


あ

1

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
あ アイアン（ゴルフ用品） 金属・カーボン 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

アイスキャンディ 外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
棒 燃やす

アイスクリーム 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
容器（紙製） 容器包装（その他紙）
棒（木製・プラスチック製） 燃やす
ヘラ（木製・プラスチック製） 燃やす
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

アイスノン 燃やす
アイスピック 小型金属類 紙で包み、危険等と表示
アイスボックス 金属製・プラスチック製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アイロン アイロン本体 小型金属類

アイロン台 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ケース（プラスチック製） 燃やす

垢すりタオル 燃やす
空きびん 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
アクセサリー 木製・プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
アクリルケース プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アクリル板 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アコーディオン 楽器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アコーディオンカーテン 粗大
足ひれ（水泳用具） ゴム製・ビニール製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
足ふきマット 燃やす
アタッシュケース 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アダプター（電源用） 燃やさない
厚紙 資源（雑誌） 汚れている物は燃やすごみ
圧縮袋 燃やす
圧力鍋 金属製 小型金属類

上記以外 燃やさない
穴開けパンチ 小型金属類
アノラック 燃やす
油（食用） 油 燃やす 凝固材・紙等で処理した物

液体のまま 町で収集しない 液体は収集しない
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ
容器（金属製） 資源（缶類） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
ふた（金属製） 燃やさない

油（食用以外の廃油） エンジンオイル・灯油等 燃やす 凝固材・紙等で処理した物
液体のまま 町で収集しない 専門処理業者等で処理

油こし紙 燃やす
油こし容器・油差し プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
雨カッパ 本体（ビニール製） 燃やす

外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

編み機 粗大
網戸 粗大
編み棒 木製・プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
アルコールランプ 燃やさない
アルバム 表紙・台紙 燃やす
アルミホイール 車用品 粗大
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
あ アルミホイル 皿・容器・アルミホイル 燃やさない

芯（紙製） 燃やす アルミははずす
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
刃（紙製） 容器包装（その他紙） 箱から外さず
刃（金属製） 燃やさない 箱から外して出す

アルミ缶 資源（缶類） 中を洗って出す
泡だて器 金属製 小型金属類
安全ピン 金属製 燃やさない
安全靴 燃やさない
アンテナ 室内用・屋外用・コード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
アンプ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

い イコライザー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
石臼 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
衣装カバー 燃やす
衣装ケース 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

段ボール製 資源（段ボール） まとめて十文字縛って出す
上記以外 粗大

一升瓶 容器（ビン） 容器包装（びん・ペット）
ふた 燃やさない

化粧品ポーチ 燃やす
いす 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
板 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
板ガラス 燃やさない 紙で包み、危険等と表示
一輪車 遊具・作業用 粗大
一斗缶 資源（缶類）
一斗樽 粗大
糸・毛糸 燃やす
犬小屋 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
犬の首輪 皮・布製 燃やす

金属製 燃やさない
イヤホン 燃やす
衣類 燃やす 綿50％以上は資源（拠点回収ボックスを利用）
衣類乾燥機 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
衣類乾燥機台 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
入れ歯  燃やす
色えんぴつ 色えんぴつ 燃やす

容器（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
容器（金属製） 資源（缶類）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

色紙 容器包装（その他紙） 汚れている物は燃やすごみ
印鑑 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
印鑑ケース 皮製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
インクカートリッジ プリンター用 燃やす 回収ボックス（販売店・郵便局）
インクリボン 燃やす
インスタントカメラ 燃やさない
インスタント食品 容器（発泡スチロール製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
容器（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れを取り除いて出す
ふた（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れを取り除いて出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

インターホン 燃やさない
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
う ウイスキー 容器（ガラス製） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
ふた（金属） 燃やさない
ふた（コルク製） 燃やす

ウインドブレーカー 燃やす
ウーロン茶 紙パック 燃やす

ティーバッグ 燃やす
容器（金属製） 資源（缶類）
容器（紙製） 容器包装（その他紙） 中を洗って出す
ペットボトル 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

苗木のポット ビニール製・紙製 燃やす
上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

ウエス 燃やす
ウエストポーチ 燃やす
ウェットスーツ 燃やす
ウェットティッシュ 燃やす
ウォッシャー液 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
浮き輪 ゴム製・ビニール製 燃やす
植木鉢 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
臼 木製 粗大
うちわ 燃やす
ウッドカーペット 粗大
ウッドクラフト 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
腕時計 燃やさない
乳母車（ベビーカー） 粗大
ウレタンマット 粗大
運動ぐつ 燃やす

え エアーガン 燃やさない
エアークッション 梱包材 容器包装（その他プラ）
エアーポンプ 燃やさない
エアコン 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
エアロバイク 粗大
ＡＣアダプター 燃やさない
エキスパンダー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
エコバッグ 燃やす
枝 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
絵の具 チューブ（金属製） 燃やさない

チューブ（プラスチック製） 燃やす
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
外箱（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

ＦＲＰ船 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理
エプロン 燃やす
ＭＯ、ＭＯケース 燃やす
ＭＯドライブ 燃やさない
ＭＤ、ＭＤケース 燃やす
ＭＤレコーダー 燃やさない
エレキギター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
エレクトーン 粗大
園芸用支柱 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
エンジンオイル 燃やす オイル処理剤で固めたもの
エンジンオイルの缶 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
縁石 粗大
延長コード コード・ドラム 燃やさない
延長コードリール 燃やさない



あ

か

4

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
え 煙突 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

塩ビ管 燃やす
えんぴつ 燃やす
えんぴつ削り器 燃やさない

お オイルエレメント 燃やさない
オイルヒーター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
オイル缶 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
オーディオコンポ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
オーディオラック 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
オートバイ 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理
オーブントースター 燃やさない
オーブンレンジ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
おけ 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
押し入れタンス 粗大
おしぼり 燃やす
おしゃぶり 燃やす
おたま 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 全て金属の場合小型金属類
落ち葉 燃やす
お手ふき 燃やす

袋 容器包装（その他プラ）
斧 小型金属類 柄は燃やすごみ
帯 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
汚物入れ プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
お盆 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 全て金属の場合小型金属類
おまる プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
おむつ 燃やす 汚物は入れない
おむつカバー 燃やす
おもちゃ 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
おもり（釣り用具） 燃やさない
オルガン 粗大
オルゴール 燃やさない
おろし器 プラスチック製 燃やす

金属製・セラミック製 小型金属類
温水洗浄器付便座 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
温度計 水銀以外 燃やさない

水銀 有害
温風器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

か カーコンポ 燃やさない
ガーゼ 燃やす
カーテン 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガーデンフェンス 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガーデンライト 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カーテンレール 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カード類 紙製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
カーナビ 燃やさない
カーペット 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カーペットローラー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
か カーペットローラー 粘着テープ・芯 燃やす

カーボン紙 燃やす
貝殻類 燃やす
懐中電灯 燃やさない 電池は有害ごみ
買い物かご 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
回覧板 燃やす 金具は燃やさないごみ
カイロ 使い捨てカイロ 燃やす

カイロ（金属製） 燃やさない
容器（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

鏡 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鏡台 本体一式 粗大

鏡のみ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
花器 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鍵 小型金属類
かき氷器 燃やさない
額縁 木製、プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
家具類 粗大
傘 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
傘立て 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
菓子 容器（紙製） 容器包装（その他紙）

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
容器（金属製） 資源（缶類）
個別包装（紙製） 容器包装（その他紙）
個別包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

加湿器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガスレンジ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガス台 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガス湯沸し器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カセットコンロ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カセットテープ テープ・ケース 燃やす
カセットデッキ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カセットボンベ 資源（缶類） 使い切って穴を開ける
カタログ 資源（雑誌） まとめて十文字縛って出す
カッター 本体・刃 燃やさない 刃は紙で包み、危険と表示
カット綿 燃やす
カップボード 粗大
カップ麺 容器（紙製） 容器包装（その他紙） 洗って出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
容器（発泡スチロール製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
具の袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
ふた（紙製／裏側アルミ） 容器包装（その他紙） 汚れを取除いて出す
外装フィルム 容器包装（その他プラ）

かっぽう着 燃やす
かつら 燃やす
蚊取り線香 蚊取り線香 燃やす

電子蚊とり器 燃やさない 電池は有害ごみ
容器（金属） 資源（缶類）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
か 蚊取り線香 台（金属） 燃やさない

金網 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
金づち 小型金属類
かばん 布製・皮製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
画板 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
画びょう 燃やさない
画用紙 資源（雑誌） 汚れている物は燃やすごみ
花びん 金属製 小型金属類

上記以外 燃やさない
壁紙 燃やす
鎌 小型金属類
がまぐち（財布） 燃やす 金属は燃やさないごみ
かまぼこ板 燃やす
紙おむつ 燃やす 汚物は入れない
紙くず（汚れたもの） 燃やす
紙コップ・紙皿 燃やす
かみそり 燃やさない 紙で包み、危険と表示
神棚 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
紙テープ 燃やす
紙ねんど 燃やす
髪の毛 燃やす
紙パック 飲料用 容器包装（その他紙） 開いて出す・紙パックマークは資源ごみ
紙袋 容器包装（その他紙）
紙やすり 燃やす
紙類 段ボール 資源（段ボール） まとめて十文字に縛って出す

雑誌 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
新聞 資源（新聞） まとめて十文字に縛って出す
牛乳パック 資源（紙パック） 中を洗い開いてまとめて縛って出す
紙製容器・包装 容器包装（その他紙） 開いて出す
紙くず・汚れた紙 燃やす

ガム 外包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
内包装（紙製） 容器包装（その他紙）

ガムテープ テープ・芯 燃やす
カメラ 本体・三脚 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

ケース（皮製・布製・プラスチック製） 燃やす
ケース（上記以外） 燃やさない

カラーコーン 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
カラーボックス 粗大
カラオケセット 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ガラス 燃やさない 紙などで包み指定袋に入れる
ガラスクリーナー 資源（缶類） 使い切って穴を開ける
刈り草 燃やす
刈払機 粗大
軽石 燃やさない
カレンダー 資源（新聞） 金属部分は外して燃やさないごみ
革靴 燃やす
革ジャンパー 燃やす
革製品類 燃やす
皮むき器 プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
管楽器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
換気扇 本体 燃やさない

フィルター 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
か 缶切り 金属製 小型金属類

上記以外 燃やさない
緩衝材 発泡スチロール製 容器包装（その他プラ） 家電製品に入っている形成されたもの

段ボール製 資源（段ボール） まとめて十文字に縛って出す
厚紙製 容器包装（その他紙）
上記以外 燃やす

乾燥機 衣類用 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
乾燥剤 燃やす
乾電池 有害 電池の拠点回収ボックスを利用
かんな 刃 小型金属類

台（木製） 燃やす
観葉植物 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

き キーボード 楽器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
パソコン用品 燃やさない

キーホルダー 金属製 燃やさない
木製･プラスチック製 燃やす

ギター 木製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
キッチンガード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
キッチンペーパ・芯 燃やす
キッチンマット 燃やす
キッチンワゴン 粗大
きね 粗大
木の枝（剪定木） 木の枝・根・幹 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
木の葉 燃やす
木箱 燃やす
着物 燃やす
脚立 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
キャップ類 金属製 燃やさない

プラスチック製 容器包装（その他プラ）
キャビネット 金属 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
急須 燃やさない
給湯器 粗大
牛乳 容器（びん） 容器包装（びん・ペット）

容器（紙製） 資源（紙パック） 洗ってまとめて縛って出す
ふた（紙製） 容器包装（その他紙）
ストロー 燃やす

吸入器 燃やさない
救急箱 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
経机 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
きり 燃やさない
霧吹き プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
金魚ばち ガラス製 燃やさない 紙で包み、危険と表示
金庫 耐火金庫 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理

手提げ金庫 燃やさない
く 空気入れ プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
空気清浄機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
空気清浄機フィルター 燃やす
クーラーボックス プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
くぎ 燃やさない 紙などで包み指定袋に入れる



か

8

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
く くぎ抜き 小型金属類

草 燃やす
草刈鎌 刃 小型金属類 紙で包み、危険と表示

柄 燃やす
草刈機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
くさり 金属製 小型金属類
串 燃やす
くし 竹製・木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
薬 燃やす
薬箱 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
薬の容器 分封紙（紙製） 燃やす

分封紙（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ヒート（錠剤・カプセル） 容器包装（その他プラ）
チューブ（プラスチック製） 燃やす
チューブ（金属製） 燃やさない
薬ビン 容器包装（びん・ペット）

くだものナイフ 小型金属類 紙で包み、危険と表示
くだものネット 容器包装（その他プラ）
口紅 容器（プラスチック製） 燃やす

容器（金属製） 燃やさない
靴 靴（本体） 燃やす

外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
内包装（紙製） 容器包装（その他紙）

クッキングヒーター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
靴下 靴下 燃やす

外包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
留めピン 燃やさない

クッション 燃やす
クッションフロアー 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
靴墨 金属チューブ 燃やさない

容器（ガラス製） 容器包装（びん・ペット） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
容器（缶類） 資源（缶類） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ
ふた（金属製） 燃やさない

靴中敷き 燃やす
靴べら 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
組立て式物置 粗大
グラインダー 燃やさない
グラス（コップ） ガラス製 燃やさない 紙などに包み指定袋に入れる
グラスウール 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
クラッカー（花火） 燃やす 水で濡らして出す
クリアーファイル 燃やす
クリアーボックス プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
クリスマスツリー プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
クリップ 金属製 燃やさない
グリル鍋 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
車いす 粗大
車カバー 燃やす
クレヨン クレヨン 燃やす

外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出して下さい
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

グローブ 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
く グロー球 燃やさない

くわ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
軍手 燃やす

け 携行缶 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
蛍光灯 本体 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

蛍光管 有害 購入時のケース又は割れないように
蛍光ペン 燃やす
計算機 本体 燃やさない
携帯情報端末 燃やさない 販売店回収・バッテリーは有害ごみ
携帯電話 燃やさない 販売店回収・バッテリーは有害ごみ
携帯用音楽プレーヤー 燃やさない バッテリーは有害ごみ
携帯用発電機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
毛糸 燃やす
警報機 燃やさない 電池は有害ごみ
計量カップ プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
ケーキ 個別包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く

個別包装（アルミ製） 燃やさない
個別包装（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れを取除けなければ燃やすごみ
外包装（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れを取除けなければ燃やすごみ
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

ゲートボール スティック 粗大
ボｰル 燃やす

ゲームソフト ゲームソフト 燃やす
コンパクトディスク 燃やす
外装フィルム 容器包装（その他プラ）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ケース（プラスチック製） 燃やす

ゲーム機 本体・コントローラ 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

毛皮 燃やす
消しゴム 燃やす

外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
化粧品 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 汚れている物は燃やさないごみ

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れている物は燃やすごみ
げた 燃やす
下駄箱 粗大
ケチャップ 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 汚れが取り除けなければ燃やさないごみ
ふた（金属製） 燃やさない

血圧計 燃やさない 電池は有害ごみ
毛抜き 燃やさない
牽引ロープ 燃やさない
弦楽器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
玄関マット 布製・ゴム製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
剣山 小型金属類
剣道防具 燃やさない
顕微鏡 燃やさない

こ 碁石 燃やさない
碁盤 厚さ５ｃｍ以下のもの 燃やす

厚さ５ｃｍを超えるもの 燃やさない
鯉のぼり 鯉のぼり・ロープ 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
こ 鯉のぼり 支柱 粗大

コイン 燃やさない
氷まくら 燃やす 金具は燃やさないごみ
高圧洗浄器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鋼管パイプ 粗大
工具類 金属製 小型金属類
工具箱 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
紅茶 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す

ティーバッグ 燃やす
個別包装（紙製） 容器包装（その他紙）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

香炉 燃やさない
コーキングガン 小型金属類
コークス 町で収集しない 購入業者に依頼
ゴーグル プラスチック製 燃やす

ガラス製 燃やさない
コート 燃やす
コードリール 燃やさない
コードレス電話 燃やさない バッテリー・乾電池は有害ごみ
コート掛け 粗大
コーヒー 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す

容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
紙フィルター 燃やす
コーヒーメーカー 燃やさない

小型発電機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
固形燃料 チューブ 燃やす

缶入り 燃やす 缶は燃やさないごみ
こけし 燃やす
ココア 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す

容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（紙製） 容器包装（その他紙）
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

ござ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
こたつ 本体 粗大

ふとん 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コップ 紙製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 割れたものは紙等に包む
コップ洗いブラシ 燃やさない
粉ミルク 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
コピー機（家庭用） 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コピー用紙 資源（新聞） 汚れている物は燃やすごみ
ごま油 油 燃やす 凝固材・紙等で処理した物

容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
ごみ箱 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
ゴムホース ホース 燃やす

リール（プラスチック製） 燃やす
リール（上記以外） 燃やさない

ゴムボート 粗大
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
こ ゴム印 燃やす

ゴム手袋 燃やす
ゴム長靴 燃やす
米びつ プラスチック製・木製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コルクボード 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コルク栓 燃やす
コルク栓抜き 燃やさない
ゴルフ用品 ゴルフボール 燃やす

クラブ・バック 粗大
ウェアー・手袋・靴 燃やす

コンクリート 粉 燃やさない
コンクリート片 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コンセント 燃やさない
コンタクト レンズ・ケース 燃やす

洗浄器 燃やさない
保存液容器 容器包装（その他プラ）

コンテナボックス プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
コンパス プラスチック製 燃やす

金属 燃やさない
コンパネ 粗大
コンビニ弁当 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れが取り除けなければ燃やすごみ
梱包材 プラスチック製 燃やす
コンポスト容器 粗大

さ サーキュレーター 粗大
サーフボード 粗大
サイクリングマシーン 粗大
座いす 粗大
在宅医療で使用する物 プラスチック製品 燃やす 鋭利なもの、血液付着物は医療機関へ
サイドテーブル 粗大
サイドボード 粗大
財布 燃やす
裁縫箱 木製･プラスチック製 燃やす
材木 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
サインペン 燃やす
魚箱 木製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

発泡スチロール製 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
作業服 燃やす
酒 容器（紙製で中が白色） 資源（紙パック） 洗ってまとめて縛って出す

容器（紙製で中が銀色） 容器包装（その他紙） 洗って開いて出す
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
ふた（金属製） 燃やさない
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

座卓 粗大
雑誌 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
殺虫剤 缶入り 資源（缶類） 使い切って穴を開ける

上記以外 燃やす
サニタリーボックス プラスチック製 燃やす
座布団 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
皿 燃やさない
サラダ油 燃やす 凝固材・紙等で処理した物
ざる 竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない



さ

12

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
さ 三角コーナー（台所用） プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
三角コーン 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
三脚 カメラ用品 燃やさない
サングラス プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
酸素ボンベ 町で収集しない 専門処理業者等で処理
サンダル 燃やす
サンドバッグ 粗大
サンバイザー 燃やす
三輪車 粗大

し シーツ 燃やす 綿50％以上は資源（拠点回収BOXを利用）
ＣＤ 本体・ケース 燃やす

外装フィルム 容器包装（その他プラ）
ＣＤプレーヤー 燃やさない
ＣＤラジカセ 燃やさない
シート 燃やす
シール 燃やす
シール台紙 燃やす
ジーンズ 燃やす
シェーバー（電気カミソリ） 本体・コード 燃やさない

電池 有害ごみ
ジェットヒーター 粗大
地下足袋 燃やす
ジグソーパズル 燃やす
磁石 燃やさない
辞書・辞典 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
下着 燃やす
下敷 燃やす
しちりん 燃やさない
湿気とり 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 水は捨てる

吸湿剤 燃やす
湿度計 燃やさない
湿布薬 湿布（本体） 燃やす

フィルム（プラスチック製） 燃やす
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
袋（紙製） 容器包装（その他紙）
袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

自転車 粗大
竹刀 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
芝刈り機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ジャージ 燃やす
シャープペンシル 本体（プラスチック製） 燃やす

本体（上記以外） 燃やさない
芯・ケース 燃やす

蛇口 小型金属類
ジャケット 燃やす
写真 カメラ 燃やさない

写真 燃やす
フィルム・ケース 燃やす

ジャッキ 小型金属類
ジャム 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（紙製） 容器包装（その他紙）
ふた（金属製） 燃やさない
外装フィルム 容器包装（その他プラ）
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
し ジャム 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
シャワーカーテン 燃やす
シャワーキャップ 燃やす
ジャングルジム 粗大
シャンプー 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

詰替用袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
シャンプードレッサー 粗大
週刊誌 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
ジューサー 燃やさない
注射針 町で収集しない 医療機関へ
ジュース 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す

容器（紙製で中が白色） 資源（紙パック） 中を洗って開いてまとめて縛って出す
容器（紙製で中が銀色） 容器包装（その他紙） 中を洗って出す
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
ふた（金属製） 燃やさない
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ペットボトル 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

修正液 容器（プラスチック製） 燃やす
じゅうたん 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
充電器 燃やさない
充電式電池 有害 電池の拠点回収ボックスを利用
収納ケース 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
重箱 燃やす
数珠 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
朱肉 プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
シュノーケル 燃やす
ジュラルミンケース 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
シュレッダーごみ ６ｃｍ以下のもの 燃やす

６ｃｍを超えるもの 資源 透明な袋に入れて出す
瞬間湯沸かし器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ジョイントマット 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
消火器 町で収集しない 専門処理業者等で処理
将棋 将棋の駒･箱 燃やす
将棋盤 厚さ５ｃｍ以下のもの 燃やす

厚さ５ｃｍを超えるもの 燃やさない
じょうご プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
障子戸 粗大
賞状 燃やす
賞状の筒 燃やさない
浄水器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
浄水器のカートリッジ 燃やさない
焼酎 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない

しょうのう 燃やす
錠前 小型金属類
照明器具 本体 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

蛍光管 有害 購入時のケース又は割れないように
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
し 醤油 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（一斗缶） 資源（缶類） 中を洗って出す
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない

じょうろ プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

定規 木製・竹製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

食卓テーブルセット テーブル 粗大
イス 粗大

食品トレイ 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
食品パックのフィルム 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
食品保存容器 燃やす
除湿機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
除雪機 電動式 粗大
食器 木製・紙製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
食器乾燥機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
食器洗浄機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
食器棚 粗大
白髪染め 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
容器（金属製） 燃やさない
容器（スプレー缶） 燃やさない 使い切って穴を開ける
ふた（金属製） 燃やさない
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

シリカゲル（乾燥剤） 燃やす
室内物干し 粗大
シリコンスチーマー 燃やす
人工芝 燃やす
新聞紙 資源（新聞） まとめて十文字に縛って出す

す 酢 容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない

水槽 ガラス製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ろ過器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
照明器具 燃やさない 蛍光管は有害ごみ

水着 燃やす
水中メガネ プラスチック製 燃やす

ガラス製 燃やさない
水筒 プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
炊飯器 燃やさない

内釜 小型金属類
スウェット 燃やす
スーツ 燃やす
スーツケース 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スーパーボール 燃やす
スカート 燃やす
スカーフ 燃やす
スキー用具 セットスキー 粗大

板・ストック 粗大
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
す スキー用具 金具 小型金属類

スキー靴 燃やさない
スキーキャリア 粗大
ウェアｰ 燃やす

スキャナー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スケート 靴 燃やさない

ケース 燃やす
スケートボード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スケール プラスチック製・木製 燃やす

上記以外 燃やさない
スケッチブック 資源（雑誌） 汚れている物は燃やすごみ
スコップ 粗大
寿司桶 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
寿司等の中仕切り（バラン） プラスチック製 燃やす
すす 燃やす
すずり 燃やさない
すだれ 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
スタンプ台 プラスチック製 燃やす
スチーマー 燃やさない
スチール缶 飲料缶 資源（缶類） 中を洗って出す
スチール棚 粗大
スティックのり 燃やす
ステッキ 金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ステップマシーン 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ステレオ 粗大
ステンレスボトル 燃やさない
ステーキ皿 金属製 小型金属類
ストーブ 粗大
ストーブガード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ストッキング 燃やす
ストラップ 燃やす
ストロー 本体 燃やす

袋（紙製） 容器包装（その他紙）
袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

砂時計 燃やさない
スノーダンプ 粗大
スノーブラシ 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スノーヘルパー プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スノーボード 粗大
すのこ 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スパイクシューズ 燃やさない
スパゲティー 外袋 容器包装（その他プラ）
スパナ 小型金属類
スピーカー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スプーン 木製・プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
スプリングマットレス 粗大
スプレー缶 容器（缶） 資源（缶類） 使い切って穴を開ける

ふた・容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
ノズル 燃やす

すべり台 粗大
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
す スポンジ 燃やす

ズボンプレス機 粗大
墨（書道用） 燃やす
スライサー 燃やさない
スラックス 燃やす
すりこぎ棒 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
スリッパ 燃やす
すり鉢 燃やさない

せ 整髪料 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
容器（ガラス製） 容器包装（びん・ペット） 洗って出す
容器（スプレー缶） 資源（缶類） 使い切って穴を開ける

製氷皿 プラスチック製 燃やす
金属製 燃やさない

生理用品 本体 燃やす
外袋 容器包装（その他プラ）

セイロ 竹製 燃やす
金属製 小型金属類

セーター 燃やす
石炭 町で回収しない 購入業者に依頼
石炭灰（燃え殻） 燃やす
石油ポンプ プラスチック製 燃やす
石鹸 外箱（紙製） 容器包装（その他紙）

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
個別包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

石けん入れ 燃やす
石膏ボード 燃やさない
雪駄 燃やす
せともの 燃やさない
セメント 粗大
セラミック包丁 燃やさない
セロハンテープ 外箱（紙製） 容器包装（その他紙）

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
刃の部分 燃やさない
テープ・芯 燃やす

セロハンテープ台 木製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

線香 内包装（紙製） 容器包装（その他紙）
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
外装フイルム 容器包装（その他プラ）

センサーライト 燃やさない
洗剤 容器（紙製） 容器包装（その他紙）

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
計量カップ 燃やす

洗車ブラシ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
洗濯板 木製・プラスチック製 燃やす
洗濯かご プラスチック製・木製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
洗濯機 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
洗濯機棚 粗大
洗濯ネット 燃やす
洗濯バサミ プラスチック製・木製 燃やす

上記以外 燃やさない
剪定バサミ 小型金属類 指定袋に入らないものは粗大ごみ
栓抜き 燃やさない
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
せ 扇風機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

洗面器 木製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

洗面化粧台 粗大
そ 造花 針金入り 燃やさない

プラスチック製 燃やす
双眼鏡 プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
雑巾 燃やす
惣菜 容器（発泡トレイ） 容器包装（その他プラ） 洗って出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
外装ラップ 容器包装（その他プラ） 洗って出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

掃除機 本体 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
紙パック 燃やす

ぞうり 燃やす
ソース 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない

ソーセージ 個別包装（ビニール製） 容器包装（その他プラ） 留め金具は燃やさないごみ
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）

ソケットレンチ 小型金属類
そば 外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

容器（アルミホイル製） 燃やさない
容器（発泡スチロール製） 容器包装（その他プラ）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

ソファー 粗大
ソファーベット 粗大
そり 粗大
そろばん 燃やす

た ダーツボード 燃やす
ダーツ矢 燃やさない
体温計 水銀製 有害

デジタル式 燃やさない 電池は有害ごみ
耐火ボード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
大工道具 金属製 小型金属類 工具類、刃物類

木製 燃やす
電動工具 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

体脂肪計 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
体重計 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
タイツ 燃やす
タイマー 燃やさない
タイヤ 粗大
タイヤチェーン 金属製 小型金属類

上記以外 燃やさない
タイヤホイール 粗大
タイル 燃やさない
ダイレクトメール 資源（新聞） 封筒のビニール部分は容器包装（その他プラ）
ダウンジャケット 燃やす
タオル 燃やす
タオルケット 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
タオル掛け 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ



た
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
た タオル掛け 木製・プラスチック製以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

高枝切りばさみ 粗大
焚き付け 燃やす
竹串 燃やす
竹ぼうき 粗大
脱臭剤 燃やす
たたみ 粗大
脱衣かご 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
卓球 台 粗大

ボール・ラケット 燃やす
脱脂綿 燃やす
脱酸素剤 燃やす
タッパ 燃やす
楯（たて） プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
たばこ 吸殻 燃やす

容器（紙製） 容器包装（その他紙）
内装（銀紙） 容器包装（その他紙）
外装フィルム 容器包装（その他プラ）

たまご 容器（紙製） 容器包装（その他紙）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

たらい 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

樽 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

だるま 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
たわし 金属製 燃やさない

上記以外 燃やす
単行本 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
タンス 粗大
タンスシート 燃やす
丹前 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
断熱材（スタイロフォーム） 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
タンバリン 燃やさない
ダンベル 小型金属類
段ボール 資源（段ボール） まとめて十文字に縛って出す

ち チーズ 箱（紙製） 容器包装（その他紙）
個別包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 洗って出す
個別包装（アルミ製） 燃やさない

チェーン 金属製 小型金属類
チェーンソー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
チェスト 粗大
地球儀 プラスチック製・木製 燃やす

金属製 燃やさない
茶 外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

ティーバッグ 燃やす
容器（紙製） 容器包装（その他紙）
容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

チャイルドシート 粗大
茶こし プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
茶だんす 粗大
茶筒 木製・プラスチック製 燃やす

容器（缶類） 資源（缶類）
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
ち 茶筒 木製・プラスチック製・容器（缶類）以外 燃やさない

茶わん 木製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

中華鍋 小型金属類
チューナー 燃やさない
彫刻刀 燃やさない
銚子 燃やさない
提灯 燃やす 金具は燃やさないごみ
調味料 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外袋（紙製） 容器包装（その他紙）
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない

チョーク 燃やす
貯金箱 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
チョコレート 容器（紙製） 容器包装（その他紙）

アルミ箔 燃やさない
外装フィルム 容器包装（その他プラ）

チラシ 資源（新聞） まとめて十文字に縛って出す
ちりとり 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
つ ついたて 粗大

杖 粗大
机 粗大
佃煮 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
漬物 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
漬物石 燃やさない
漬け物樽 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
つけ髪 燃やす
突っ張り棚 粗大
突っ張り棒 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
つまようじ 燃やす
積み木 燃やす
爪 燃やす
爪切り 燃やさない
釣り道具 さお 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

リール・さお立て 燃やさない
釣り針・おもり 燃やさない
テグス（釣り糸） 燃やす

つるはし 粗大
て 定期入れ 燃やす

Ｔシャツ 燃やす 綿50％以上は資源（拠点回収ボックスを利用）
ティッシュ ティッシュ 燃やす

パック包装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外箱 容器包装（その他紙） 取り出し口の透明フィルムは容器（その他プラ）

ティッシュカバー 木製・布製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

ＤＶＤ 本体・ケース 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
て ＤＶＤ 外袋フィルム 容器包装（その他プラ）

テープ 燃やす
テーブル 粗大
テーブルクロス 燃やす
テープレコーダー 燃やさない
手おけ 燃やす
手鏡 燃やさない
手提げ金庫 燃やさない
手提げ袋 紙製 容器包装（その他紙）

布製・プラスチック製 燃やす
デジタルフォトフレーム 燃やさない
デスクマット 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
手帳 燃やす
鉄アレイ 小型金属類
デッキブラシ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鉄柵 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鉄パイプ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鉄板 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鉄鍋 小型金属類
テニスボール 燃やす
テニスラケット 粗大
手拭い 燃やす
手袋 燃やす
テレビ 液晶・プラズマ・ブラウン管 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
テレビ台 粗大
テレホンカード 燃やす
電気カミソリ 燃やさない 電池は有害ごみ
電気コード 燃やさない
電気スタンド 燃やさない 電池は有害ごみ
電気ストーブ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電気ポット 燃やさない
電気毛布 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電球 燃やさない 紙などで包み指定袋に入れる
電子辞書 燃やさない 電池は有害ごみ
電磁調理器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電子ピアノ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電飾ツリー プラスチック製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電子レンジ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
天体望遠鏡 燃やさない
電卓 燃やさない
電池 有害 電池の拠点回収ボックスを利用
点滴パック 在宅医療 燃やす 血液が付着していない物
電動工具 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電動歯ブラシ 燃やさない 電池は有害ごみ
テント一式 粗大
電話機 燃やさない
電話台 プラスチック製･木製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
電話帳 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す

と ドア 粗大
ドアノブ 燃やさない
トイレットペーパー 外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

包み紙 容器包装（その他紙）
芯 燃やす

トイレブラシ 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
と トイレマット 燃やす

陶器 燃やさない
豆腐 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
灯油タンク ポリタンク 燃やす 中身を空にして出す

金属製 粗大
灯油ポンプ 燃やす
トースター 燃やさない
土管 町で収集しない 専門処理業者等で処理
毒物・劇物 農薬等 町で収集しない 専門処理業者等で処理
時計 燃やさない
戸類 粗大
戸棚 粗大
トタン 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
徳利 燃やさない
土鍋 燃やさない
ドライバー 工具 小型金属類
ドライヤー 燃やさない
ドラム 楽器 粗大
ドラム缶 町で収集しない
トランプ 本体・ケース 燃やす
鳥かご 木製・竹製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ドリッパー 燃やさない
塗料 燃やす 吸着材で処理した物

容器（びん） 燃やさない 中身を空にして出す
容器（金属製） 燃やさない 中身を空にして出す
容器（スプレー缶） 燃やさない 使い切って穴を開ける

ドリル 工具 燃やさない
ドリル刃 小型金属類
ドリンク 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

ふた 燃やさない
トレイ 食品トレイ 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
ドレッシング 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（ペットボトル製） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

トロフィー 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

な ナイフ 小型金属類 紙で包み、危険と表示
ナイロンひも 燃やす
長ぐつ 燃やす
流し台 粗大
ナタ 小型金属類
ナット 燃やさない
納豆 紙製の容器 燃やす

容器（発泡スチロール製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外装（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外装（紙製） 容器包装（その他紙）
シート（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

ナップサック 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
鍋 金属製 小型金属類
鍋敷き 木製・プラスチック製・布製 燃やす

上記以外 燃やさない
鍋つかみ 燃やす
生ごみ処理機 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
な 生花 燃やす

縄跳び紐 燃やす
に 肉 容器（トレイ） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外装ラップ 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
外包装（紙製） 容器包装（その他紙）

荷造りひも 燃やす
ニッパー 工具 小型金属類
入浴剤 容器（缶類） 資源（缶類） 中身を空にして出して下さい

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
ふた（金属製） 燃やさない
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

庭池 プラスチック製 粗大
人形 木製・布製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ぬ ぬいぐるみ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

縫い針 燃やさない 紙などで包み指定袋に入れる
布類 綿50％以上の物 資源（布類） 洗濯して拠点回収ボックスを利用

上記以外 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ぬり絵 資源（雑誌） 汚れている物は燃やすごみ

ね ネクタイ 燃やす
ネクタイピン 燃やさない
猫砂 燃やす
ねじ 燃やさない
ねずみ捕り 金属製 燃やさない

上記以外 燃やす
ネット 果物などが入っていたもの 容器包装（その他プラ）
寝袋 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
寝間着 燃やす
ねりわさび 容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）

粘着テープ 燃やす
粘土 紙粘土・油粘土 燃やす

石膏粘土 燃やさない
燃料油 町で収集しない 専門処理業者等で処理

の 農薬 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理
ノート 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
のこぎり 小型金属類 紙等に包んで出す
ノミ 小型金属類 紙等に包んで出す
海苔 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
容器（缶類） 資源（缶類）
容器（紙製） 容器包装（その他紙）
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（金属製） 燃やさない
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

のれん 燃やす
のり（接着剤） 燃やす 中身は使い切る

は パーカー 燃やす
パークゴルフ クラブ・ボール・ティ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
バーベキューコンロ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
は バーベル 小型金属類

ハーモニカ 燃やさない
バール 小型金属類
バイオリン 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
バイクカバー 燃やす
灰皿 燃やさない
排尿パック 燃やす
パイプいす 粗大
パイプハンガー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
パイプベット 粗大
廃油 燃やす 凝固剤で処理したもの
バインダー 紙製・プラスチック製 燃やす 金具は燃やさないごみ
ハエたたき プラスチック製 燃やす

電子式 燃やさない
葉書 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
はかり 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
白色トレイ 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
剥製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
刷毛 燃やす
バケツ プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ハサミ 小型金属類 紙等に包んで出す
箸 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
箸袋（紙製） 容器包装（その他紙）
箸袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

はしご 粗大
箸立て 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
箸箱 木製・竹製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
バスタオル 燃やす
バスマット 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
パソコン 本体・ディスプレイ パソコンリサイクル品 町で回収しない（メーカー回収）

プリンター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
パソコン台 粗大
キーボード・マウス 燃やさない

バター 内包装（銀紙） 容器包装（その他紙） 汚れている物は燃やすごみ
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す

はたき 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
発煙筒 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理
バッグ 燃やす
バッテリー 車・オートバイ 粗大 サイズに関係なく粗大ごみ扱い
バット 木製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
発砲スチロール 容器・トレイ 容器包装（その他プラ） 洗って出す

板 容器包装（その他プラ）
緩衝材 容器包装（その他プラ） 形成されている物

バドミントン ラケット（木製・プラスチック製） 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ラケット（上記以外） 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
羽 燃やす

花 燃やす
花火 燃やす 水で濡らして出す
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
は パネルヒーター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

パフ 化粧用品 燃やす
歯ブラシ 歯ブラシ 燃やす

電動歯ブラシ 燃やさない 電池は有害ごみ
歯磨き粉 容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

外箱（紙製） 容器包装（その他紙）
容器（金属製） 燃やさない

ハム 外装パック（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
容器（トレイ） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外装ラップ 容器包装（その他プラ）

パラソル 粗大
バラン プラスチック製 燃やす
針 燃やさない 紙などで包み指定袋に入れる
針金 小型金属類
バリカン 燃やさない
パン 外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

袋の留め具（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ハンガー 全体がプラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
ハンカチ 燃やす
飯ごう 小型金属類
絆創膏 燃やす
ハンダ 燃やさない
ハンダゴテ 燃やさない
パンチ 穴開け用 小型金属類
ハンディモップ プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
バンド 梱包用 燃やす
パンフレット 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す
ハンマー 木製・ゴム製 燃やす

金属製 小型金属類
ひ ＰＰバンド（梱包用） 燃やす

ピアノ 町で収集しない 販売店・専門処理業者等で処理
ビーズクッション 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ヒーター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ピーラー（皮むき） プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
ビール 容器（びん） 資源（びん類） 中を洗って出す

容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
パックの台紙 容器包装（その他紙）
ふた（金属製） 燃やさない
ケース（プラスチック製） 粗大

ビー玉 燃やさない
ひげそり 燃やさない
ピザの箱 資源（ダンボール） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
ビデオ デッキ 燃やさない

ビデオテープ 燃やす
プラスチックケース 燃やす
外装フィルム 容器包装（その他プラ）
カメラ 燃やさない
バッテリー 有害
三脚 燃やさない

ひな人形 燃やす
ケース入り 粗大

ひな壇 粗大
ビニールテープ 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
ひ ビニールの袋 燃やす レジ袋は「レジ袋」参照

ビニールボート 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ビニール手袋 燃やす
火バサミ 小型金属類
ひも 紙製・綿製・プラスチック製 燃やす
肥料 燃やす
肥料袋 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
ピンセット 燃やさない
便せん 資源（新聞）

ふ ファイル 本体（紙製） 資源（雑誌）
本体（プラスチック製） 燃やす
留め具（プラスチック製） 燃やす
留め具（金属製） 燃やさない

ファクシミリ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ファンシーケース 粗大
ファンデーション 燃やす
ファンヒーター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
フィルム 燃やす
フィルムケース 燃やす
ブースターケーブル 燃やさない
ふうせん 燃やす
封筒 茶色 容器包装（その他紙） プラ窓は容器包装（その他プラ）

上記以外 資源（雑誌） プラ窓は容器包装（その他プラ）
フードプロセッサー 燃やさない
プール ビニール製・ゴム製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
笛 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
フェルト 燃やす
フォーク（食器） 木製・プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
ふきん 燃やす
服 燃やす 綿50％以上は資源（拠点回収ボックスを利用）
ふすま 粗大
ブックエンド 金属製 燃やさない

木・プラスチック製 燃やす
ブックカバー 燃やす
ブーツ 燃やす
ふで箱 プラスチック製･木製 燃やす

金属製 小型金属類
ふとん ふとん 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

カバー 燃やす
布団乾燥機 燃やさない
布団たたき 燃やす
踏み台 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
フライ返し 小型金属類 プラ製は燃やすごみ
フライパン 小型金属類
ブラインド 粗大
プラグ 燃やさない
ブラシ 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
プラモデル 本体・部品 燃やす

モーター 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
部品用袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）



は

26

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
ふ フラワースタンド 粗大

ブランコ 子供用遊具 粗大
プランター 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ぶら下がり健康器 粗大
フリスビー 燃やす
プリン 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（紙製） 容器包装（その他紙）
ふた（フラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れは取除く
ふた（紙製） 容器包装（その他紙） 汚れは取除く

プリンター 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
プリンターインクカートリッジ 燃やす 回収ボックス（販売店・郵便局）
フロアージャッキ 粗大
風呂釜 粗大
ブロック コンクリート、セラミック 粗大

発泡スチロール製 燃やす
プラスチック製 燃やす

フロッピーデスク 本体・ケース 燃やす
風呂用具 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない
プロパンガスボンベ 町で収集しない 販売店回収
ぶんちん 金属製 小型金属類

上記以外 燃やさない
分度器 プラスチック製 燃やす
分配機 燃やさない
噴霧器 プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ヘ ヘアースプレー 容器（缶類） 資源（缶類） 使い切って穴を開ける

ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ヘアーバンド 布製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
ヘアピン 燃やさない
ペーパーナイフ 金属製 小型金属類
ペール缶 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ベッド 粗大
ペットの運搬ケース プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ペットの砂 燃やす
ペットの小屋 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ペットの糞 燃やす
ペットボトル 飲料用・醤油用 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ヘッドホン 燃やさない
ベッドマット 粗大
ベニヤ板 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ベビー用品 浴槽・タンス 粗大

ベッド・ベビーラック 粗大
チャイルドシート 粗大
ベビーカー（乳母車） 粗大
椅子・チェアー 燃やさない

ベルト 布製・皮製・プラスチック製 燃やす 金具は燃やさないごみ
ヘルメット 燃やす
便器 粗大
ペンキスプレー缶 燃やさない 使い切って穴を開ける
ペンキ缶 燃やさない
便座 燃やさない



は

26 27

■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
へ 便座カバー 燃やす

ベンチ 粗大
弁当箱 ブラスチック製・木製 燃やす

金属製 小型金属類
弁当の中仕切り（バラン） 燃やす

ほ ホイールキャップ 燃やさない
望遠鏡 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ほうき 粗大
芳香剤 容器（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
外装フィルム 容器包装（その他プラ）

帽子 燃やす
宝石箱 木・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
包装紙 容器包装（その他紙）
包帯 燃やす
防虫剤 燃やす
包丁 小型金属類 紙で包み、危険と表示
防腐剤 燃やす
ボウリングの球 燃やさない
ボウル プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
ホース 燃やす
ホースリール プラスチック製 燃やす

金属製 燃やさない
ボードゲーム 燃やす
ホームタンク 粗大
ホームベーカーリー 燃やさない
ホームラック 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ボールペン 燃やす
ホーロー容器 小型金属類
墨汁 燃やす 中身は使い切る
ポケットティッシュ 燃やす

個別袋 容器包装（その他プラ）
ラベル（紙） 燃やす

歩行器 粗大
ボタン 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
ボタン電池 有害
補聴器 燃やさない 電池は有害ごみ
ホッチキス 本体・針 燃やさない
ポット 保温容器 燃やさない
ホットカーペット 粗大
ホットプレート 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ポット式ストーブ 粗大
ホッピング 粗大
ボディブラシ 燃やす
ポテトチップスの袋 容器包装（その他プラ）
ほ乳瓶 プラスチック製 燃やす

ガラス製 燃やさない
ポリタンク 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ポリ袋 燃やす
保冷材 燃やす
ホワイトボード 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
ほ 本 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す

本立て 木製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

本棚 粗大
ポンプ プラスチック製 燃やす

電動式 燃やさない 電池は有害ごみ
ま マーカーペン 燃やす

金属製 燃やさない
マーガリン 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
シート（銀紙） 容器包装（その他紙） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

麻雀卓 粗大
麻雀牌セット 燃やす
麻雀マット 燃やす
マイク 燃やさない
マウス パソコン用 燃やさない
マウスパッド 燃やす
巻尺 燃やさない
マグカップ 陶器 燃やさない
マグネット 燃やさない
まくら 燃やす
まくらカバー 燃やす
マジックペン 本体（プラスチック製） 燃やす

本体（金属製） 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
外箱（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

マスク 燃やす
マッサージ器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
マッチ 燃やす 水で濡らして出す
マットレス 粗大
松葉杖 粗大
窓類 窓・網戸 粗大
まな板 木製・プラスチック製 燃やす
マニキュア 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 汚れが取除けなければ燃やさないごみ

ふた 燃やす
マフラー（防寒具） 燃やす
魔法ビン 燃やさない
ママさんダンプ 粗大
マヨネーズ 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ふた（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

丸太 粗大
万年筆 燃やさない

み ミキサー 燃やさない
ミシン 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
水切りかご 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
水差し プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
水まくら 燃やす 金具は燃やさないごみ
密閉容器 プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類 ふたは燃やすごみ
ミニカー 金属製 燃やさない

プラスチック製 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
み ミニコンポ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

耳かき 木製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

ミルク 容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
む 麦茶 ティーバッグ 燃やす

内袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
容器（ペットボトル） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す
外箱（紙製） 容器包装（その他紙）

虫かご 木製・プラスチック製 燃やす
虫取りあみ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
虫ピン 燃やさない 紙等に包み指定袋に入れる
虫めがね プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
むしろ 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

め メイクボックス 布製・プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

名刺 名刺 燃やす
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

めがね プラスチック製 燃やす
上記以外 燃やさない

めがねケース 燃やす
メガホン 紙製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
目薬の容器 容器包装（その他プラ）
メジャー 金属製 燃やさない

上記以外 燃やす
メダル プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
メモリーカード 燃やす
メモ帳 燃やす
面 剣道・フェンシング 燃やさない
綿棒 燃やす
麺棒 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

も 毛布 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
木材 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
木馬（玩具） 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
模型 木製・プラスチック製 燃やす
餅つき機 燃やさない 内釜は小型金属
餅焼きあみ 燃やさない
モップ 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
物干し さお・支柱・コンクリート台 粗大

室内用 粗大
モルタル片 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
モンキーレンチ 小型金属類

や やかん 小型金属類
焼き網 燃やさない
野菜 容器（ポリ袋） 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く

容器（ネット） 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く
容器（トレイ） 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く
外装ラップ 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く

やすり 紙製 燃やす
金属製 小型金属類

ゆ ＵＳＢメモリー 燃やす
郵便物 封筒（窓付き） 容器包装（その他紙） 窓プラの部分ははがし開く

封筒（窓なし） 容器包装（その他紙） 開いて出す
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
ゆ 郵便物 はがき 資源（雑誌）

包み紙 容器包装（その他紙）
外箱（段ボール製） 資源（段ボール） まとめて十文字に縛って出す

郵便ポスト 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ

浴衣 燃やす
床暖房パネル 粗大
雪かき道具 木製・プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
湯たんぽ プラスチック製 燃やす

金属製 小型金属類
よ ヨーグルト 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

パックの台紙 容器包装（その他紙） 開いて出す
外装フィルム 容器包装（その他プラ）
容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

ようじ 燃やす
ら ラーメン 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れを取除く

スープ等の袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

ライター 燃やさない ガスは使い切って下さい
ラグカーペット 粗大
ラケット 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ラケットカバー 燃やす
ラジオ 燃やさない 電池は有害ごみ
ラジオカセット 燃やさない 電池は有害ごみ
ラジコンカー 燃やさない 電池は有害ごみ
ラック 金属製 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
ラップ ラップ 容器包装（その他プラ） 商品を包んでいたもの

ラップ 燃やす 商品を包んでないもの
刃（紙製） 容器包装（その他紙）
刃（プラスチック製） 燃やす
刃（金属製） 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
芯（紙製） 燃やす

ラミネートチューブ チューブ類 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
ランタン 燃やさない
ランドセル 燃やす
ランニングシューズ 燃やす
ランニングマシーン 粗大

り リール 燃やさない
リップクリーム 容器（プラスチック製） 燃やす
リビングボード 粗大
リボン 燃やす
リモコン 燃やさない 電池は有害ごみ
リヤカー 粗大
リュックサック 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
リンス 容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す

詰替え用（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
る ルアー（釣り道具） 燃やさない

ルーズリーフバインダー 燃やす 金具は燃やさないごみ
ルーフボックス 粗大

れ 冷温庫 粗大
冷水器 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル品 町で収集の場合は2,000円かかります
レインウェアー 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
れ レインコート 燃やす

レーザーディスク レーザーディスク盤 燃やす
プラスチックケース 燃やす
外装フィルム 容器包装（その他プラ）

レーザーディスクプレーヤー 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
レコード レコード 燃やす

外装フィルム 容器包装（その他プラ）
レコードジャケット 資源（雑誌） まとめて十文字に縛って出す

レコードプレーヤー 燃やさない
レシート 普通紙 資源（新聞）

感熱紙 燃やす
レジャーシート 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ
レジ袋 袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）

袋（紙製） 容器包装（その他紙）
レターケース 木製・プラスチック製 燃やす

上記以外 燃やさない
レトルトパック 袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 中を洗って出す
レンガ 燃やさない
レンジパネル 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
レンジフード 粗大
レンジ台 粗大

ろ ろうそく 燃やす
ろうそく立て 金属製 燃やさない
ロープ 麻製・ビニール製 燃やす

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは専門処理業者
ローボード 粗大
ローラースケート 燃やさない
ロールカーテン 粗大
ロッカー 粗大

わ ワープロ 燃やさない
ワープロインクリボン 燃やす
ワイシャツ 燃やす

外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
厚紙 容器包装（その他紙）

ワイパー 燃やさない
ワイヤーロープ 燃やさない 指定袋に入らないものは専門処理業者
ワイン 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

コルク 燃やす
栓抜き 燃やさない
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

ワイン庫 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
輪ゴム 燃やす
ワゴン 木製･プラスチック製 燃やす 指定袋に入らないものは粗大ごみ

上記以外 燃やさない 指定袋に入らないものは粗大ごみ
わさび 容器（プラ製チューブ） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

容器（缶類） 資源（缶類） 中を洗って出す
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す

綿あめ 棒（木製） 燃やす
外袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ

ワックス 容器（金属製） 資源（缶類）
容器（プラスチック製） 容器包装（その他プラ） 汚れが取除けなければ燃やすごみ
外箱（紙製） 容器包装（その他紙） 開いて出す
スポンジ 燃やす

ワッペン 燃やす
割り箸 木製・竹製 燃やす
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■燃やすごみ　■燃やさないごみ　■小型金属類　■容器包装ごみ　■資源ごみ　■有害ごみ　■粗大ごみ
分別区分

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等
わ 割り箸 箸袋（紙製） 容器包装（その他紙）

箸袋（プラスチック製） 容器包装（その他プラ）
ワンカップ 容器（びん） 容器包装（びん・ペット） 中を洗って出す

ふた（金属製） 燃やさない

品 目 名 素 材 等 分 別 区 分 出し方のポイント等

一部イラスト出典：経済産業省 ３Ｒ政策 ごみイラスト素材集
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