 スプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

寒冷紗・防虫シート（家庭菜園用） 処困 農業用は販売店・専門業者に相談してください。

キーボード
 パソコン用 不燃 

 楽器 粗大 
ギター  粗大

着物  紙衣

キャッシュカード・クレジットカード・ポイントカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

 プラスチック製 容プラ 
 金属製・複合製品 不燃 
 木・紙・コルク製 可燃 
キャリーバッグ・スーツケース 不燃
教科書  紙衣 ひもで束ねてください。

鏡台  粗大 
漁網  × 販売店・専門業者にご相談ください。

きり（工具） 処困 先端部を紙などに包んでください。

霧吹き プラスチック製 他プラ 金属部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ

銀がみ
 アルミ製（アルミホイル） 不燃 アルミホイル、包み紙等に「アルミ」の表示があるもの

 紙製 可燃 

金庫
 手さげ 不燃 

 大型金庫・耐火金庫 × 販売店・専門業者にご相談ください。

空気入れ  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

空気清浄機（エアコンを除く） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

クーラーボックス 他プラ 
くぎ  処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

草・落葉・小枝 可燃 
草刈機 電気式 粗大 エンジン付きのものは販売店・専門業者にご相談ください。

 金属製 処困 
切らずに、しっかり束ねてください。

 プラスチック製 他プラ 
櫛（くし）・ブラシ　プラスチック製 他プラ

 
 木製 可燃 先を折ってください。焼き鳥用など

串 プラスチック製 他プラ お弁当用など

 金属製 処困 
薬の残り 粉、顆粒、錠剤などの家庭用医薬品 可燃 液状のものは、紙などに染み込ませてください。

下駄 木製 可燃 

血圧計
 水銀計 処困 割れないよう布などで保護して、密閉して出してください｡

 デジタル式 不燃 
玄関マット 布製 可燃 
健康器具・機器一般 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

剣山  処困 紙などに包んでください。

工具類（ペンチ、スパナ、ドライバーなど） 処困 
合成皮革製品 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

 レンズがプラスチック製 不燃 ストラップ部分の材質がゴムやシリコンのもの

 レンズがガラス製 処困 
コードリール 処困 コードは収納してください。

コード類（延長コード、接続ケーブル） 不燃 
コーヒーメーカー 不燃 ガラス部分は紙などに包んで「処理困難物」へ

碁石（囲碁） 処困 
小型家電製品（家電リサイクル対象品・パソコン以外） 不燃 

ござ
 い草製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 
こたつ・天板  粗大 
コップ ガラス・陶磁器製 処困 
 木・竹製 可燃
ごみ箱 プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃
ゴム製品（ゴム手袋・ゴム長靴など） 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 

 金属製 不燃 
米袋・唐米袋（紙・麻製） 可燃 
コルク栓・コルク製品 可燃 
ゴルフクラブ・ゴルフバッグ 粗大 
ゴルフボール 処困 
コンクリートブロック（少量） 処困 1袋10kg程度に小分けにして出してください。

コンパクト（化粧用） 処困 
コンパス（文房具） 処困 先端部を紙などに包んでください。

梱包材・緩衝材 プラスチック製 容プラ 
座椅子  粗大 
  

処困
 

酒パック（内側が銀色） 可燃 内側が白色のものは、ひもで束ねて「古紙・衣類」へ

 プラスチック製 他プラ 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属がついているもの 不燃 
朱肉・スタンプ台 プラスチック製 他プラ
シュレッダー（家庭用） 不燃 
ジョイントマット（パズルマット） 他プラ 

消火器
  

×
 

 
プラスチック製 容プラ

 

 金属製スプレー缶 処困 中身は使い切って穴をあけてください。

浄水器  不燃 カートリッジは「処理困難物」へ

照明器具  不燃 

じょうろ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
食用油  可燃 市販の凝固剤で固めるか紙などに染み込ませてください｡

 プラスチック製 容プラ 
中身は使い切り、軽くすすいでください。

 びん・缶（一斗缶より小さいもの） びん缶 
食品トレイ（白色・色付） 容プラ 店頭回収しているお店もご利用ください。

除湿機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

除湿剤（使用後にゼリー状になるもの） 処困 
除湿剤（湿気取り）の容器 他プラ 中の水を捨て、よくすすいでください。

除草剤の容器（家庭用・家庭菜園用） 処困 
 陶磁器・ガラス製 処困 紙などに包んでください。

食器
 プラスチック製 他プラ メラミン食器、ポリプロピレン食器など

 紙製・木製・漆器類 可燃 串など鋭利なものは、先を折ってください。

 シリコン製・金属製・複合製品 不燃 鋭利なものは、紙などに包んで「処理困難物」へ

食器乾燥機・食器洗い機 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

シリコンスチーマー 不燃 
人工芝  他プラ  
新聞紙・チラシ・広告 紙衣 ひもで束ねてください。

新聞の雨よけ用プラスチック袋 容プラ 雨天時にかけられている袋

水槽
 ガラス製  処困 

45ℓの袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」へ
 ●プラスチック製 他プラ 

水中めがね
 レンズがプラスチック製 不燃 ストラップ部分の材質がゴムやシリコンのもの

 レンズがガラス製 処困 

水筒
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 

スプレー式消火具 処困 内部の薬剤を抜いて穴をあけてください。

ズボン  紙衣

スポンジ  他プラ 
炭  可燃 
スライサー  処困 
スリッパ  可燃 
清涼飲料水･ゼリー飲料のパック（パウチ） 容プラ 
生理用品  可燃 
セーター（毛糸） 可燃 
石鹸（固形） 可燃 
石こうボード  ×
接着剤の容器 処困 中身は使い切ってください。

セロハンテープ・セロハン紙 可燃 
セロハンテープの台 不燃 

洗剤容器
 紙製 可燃 計量スプーンは「その他プラスチック」へ

 プラスチック製 容プラ 「まぜるな危険」の表記のあるものは「処理困難物」へ

洗濯かご プラスチック製 他プラ 
洗濯機・衣類乾燥機 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

洗濯ネット  他プラ チャック部分が金属製の場合は切り取り「燃やせないごみ」へ

洗濯バサミ 金属がついているもの 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属がついているもの 不燃 

剪定枝
 多量 粗大 

 少量 可燃 
栓抜き  不燃 
扇風機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

洗面器 プラスチック製 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

造花  不燃 
掃除機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ソファー・ソファーベッド 粗大 

体温計
 水銀使用 処困 割れないようケースなどに入れてください。

 デジタル（電子体温計） 不燃 
体重計  不燃 
タイヤ（自動車・バイク用） × 
タイル 少量 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

ダイレクトメールの袋 他プラ

 木製・竹製  可燃 

調理器具
 プラスチック製 他プラ 

 陶磁器製・ガラス製 処困 紙などに包んでください。

 シリコン製・金属製・複合製品 不燃 包丁など鋭利なものは、紙などに包んで「処理困難物」へ

チョーク  可燃 
チラシ・広告・新聞紙 紙衣 ひもで束ねてください。

ちりとり プラスチック製 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

杖
 竹・木製 可燃 
 金属製・複合製品 不燃 
使い捨てカイロ 処困 外袋は「容器包装プラスチック」へ

使い捨てライター（その他着火具を含む） 処困 中身は使い切ってください。

机  粗大 
漬物石（人工のもの） 処困 

土・石・砂  ×
 

土袋・腐葉土袋（家庭菜園用） 処困 
つぼ  処困 
つめ切り  処困 
釣り糸  処困 

釣り竿
 竹製 可燃 

 上記以外 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

釣り針・釣り錘（鉛製） 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

DVDディスク・ケース 他プラ 
DVDプレーヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

Tシャツ  紙衣

ティッシュペーパーの箱 紙衣
 

テープ類
 ビデオ・カセット・8ミリなど 処困 

 ガムテープ・セロハンテープなど 可燃 
テーブル  粗大 
テーブルクロス 不燃

デジタルカメラ 不燃
 

デスクマット 不燃 
デッキブラシ・棒ずり 不燃 
鉄の塊（鉄アレイ・ダンベルなど） 処困 

灯油ポンプ
 プラスチック製 他プラ 

 電動式 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

トースター  不燃 
毒劇物・毒劇物の容器 × 販売店・専門業者にご相談ください。

時計  不燃
 

登山靴  可燃 
土鍋  処困 紙などに包んでください。

土のう袋  他プラ 
ドライバー（工具） 処困 
ドライヤー・ヘアードライヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ドラム缶  × 販売店・専門業者にご相談ください。

塗料（ペンキ、ラッカーなど） × 販売店・専門業者にご相談ください。

塗料のスプレー缶 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

塗料の容器（缶・びん製） 処困 中身を使い切って、必ず「ふた」をはずしてください｡

トロフィー  不燃 
ナイフ類  処困 紙などに包んでください。

苗ポット（園芸用・家庭菜園用） 容プラ 
長ぐつ  不燃 
なた  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

ナップサック 可燃 
鍋（金属鍋・ほうろう鍋など） 不燃 
生ごみ処理機（電気式） 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 トタン・塩化ビニル製・ポリカーボネイト製 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

波板 
スレート 処困

 

なわとび 塩化ビニル製 不燃 持ち手が木製、ロープが綿のものは「燃やせるごみ」へ

人形 プラスチック製 他プラ 
人形ケース ガラス製 処困 
 中身が布・綿・羽毛など 可燃 
ぬいぐるみ 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
 電動式（電池で動くもの） 不燃 電池は取りはずして「処理困難物」へ

布・布くず・布切れ・布袋 可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

ネクタイ  可燃 
猫砂・猫シート（ペット用トイレの砂・シート） 可燃 
値札  紙衣
粘土  可燃 

発煙筒  × 販売店・専門業者にご相談ください。

 スーツケース・キャリーバッグなど 不燃 
 塩化ビニル製 不燃 水着用バッグなど

 上記以外のもの 可燃 
バッテリー  × 
 木製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせるごみ」へ

 金属製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

発泡スチロール（緩衝材・梱包材） 容プラ 
発泡スチロール製品（クーラーボックスなど） 他プラ 
 鳥羽 可燃 

ゴムの部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 
花火・クラッカー 可燃 水で湿らせてください。

歯ブラシ  他プラ 
歯磨きチューブ 容プラ 中身は使い切って、軽くすすいでください。

刃物  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

針（縫い針・釣り針・むしピン） 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

針金  処困 

バリカン  不燃
 

ハンガー
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
ばんそうこう（ガーゼ付粘着テープ） 可燃 
ハンドバッグ 革製 可燃 
パンフレット・カタログ 紙衣 ひもで束ねてください。

ピアノ（グランドピアノ・アップライトピアノ） × 
ピアニカ  不燃
びー玉  処困 
Ｐ箱（ビールケースなど） × 販売店に返却してください。

ＰＰバンド（商品の梱包用ポリバンド） 他プラ 1ｍ程度に裁断してください。

ビデオカメラ 不燃
 

ビデオテープ 処困 
ビデオデッキ 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

火鉢
 陶磁器製 処困 

 金属製 不燃 

ひも
 布・紙・麻製 可燃 小さく束ねるか、40cm程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ 

筆ペン  他プラ 
布団  粗大 40cm角程度に裁断できるものは「燃やせるごみ」へ

布団乾燥機  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

布団たたき プラスチック製 他プラ 木製のものは「燃やせるごみ」へ

布団バサミ
 プラスチック製 他プラ 

 金属がついているもの 不燃 
布団袋・布団圧縮袋 不織布・プラスチック製 他プラ 1m角程度に裁断してください。

フライパン  不燃 
 

プラスチック製 他プラ
 

プラモデル（プラスチック模型） 他プラ 

プランター
 プラスチック製 他プラ 

 陶磁器製 処困 
プリンター（家庭用) 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ブルーシート 他プラ 
ブルーレイディスク・ケース 他プラ 

ブロック
 コンクリート 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

 プラスチック製おもちゃ 他プラ 
フロッピーディスク 不燃 ケース（入れ物）は「その他プラスチック」へ

風呂のふた プラスチック製 粗大 指定ごみ袋に入るものは「その他プラスチック」へ

風呂マット プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 紙製・木製 可燃 付箋、鉛筆、毛筆など

文房具
 プラスチック製 他プラ 

 ゴム製・金属製・複合製品 不燃 ホチキス、鉛筆削り、ボールペン、万年筆など。

 鋭利なもの・長尺・粘液状類 処困 
噴霧器（手動式・電気式） 不燃 
ヘアピン  処困 
ベッド  粗大 「ベッドマット」は別に収集料金がかかります。

ベッドマット  粗大 「ベッド」本体は別に収集料金がかかります。

ペットボトル
 飲料・しょうゆなど ペット 

 切れている・汚れが落ちない 他プラ 
ペット製ボトル（プラマークがついたもの） 容プラ 
ペットボトルキャップ 容プラ 
ペットボトルラベル 容プラ 「ペットボトル」3ページをご参照ください。

ヘッドホン・イヤホン 不燃 
ペット用トイレの砂・シート 可燃 
ベニヤ板・コンパネ板 可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ホチキスの針 処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

ポット(湯沸し用)・魔法びん 不燃 
ホットカーペット 粗大 1ｍ角程度に裁断したものは、｢燃やせないごみ」へ

ホットカーラー（ヘアカーラー） 不燃 
ホットプレート 不燃 
哺乳びん プラスチック製 他プラ 
ポリタンク・ポリ製容器 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ポリ袋  他プラ 
保冷剤（ジェルタイプ） 処困 
保冷バッグ   不燃
ホワイトボード 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ポンプ プラスチック製 他プラ 電気式は「燃やせないごみ」へ

本類（文庫本・書籍・雑誌） 紙衣 ひもで束ねてください。

麻雀碑（マージャンぱい） 不燃 
マウス  不燃
マグネット・磁石 処困

まくら
 中身がそば殻・綿・羽毛など 可燃 

 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
マジックペン（文房具） 他プラ
マスク・使い捨てマスク 可燃 
マッサージ椅子（電動式） 粗大 
マッサージ機 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

マッチ  可燃 水で湿らせてください。

マットレス  粗大 

まな板
 木製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 
マニキュアの容器 処困 中身を使い切って、必ず「ふた」をはずしてください｡

マフラー   可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

魔法びん・ポット(湯沸し用) 不燃 

  容プラ
 

マルチフィルム（家庭菜園用） 処困 農業用は販売店・専門業者にご相談ください。

ミキサー・ジューサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

ミシン  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ｡

水枕 ゴム・シリコン製 不燃 
耳かき  可燃 金属が付いてるものは「燃やせないごみ」へ

虫めがね レンズがプラスチック製 他プラ 持ち手などに金属が含まれていれば「燃やせないごみ」へ

画びょう  処困 缶などにためて「刃物」と貼紙をして出してください｡

 ガラス・陶磁器製 処困 紙などに包んでください。

花びん 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 

壁紙
 紙・布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。

 塩化ビニル製・不燃性 不燃 1m角程度に裁断してください。

鎌（かま）  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

紙おむつ  可燃 汚物はトイレに流してください。

紙コップ・紙皿 可燃 
髪染めの容器 処困 中身を使い切って、「ふた」をはずしてください。

カミソリ  処困 刃先を紙などに包んでください。

紙パック（牛乳パックなど） 紙衣 

紙袋  紙衣

紙やすり・サンドペーパー 可燃 

紙容器（紙製容器包装）・紙箱 紙衣
 

ガムテープ  可燃 
カメラ  不燃 
カラーボックス 粗大 
ガラス製品・ガラス食器（破片も含む） 処困 
 食品、飲料、家庭医薬品が入っていたもの びん缶 
 農薬、毒劇物が入っていたもの × 販売店・専門業者にご相談ください。

 上記以外の物が入っていたもの 処困 入浴剤のびん、芳香剤のびんなど

 びんを商品として購入したもの 処困 梅酒(果実酒)びん(漬込み用に買ったもの)、哺乳びんなど

軽石  処困 
カレンダー  紙衣 金属部分は「燃やせないごみ」へ

革製品（バッグ、ベルト、財布など） 可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

皮むき器・ピーラー 処困 
瓦（少量）  処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

換気扇カバー・フィルター 不織布 他プラ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ

缶切り  処困 
緩衝材・梱包材 プラスチック製 容プラ 
乾燥剤・脱酸素剤 処困 
乾電池（マンガン・アルカリ電池など） 処困 充電できない使い捨ての電池

感熱紙（レシートなど） 可燃 

 プラスチック製（錠剤シートなど） 容プラ 
薬の容器 びん製（錠剤びんなど） びん缶 家庭用医薬品に限ります。

 金属製（塗り薬などのチューブ） 不燃 
口紅ケース プラスチック製 容プラ 
口紅の残り  可燃 
 底に金属を含むもの 不燃 スパイク靴、スケート靴、スキー靴など

靴・はきもの 全体がゴムでできているもの 不燃 長ぐつなど

 上記以外のもの 可燃 運動靴、革靴、スニーカー、登山靴など

くつした  可燃 

クッション
 中身が布・綿・羽毛など 可燃 

 中身がスポンジ・ビーズ・パイプ 他プラ 
クラッカー（パーティー用）・花火 可燃 水で湿らせてください。

クリーニング袋 他プラ 
車椅子  粗大 
クレジットカード・キャッシュカード・ポイントカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

クレヨン  可燃 
グローブ・ミット（野球用皮製） 可燃 
グロー球（点灯管） 処困 割れないよう包装ケースなどに入れてください。

くわ（金属部分） 処困 
くん煙殺虫剤の容器 処困 煙を室内に充満させ、害虫を駆除する薬剤の容器

軍手  可燃
蛍光管（直管・環形・電球形） 処困 
蛍光ペン（文房具）  他プラ プラマークがあるものは「容器包装プラスチック」へ

携帯電話・スマートフォン 不燃
 

毛糸・毛糸製品（セーター等） 可燃 

ゲーム機（テレビゲーム機・携帯ゲーム機） 不燃
 

ゲームソフト（カセット式） 不燃 
消しゴム プラスチック製 他プラ 
 プラスチック製 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

 びん、缶 びん缶 
 陶磁器 処困 中身は使い切り、軽くすすいで、紙などに包んでください｡

 木・竹・布製 可燃 

化粧用具
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品 不燃 
 鏡が付いているもの 処困 コンパクトなど

雑誌  紙衣 ひもで束ねてください。

殺虫剤の容器（家庭用） 処困 
座布団  可燃 
皿 陶磁器製 処困 
ざる 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 
 金属製 不燃 

サングラス
 レンズがプラスチック製 不燃 全体がプラスチック製のものは「その他プラスチック」へ

 レンズがガラス製 処困 
サンダル・ぞうり 可燃 全体がゴムでできているものは「燃やせないごみ」へ

サンドペーパー・紙やすり 可燃 
三輪車  粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

シーツ  可燃 40cm角程度に裁断してください。

ＣＤディスク・ケース 他プラ 
ＣＤプレーヤー 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します｡ 
磁石・マグネット 処困 
下着類  可燃 
下敷き（文房具) プラスチック製 他プラ 
七輪  処困 45ℓの袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」へ

湿布薬  可燃 保護フィルムは「その他プラスチック」へ

自転車  粗大 
自動車（バイク含む）部品 × 販売店・専門業者にご相談ください。

芝刈り機（人力・電気式） 粗大 エンジン付きのものは販売店・専門業者にご相談ください。

シャープペンシル（文房具） 不燃 
写真  可燃 
写真フィルム（ネガ） 他プラ 金属製の容器に入っている状態のものは「燃やせないごみ」へ

シャベル・スコップ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

しゃもじ
 木製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 

ジャンパー  紙衣

シャンプー・リンスのボトル容器 容プラ 中身を使い切り、軽くすすいでください。

シャンプー・リンスの詰め替え用パウチ 容プラ 
じゅうたん・カーペット 粗大 40cm角程度に裁断したものは、「燃やせるごみ」へ

充電器（携帯電話用など） 不燃 
充電式電池  × 
ジューサー・ミキサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

炊飯器  不燃 

スーツ  紙衣

スーツケース・キャリーバッグ 不燃 

スカート  紙衣

スキー板・ストック 粗大 

スキーウェア
 

紙衣
 

スキー靴・スケート靴・スパイク靴 不燃 底などに金属を含むもの

スケートボード 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

スコップ・シャベル 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

すずり  処困 プラスチック製は「その他プラスチック」へ

 木製 可燃 
 プラスチック製 他プラ 
スタンプ 木製 可燃 
スタンプ台・朱肉 プラスチック製 他プラ 
スティックのりの容器 容プラ 中身は使い切ってください。

ステレオ・コンポ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ストーブ
 電気・ガス 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 灯油 粗大 灯油は抜いてください。電池は取りはずして「処理困難物」へ

ストーマ袋（在宅医療品） 処困 
ストッキング 可燃 
ストロー  他プラ 

砂・土・石  ×
 

砂時計  処困 
スニーカー・運動靴 可燃
スノーボード 粗大 

すのこ
 木製 可燃 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 プラスチック製 他プラ 
スパナ（工具） 処困 
スピーカー  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ 
 木・竹製 可燃 
スプーン プラスチック製（コンビニ用など） 他プラ コンビニ用などのスプーンの外袋は「容器包装プラスチック」へ

 金属製 不燃 
スプレー缶  処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

ダウンジャケット 紙衣

タオル・タオルケット 可燃 大きいものは、40cm角程度に裁断してください。

竹製清掃用具（ほうき、がんぜきなど） 可燃 
たたみ  粗大 
脱酸素剤・乾燥剤 処困 
脱臭剤の容器（冷蔵庫・下駄箱用など） 容プラ 
タッパー（プラスチック製密閉容器） 他プラ 
 プラスチック製 容プラ 
卵パック 

紙製 紙衣
 

たらい
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属製 不燃 
 プラスチック製 他プラ 
たわし 亀の子たわし（植物繊維製） 可燃 
 金属製 不燃 
ダンベル  処困 
段ボール  紙衣 ひもで束ねてください。

 金属製 処困 
切らずに、しっかり束ねてください。

 プラスチック製 他プラ 
地球儀  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 プラスチック製 他プラ 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属がついているもの 不燃 
茶碗 陶器 処困 
注射器・注射針 × 医療機関などへご相談ください。

 
わさび用などのプラスチック製 容プラ

 

チューブ
 

塗り薬・絵の具などの金属製 不燃
 
彫刻刀  処困 刃先を紙などに包んでください。

 
 容プラ

 紙パック製 紙衣 
 ガラス製・金属製 びん缶 
 プラマークがあるもの 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください｡

 ペットボトルマークがあるもの ペット 
 陶磁器製 処困 軽くすすいで、紙などに包んでください。

 布、毛糸など 可燃
手袋 プラスチック製 他プラ 「使い捨ての薄手の手袋」など

 ゴム製 不燃
テレビ  家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

テレビ台  粗大 
電気あんか  不燃 
電気カーペット・電気毛布 粗大 
電気蚊取り器 不燃 薬剤の容器は、使い切って取りはずし「処理困難物」へ

電気カミソリ・電気シェイバー 不燃 
電気コード・電気ケーブル 不燃 
電気スタンド 不燃 
電気ポット  不燃 
電球  処困 割れないようケースなどに入れてください。

電子オルガン・電子ピアノ 粗大 
電子辞書・電子手帳・電子書籍端末 不燃 

電子タバコ  小型家電

電飾・イルミネーション 不燃 コードは束ねてください。電球部分は「処理困難物」へ

電子レンジ・オーブンレンジ 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

電卓  不燃 

電池
 充電式 × 

 乾電池・リチウム・ボタン 処困 
テント・タープテント 不燃 
電動車椅子・電動カート × 販売店・専門業者にご相談ください。

電動機付き自転車 粗大 
電動工具  不燃 刃物類は取りはずして「処理困難物」へ

電動歯ブラシ 不燃 
電話機・ファックス（家庭用） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

電話帳  紙衣 ひもで束ねてください。

樋（とい）  不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

砥石（といし） 処困 
トイレットペーパーの芯 紙衣
トイレブラシ 他プラ 汚れは落としてください。

陶磁器類  処困 紙などに包んでください。

籐製品  可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

灯油の残り  × 販売店・専門業者にご相談ください。

灯油ポリタンク 他プラ 灯油は抜いて乾かし、ふたをはずしたまま出してください｡

農機具  × 販売店・専門業者にご相談ください。

農業用ビニール・農業用マルチフィルム × 販売店・専門業者にご相談ください。

農薬・農薬の容器 × 販売店・専門業者にご相談ください。

ノート  紙衣 ひもで束ねてください。

のこぎり  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

のみ（大工道具） 処困 刃の部分は紙などに包んでください。

海苔のびん  びん缶 
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ハーモニカ  不燃 
灰（火鉢やかまどなどの少量のもの） 処困 湿らせてください。

バイク  × 販売店・専門業者にご相談ください。

灰皿
 陶磁器製・ガラス製 処困 

 金属製・複合製品 不燃 
パイプハンガー 粗大 

廃油
 オイル・機械油 × 販売店・専門業者にご相談ください。

 廃食用油 可燃 市販の凝固剤で固めたり、紙などに染み込ませてください。

はかり  不燃 

バケツ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製 不燃 
 木製 可燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 紙製 紙衣 
 金属製(一斗缶より小さい食品の缶) びん缶 
  

不燃

 プラスチック製（プラマークあり） 容プラ 
 プラスチック製（プラマークなし） 他プラ 
 ガラス製 処困 
はさみ  処困 刃の部分は紙などに包んでください。

箸（はし）
 木・竹製 可燃 

 プラスチック製 他プラ 

バスマット
 布製 可燃 40cm角程度に裁断してください。  

 珪藻土 処困  
パズルマット（ジョイントマット） 他プラ 
 メーカー製 × 
パソコン  

×

パソコンデスク・パソコンラック 粗大 

漂白剤容器
 ｢まぜるな危険」の記載がないもの 容プラ 中身は使い切り、軽くすすいでください。

 ｢まぜるな危険」の記載があるもの 処困 中身を使い切ってください。

 布製 可燃
 アルミ製 不燃 1m角程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ
肥料袋（家庭菜園用） 処困 
 食品、飲料、飲み薬が入っていたもの びん缶 

びん
 農薬、毒劇物が入っていたもの × 販売店・専門業者にご相談ください。

 上記以外の物が入っていたもの 処困 入浴剤のびん、芳香剤のびんなど

 びんを商品として購入したもの 処困 梅酒（果実酒）びん（漬込み用に買ったもの）、哺乳びんなど

ファイル プラスチック製 他プラ 
ファックス（家庭用） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

 電気・ガス 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 灯油 粗大 電池は取りはずして「処理困難物」へ

フィルム（ネガ） 他プラ 金属製の容器に入っている状態のものは「燃やせないごみ」へ

フィルムケース プラスチック製 容プラ 
風船（ゴム製） 不燃 紙製は「燃やせるごみ」へ

ブーツ（靴）  可燃 

封筒  紙衣

フードプロセッサー 不燃 刃とガラス部分は取りはずして紙などに包み「処理困難物」へ

プール（家庭・子供用） 塩化ビニル製 不燃 
 木・竹製 可燃
笛 プラスチック製 他プラ 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 金属製・複合製品 不燃
 木・竹製 可燃 
 プラスチック製（コンビニ用など） 他プラ コンビニ用などのフォークの外袋は「容器包装プラスチック」へ

 金属製 処困 

服
 毛糸製品、下着類、汚れ・破れた物 可燃 

 上記以外のもの 紙衣 ひもで束ねてください。

不織布  他プラ
 プラスチック製 容プラ 
 金属製・複合製品 不燃 
 木・紙・コルク製 可燃 
 ●ガラス製 処困
仏壇  × 販売店・専門業者にご相談ください。

筆（毛筆） 木軸、竹軸 可燃 

ベビーカー（乳母車） 粗大 指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」へ

ベビーバス  他プラ 
ベビーベッド  粗大 

ベルト
 布・革・合成皮革製 可燃 金属部分は取りはずして「燃やせないごみ」へ

 塩化ビニル製 不燃 
ヘルメット（家庭用） 不燃 
ペン（蛍光ペン・筆ペンなど） プラスチック製 他プラ 

便座
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 温水洗浄便座・保温便座 不燃 
ペンチ（工具） 処困 
弁当容器（コンビニ弁当などの容器） 容プラ 軽くすすいで、汚れを落としてください。

弁当箱 プラスチック製 他プラ 
ポイントカード・クレジットカード・キャッシュカード（プラスチック製） 他プラ はさみで切った後、出してください。

 レンズがプラスチック製 不燃 
指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

 レンズがガラス製 処困 
ほうき（複合製品） 不燃 

芳香剤の容器 プラスチック製 容プラ 

帽子  可燃 

包装紙  紙衣
 

防虫剤の容器（吊り下げ型など） 容プラ
 

包丁  処困 紙などに包んでください。

棒ずり・デッキブラシ 不燃 
ほうろう製品 不燃 

ホース・ホースリール 処困
 

ポータブルトイレ 他プラ 

ボール
 中まで詰まったボール 処困 ゴルフボール・硬式野球の球・ボウリングの球など

 上記以外のもの 不燃 空気は抜いてください。卓球の球は「その他プラスチック」へ

ボールペン  不燃 
歩行器  粗大 
ボタン電池  処困 店頭回収している家電小売店や書店などもご利用ください｡

補聴器  不燃
 

ホチキス  不燃 

虫めがね レンズがガラス製 処困 
 プラスチック製 容プラ プラマークがないものは「その他プラスチック」へ

 金属製 処困 中身を使い切って、穴をあけてください。

めがね
 レンズがプラスチック製 不燃 全体がプラスチック製のものは「その他プラスチック」へ

 レンズがガラス製 処困 
 革製 可燃
めがねケース プラスチック製 他プラ
 金属製・複合製品 不燃
メジャー（巻尺） 処困 全長1ｍ以内のものは「燃やせないごみ」へ

メモリーカード・SDカード・XDカード 不燃
毛布  粗大 40cm角程度に裁断したものは「燃やせるごみ」へ

木製品一般  可燃 
 多量 粗大 
 少量 可燃 
物置  粗大 解体した状態で、パネルの大きさが2㎡以下のものに限ります。

物干し竿  粗大 
物干し台（コンクリートタイプ） 粗大 
 プラスチック製 他プラ 

指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
 金属がついているもの 不燃 
やかん  不燃 
野菜ネット・果物ネット 容プラ 玉ねぎやみかんなどが入っていたネット

USBメモリ  不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

湯たんぽ
 プラスチック製 他プラ 

 金属製・複合製品・電気式 不燃 
 木製 可燃 
 プラスチック製 他プラ 
ライター（その他着火具を含む） 処困 中身は使い切ってください。

ラケット
 木製 可燃 

 金属製・カーボン製・複合製品 不燃 指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ラジオ・ラジカセ 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

 
家庭で使用するもの 他プラ 

ラップ
 商品を包んでいたもの 容プラ 
ラムネびん   びん缶 中のびー玉は入れたまま「びん・缶類」へ

ランドセル  可燃 取りはずせる金属部分は「燃やせないごみ」へ

リール（釣具） 不燃 釣り糸、釣り針、釣り錘（鉛製）は「処理困難物」へ

リコーダー  他プラ

■

●

●

●

リモコン  不燃 
リュックサック 可燃 
旅行カバン（スーツケース・キャリーバッグなど） 不燃 
ルーター   不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

冷却ジェルシート（発熱時に貼って使うもの） 可燃 
冷蔵庫・冷凍庫 家電 ｢家電リサイクル対象品」14ページをご参照ください｡

レコード盤  不燃 レコードジャケットは「古紙・衣類」へ

レジ袋  容プラ 
レジャーシート 他プラ 1m角程度に裁断してください。

レトルトパック（レトルト食品の容器） 容プラ
 
レンガ（少量） 処困 1袋10㎏程度に小分けにして出してください。

ロウソク  可燃 
 木綿・麻製など 可燃 小さく束ねるか、40cm角程度に裁断してください。

 プラスチック製 他プラ 
ローラースケート 不燃 
ワープロ（ワードプロセッサー） 不燃 小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

ワイシャツ  紙衣

ワイシャツ等の台紙 紙衣

輪ゴム  不燃 
綿（わた）・綿入れ 可燃 
 プラスチック製 容プラ 
 金属製 不燃 中身は使い切ってください。

和服  紙衣
 

■印は熊毛地域のみ分別が変更となったもの　●印は新規掲載
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ひもで束ねてください。
汚れのひどいものや、破けて着れない状態の場合は
「燃やせるごみ」へ

ロープ・
綱・縄

ダウンロードはこちらから！

※スマートフォンをお持ちの方は「ごみの分別につかえるアプリ」が便利！

ごみの分け方・出し方 収集カレンダー 分別事典

中身は使い切り、紙などで軽くふき取って、汚れを落と
してください。ワックスの

容器

ひもで束ねてください。
汚れのひどいものや、破けて着れない状態の場合は
「燃やせるごみ」へ

ひもで束ねてください。
束ねにくい場合は、紙袋に入れてひもで十字にしばる
か、雑誌などに挟んでひもで束ねてください。

中身は使い切り、汚れを落とせた場合は「容器包装プ
ラスチック」へ
汚れを落とせない場合は「燃やせるごみ」へ

電池は取りはずして「処理困難物」へ
小型家電回収ボックス（7ページ）でも回収します。

スーツケースなど以外のものは、区分が変わります。
19ページ「かばん・バッグ」の欄をご参照ください。

長さが1ｍ以上あるものは1ｍ程度に裁断してください｡
裁断できないものは「処理困難物」へ


