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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ＩＣレコーダー 燃やせないごみ
電池を外し、 データは消去してください。 できる
だけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ＩＨヒーター （電磁調理器） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

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

アイロン 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

アイロン台 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 木製は燃やせるごみ、 金
属製は燃やせないごみ

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

足踏みミシン 大型ごみ

アタッシュケース （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

アタッシュケース （皮革製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

アダプター 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

油 （機械油、 鉱油） 収集しないごみ
専門業者に処理の依頼を。 少量の場合は、 新
聞紙や布に染み込ませて、 燃やせるごみへ

油 （食用） 燃やせるごみ 固めるか新聞紙や布に染み込ませてください

油 （食用） の容器 （プラスチック製） 燃やせるごみ 中身は使い切ってください

油 （食用） の容器 （ガラス製 ・ 金属製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください

雨ガッパ 燃やせるごみ

雨戸 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

雨どい 大型ごみ 落雪等によりこわれたものに限る

網 （ネット） 燃やせるごみ

網戸 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

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

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

アルバム 燃やせるごみ 金具は取り外して、 燃やせないごみ

アルミサッシ 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

アルミ箔 （アルミホイル） 燃やせないごみ

アルミ箔の芯 （アルミホイルの芯） 雑誌 ・ 雑がみ

アルミフェンス 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

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

泡立て器 （手動式 ・ 電動式） 燃やせないごみ
電動式は電池を外し、 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

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

アンプ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

石 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

石臼 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

石灯籠 （イシドウロウ） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

衣装ケース 大型ごみ

板 （木製 ・ アクリル製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

一輪車 （子供用、 スポーツ用） 大型ごみ

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

一升びん びん 販売店への返却を優先してください

井戸用ポンプ 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

イヤホン 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

イヤリング 燃やせないごみ

衣類乾燥機 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

入れ歯 燃やせないごみ かかりつけの歯科に相談してください

インクカートリッジ 燃やせるごみ 販売店への返却を優先してください

インターホン 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ウィッグ （かつら） 燃やせるごみ

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

植木鉢 （プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

植木鉢 （陶器製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

ウェットスーツ 燃やせるごみ

ウォーターサーバー 収集しないごみ

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

ウォーターサーバーボトル
（リターナブル式）

収集しないごみ メーカーへ返却してください

ウォーターベッド 大型ごみ 中の水を抜いてください

浮き輪 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください

臼 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

うちわ （竹製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

ウッドデッキ 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

腕時計 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

乳母車 （ベビーカー） 大型ごみ

梅酒作成容器 （ガラス製） びん プラスチック製のフタは、 燃やせるごみ

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

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

運動靴 （スニーカー） 燃やせるごみ

ＡＣアダプター 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

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

ＨＤＤレコーダー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ＬＤ （レーザーディスク） 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、 雑がみ

ＬＤプレーヤー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ＬＥＤ電球 燃やせないごみ

ＭＤ （ミニディスク） 燃やせるごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ＭＤプレーヤー 燃やせないごみ
据置型で 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 小
型のものは、 できるだけ小型家電回収ボックス
（４ ・ ５ページ参照） へ

ＳＤメモリーカード 燃やせるごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

エアガン （モデルガン） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

エアコン （室内機 ・ 室外機） 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

エアマットレス 大型ごみ 中の空気を抜いてください

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

液晶テレビ 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

枝切りばさみ 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

枝葉類 燃やせるごみ
一本の長さ 60 ㎝未満、 太さ 10 ㎝未満。 一
束 30 ㎝以内で 1 回に 3 束まで。 できるだけ
乾燥させてください

絵筆 （画筆） 燃やせるごみ

エプロン 燃やせるごみ

絵本 雑誌 ・ 雑がみ

エレキギター 大型ごみ

エレクトーン 大型ごみ

園芸用支柱 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 プラスチック製は燃やせ
るごみ、 金属製は燃やせないごみ

延長コード （電気コード） 燃やせないごみ
小さくたたんでしばってください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

煙突 （金属製） 大型ごみ
室内部分のみ収集可。 できるだけストーブと一
緒に出してください

鉛筆 燃やせるごみ

鉛筆削り 燃やせないごみ
電動のものは、 できるだけ小型家電回収ボッ
クス （４ ・ ５ページ参照） へ

ＯＡタップ （テーブルタップ） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

オアシス （生け花用吸水スポンジ） 燃やせるごみ

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

オイルポット （油こし器） 燃やせないごみ

王冠 （びんなどのふた ・ 栓 ・ キャップ） 燃やせないごみ

オートバイ 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステム （１７ページ参照） を
利用してください

オーバー （コート） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

オーブントースター 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

オーブンレンジ 大型ごみ

お菓子の缶 かん

押入れタンス 大型ごみ

おしゃぶり 燃やせるごみ

おたま （玉杓子） 燃やせないごみ

落ち葉 燃やせるごみ 量が多い場合は少しずつ出してください

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

斧 （おの） 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、 「危険」 と
表示を。 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

帯 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

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

おぼん （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

おまる 大型ごみ

おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください

おむつカバー 燃やせるごみ

おもちゃ類 （玩具）
（木製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

おもちゃ類 （玩具） （ガラス製・金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

おもちゃ類 （玩具） （電動式） 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ。 電池式は電池を外してください

おもり （釣具） 燃やせないごみ

折り紙 雑誌 ・ 雑がみ

折りたたみ傘 燃やせないごみ

折りたたみ式ベッド 大型ごみ

オルガン 大型ごみ

オルゴール 燃やせないごみ
電動式は、 できるだけ小型家電回収ボックス
（４ ・ ５ページ参照） へ。 電池式は電池を外し
てください

おろし金 燃やせないごみ

お椀 （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

お椀 （陶製） 燃やせないごみ

温水器 （屋外設置式） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

温水洗浄便座 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

温度計 （アルコール式 ・ 針表示式） 燃やせないごみ

温度計 （水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品回収ボックス （１８ページ参照）
に入れてください

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

カーテン 燃やせるごみ

カーテンレール 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

カードケース （皮革製・プラスチック製） 燃やせるごみ

カードケース （金属製） 燃やせないごみ

カード類 燃やせるごみ

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

カーポート 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

カーボン紙 燃やせるごみ

絵画 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

貝殻 燃やせるごみ

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

懐中電灯 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

カイロ （使い捨て） 燃やせるごみ

カイロ （白金触媒式 ・ 電池式） 燃やせないごみ 電池を外してください

鏡 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

角材 大型ごみ 建築資材や太さ 10cm 以上のものは収集不可

学生服 燃やせるごみ

拡大鏡 （虫めがね ・ ルーペ） 燃やせないごみ

額縁 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

掛け軸 燃やせるごみ

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

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

傘 大型ごみ 45 ㎝未満の折りたたみ傘は、 燃やせないごみ

加湿空気清浄器 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

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

ガスボンベ （ＬＰガス） 収集しないごみ ガス会社へ問い合わせてください

ガスレンジ 大型ごみ

カセットコンロ （卓上コンロ） 燃やせないごみ ボンベを外してください

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

カセットテープ （ケースを含む） 燃やせるごみ

カセットデッキ 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

ガソリン携行缶 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください

カタログ 雑誌 ・ 雑がみ

花壇ブロック 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

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

カッターマット 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

カップ麺の容器 （紙製） 燃やせるごみ ふた部分も燃やせるごみ

カップ麺の容器
（その他プラスチック製）

燃やせるごみ

かつら （ウィッグ） 燃やせるごみ

蚊取り線香 燃やせるごみ

金網 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

金槌 （かなづち） 燃やせないごみ

かばん （バッグ） 燃やせるごみ

画筆 （絵筆） 燃やせるごみ

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

花びん （ガラス製 ・ 陶器製） 燃やせないごみ

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

紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流してください

紙コップ 燃やせるごみ

紙皿 燃やせるごみ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

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

紙テープ （非粘着） 雑誌 ・ 雑がみ

紙テープ （粘着） 燃やせるごみ

紙粘土 燃やせるごみ

髪の毛 （毛髪） 燃やせるごみ

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

紙パック （掃除機用など） 燃やせるごみ

紙袋 雑誌 ・ 雑がみ
ビニール加工されているものや持ち手は、 燃
やせるごみ

ガム 燃やせるごみ

ガムテープ 燃やせるごみ

ガムテープの芯 雑誌 ・ 雑がみ

カメラ 燃やせないごみ
データは消去してください。 フィルム式はフィ
ルムを外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

画用紙 雑誌 ・ 雑がみ クレヨンで描かれたものは、 燃やせるごみ

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

カラーボックス 大型ごみ

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

カラオケ設備 （マイク式 ・ ハンディ式） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

ガラスケース 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ガラス食器 燃やせないごみ

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

軽石 燃やせないごみ

枯れ葉 （落ち葉） 燃やせるごみ
できるだけ土に還してください。 量が多い場合
は、 少しずつ出してください

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

革靴 燃やせるごみ

革ジャンパー 燃やせるごみ

革手袋 ・ 皮手袋 燃やせるごみ

皮むき器 （ピーラー） 燃やせないごみ

瓦 （かわら） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

缶 （さびているもの） 燃やせないごみ

感圧紙 （カーボン紙） 燃やせるごみ

換気扇 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

缶切り 燃やせないごみ 電動式は電池を外してください

玩具 （おもちゃ類）
（木製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

玩具 （おもちゃ類） （ガラス製・金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

玩具 （おもちゃ類） （電動式） 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 電池式は電
池を外してください

緩衝材 燃やせるごみ

乾燥材 （シリカゲル） 燃やせるごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

乾電池 燃やせないごみ

感熱紙 燃やせるごみ

看板 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

木 （せん定枝） 燃やせるごみ
できるだけ乾かしてください。 枝は長さ 60 ㎝
×直径 10 ㎝以下に切り、 1 束 30 ㎝以内に束
ねてください。 1 回につき 3 束まで

キーボード （楽器） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

キーボード （パソコン用） 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ギター 大型ごみ

キッチンスケール （調理用はかり） 燃やせないごみ
デジタル式は電池を外してください。 できるだ
け小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照）
へ

キッチンタイマー 燃やせないごみ 電池を外してください

キッチンペーパー 燃やせるごみ

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

キッチンマット （台所マット） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

杵 （きね） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

木の根 ・ 幹 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

揮発油類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

木べら 燃やせるごみ

着物 （和服） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス （２・３ページ参照）
へ

脚立 大型ごみ

キャッシュカード 燃やせるごみ はさみで切るなどしてください

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

キャリア （ルーフキャリア） 大型ごみ

キャリーバッグ 大型ごみ

給湯器 （ボイラー） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

牛乳パック 紙パック 開いて出してください

牛乳びん びん 販売店への返却を優先してください

給油ポンプ 大型ごみ 電動式は電池を外してください

教科書 雑誌 ・ 雑がみ

鏡台 （ドレッサー） 大型ごみ
飛散防止のため、 鏡部分にガムテープ等を貼
ってください

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

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

金庫 （手提げ式） 燃やせないごみ

空気入れ （自転車用） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

空気清浄器 大型ごみ

空気清浄器フィルター 燃やせるごみ

クーラー （エアコン） 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

クーラーボックス 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせるごみ

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

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

草 燃やせるごみ
できるだけ土に還してください。 量が多い場合
は少しずつ出してください。 十分に乾かしてく
ださい

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

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

鎖 （チェーン） 燃やせないごみ 自動車用は、 収集不可

靴 燃やせるごみ

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

靴下 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス （２・３ページ参照）
へ

クッション 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

首輪 （ペット用） 燃やせるごみ

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

クリップ 燃やせないごみ

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

グレーチング 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

クレジットカード 燃やせるごみ はさみで切るなどしてください

クレヨン 燃やせるごみ

グローブ （野球用） 燃やせるごみ

グローランプ （点灯管） 燃やせないごみ

鍬 （くわ） 大型ごみ

軍手 燃やせるごみ

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

蛍光灯 大型ごみ 蛍光管、 電球を外してください

蛍光ペン （蛍光マーカー） 燃やせるごみ

珪藻土マット 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

携帯電話 燃やせないごみ
販売店への返却を優先してください。 データは
消去してください。 小型家電回収ボックス （４・
５ページ参照） も可。

ゲートボール球 燃やせるごみ

ケーブル類
（家庭用 LAN ケーブルなど）

燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ゲーム機 （家庭用） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ゲームソフト 燃やせるごみ

毛皮 燃やせるごみ

劇薬 ・ 劇物類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

消しゴム 燃やせるごみ

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

化粧水の容器 （ガラス製） 燃やせないごみ 中身は使い切ってください

血圧計 燃やせないごみ
デジタル式は電池を外してください。 デジタル
式はできるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５
ページ参照） へ

血圧計 （水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品回収ボックス （１８ページ参照）
へ入れてください

けん引ロープ （布製 ・ ワイヤー製） 大型ごみ

建築廃材 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

原動機付き自転車 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステム （１７ページ参照） を
利用してください

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

工具箱 （プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

ゴーグル 燃やせるごみ

コート （オーバー） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス （２・３ページ参照）
へ

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

コードレスクリーナー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

コーヒー豆 （コーヒー殻） 燃やせるごみ 水気を切って出してください

氷枕 燃やせるごみ 留め具は外して、 燃やせないごみ

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

ござ 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

こたつ 大型ごみ

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

コップ （紙製 ・ 木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

コップ （金属製 ・ 陶製 ・ ガラス製） 燃やせないごみ

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

コピー機 収集しないごみ 購入店 ・ メーカーなどへ問い合わせてください

コピー用紙 雑誌 ・ 雑がみ 防水加工された包み紙は、 燃やせるごみ

ごみ箱 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 プラスチック製は燃やせ
るごみ、 金属製は燃やせないごみ

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

ゴム手袋 燃やせるごみ

ゴム長靴 燃やせるごみ

ゴムべら 燃やせるごみ

ゴムホース 大型ごみ 45 ㎝未満に束ねれば、 燃やせるごみ

ゴムボール 燃やせるごみ

ゴムマット （自動車用など） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

米びつ 大型ごみ

コルク栓 燃やせるごみ

コルクボード 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

コルク抜き 燃やせないごみ

ゴルフクラブ 大型ごみ

ゴルフシューズ 燃やせるごみ

ゴルフバッグ （キャディーバッグ） 大型ごみ

ゴルフボール 燃やせるごみ

コンクリート 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

コンクリートブロック 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

コンタクトレンズ 燃やせるごみ ハードレンズは、 燃やせないごみ

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

こ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

サーフボード 大型ごみ

サインペン 燃やせるごみ

魚焼き器 燃やせないごみ

作業服 （作業着） 燃やせるごみ

柵 （園芸用） 大型ごみ 解体して 45 ㎝未満に切れば燃やせるごみ

柵 （外構フェンス）
（アルミ製 ・ スチール製）

収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

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

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

サッカーボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください

雑誌 雑誌 ・ 雑がみ

サッシ戸 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

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

座布団 燃やせるごみ

サポーター 燃やせるごみ

作務衣 （さむえ） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

皿 （紙製 ・ 木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

皿 （金属製 ・ 陶製 ・ ガラス製） 燃やせないごみ

サラダ油 燃やせるごみ 固めるか古紙などに染み込ませてください

サラダ油の容器 （プラスチック製） 燃やせるごみ

サラダ油の容器 （ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください

サラダボウル 燃やせないごみ プラスチック製は、 燃やせるごみ

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

ざる （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

三角コーナー
（プラスチック製 ・ シリコン製）

燃やせるごみ

三角コーナー （金属製） 燃やせないごみ

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

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

酸素ボンベ 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

サンダル 燃やせるごみ

サンドペーパー （紙やすり） 燃やせるごみ

三輪車 （子ども用） 大型ごみ 「大型ごみ」 と表示してください

CD （ケースを含む） 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、 雑がみ

CD-R 燃やせるごみ

CD プレーヤー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 小型のもの
はできるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペ
ージ参照） へ

シーツ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

シール 燃やせるごみ

ジーンズ （ジーパン） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

シェーバー （電気シェーバー） 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

地下足袋 燃やせるごみ

色紙 雑誌 ・ 雑がみ

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

ジグソーパズル 燃やせるごみ

磁石 （マグネット） 燃やせないごみ

辞書 ・ 辞典 雑誌 ・ 雑がみ

システム手帳 燃やせるごみ 金属部分は取り外して、 燃やせないごみ

下着 （肌着） 燃やせるごみ

下敷き 燃やせるごみ

七輪 （しちりん） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

湿布薬 燃やせるごみ

辞典 雑誌 ・ 雑がみ

自転車 大型ごみ

盗難車と区別するため、 壊れていても 「大型
ごみ」 と表示してください。 電動式はバッテリ
ーを外して、 販売店 ・ リサイクル協力店への返
却を優先してください

自転車タイヤ 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

自転車タイヤチューブ 燃やせるごみ

自動車タイヤ 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

自動車バンパー 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください

自動車部品 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください

自動車マフラー 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください

自動車ワイパー 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

竹刀 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

ジャージ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

シャープペンシル
（木製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ

シャープペンシル （金属製） 燃やせないごみ

シャープペンシルの芯 （替芯） 燃やせるごみ

写真 燃やせるごみ

写真立て （フォトフレーム）
（木製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ ガラス部分は、 燃やせないごみ

写真立て （フォトフレーム）
（金属製 ・ 陶製 ・ ガラス製）

燃やせないごみ

シャツ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ジャッキ （車載工具） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

ジャッキ （油圧式） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

シャベル （角先スコップ・剣先スコップ） 大型ごみ

シャベル （園芸用など） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

ジャムの容器 （ガラス製） びん 金属製のふた部分は、 燃やせないごみ

ジャムの容器 （紙製） 燃やせるごみ

しゃもじ （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

砂利 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

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

ジャンパー 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

シャンプーの容器 燃やせるごみ

週刊誌 雑誌 ・ 雑がみ

祝儀 ・ 不祝儀袋 （金封 ・ 多当） 雑誌 ・ 雑がみ

ジューサー （ミキサー） 燃やせないごみ

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

充電器 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

充電式電池 収集しないごみ
リサイクル協力店の回収ボックスを利用してく
ださい （１８ページ参照）

柔道着 燃やせるごみ

収納ケース
（プラスチック製 ・ 紙製 ・ 籘製）

大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせるごみ

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

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

シュレッダーの断裁くず 燃やせるごみ

消火器 収集しないごみ
特定窓口または指定引取場所に搬入するか引
取を依頼してください （１７ページ参照）

障子紙 燃やせるごみ 45 ㎝未満に切ってください

障子戸 大型ごみ

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

賞状用紙 雑誌 ・ 雑がみ

浄水器 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

小動物の死骸 燃やせるごみ

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

消毒液 ・ 消毒薬の容器
（ガラス製）

燃やせないごみ
中身を使い切ってください。 容器の中を軽く洗
ってください

消毒液 ・ 消毒薬の容器
（プラスチック製）

燃やせるごみ 中身を使い切ってください

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

醤油の容器 （プラスチック製） 燃やせるごみ

醤油の容器 （ガラス製） びん 容器の中を軽く洗ってください

醤油の容器 （ペットボトル製） ペットボトル 容器の中を軽く洗ってください

じょうろ （プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

じょうろ （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

食品トレイ 燃やせるごみ
容器を洗って、 できるだけスーパーなどの事
業所が実施している店頭回収をご利用くださ
い （４ ・ ５ページ参照）

食用油 燃やせるごみ 固めるか新聞紙などに染み込ませてください

食用油の容器 燃やせるごみ

食用油の容器 （ガラス製） 燃やせないごみ 容器の中を軽く洗ってください
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

除湿機 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

除湿剤 （湿気とり） の容器 燃やせるごみ 容器の中の水を捨ててください

除湿剤 （シリカゲル） 燃やせるごみ

書籍 雑誌 ・ 雑がみ

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

食器洗浄機 大型ごみ

食器棚 （キッチンボード） 大型ごみ

ショルダーバッグ 燃やせるごみ

シリコン製調理器具 燃やせるごみ

人工芝 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

シンナー類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

水泳キャップ （スイムキャップ） 燃やせるごみ

水槽 （ガラス製） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

水筒 （プラスチック製） 燃やせるごみ

水筒 （金属製） 燃やせないごみ

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

スーツ （背広） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

スーツケース （トランクケース） 大型ごみ

スカート 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

スカーフ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

姿見 大型ごみ
飛散防止のため、 鏡部分にガムテープ等を貼
ってください

スキー板 大型ごみ

スキーウェア 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

スキーキャリア 大型ごみ

スキー靴 燃やせないごみ

スキーケース （ハードタイプ） 大型ごみ

スキーケース （ソフトタイプ） 燃やせるごみ

スキーストック 大型ごみ

スキーバッグ 大型ごみ

スキャナー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

スケート靴 燃やせないごみ

スケートボード 大型ごみ

スケッチブック 雑誌 ・ 雑がみ 留め具は外して、 燃やせないごみ

スコップ
（角先スコップ ・ 剣先スコップ）

大型ごみ

スコップ （園芸用など） 燃やせないごみ

硯 （すずり） 燃やせないごみ

スタイロフォーム （断熱材） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

スタイロフォームパネル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

簾 （すだれ） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

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

スチールフェンス 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

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

ステレオ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ストーブ （電気式 ・ 燃料式 ・ ガス式 ・
だるまストーブ）

大型ごみ 燃料式は必ず燃料を使い切ってください

ストッキング 燃やせるごみ

ストップウォッチ 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

砂 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

砂時計 燃やせないごみ

スニーカー （運動靴） 燃やせるごみ

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

スノーボード 大型ごみ

すのこ 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

スピーカー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

スプリングマットレス 大型ごみ
セミダブルサイズ （幅 120 ｃｍ程度） まで。
ダブルサイズ以上は、 環境整備センターへ直接
搬入可 （有料）

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

スプレーボトル （霧吹き） 燃やせるごみ

ズボン 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ズボンプレッサー 大型ごみ

スマートフォン （多機能携帯電話） 燃やせないごみ
販売店などへの返却を優先してください。 デ
ータは消去してください。 小型家電回収ボック
ス （４ ・ ５ページ参照） も可。

墨 （墨汁） 燃やせるごみ 新聞紙などに染み込ませて出してください

炭 （木炭） 燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください

すりこぎ棒 燃やせるごみ

スリッパ （布製 ・ ビニール製） 燃やせるごみ

スリッパラック 大型ごみ

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

精米機 大型ごみ 業務用は処理不可

生理用品 燃やせるごみ

せいろ （蒸し器） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

セーター 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

セーラー服 燃やせるごみ

石油 収集しないごみ ガソリンスタンドなどの取扱店へ問い合わせを

石油ストーブ 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください

石油タンク （ホームタンク） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

石油ファンヒーター 大型ごみ 燃料は必ず使い切ってください

石油ポンプ （灯油ポンプ） 大型ごみ 電池式は電池を外してください

石鹸 （せっけん） 燃やせるごみ

石膏ボード 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

瀬戸物 （せともの） 燃やせないごみ

背広 （スーツ） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

セメント 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

セロハンテープ 燃やせるごみ

線香 燃やせるごみ

扇子 （せんす） （竹製・プラスチック製） 燃やせるごみ

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

洗濯機 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

せん定くず （せん定枝） 燃やせるごみ
できるだけ乾かしてください。 枝は長さ 60 ㎝
×直径 10 ㎝以下に切り、 1 束 30 ㎝以内に束
ねてください。 1 回につき 3 束まで

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

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

栓抜き 燃やせないごみ

扇風機 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

扇風機カバー 燃やせるごみ

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

洗面器 燃やせるごみ
金属製は、 燃やせないごみ。 45 ㎝以上のも
のは、 大型ごみ

洗面化粧台 収集しないごみ

自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）。 取り外
しによって出たコンクリート類は搬入できませ
んので、 専門業者に処理の依頼を

造花 燃やせるごみ 支持材 （針金など） は外して、 燃やせないごみ

双眼鏡 燃やせないごみ

雑巾 （ぞうきん） 燃やせるごみ 乾燥させてから出してください

掃除機 大型ごみ
本体のみで 45 ㎝未満のものは、 燃やせない
ごみ

掃除ロボット （ロボットクリーナー） 燃やせないごみ

草履 （ぞうり） 燃やせるごみ

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

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

ソファーベッド 大型ごみ

そり （子ども用） 大型ごみ

そろばん （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

体温計 （デジタル式 ・ 電池式） 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

体温計 （水銀式） 収集しないごみ
水銀使用製品回収ボックス （１８ページ参照）
へ入れてください

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

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

耐火ボード 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

体脂肪計 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

体重計 燃やせないごみ 家庭用小型のものに限る

体操着 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

台所マット （キッチンマット） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

タイヤ （自転車用） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

タイヤチェーン （ゴム製） 燃やせないごみ

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

タイヤチューブ （自転車用） 燃やせるごみ

タイヤホイール 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

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

タイル 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

ダウンジャンパー ・ ダウンベスト 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

タオル ・ タオルケット 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

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

卓上コンロ （カセットコンロ） 燃やせないごみ ボンベを外してください

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

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

竹馬 （金属製） 大型ごみ

竹かご 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

畳 （たたみ） 大型ごみ 半分に切ってください。 1 回につき 2 畳分まで

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

卓球ラケット 燃やせるごみ

脱脂綿 （家庭用） 燃やせるごみ

脱毛器 燃やせないごみ 電池式は電池を外してください

楯 （たて） 燃やせないごみ

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

たばこの空き箱 雑誌 ・ 雑がみ 中の銀紙は、 燃やせるごみ

たばこの吸い殻 燃やせるごみ 十分に濡らして出してください

足袋 （たび） 燃やせるごみ

タブレット （多機能携帯端末） 燃やせないごみ
データは消去してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

タブレットケース
（布製 ・ 革製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ

たまごの殻 燃やせるごみ

たまごパック （プラスチック製） 燃やせるごみ

たまごパック （紙製） 雑誌 ・ 雑がみ

たも網 （釣具） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

たらい 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせるごみ

樽 （たる） 大型ごみ

だるまストーブ 大型ごみ

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

たんす 大型ごみ 分解できるものはできるだけ分解してください

断熱材 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

タンバリン 燃やせないごみ

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

ダンボール ダンボール たたんでひもで束ねて出してください

暖炉 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

チェーン （自動車用 ・ ゴム製） 燃やせないごみ

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

チェーンソー
（エンジン式 ・ 電動モーター式）

収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

チャイルドシート 大型ごみ

茶殻 燃やせるごみ 水気を切って出してください

茶こし 燃やせないごみ

茶煎 燃やせるごみ

着火剤 （助燃剤）
（アウトドア用固形燃料）

燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください

茶筒 （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

茶筒 （金属製） 燃やせないごみ

茶葉 燃やせるごみ

茶箱 大型ごみ

ちゃぶ台 大型ごみ

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

チューナー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

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

調理用はかり （キッチンスケール） 燃やせないごみ
デジタル式は電池を外してください。 デジタル
式は、 できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・
５ページ参照） へ

調理用密閉容器 （プラスチック製） 燃やせるごみ

調理用密閉容器
（金属製 ・ ガラス製 ・ 陶器製）

燃やせないごみ

チョーク 燃やせるごみ

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

ちり紙 （ティッシュペーパー） 燃やせるごみ

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

杖 （ステッキ） 大型ごみ

使い捨てカイロ 燃やせるごみ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

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

使い捨てカメラ 燃やせないごみ

使い捨てライター 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください

机 （木製） 大型ごみ

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

つけもの石 収集しないごみ
環境課 （☎ 0172-35-1130） までお問い合
わせください

土 収集しないごみ
環境課 （☎ 0172-35-1130） までお問い合
わせください

つっぱり棒 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 プラスチック製は燃やせ
るごみ、 金属製は燃やせないごみ

壷 （つぼ） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

積木 （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

爪切り 燃やせないごみ

爪やすり 燃やせないごみ

釣り糸 （テグス） 燃やせるごみ

釣り竿 （竹製） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

釣り竿
（カーボン製 ・ グラスファイバー製）

大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

吊り戸棚 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

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

つるはし 大型ごみ 「ごみ」 と表示してください

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

ＤＶＤ 燃やせるごみ

ＤＶＤプレーヤー （ＤＶＤレコーダー） 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

Ｔシャツ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ティーバッグ 燃やせるごみ 水気を切って出してください

ティーポット 燃やせないごみ

ティッシュケース
（木製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ

ティッシュケース （金属製） 燃やせないごみ

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

ティッシュペーパー （ちり紙） 燃やせるごみ

デイパック （リュックサック） 燃やせるごみ

テープ （紙製 ・ 布製 ・ ビニール製） 燃やせるごみ

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

テーブル 大型ごみ

テーブルクロス 燃やせるごみ

テーブルタップ （ＯＡタップ） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

テープレコーダー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

手桶 （木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

手鏡 （コンパクトミラー） 燃やせないごみ

手紙 雑誌 ・ 雑がみ

手提げ金庫 燃やせないごみ 中が空であることを確認してください

デジタル腕時計 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

デジタルオーディオプレーヤー 燃やせないごみ
データは消去してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

デジタルカメラ 燃やせないごみ
データは消去してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

デジタル血圧計 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

デジタル時計 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

デスクマット
（軟質ビニール製 ・ アクリル樹脂製）

大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

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

鉄柱 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

鉄パイプ 大型ごみ 家庭で使用したものに限る

テニスボール 燃やせるごみ

テニスラケット 大型ごみ

手袋 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

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

テレビ 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

テレビゲーム機 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

テレビ台 （テレビボード） 大型ごみ

電気あんか 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

電気カーペット （ホットカーペット） 大型ごみ

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

電気かみそり （電気シェーバー） 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電気コード （延長コード） 燃やせないごみ
小さくたたんでしばってください。 できるだけ
小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電気コンロ 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

電気ストーブ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

電気ファンヒーター 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

電気ポット 燃やせないごみ

電気毛布 大型ごみ

電球 （蛍光式 ・ 白熱球 ・ LED 電球） 燃やせないごみ

電子辞書 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

電子書籍端末 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

電子体温計 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

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

電子手帳 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電子ピアノ 大型ごみ

電子レンジ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

天体望遠鏡 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

電卓 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電池 （乾電池） 燃やせないごみ

電池 （充電式） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくださ
い （１８ページ参照）

電池 （ボタン電池） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくださ
い （１８ページ参照）

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

テント 大型ごみ

電動アシスト自転車 大型ごみ

盗難車と区別するため、 壊れていても 「大型
ごみ」と表示してください。バッテリーは外して、
販売店 ・ リサイクル協力店への返却を優先して
ください

電動泡立て器 （ハンドミキサー） 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電動ドライバー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 できるだけ
小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電動ドリル 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 できるだけ
小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電動歯ブラシ 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電動バリカン 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

天ぷら油 燃やせるごみ 固めるか新聞紙などに染み込ませてください

電話機 燃やせないごみ
ファクシミリ機能付を含む。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

電話台 大型ごみ

電話帳 雑誌 ・ 雑がみ

砥石 （といし） 収集しないごみ
環境課 （☎ 0172-35-1130） までお問い合
わせください

トイレ （設置型 ・ 洋式 ・ 和式） 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

トイレ （ポータブル式 ・ ペット用など） 大型ごみ

トイレタンク 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

トイレットペーパーの芯 雑誌 ・ 雑がみ

道着 燃やせるごみ

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

投光器 大型ごみ
45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ。 電球
を外してください
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

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

灯油 収集しないごみ
ガソリンスタンドなどの取扱店へ問い合わせて
ください

灯油タンク （室内置き用） 大型ごみ 必ず中身を使い切ってください

灯油ポリタンク 大型ごみ 必ず中身を使い切ってください

灯油ポンプ （石油ポンプ） 大型ごみ 電池式は電池を外してください

トースタ― 燃やせないごみ

毒物類 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

時計 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 電池式は電
池を取り外してください。 できるだけ小型家電
回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

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

戸棚 大型ごみ 分解できるものはできるだけ分解してください

トタン板 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

徳利 （とっくり） （陶製 ・ ガラス製） 燃やせないごみ

トナーカートリッジ 収集しないごみ 購入店 ・ メーカーへ返却してください

土鍋 燃やせないごみ

土のう袋 燃やせるごみ 土 ・ 砂は処理不可

土瓶 （どびん） 燃やせないごみ

ドライバー （ねじ回し） 燃やせないごみ

ドライブレコーダー 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ドライヤー 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ドラム缶 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

ドラムセット 大型ごみ

ドラムコード （コードリール） 大型ごみ

トランク （スーツケース） 大型ごみ

トランシーバー 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

トランペット 大型ごみ

鳥かご 大型ごみ

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

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

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

トレーナー 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

トレイ （食品用 ・ 発泡スチロール製） 燃やせるごみ
できるだけスーパーなどの事業所が実施して
いる店頭回収をご利用ください （４ ・ ５ページ
参照）

ドレッサー 大型ごみ 分解できるものはできるだけ分解してください

ドレッシングの容器 （ガラス製） びん 容器を軽く洗ってください

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ドレッシングの容器 （プラスチック製） 燃やせるごみ

泥 （汚泥） 収集しないごみ 道路側溝の泥は、 道路管理者で回収します

トロフィー 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 プラスチック製は燃やせ
るごみ、 金属製は燃やせないごみ

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

長靴 燃やせるごみ

流し台 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）。 コンク
リート製は専門業者に処理を依頼してください

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

ナット 燃やせないごみ

納豆の容器 （紙製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

ナプキン （生理用品） 燃やせるごみ

鍋 （なべ） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

生ごみ 燃やせるごみ 十分に水気を切って出してください

縄 燃やせるごみ
45 ㎝未満に束ねてください。 束ねて 45 ㎝以
上のものは、 大型ごみ

縄跳びひも 燃やせるごみ

南京錠 燃やせないごみ

二段ベッド 大型ごみ

ニッケル・カドミウム電池 （ニカド電池） 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくださ
い （１８ページ参照）

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

入浴剤 燃やせるごみ
液体のものは、 新聞紙や布へ染み込ませてく
ださい

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

ぬいぐるみ 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

布粘着テープ （ガムテープ） 燃やせるごみ

ネガフィルム 燃やせるごみ

ネクタイ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

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

ねこ砂 燃やせるごみ 少量ずつ出してください

ねじ 燃やせないごみ

ネックレス 燃やせないごみ

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

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

寝袋 （シュラフ） 燃やせるごみ

粘着テープ 燃やせるごみ

粘土 燃やせるごみ

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

燃料携行缶 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

農機具 収集しないごみ
農業で使用したものは処理不可 （産業廃棄物）。
家庭菜園などで使用したものに限り、 環境整
備センターへ直接搬入可 （有料）

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

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

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

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

ノーカーボン紙 雑誌 ・ 雑がみ カーボン紙は、 燃やせるごみ

ノート 雑誌 ・ 雑がみ 金属部分は取り外して、 燃やせないごみ

ノートパソコン 燃やせないごみ
データは削除してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ノギス 燃やせないごみ

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

暖簾 （のれん） 燃やせるごみ

パーティション （間仕切り） 大型ごみ

ハードディスク （外付用） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

バーベキュー網 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

バーベキューコンロ 大型ごみ

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

灰 （仏壇で使用したもの） 燃やせるごみ

灰 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

バイオリン 大型ごみ

バイオリンケース 大型ごみ

バイク 収集しないごみ
二輪車リサイクルシステム （１７ページ参照） を
利用してください

バイク部品 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

排水ポンプ （家庭用） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ハイヒール 燃やせるごみ

パイプ椅子 大型ごみ

パイプ式ファイル 燃やせるごみ 金属製の留め具は外して、 燃やせないごみへ

廃油 （機械油 ・ 鉱油） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

廃油 （食用油） 燃やせるごみ 固めるか新聞紙などに染み込ませてください

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

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

はがき 雑誌 ・ 雑がみ 圧着式のはがきは、 燃やせるごみ

袴 （はかま） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

はかり （計量器） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

剥製 （はくせい） 大型ごみ 「はくせい」 と表示してください

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

白熱球 燃やせないごみ

刷毛 （はけ） 燃やせるごみ

バケツ （プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

バケツ （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

羽子板 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

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

パジャマ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

柱 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

バスケットボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください

バスタオル 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

バスタブ （浴槽） 収集しないごみ

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

バスポンプ （風呂ポンプ） 燃やせないごみ

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

パソコン 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

パソコン用プリンター 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

肌着 （下着） 燃やせるごみ

蜂の巣 燃やせるごみ 透明のビニール袋を二重にして出してください

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

バッグ （かばん） 燃やせるごみ

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

バッテリーケーブル 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

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

バドミントン羽 （シャトル） 燃やせるごみ

バドミントンラケット 大型ごみ

花 （生花） 燃やせるごみ

花火 燃やせるごみ 火薬部分を十分に水で濡らしてください

歯ブラシ 燃やせるごみ

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

パラボラアンテナ 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

腹巻 燃やせるごみ

バランスボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください

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

針金 燃やせないごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

針金ハンガー 燃やせないごみ クリーニング店のものは、 店舗へ返却を

バリカン 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

バレーボール 燃やせるごみ 中の空気を抜いてください

ハロゲンヒーター 大型ごみ

ハンガー （針金、 金属部分含む） 燃やせないごみ クリーニング店のものは、 店舗へ返却を

ハンガー （プラスチック、 木製） 燃やせるごみ クリーニング店のものは、 店舗へ返却を

ハンガーラック 大型ごみ

ハンカチ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

半紙 燃やせるごみ

反射材 （シール型） 燃やせるごみ

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

はんだごて （電気ごて） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

バンダナ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ハンディクリーナー 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

半纏 （はんてん） 燃やせるごみ

ハンドバッグ 燃やせるごみ

ハンドミキサー （電動泡立て器） 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

バンパー （自動車用） 収集しないごみ 整備工場などへ問い合わせてください

パンフレット 雑誌 ・ 雑がみ

ハンモック 燃やせるごみ 袋に入れて 「ごみ」 と表示してください

ＢＳアンテナ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ピアス 燃やせないごみ

ピアニカ 燃やせないごみ 45 ㎝以上ものは、 大型ごみ

ピアノ 収集しないごみ 購入店 ・ メーカーなどへ問い合わせてください

ビー玉 燃やせないごみ

ピーラー （皮むき器） 燃やせないごみ

ビールケース 大型ごみ 購入店へ返却してください

ビールびん びん 購入店へ返却してください

美顔ローラー 燃やせないごみ

引き戸 （木製） 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

引き戸 （スチール製 ・ アルミ製） 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

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

ひげそり （電動式） 燃やせないごみ
電池式は電池を外してください。 できるだけ小
型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ビデオカメラ 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ビデオテープ （ケースを含む） 燃やせるごみ

ビデオデッキ 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

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

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ビニールひも 燃やせるごみ

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

ビニールプール （遊具） 大型ごみ 中の空気を抜いてください

ビニールホース 大型ごみ 45 ㎝未満に束ねれば、 燃やせるごみ

百科事典 雑誌 ・ 雑がみ

ビリヤード台 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

ビリヤード球 燃やせないごみ

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

肥料袋 燃やせるごみ

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

びん （飲食物以外が入っていたもの） 燃やせないごみ

便箋 （びんせん） 雑誌 ・ 雑がみ

ピンポン球 燃やせるごみ

ファイル （紙製 ・ パイプ式） 雑誌 ・ 雑がみ 金属部分は外して、 燃やせないごみへ

ファイル （プラスチック製） 燃やせるごみ

ファクシミリ （ファクス） 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ファクシミリ用紙 （感熱紙） 燃やせるごみ

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

フィルム 燃やせるごみ

フィルムケース 燃やせるごみ

ブーツ 燃やせるごみ

封筒 雑誌 ・ 雑がみ セロファン部分は外して、 燃やせるごみへ

プール （子ども用 ・ ビニール製） 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

フェンス （木製 ・ 園芸用） 大型ごみ 解体して 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

フェンス （外構フェンス）
（アルミ製 ・ スチール製）

収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

フォーク 燃やせないごみ プラスチック製は、 燃やせるごみ

布巾 （ふきん） 燃やせるごみ

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

襖 （ふすま） 大型ごみ

付箋紙 （ふせん紙） 雑誌 ・ 雑がみ

仏壇 大型ごみ 分解できるものはできるだけ分解してください

筆 燃やせるごみ

筆箱 （ペンケース）
（木製 ・ 布製 ・ 革製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ

筆箱 （ペンケース） （金属製） 燃やせないごみ

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

布団圧縮袋 燃やせるごみ

布団乾燥機 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

フライパン 燃やせないごみ

ブラインド 大型ごみ
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ほ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ブラウス 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ブラウン管テレビ 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

プラズマ式テレビ 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

フラットファイル 雑誌 ・ 雑がみ 金属部分は外して、 燃やせるごみへ

ブランケット （毛布） 燃やせるごみ

プランター 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせるごみ

プリンター 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ブルーシート 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

ブルーレイディスク （ＢＤ） 燃やせるごみ

ブルーレイディスクプレーヤー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ブレザー 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

風呂椅子 （プラスチック製） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

風呂椅子 （金属製） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

風呂釜 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

プロジェクター 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

ブロック （玩具 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

フロッピーディスク 燃やせるごみ データは消去してください

プロテクター （野球用など） 燃やせないごみ

プロパンガスボンベ 収集しないごみ ガス会社へ問い合わせてください

風呂ポンプ （バスポンプ） 燃やせないごみ

風呂マット 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

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

ヘアドライヤー 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ベッド 大型ごみ
セミダブルサイズ （幅 120 ｃｍ程度） まで。
ダブルサイズ以上は環境整備センターへ直接搬
入可 （有料）

ベッドカバー 燃やせるごみ

ペット小屋 大型ごみ 0.5 坪程度まで解体済みのものに限ります

ペットのトイレ砂 燃やせるごみ 少量ずつ出してください

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

ヘッドホン 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ベッドマット （マットレス） 大型ごみ
スプリング式はセミダブルサイズ （幅 120 ｃｍ
程度） まで。 ダブルサイズ以上は、 環境整備セ
ンターへ直接搬入可 （有料）

ペット用トイレ 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

ヘッドライト （ヘッドランプ）
（アウトドア用）

燃やせないごみ
電池を外してください。 自動車用は、 収集不
可

ベニヤ板 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ベビー椅子 （ベビーチェア） 燃やせないごみ 脚部の長いものは、 大型ごみ

ベビーカー （乳母車） 大型ごみ

ベビーバス 大型ごみ

ベビー服 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ベビーベッド 大型ごみ

へら （木製 ・ ゴム製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

へら （金属製） 燃やせないごみ

ベルト 燃やせるごみ 金具は取り外して燃やせないごみ

便器 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

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

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

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

ペンケース （筆箱）
（布製 ・ 木製 ・ 革製 ・ プラスチック製）

燃やせるごみ

ペンケース （筆箱） （金属製） 燃やせないごみ

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

便座カバー 燃やせるごみ

ペンダント 燃やせないごみ

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

ホイールキャップ 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

ボイラー （大型給湯器） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

望遠鏡 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

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

包装紙 雑誌 ・ 雑がみ
汚れのひどいもの、 匂いのついたもの、 防水
加工されたものは、 燃やせるごみ

防虫剤 燃やせるごみ

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

包丁研ぎ器 （シャープナー） 燃やせないごみ
電動式は電池を外してください。 電動式は、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

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

防犯ブザー 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ボウリング球 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可 （有料）

ホース 大型ごみ 45 ㎝未満に束ねれば、 燃やせるごみ

ホース巻き （ホースリール） 大型ごみ

ポータブルトイレ 大型ごみ

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

ボール （球） 燃やせるごみ

へ
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め

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ボールペン （プラスチック製） 燃やせるごみ

ボールペン （金属製） 燃やせないごみ

ボールペンの芯 （替芯） 燃やせるごみ

木刀 大型ごみ 45 ㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

補助輪 （自転車用） 燃やせないごみ

ポスター 雑誌 ・ 雑がみ 防水加工されたものは、 燃やせるごみ

ボタン （貝製 ・ 木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

ボタン （金属製） 燃やせないごみ

ボタン電池 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくださ
い （１８ページ参照）

補聴器 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ポット 燃やせないごみ

ホットカーペット （電気カーペット） 大型ごみ

ホットプレート 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ボディーソープの容器 燃やせるごみ

哺乳びん （プラスチック製） 燃やせるごみ

哺乳びん （ガラス製） 燃やせないごみ

ポラロイドカメラ 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

ポラロイド写真 燃やせるごみ

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

保冷剤 燃やせるごみ

保冷庫 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

ホワイトボード 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ホワイトボードマーカー 燃やせるごみ

本 雑誌 ・ 雑がみ

ポンプ 燃やせないごみ 家庭用小型のものに限る

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

マージャンパイ 燃やせるごみ

マイク 燃やせないごみ
ワイヤレス式は電池を外してください。 できる
だけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照）
へ

マガジンラック 大型ごみ
45 ㎝未満のもので、 木製 ・ プラスチック製は
燃やせるごみ、 金属製は燃やせないごみ

マグネット （磁石） 燃やせないごみ

枕 （綿 ・ 羽毛 ・ そばがら ・ プラスチッ
ク製パイプなど）

燃やせるごみ

間仕切り （パーティション） 大型ごみ

マッサージチェア 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可 （有料）

マッサージ器 （ハンディ式） 燃やせないごみ
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

マッチ 燃やせるごみ 火薬部分を十分に水で濡らしてください

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

窓ガラス 大型ごみ
45 ㎝未満に割れている場合は、 燃やせない
ごみ。 厚手の紙などで包み、 「危険」 と表示を

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

窓用エアコン 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

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

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

マフラー （防寒用） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

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

魔法びん （ポット） 燃やせないごみ

丸太 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

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

万年筆 燃やせないごみ

万歩計 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ミキサー （ジューサー） 燃やせないごみ

ミシン （ポータブル型） 燃やせないごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

ミシンケース 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

水着 燃やせるごみ

水切りワイパー （窓用） 燃やせないごみ

水鉄砲 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

水枕 燃やせるごみ 金属部分は取り外して、 燃やせないごみへ

虫かご （竹製 ・ 木製 ・ プラスチック製） 燃やせるごみ

虫めがね （拡大鏡 ・ ルーペ） 燃やせないごみ

名刺 雑誌 ・ 雑がみ 紙製でないものは、 燃やせるごみ

めがね （プラスチック製） 燃やせるごみ

めがね （ガラス製） 燃やせないごみ

メガホン （拡声器） 燃やせないごみ 電池を外してください

目覚まし時計 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

メモリーカード 燃やせるごみ
データは消去してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

毛髪 （髪の毛） 燃やせるごみ

毛布 （ブランケット） 燃やせるごみ

モーター （玩具用） 燃やせないごみ 玩具用などの小型のものに限る

木材 燃やせるごみ 長さ 60 ㎝×直径 10 ㎝以下に切ってください

木炭 （炭） 燃やせるごみ 十分に水で濡らして出してください

モデルガン （エアガン） 燃やせるごみ 45 ㎝以上のものは、 大型ごみ

物置 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

物干し竿 大型ごみ

物干し台 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

モバイルバッテリー 収集しないごみ 回収協力店の回収ボックス等をご利用ください

やかん 燃やせないごみ

野球グローブ 燃やせるごみ

野球バット （木製 ・ 金属製） 大型ごみ

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

野球ボール 燃やせるごみ
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品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

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

薬品 （液体類） 収集しないごみ
薬局 ・ 購入店 ・ メーカーなどにお問い合わせく
ださい

薬品の容器 燃やせないごみ 容器の中をよく洗ってください

ＵＳＢメモリー 燃やせないごみ
データは消去してください。 できるだけ小型家
電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

浴衣 （ゆかた） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

床暖房パネル 大型ごみ 中の不凍液を抜いてください

湯たんぽ （プラスチック製） 燃やせるごみ

湯たんぽ （金属製） 燃やせないごみ

ユニホーム 燃やせるごみ

指輪 （リング） 燃やせないごみ

洋服 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

洋服だんす 大型ごみ 分解できるものはできるだけ分解してください

浴槽 （バスタブ） 収集しないごみ

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

ライター類 燃やせないごみ 必ず中身を使い切ってください

ラジオ 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 できるだけ
小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ラジコンカー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、 大型ごみ。 できるだけ
小型家電回収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

ラップ 燃やせるごみ

ラップの芯 雑誌 ・ 雑がみ

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

ランドセル 燃やせるごみ

ランニングマシーン 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可 （有料）

ランプ （燃料式） 燃やせないごみ 必ず燃料を使い切ってください

ランプ （電気式） 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

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

リチウムイオン電池 収集しないごみ
回収協力店の回収ボックス等を利用してくださ
い （１８ページ参照）

リモコン 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

リヤカー 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

リュックサック （デイパック） 燃やせるごみ

りんご
（農家等の事業者から排出されたもの）

収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

りんご箱 大型ごみ 家庭から排出されたものに限る

ルーフキャリア （車載用） 大型ごみ

ルーフボックス （車載用） 大型ごみ

ルーペ （拡大鏡 ・ 虫めがね） 燃やせないごみ

ルームランナー 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可 （有料）
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１ ２ ３

品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

冷温庫 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

冷却ジェルシート 燃やせるごみ

冷水筒 （冷水ポット） 燃やせないごみ

冷蔵庫 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

冷凍庫 収集しないごみ
家電リサイクル法対象品目です （１６ページ参
照）

レーザーディスク （ＬＤ） 燃やせるごみ ジャケットなどの紙部分は、 雑がみ

レーザーディスク （ＬＤ） プレーヤー 燃やせないごみ
45 ㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックス （４ ・ ５ペー
ジ参照） へ

レーザーポインター 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックス （４ ・ ５ページ参照） へ

レガース （野球） 燃やせないごみ

レギンス 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

レコード盤 燃やせるごみ

レコードプレーヤー 大型ごみ 45 ㎝未満のものは、 燃やせないごみへ

レシート 燃やせるごみ

レジ袋 燃やせるごみ できるだけマイバッグを使いましょう

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

レトルト食品の容器 燃やせるごみ できるだけ中身は使い切ってください

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

レンジ台 （レンジラック） 大型ごみ

ロウソク 燃やせるごみ 十分水で濡らして出してください

ロープ 燃やせるごみ
45 ㎝未満に束ねてください。 束ねて 45 ㎝以
上のものは、 大型ごみ

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

ロボットクリーナー （掃除ロボット） 燃やせないごみ

ワイシャツ 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

ワイパー 収集しないごみ 購入店 ・ 販売店へ問い合わせてください

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

和紙 燃やせるごみ

和服 （着物） 燃やせるごみ
できるだけ衣類回収ボックス（２・３ページ参照）
へ

割りばし 燃やせるごみ
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