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ごみ出しのルール 

～ごみステーションはマナーを守って、清潔に利用しましょう～ 

 

１.指定の日時を守ってください  

 

 ごみは、指定収集日当日の朝８時まで（本川地区は朝８時３０分まで）に 

出してください。 
 

 収集車の運行ルートは一定ではありませんので、遅く出すと収集されない 

場合があります。ご注意ください。 

 

 また、収集日を守らないとごみが放置され、近隣の方の迷惑になります。 

収集日は地区ごとに違いますので、お住まいの地区のごみ収集日程表で確認 

してください。 

 

２.決められたごみステーションへ 

 

 お住まいの地区で決められたごみステーションに出してください。 

 各地区に設置されているごみステーションは、町内会やアパート・マン 

ション等で管理していますので、マナーを守り使用してください。 

※他地区のごみステーションには絶対にごみを出さないでください。その 

地区の方に迷惑がかかります。 

 

３.町指定袋で 

 

 いの町内の販売店（スーパー、コンビニ、商店等）で販売している町指 

定袋に入れて出してください（紙類・布類、粗大ごみは除く）。 

 また、指定袋のクチは縛って出してください。 

 

４.きちんと分別してください 

 

 ごみの種別ごとにきちんと分別して、正しく出してください。分別方法 

は、ごみ収集日程表やこの分別マニュアルで確認してください。 

 また、ご不明な点は環境課（℡０８８－８９３‐１１６０）までお問い合わせく 

ださい。 
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町指定袋について 

 家庭から出るごみは、一部のごみを除き、町指定袋に入れて出してください。 

町指定袋は、可燃ごみ指定袋（大・中・小）、資源ごみ指定袋（大・中・小）、 

不燃ごみ指定袋（大・中・小）の９種類があります。 

 町内の販売店（スーパー、コンビニ、商店等）で購入していただき、お使い 

ください。 

 

○指定袋の種類販売価格等  

種類 区分 大きさ・容量 
販売価格 

(１０枚１セットで販売) 

可燃ごみ 

袋の色：半透明 

大 たて 80 ㎝×よこ 65 ㎝（45ℓ） ５００円 

中 たて 70 ㎝×よこ 50 ㎝（30ℓ） ３００円 

文字色：小豆色 小 たて 50 ㎝×よこ４０㎝（15ℓ） １５０円 

資源ごみ 

袋の色：透明 

大 たて 80 ㎝×よこ 65 ㎝（45ℓ） ２００円 

中 たて 70 ㎝×よこ 50 ㎝（30ℓ） １５０円 

文字色：黒色 小 たて 50 ㎝×よこ４０㎝（15ℓ） １００円 

不燃ごみ 

袋の色：緑色 

大 たて 80 ㎝×よこ 65 ㎝（45ℓ） ５００円 

中 たて 70 ㎝×よこ 50 ㎝（30ℓ） ３００円 

文字色：白色 小 たて 50 ㎝×よこ４０㎝（15ℓ） １５０円 

    

※資源ごみの指定袋は、ビン、カン、容器包装プラスチック、ペットボトル、 

 布類（雨天時のみ）を出すときにお使いください。 

 

  指定袋の料金は、指定袋の販売 

料金だけでなく、家庭から出る 

ごみの処理費用として、皆さんに

負担していただくものです。 
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可燃ごみの減量に向けて 
いの町では可燃ごみを減らすため、次のような取り組み・提案をしています。 

 生ごみ処理容器の無償貸し付け 

■容器の種類 

・好気性生ごみ処理容器（庭や畑など屋外に設置） 

・嫌気性生ごみ処理容器（密閉式で屋内設置が可能） 

■対象者 

①町内に居住し、住民基本台帳に登録されている方 

②町内で設置し、維持管理のできる方 

③生ごみ処理容器から排出される堆肥化物を処理できる方 

■貸付基数 

 １世帯につき２基まで 

■申請に必要なもの 

 みとめ印 

■注意点 

 貸付基数に限りがありますので、申請前に環境課へお問い合わせください。 

 生ごみ電動処理機購入費の補助 

■補助対象となる処理機 

 電源ＡＣ100 ボルト、１日 1 キログラム以上の処理能力があるもの 

■対象者 

①町内に居住し、住民基本台帳に登録されている方 

②町内で設置し、維持管理のできる方 

③生ごみ電動処理機から排出される堆肥化物を処理できる方 

■補助台数 

 １世帯につき１台 

■補助金額 

 購入価格（消費税を含む）の２分の１（100 円未満切り捨て） 

 ※限度額 30,000 円 

■申請に必要なもの 

①みとめ印 

②町指定販売店の見積書 

■注意点 

①必ず購入前に申請してください。 

②生ごみ電動処理機は、町内指定販売業者で購入していただくことが補助の 

 条件です。 

③補助金に限りがありますので、申請前に環境課へお問い合わせください。 

好気性生ごみ処理容器 

（容量 100リットル） 

嫌気性生ごみ処理容器 

（容量 18リットル） 



5 

 

 廃食用油（使用済み天ぷら油）の回収 

 町内８か所で廃食用油（使用済み天ぷら油）回収のため、収集容器を設置

しています。ぜひご利用ください。 

 回収した油は、石けんやゴムなどの原料として再生利用されています。 

【出し方】 

○下記の回収場所に廃食用油をペットボトル等に入れて持参し、備え付けのじょ 

 うごを使用してポリタンクに移し替えてください。 

○持参したペットボトル等はお持ち帰りください。 

回収場所 設置時間 

伊野地区 

役場本庁舎 
9：00～16：30 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

高知県農協伊野支所 
8：30～17：00 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

いの町役場枝川出張所 
8：30～17：15 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

いの町役場八田出張所 
8：30～17：15 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

天王コミュニティセンター 
8：30～17：15 

（年末年始の休日を除く） 

吾北地区 

いの町役場吾北総合支所 
8：30～17：15 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

いの町商工会吾北本川支所 
8：30～17：00 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

本川地区 
本川プラチナ交流センター 

地下駐車場 

8：30～17：15 

（土、日、祝日、年末年始の休日を除く） 

 

 生ごみのもとを減らしましょう！ 

○買い物に行く前に冷蔵庫を確認し、食材を買いすぎないようにしましょう。 

○食材はムダなく使い切りましょう。 

○食べる量で調理し、できるだけ残さずおいしく食べましょう。 

 生ごみは十分に水切りしましょう！ 

 生ごみの約 80％は水分と言われています。 

 水分が多い状態でごみを出すと、収集時に水分が飛び散ったり、ごみの焼 

却時に多くの燃料が必要になりますので、十分に水切りをお願いします。 

 紙ごみはしっかり分別しましょう！ 

 新聞、チラシ、ダンボールなどの資源化できる紙類（４ページ参照）は、資 

源ごみの「紙・布類」の収集日に出してください。 
 

【可燃ごみになる紙類】 

ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、汚れた紙類、テープやのりなど粘着物が付い 

ているもの、防水加工しているもの（ヨーグルト容器など）、感熱紙、圧着はがき、カー 

ボン紙、写真用インクジェット紙、個人情報がわかる紙類 
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  家電４品目の処分について 

家電 4 品目（テレビ、エアコン、冷蔵・冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機）は、ごみステーション

に出すことができません。「家電リサイクル法」に従って処分しましょう。 

 

○処分方法 

方法１  買い替える場合 → 新しい製品を購入するお店に引き取りを依頼してください。 

 

方法２  買い替えずに処分のみの場合 → 製品を購入したお店に引き取りを依頼してくださ

い。 

 

方法３  買い替えずに処分したいけれど、近くに購入したお店がないなどの場合 

→ お近くの家電量販店にお問い合わせいただくか、 

町内では下記の小売店が協力店として引取りを行ってくれます。引取協力店に相談を

し、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払います。 

【いの町内家電リサイクル引き取り義務外品引取協力店】 

店 名 住 所 電話番号 

（有）テックインヤマナカ いの町下八川甲 363-1 ０８８－867-2139 

岡林電器 
いの町小川西津賀才

578 
０８８－868-2915 

 

方法４  指定引取場所へ持ち込む場合 

→ 郵便局で「家電リサイクル券」を購入して廃棄する製品に貼り付けし、下記の指定引取場所へ

持ち込みます。 

★指定引取場所 ※事前に営業時間等をご確認ください。 

 

荒井金属㈱仁井田工場家電リサイクルセンター 日本通運㈱高知支店  

高知市仁井田朝日ヶ丘４６０１ 南国市三和琴平２丁目１６３８‐４ 

TEL ０８８－８３７‐３７５１ TEL ０８８－８６５‐８１００ 

月～金、土曜日（第 2・4 土曜日を除く。） 月～土曜日 

受付時間：9:00～16:30(12:00～13:00 を除く) 受付時間：9:00～17:00(12:00～13:00 を除く) 

  

 

  

  

   

  

至五台山 

荒井金属㈱ 

今井造船 新高知重工 

至三里 

GS 

ハマモク 

浦戸新橋 

N 

至高知空港 

日本通運㈱ 

高知支店 

汚水処理

場 

N 

JA 

土佐倉庫 
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ごみ分別辞典 

  品名 区分 指定袋 出し方 

あ ＩＣレコーダー 不燃ごみ 不燃 保存している個人情報は、必ず消去してください。 

  アイスクリームの棒 可燃ごみ 可燃   

  
アイスクリーム容器

（紙製） 
可燃ごみ 可燃   

  
アイスクリーム容器

（プラスチック製） 

容器包装プ

ラ（資源ご

み） 

資源 水洗いしてから出してください。 

  アイスノン 不燃ごみ 不燃   

  アイロン 不燃ごみ 不燃   

  
アイロン台（紙、布

製） 
可燃ごみ 可燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみになります。金

属製の足がついているものは不燃ごみになります。 

  
空き缶（飲料用、食

品用） 

カン（資源

ごみ） 
資源 水洗いしてから出してください。 

  
空き缶（飲料用、食

品用以外） 
不燃ごみ 不燃 スプレー缶は使い切り、穴を開けてください。 

  
空きびん（飲料用、

食品用） 

ビン（資源

ごみ） 
資源 

キャップをはずし、水洗いしてから出してください。

金属製キャップは不燃ごみ、プラスチック製キャップ

は容器包装プラスチックとして出してください。ラベ

ルや簡単に取り外せないふたは、取り外さなくても結

構です。 

  
空きびん（飲料用、

食品用以外） 
不燃ごみ 不燃   

  
アコーディオンカー

テン 
粗大ごみ     

  足ふきマット 不燃ごみ 不燃   

  アダプター 不燃ごみ 不燃   

  厚紙 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって出してくだ

さい。 

  圧力鍋 不燃ごみ 不燃   

  油（食用油） 可燃ごみ 可燃 

新聞紙などにしみ込ませたり、凝固剤で固めて出して

ください。また、廃食用油の回収容器を町施設等に設

置していますので、ご利用ください（６ページ参

照）。 

  

油（灯油、ガソリ

ン、オイル、潤滑

油） 

収集できま

せん 
  販売店等で引き取ってもらってください。 

  油紙 可燃ごみ 可燃   

  油（食用）のびん 
ビン（資源

ごみ） 
資源 油を使い切り、洗い流してから出してください。 

  
油（食用）の容器

（プラスチック製） 

容器包装プ

ラ（資源ご

み） 

資源 油を使い切り、洗い流してから出してください。 

  雨がっぱ 不燃ごみ 不燃   

  雨戸 粗大ごみ     

  編み機 粗大ごみ     

  網戸 粗大ごみ   網のみなら不燃ごみで出してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

あ アメ（菓子）の外包装 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  アルバム（紙、布製） 可燃ごみ 可燃 
厚みがあるものは不燃ごみとして出してく

ださい。 

  
アルバム（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  アルミ 不燃ごみ 不燃 

油、熱よけのレンジパネルやラーメン等の

アルミ容器は汚れを落としてから出してく

ださい。なお、アルミホイルは可燃ごみに

なります。 

  アルミコーティング袋 可燃ごみ 可燃   

  
アルミはく（アルミホイ

ル） 
可燃ごみ 可燃   

  
アルミホイール（自動

車） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  アルミホイルの芯 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  

アルミ容器（ラーメン、

うどん、冷凍グラタン

等） 

不燃ごみ 不燃 汚れを落としてください。 

  泡立て器 不燃ごみ 不燃   

  
安全かみそり（金属製、

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  アンテナ（テレビ用） 不燃ごみ 不燃   

  アンプ（ステレオ） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  あんま器 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

い 石 
収集できませ

ん 
    

  衣装ケース（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
衣装ケース（金属製、プ

ラスチック製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
いす（金属製、プラスチ

ック製）） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  いす（木製） 可燃ごみ 可燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  板ガラス 不燃ごみ 不燃 

危険のないように新聞紙等で包み、「ガラ

ス」と書いて出してください。指定袋に入

りきらないものは粗大ごみになります。 

  板きれ 可燃ごみ 可燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
一輪車（手押し運搬用・

遊具） 
粗大ごみ     

  一升びん 
ビン（資源ご

み） 
資源 

洗ってから出してください。リターナブル

びん（再利用できるびん）はできるだけ販

売店に返却してください。 

  一升びんのふた 不燃ごみ 不燃   

  一斗缶 不燃ごみ 不燃 中身を使い切ってから出してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

い 糸くず 可燃ごみ 可燃   

  犬小屋 粗大ごみ     

  イヤホン 不燃ごみ 不燃   

  医療廃棄物 
収集できませ

ん 
  医療機関にお問い合わせください。 

  衣類 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。下着、靴下、汚れのひどい衣類

は可燃ごみとして出してください。 

  衣類乾燥機 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  入れ歯 不燃ごみ 不燃   

  印鑑（木製） 可燃ごみ 可燃   

  印鑑（木製以外） 不燃ごみ 不燃   

  
インクリボン・カートリ

ッジ 
不燃ごみ 不燃 

販売店に設置されている回収容器もご利用

ください。 

  飲料用紙パック 
紙（資源ご

み） 
  

水洗いし、開いて紙パックだけで集め、ひ

もでしばって出してください。内側をアル

ミコーティングしている紙パックは可燃ご

みに出してください。 

う 
ウインドファン(窓用エ

アコン） 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  植木 可燃ごみ 可燃 

小枝は小さく切り（長さ５０ｃｍ程度、直

径８cm 以内）、葉とともに指定袋に入れ

て出してください。指定袋に入りきらない

ものは粗大ごみになります。 

  
植木鉢（陶磁器製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃 

重さが１０キロ以上又は指定袋に入りきら

ないものは粗大ごみになります。 

  
植木鉢用支柱（金属製、

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  浮き輪 不燃ごみ 不燃   

  うす 粗大ごみ     

  
うちわ（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  うちわ（木製） 可燃ごみ 可燃   

  
腕時計（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  乳母車 粗大ごみ     

  羽毛ふとん 粗大ごみ     

  上ばき 不燃ごみ 不燃   

  運動靴 不燃ごみ 不燃   

え エアクッション 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

え エアコン 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  液晶ディスプレイ 
収集できませ

ん 
  

パソコンリサイクル法対象品です。処分方

法は、9 ページをご覧ください。 

  液晶テレビ 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  ＳＤカード 不燃ごみ 不燃 
保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。 

  枝類 可燃ごみ 可燃 

長さ５０ｃｍ程度、直径８cm以内に切っ

て、指定袋に入れて出してください。指定

袋に入りきらないものは粗大ごみになりま

す。 

  
絵の具ﾁｭｰﾌﾞ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

製、金属製） 
不燃ごみ 不燃 使い切ってから出してください。 

  絵本 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出しください。 

  MO・ＭＤ 不燃ごみ 不燃 

ケースも不燃ごみです。包装フィルムは容

器包装プラスチック（資源ごみ）として出

してください。 

  ＭＤプレーヤー 不燃ごみ 不燃   

  LED 電球 不燃ごみ 不燃   

  LP ガスボンベ 
収集できませ

ん 
  販売店に引き取りを依頼してください。 

  エレクトーン 粗大ごみ     

  
塩化ビニールパイプ（事

業用除く） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。事業用は産業廃棄物になりますの

で、収集できません。 

  延長コード 不燃ごみ 不燃   

  鉛筆 可燃ごみ 可燃   

  鉛筆削り器 不燃ごみ 不燃   

お 
オイル・オイルフィルタ

ー（自動車等） 

収集できませ

ん 
  販売店等に処理を依頼してください。 

  オイルヒーター 粗大ごみ   
収集できないものもあるので、環境課にお

問い合わせください。 

  応接セット 粗大ごみ     

  OA 用紙 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  オーディオ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
オートバイ(50ｃｃ以

下） 
粗大ごみ   

ガソリン、オイル等を抜き、廃車手続きを

してから出してください。 

  オートバイ(50ｃｃ超） 
収集できませ

ん 
  

販売店への引き取り依頼又は二輪車リサイ

クルコールセンター（050-3000-

0727）にご相談ください。 

  オーブントースター 不燃ごみ 不燃   

  おしゃぶり 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

お おたま 不燃ごみ 不燃   

  落ち葉 可燃ごみ 可燃   

  おまる 不燃ごみ 不燃 
汚物を取り除き、洗ってから出してくださ

い。 

  おむつ（紙製、布製） 可燃ごみ 可燃 汚物を取り除いてから出してください。 

  おむつカバー 可燃ごみ 可燃   

  
おもちゃ（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。乾電池は取り外し、有害資源ごみ

へ出してください。 

  おもちゃ（木製） 可燃ごみ 可燃 

金属やプラスチックが含まれているものは

不燃ごみになります。袋に入りきらないも

のは粗大ごみになります。 

  折り込みチラシ 
紙（資源ご

み） 
  

「新聞･チラシ類」でまとめ、ひもでしば

って出してください。 

  折りたたみ傘 不燃ごみ 不燃   

  オルガン 粗大ごみ     

  オルゴール 不燃ごみ 不燃   

  おろしがね 不燃ごみ 不燃   

  
おろし器（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  温水洗浄便座 不燃ごみ 不燃   

  
温度計（ガラス製で中身

が銀色の水銀式） 
有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 

  

温度計（ガラス製で中身

が赤色のアルコール式、

デジタル式） 

不燃ごみ 不燃 
乾電池は有害資源ごみとして出してくださ

い。 

か カーテン 
布（資源ご

み） 
  

金具を除き、布類だけでまとめ、ひもでし

ばって出してください。金具は不燃ごみと

して出してください。 

  カーテンレール 粗大ごみ     

  カーナビゲーション 不燃ごみ 不燃 
保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。 

  カーペット 粗大ごみ   
折りたたんで指定袋に入る場合は、不燃ご

みで出してください。 

  カーボン紙 可燃ごみ 可燃   

  貝がら 可燃ごみ 可燃   

  
懐中電灯（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃 

乾電池は取り外し有害資源ごみとして出し

てください。 

  カイロ（使い捨て） 不燃ごみ 不燃   

  鏡 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

か 家具 粗大ごみ   
指定袋に入る場合は、材質により分別して

出してください。 

  額縁（木製） 可燃ごみ 可燃 
ガラスは不燃ごみです。指定袋に入りきら

ないものは、粗大ごみになります。 

  額縁（木製以外） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  
掛け時計（金属製、木

製、プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃 

乾電池は取り外し有害資源ごみとして出し

てください。 

  かさ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  加湿器 不燃ごみ 不燃   

  菓子箱（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  菓子箱（金属製） 
カン（資源ご

み） 
資源 汚れを落としてください。 

  
菓子袋（プラスチック

製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 中身を取り除き、汚れを落としてください 

  ガスコンロ（ガス台） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  ガスストーブ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  ガスボンベ 
収集できませ

ん 
  販売店等に引き取りを依頼してください。 

  ガス湯沸器 粗大ごみ   
取替の場合は、業者に引き取りを依頼して

ください。 

  カセットコンロ 不燃ごみ 不燃   

  
カセットコンロ用ガスボ

ンベ 
不燃ごみ 不燃 

中身を使い切り、風通しの良い場所で穴を

開けてから出してください。 

  カセットテープ 不燃ごみ 不燃 

ケースも不燃ごみです。包装フィルムは容

器包装プラスチック（資源ごみ）として出

してください。 

  カセットデッキ 不燃ごみ 不燃   

  ガソリン 
収集できませ

ん 
  

販売店又は専門業者に引き取りを依頼して

ください。 

  ガソリン携行缶 不燃ごみ 不燃 中身を取り除いてください。 

  固めた食用油 可燃ごみ 可燃   

  カタログ 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
カッター、カッターナイ

フ 
不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋で２重にするな

ど危険のないようにして出してください。 

  カップ麺の容器（紙製） 可燃ごみ 可燃   

  
カップ麺の容器（プラス

チック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 水洗いしてください。 

  かつら 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

か 蚊取り線香の容器 不燃ごみ 不燃   

  金網 不燃ごみ 不燃   

  金づち 不燃ごみ 不燃   

  かばん（布製） 
布（資源ご

み） 
  

布以外の素材（金属のファスナーなど）が

使用されている場合は、不燃ごみとして出

してください。 

  
かばん（皮革・ビニール

製） 
不燃ごみ 不燃   

  画びょう 不燃ごみ 不燃 
危険のないように紙などで包んでくださ

い。 

  花びん 不燃ごみ 不燃   

  かま（鎌） 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  かまぼこの板 可燃ごみ 可燃   

  紙おむつ 可燃ごみ 可燃 
汚物はトイレに流すなどして必ず取り除い

てください。 

  紙くず 可燃ごみ 可燃   

  紙コップ 可燃ごみ 可燃   

  かみそり 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋を２重にするな

ど危険のないようにして出してください。 

  紙粘土 可燃ごみ 可燃   

  紙箱・紙袋 
紙（資源ご

み） 
資源 

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  紙パック（飲料用） 
紙（資源ご

み） 
資源 

水洗いし、開いて紙パックだけで集め、ひ

もでしばって出してください。内側をアル

ミコーティングしている紙パックは可燃ご

みに出してください。 

  紙やすり 可燃ごみ 可燃   

  ガム 可燃ごみ 可燃   

  ガムテープ 可燃ごみ 可燃   

  カメラ 不燃ごみ 不燃 
デジタルカメラは、保存している個人情報

を必ず消去してください。 

  
カメラケース（化繊、革

製） 
不燃ごみ 不燃   

  カメラケース（布製） 可燃ごみ 可燃   

  蚊帳 粗大ごみ   
一辺を１ｍ程度の大きさに切れば可燃ごみ

となります。 

  カラーボックス 粗大ごみ     

  カラオケセット 粗大ごみ     
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  品名 区分 指定袋 出し方 

か ガラス板 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包むなど危険のないようにして出

してください。指定袋に入りきらないもの

は粗大ごみになります。 

  ガラスくず 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  ガラス製品（食器など） 不燃ごみ 不燃   

  カレンダー 
紙（資源ご

み） 
資源 

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。金属部分は不燃ごみとし

て出してください。 

  革製品 不燃ごみ 不燃 ジャンパー、靴、手袋、財布、バッグなど 

  瓦 収集できません   販売店等に引き取りを依頼してください。 

  缶（飲料用・食品用） 
カン（資源ご

み） 
資源 

中身を使い切り、洗って汚れを落としてか

ら出してください。未使用品・中身の残っ

ているものは収集できません。一斗缶は飲

食用であっても、不燃ごみに出してくださ

い。 

  
缶（飲料用・食品用以

外） 
不燃ごみ 不燃 

中身を使い切ってから出してください。未

使用品・中身の残っているものは収集でき

ません。 

  換気扇（家庭用） 不燃ごみ 不燃 

汚れを落としてから出してください。指定

袋に入りきらないものは粗大ごみになりま

す。 

  缶切り 不燃ごみ 不燃   

  乾燥機(衣類乾燥機） 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  
乾燥剤（生石灰、シリカ

ゲル） 
可燃ごみ 可燃   

  乾電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 

  
感熱紙（レシート、ファ

ックス用紙等） 
可燃ごみ 可燃   

き 木（大きいもの） 粗大ごみ   １m程度に切り、束ねて出してください。 

  キーボード（楽器） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  キーボード（パソコン） 不燃ごみ 不燃 

ノート型パソコンのように本体とセットに

なっている場合は、パソコンの廃棄方法に

従って出してください（9 ページ参照）。 

  ギター 粗大ごみ     

  木の枝（少量）・木くず 可燃ごみ 可燃 
長さ５０ｃｍ程度、直径８cm以内に切っ

て出してください。 

  着物 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  脚立 粗大ごみ     

  
キャップ（金属製のふ

た） 
不燃ごみ 不燃 

びん容器などの金属製のふたはカン（資源

ごみ）に入れないでください。 

  
キャップ（プラスチック

製のふた） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  急須 不燃ごみ 不燃   

  牛乳パック 
紙（資源ご

み） 
  

水洗いし、開いて紙パックだけで集め、ひ

もでしばって出してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

き 
給油ポンプ（手動式・電

池式） 
不燃ごみ 不燃 

乾電池は取り外し、有害資源ごみとして出

してください。 

  教科書 
紙（資源ご

み） 
資源 

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  鏡台 粗大ごみ     

  霧吹き 不燃ごみ 不燃   

  キルト・キルト製品 粗大ごみ   
50cm 角に切る場合は可燃ごみで出してく

ださい。 

  金庫 不燃ごみ 不燃 
重さが１０キロ以上又は指定袋に入りきら

ないものは粗大ごみになります。 

く 空気入れ 不燃ごみ 不燃   

  空気清浄機 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  クーラー(エアコン) 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  クーラーボックス 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは、粗大ごみに

なります。 

  くぎ 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  草刈機 粗大ごみ     

  草花 可燃ごみ 可燃 土を落としてください。 

  串（金属製） 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  串（木製） 可燃ごみ 可燃 
半分に折るなど、なるべく危険のないよう

にして出してください。 

  薬のビン 
ビン（資源ご

み） 
資源 

中身を使い切ってから出してください。金

属製キャップは不燃ごみ、プラスチック製

キャップは容器包装プラスチックとして出

してください。 

  薬の袋（紙製） 可燃ごみ 可燃   

  
薬の袋（プラスチック

製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  薬のプラスチック容器 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 中身を使い切ってから出してください。 

  口紅（容器） 不燃ごみ 不燃 中身は可燃ごみに出してください。 

  靴 不燃ごみ 不燃   

  靴下 可燃ごみ 可燃   

  クッション 可燃ごみ 可燃 

小さいものはそのまま、大きいものは５０

cm 程度に切り可燃ごみとして出してくだ

さい。指定袋に入りきらないものは粗大ご

みになります。 

  クリアファイル 不燃ごみ 不燃   

  クリーニングの袋 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

く 車いす 粗大ごみ     

  車のホイール 不燃ごみ 不燃 

ホイールだけで出してください（タイヤは

粗大ごみ）。指定袋に入りきらないものは

粗大ごみになります。 

  クレヨン 可燃ごみ 可燃   

  グロー球 不燃ごみ 不燃   

  グローブ（野球用） 不燃ごみ 不燃   

  軍手 可燃ごみ 可燃 
ゴム加工しているものは不燃ごみになりま

す。 

け 蛍光灯 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 

  携帯電話・ＰＨＳ 不燃ごみ 不燃 

なるべく販売店へ引き取ってもらってくだ

さい。保存している個人情報は、必ず消去

してください。 

  毛糸（くず・単品） 可燃ごみ 可燃   

  
計量カップ（金属製・プ

ラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  ゲーム機 不燃ごみ 不燃   

  ゲームソフト 不燃ごみ 不燃   

  消しゴム 不燃ごみ 不燃   

  化粧品のびん 不燃ごみ 不燃 
中身を使い切り、洗って汚れを落としてく

ださい。 

  げた 可燃ごみ 可燃 
金属が使用されているものは不燃ごみに出

してください。 

  ケチャップの容器 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、洗って汚れを落としてく

ださい。 

  血圧計 不燃ごみ 不燃 水銀血圧計は有害資源ごみになります。 

  結束バンド 不燃ごみ 不燃   

  玄関マット（金属製） 不燃ごみ 不燃 
プラスチック製、ゴム製も不燃ごみに出し

てください。 

  玄関マット（布製） 可燃ごみ 可燃 

大きいものは 50cm 大に切ってくださ

い。ゴムの滑り止めがあるものは不燃ごみ

に出してください。 

  剣山 不燃ごみ 不燃 
先に厚紙をあてるなど危険のないようにし

て出してください。 

  健康器具 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  建築廃材 
収集できませ

ん 
  産業廃棄物になります。 

  原付バイク 粗大ごみ   
ガソリン、オイル等を抜き、廃車手続きを

してから出してください。 

こ 碁石（貝製） 可燃ごみ 可燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

こ 碁石（プラスチック製） 不燃ごみ 不燃   

  こいのぼり 不燃ごみ 不燃   

  広告紙 
紙（資源ご

み） 
  

「新聞・チラシ」でまとめ、ひもでしばっ

て出してください。 

  コード（電気） 不燃ごみ 不燃   

  
コードリール（金属製、

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  コーヒーのビン 
ビン（資源ご

み） 
資源 

中身を使い切り、水洗いしてください。プ

ラスチック製のふたは、容器包装プラスチ

ック（資源ごみ）に出してください。 

  コーヒーメーカー 不燃ごみ 不燃   

  
小型電気製品（家電４品

目を除く） 
不燃ごみ 不燃   

  ござ（い草） 可燃ごみ 可燃 
指定袋に入る大きさに切って出してくださ

い。 

  ござ（ビニール製） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入る大きさに切って出してくださ

い。 

  こたつ 粗大ごみ     

  
コップ（ガラス、プラス

チック、陶器製） 
不燃ごみ 不燃   

  粉ミルクの缶 
カン（資源ご

み） 
資源 

中身を全部使い切り、洗って汚れを落とし

てから出してください。 

  コピー機（家庭用） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  コピー用紙 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
ごみ箱（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃 

木製は可燃ごみになります。指定袋に入り

きらないものは粗大ごみになります。 

  ごみ袋（ポリ袋） 不燃ごみ 不燃   

  ゴム製品 不燃ごみ 不燃   

  ゴムホース 不燃ごみ 不燃   

  ゴムボート 不燃ごみ 不燃   

  米びつ 粗大ごみ     

  米袋（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  米袋（プラスチック製） 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  ゴルフクラブ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ゴルフバッグ 粗大ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

こ ゴルフボール 不燃ごみ 不燃   

  
コンクリートブロック

（破片含む） 

収集できませ

ん 
  処理業者に依頼してください。 

  コンセント 不燃ごみ 不燃   

  コンパクト（化粧品） 不燃ごみ 不燃   

  コンポ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

さ サーフボード 粗大ごみ     

  座いす 粗大ごみ     

  サイドボード 粗大ごみ     

  
財布（革製、ビニール

製） 
不燃ごみ 不燃 布製は可燃ごみに出してください。 

  酒パック 可燃ごみ 可燃   

  酒類のびん 
ビン（資源ご

み） 
資源 

水洗いしてから出してください。リターナ

ブルびん（再利用できるびん）はなるべく

販売店に出してください。 

  座卓 粗大ごみ     

  サッシ 粗大ごみ     

  雑誌類 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  殺虫剤（スプレー缶） 不燃ごみ 不燃 
中身を使い切り、必ず穴を開けてから出し

てください。 

  殺虫剤（くん煙剤） 不燃ごみ 不燃   

  さびた缶類 不燃ごみ 資源   

  座布団 可燃ごみ 可燃 
厚みがある場合は燃えにくいので、粗大ご

みに出してください。 

  皿（紙製、木製） 可燃ごみ 可燃   

  
皿（ガラス製、陶器製、

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 
不燃ごみ 不燃   

  
サラダ油の容器（プラス

チック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、洗って汚れを落としてく

ださい。 

  
ざる（金属製、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃 木製は可燃ごみになります。 

  
三角コーナー（金属製、

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  三脚 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  サングラス 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

さ 
サンシェード（車用日よ

け・紙製） 
可燃ごみ 可燃   

  
サンシェード（車用日よ

け・複合材料） 
不燃ごみ 不燃 

複合材料：金属（アルミ等）、プラスチッ

クなど 

  サンダル 不燃ごみ 不燃   

  残飯 可燃ごみ 可燃 

水分を十分切ってください。水分を落とし

きれないものや臭気のきついものはビニー

ル袋等に入れて出してください。 

  三輪車 粗大ごみ     

し シーツ 
布（資源ご

み） 
  

布類でまとめ、ひもでしばって出してくだ

さい。 

  CD 不燃ごみ 不燃 

ケースも不燃ごみです。包装フィルムは容

器包装プラスチック（資源ごみ）として出

してください。 

  
CDラジカセ・プレイヤ

ー 
不燃ごみ 不燃   

  敷きパッド 粗大ごみ   
一辺を１ｍ程度の大きさに切れば可燃ごみ

に出すことができます。 

  磁石 不燃ごみ 不燃   

  辞書・辞典 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  下着 可燃ごみ 可燃   

  下敷き（文具） 不燃ごみ 不燃   

  七輪 不燃ごみ 不燃   

  自転車 粗大ごみ     

  自転車用空気入れ 不燃ごみ 不燃   

  竹刀 粗大ごみ     

  芝刈機（家庭用） 粗大ごみ   
指定袋に入る大きさのものは、不燃ごみに

なります。 

  シャープペンシル 不燃ごみ 不燃   

  シャープペンシルの芯 可燃ごみ 可燃   

  
シャープペンシルの芯の

容器 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  ジャケット（上着） 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  写真、写真のネガ 可燃ごみ 可燃   

  シャンプーハット 不燃ごみ 不燃   

  ジューサーミキサー 不燃ごみ 不燃   

  ジュースの紙パック 
紙（資源ご

み） 
  

水洗いし、開いて紙パックだけで集め、ひ

もでしばって出してください。内側をアル

ミコーティングしている紙パックは可燃ご

みになります。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

し ジュースの缶 
カン（資源ご

み） 
資源 水洗いしてから出してください。 

  ジュースのびん 
ビン（資源ご

み） 
資源 水洗いしてから出してください。 

  じゅうたん 粗大ごみ   
折りたたんで袋に入る場合は、不燃ごみに

出してください。 

  充電器 不燃ごみ 不燃   

  充電式電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。また、販売店での回収も

ご利用ください。 

  朱肉 不燃ごみ 不燃 

スポンジ式は不燃ごみです。練り朱肉の朱

肉は可燃ごみ、容器は金属なら金物（資源

ごみ）、プラスチックなら不燃ごみに出し

てください。 

  シュレッダー 不燃ごみ 不燃   

  瞬間湯沸器（台所用） 不燃ごみ 不燃 
取替の場合は、業者に引き取りを依頼して

ください。 

  消火器 
収集できませ

ん 
  

消火器リサイクル推進センター（03-

5829-6773）にご相談ください。エア

ゾール式簡易消火器は、使い切って不燃ご

みに出してください。 

  
定規（金属製、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃   

  定規（木製） 可燃ごみ 可燃   

  障子戸 粗大ごみ   
取替の場合は業者に引き取りを依頼してく

ださい。 

  浄水器 不燃ごみ 不燃   

  照明器具 不燃ごみ 不燃 

蛍光灯は有害資源ごみとして出してくださ

い。指定袋に入りきらないものは粗大ごみ

になります。 

  
ジョウロ（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  食品チューブ 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、（容器を切るなどして）

洗ってから出してください。 

  食用油 可燃ごみ   

新聞紙などにしみ込ませたり、凝固剤で固

めて出してください。また、廃食用油の回

収容器を町施設等に設置していますので、

ご利用ください（6ページ参照）。 

  除湿機 不燃ごみ 不燃   

  除湿剤 不燃ごみ 不燃   

  食器乾燥機 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらない大きさのものは粗大

ごみになります。 

  食器洗浄機 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらない大きさのものは粗大

ごみになります。 

  食器棚 粗大ごみ     

  
食器類（陶器、ガラス、

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  書道用半紙 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。墨がついていても、乾燥

していれば紙（資源ごみ）になります。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

し シリカゲル（乾燥剤） 可燃ごみ 可燃   

  
シルバーカー（手押し

車） 
粗大ごみ     

  人工芝 不燃ごみ 不燃   

  新聞紙 
紙（資源ご

み） 
  

「新聞・チラシ」でまとめ、ひもでしばっ

て出してください。 

す 水上バイク 
収集できませ

ん 
  

FRP船リサイクルセンター（TEL03-

5542-1202）へお問い合わせくださ

い。 

  
水槽（プラスチック、ガ

ラス製） 
不燃ごみ 不燃   

  
水筒（金属製、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃   

  炊飯器 不燃ごみ 不燃   

  スーツ 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  スーツケース 粗大ごみ     

  スキーウェア 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  スキーグローブ 不燃ごみ 不燃   

  
スキー道具（板、ストッ

ク、ブーツ） 
粗大ごみ   

指定袋に入る大きさのものは、不燃ごみに

出してください。 

  スケート靴 不燃ごみ 不燃   

  スケートボード 不燃ごみ 不燃   

  
スコップ（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  すずり 不燃ごみ 不燃   

  すずり箱 不燃ごみ 不燃   

  すだれ（竹製） 可燃ごみ 可燃 
指定袋に入りきらない大きさのものは粗大

ごみになります。 

  
すだれ（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらない大きさのものは粗大

ごみになります。 

  スタンドライト（照明） 不燃ごみ 不燃 
蛍光灯は取り外し、有害資源ごみとして出

してください。 

  スチール家具 粗大ごみ   
指定袋に入る大きさのものは不燃ごみに出

してください。 

  ステレオ 不燃ごみ 不燃   

  ストーブ 不燃ごみ 不燃 
灯油を必ず抜いてください。乾電池は有害

資源ごみとして出してください。 

  ストーブ（電気） 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

す ストッキング 可燃ごみ 可燃   

  ストロー 不燃ごみ 不燃   

  砂 
収集できませ

ん 
    

  スノーボード 粗大ごみ     

  スピーカー 不燃ごみ 不燃   

  
スプーン（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  スプリングマットレス 粗大ごみ     

  スプレー缶 不燃ごみ 不燃 
中身を使い切り、風通しの良いところで穴

を開けて出してください。 

  スポンジ 不燃ごみ 不燃   

  スマートフォン 不燃ごみ 不燃 

なるべく販売店へ引き取ってもらってくだ

さい。保存している個人情報は、必ず消去

してください。 

  炭 可燃ごみ 可燃   

  スリッパ 不燃ごみ 不燃   

  スレート瓦 
収集できませ

ん 
    

せ 生理用品 可燃ごみ 可燃   

  セーター 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  石油ストーブ 不燃ごみ 不燃 
灯油を必ず抜いてください。乾電池は有害

資源ごみとして出してください。 

  石油ファンヒーター 不燃ごみ 不燃 灯油を必ず抜いてください。 

  石灰 
収集できませ

ん 
    

  石けん 可燃ごみ 可燃   

  石けんの紙箱 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  石こうボード 
収集できませ

ん 
    

  瀬戸物類 不燃ごみ 不燃   

  背広 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  セロハンテープ 可燃ごみ 可燃   

  船外機 粗大ごみ     
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  品名 区分 指定袋 出し方 

せ 
洗剤の計量スプーン（プ

ラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  洗剤容器（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
洗剤容器（プラスチック

製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 中身を使い切り、水洗いしてください。 

  洗濯機 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  洗濯ネット 不燃ごみ 不燃   

  洗濯バサミ 不燃ごみ 不燃   

  洗濯物干し竿 粗大ごみ     

  洗濯物干し台 粗大ごみ   
コンクリートの土台部分は収集できませ

ん。 

  剪定バサミ 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  栓抜き 不燃ごみ 不燃   

  扇風機 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
洗面器（金属製・プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  洗面台 粗大ごみ   
取替の場合は業者に引き取りを依頼してく

ださい。 

そ 造花（布製） 可燃ごみ 可燃   

  造花（プラスチック製） 不燃ごみ 不燃   

  双眼鏡 不燃ごみ 不燃   

  ぞうきん 可燃ごみ 可燃   

  掃除機 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ぞうり（革、合皮製） 不燃ごみ 不燃   

  ぞうり（草、布製） 可燃ごみ 可燃   

  ソースのビン 
ビン（資源ご

み） 
資源 中身を使い切り、水洗いしてください。 

  
ソースの容器（プラスチ

ック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 中身を使い切り、水洗いしてください。 

  ソケット 不燃ごみ 不燃   

  ソファー 粗大ごみ     

た 体温計（水銀式） 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

た 体温計（電子式） 不燃ごみ 不燃   

  耐火金庫 粗大ごみ     

  
体重計（金属製・プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃 

電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  タイツ 可燃ごみ 可燃   

  耐熱ガラス製品 不燃ごみ 不燃   

  タイヤ 粗大ごみ   
できる限り販売店等へ引き取りを依頼して

ください。 

  タイヤチェーン 不燃ごみ 不燃   

  太陽熱温水器 粗大ごみ   
できる限り販売店等へ引き取りを依頼して

ください。 

  タイル 
収集できませ

ん 
  

産業廃棄物になります。張替時に事業者に

引き取りを依頼してください。 

  ダウンジャケット 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。資源化できないものは可燃ごみ

になります。 

  タオル･タオルケット 
布（資源ご

み） 
資源 

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  竹串 可燃ごみ 可燃 
半分に折るなど、なるべく危険のないよう

にして出してください。 

  たたみ 粗大ごみ     

  卓球台 粗大ごみ     

  脱酸素剤 不燃ごみ 不燃   

  脱臭剤の容器 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  タッパー（保存容器） 不燃ごみ 不燃   

  たてす 粗大ごみ     

  たばこの吸いがら 可燃ごみ 可燃   

  タブレット端末 不燃ごみ 不燃 

保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。ＰＣリサイクルマークがついてい

るものは、９ページを参照してください。 

  卵のカラ 可燃ごみ 可燃   

  卵のパック（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
卵のパック（プラスチッ

ク製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  
タライ(金属製・プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  タワシ 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

た タンス 粗大ごみ     

  
ダンベル（金属製・プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃 

１０キロを超えるものは粗大ごみに出して

ください。 

  段ボール 
紙（資源ご

み） 
  

ダンボールだけでまとめ、ひもでしばって

出してください。 

ち チャイルドシート 粗大ごみ     

  茶だんす 粗大ごみ     

  
茶碗（陶磁器、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃   

  注射器 
収集できませ

ん 
  かかりつけの医療機関に戻してださい。 

  注射針 
収集できませ

ん 
  かかりつけの医療機関に戻してださい。 

  チューナー 不燃ごみ 不燃   

  チラシ（広告用） 
紙（資源ご

み） 
  

「新聞・チラシ」でまとめ、ひもでしばっ

て出してください。 

  
ちりとり（金属製・プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  ちりとり（木製） 可燃ごみ 可燃   

つ 
杖（金属製・プラスチッ

ク製） 
不燃ごみ 不燃   

  杖（木製） 可燃ごみ 可燃   

  使い捨てカメラ 不燃ごみ 不燃   

  使い捨てライター 不燃ごみ 不燃 必ず使い切ってください。 

  机 粗大ごみ     

  土 
収集できませ

ん 
    

  つぼ 不燃ごみ 不燃   

  
積み木（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  積み木（木製） 可燃ごみ 可燃   

  つめ切り 不燃ごみ 不燃   

  釣り糸 不燃ごみ 不燃   

  釣り竿 不燃ごみ 不燃   

  釣り針 不燃ごみ 不燃 
危険のないように紙などで包んで出してく

ださい。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

つ 
釣り用リール（金属製・

プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

て Ｔシャツ 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  ティーパック 可燃ごみ 可燃   

  DVD ディスク 不燃ごみ 不燃 

ケースも不燃ごみです。包装フィルムは容

器包装プラスチック（資源ごみ）として出

してください。 

  DVD プレイヤー 不燃ごみ 不燃   

  
ディスプレイ（パソコ

ン） 

収集できませ

ん 
  

パソコンリサイクル法対象品です。処分方

法は、9 ページをご覧ください。 

  ティッシュペーパー 可燃ごみ 可燃   

  ティッシュペーパーの箱 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。取り出し口のビニールは

取り除き、容器包装プラスチック（資源ご

み）に出してください。 

  
テープ（ガムテープな

ど） 
可燃ごみ 可燃   

  
テープ（録音テープな

ど） 
不燃ごみ 不燃   

  テーブル 粗大ごみ     

  テーブルクロス（布製） 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  
テーブルクロス（ビニー

ル製） 
不燃ごみ 不燃   

  手押し車 粗大ごみ     

  デジタルカメラ 不燃ごみ 不燃 

保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。電池は取り除き、有害資源ごみと

して出してください。 

  鉄アレイ 不燃ごみ 不燃 
１0 キロを超えるものは、粗大ごみに出し

てください。 

  テニスボール 不燃ごみ 不燃   

  
テレビ(ブラウン管･液

晶・プラズマ） 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  テレビ台 粗大ごみ     

  テレビデオ 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  テレホンカード 不燃ごみ 不燃   

  天眼鏡 不燃ごみ 不燃   

  電気あんか 不燃ごみ 不燃   

  電気カーペット 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  電気がま 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

て 電気カミソリ 不燃ごみ 不燃   

  電気コード 不燃ごみ 不燃   

  電気スタンド 不燃ごみ 不燃   

  電気ストーブ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  電気毛布 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
電球（白熱電球、LED

電球、グロー球） 
不燃ごみ 不燃   

  電球型蛍光灯 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 

  電子オルガン、ピアノ 粗大ごみ     

  電子辞書 不燃ごみ 不燃 
電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  電子レンジ 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  天体望遠鏡 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  電卓 不燃ごみ 不燃 
電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。充電式電池は、販売店で

の回収もご利用ください。 

  テント 粗大ごみ     

  点灯管 不燃ごみ 不燃   

  電話機 不燃ごみ 不燃   

  電話帳 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。また、NTT タウンペー

ジセンタでも回収しています。（電話：

0120-506-309） 

と 砥石（といし） 不燃ごみ 不燃   

  
トイレシート（ペット

用） 
可燃ごみ 可燃   

  トイレットペーパーの芯 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  トイレ便座カバー 可燃ごみ 可燃   

  陶磁器類 不燃ごみ 不燃 

割れたものはビニール袋等に入れて出して

ください。指定袋に入りきらないものや、

10 キロを超えるものは粗大ごみになりま

す。 

  籐製品 可燃ごみ 可燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  銅製品 不燃ごみ 不燃   

  豆腐の容器 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 水洗いしてから出してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

と 灯油 
収集できませ

ん 
  

販売店または専門業者に引き取りを依頼し

てください。 

  
灯油缶（金属製・プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃 中身を取り除いてください。 

  トースター 不燃ごみ 不燃   

  
時計（金属製、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃 

電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  土砂 
収集できませ

ん 
    

  戸棚 粗大ごみ     

  トタン板 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  土鍋 不燃ごみ 不燃   

  ドライバー 不燃ごみ 不燃   

  ドライヤー 不燃ごみ 不燃   

  トラクター 
収集できませ

ん 
  販売店等に引き取りを依頼してください。 

  
ドラム缶（家庭で使用し

たもの） 
粗大ごみ   中身を取り除いてください。 

  塗料 可燃ごみ 可燃 
新聞紙や布等にしみこませて出してくださ

い。 

  
塗料の缶（家庭で使用し

たもの） 
不燃ごみ 不燃 中身が入っているものは収集できません。 

  ドリンク剤のビン 不燃ごみ 不燃 

フタをはずし、水洗いしてから出してくだ

さい。フタは、金属の場合は不燃ごみ、プ

ラスチックの場合は容器包装プラスチック

（資源ごみ）になります。 

  トレイ（食品） 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 水洗いしてから出してください。 

  
トレイ（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  トレイ（木製） 可燃ごみ 可燃   

  ドレッサー 粗大ごみ     

  ドレッシングのびん 
ビン（資源ご

み） 
資源 

フタをはずし、水洗いしてから出してくだ

さい。フタは、金属の場合は不燃ごみ、プ

ラスチックの場合は容器包装プラスチック

（資源ごみ）になります。 

な ナイフ類 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋で２重にするな

ど危険のないようにして出してください。 

  長靴 不燃ごみ 不燃   

  流し台 粗大ごみ   
取替等の場合は、業者に引き取りを依頼し

てください。 

  
鍋（金属製、ガラス製、

陶器製） 
不燃ごみ 不燃   

  生ごみ 可燃ごみ 可燃 

水分を十分切ってください。水分を落とし

きれないものや臭気のきついものはビニー

ル袋等に入れて出してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

な 生ごみ処理機（電動） 不燃ごみ 不燃   

  生ごみ処理容器 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
波板（金属製、プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

に ニカド電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。また、販売店での回収も

ご利用ください。 

  荷造りヒモ（紙・布製） 可燃ごみ 可燃   

  
荷造りヒモ（ビニール

製） 
不燃ごみ 不燃   

  ニッケル水素電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。また、販売店での回収も

ご利用ください。 

  
人形（プラスチック製、

陶器製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

ぬ ぬいぐるみ（布製） 可燃ごみ 可燃 

プラスチック製付属品等が多量に含まれて

いる場合は不燃ごみになります。４０ｃｍ

以上の大きさのものは粗大ごみになりま

す。 

  布きれ 可燃ごみ 可燃   

  布類 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。汚れがひどいものや下着類は可

燃ごみになります。 

ね ネガフィルム 可燃ごみ 可燃   

  ネクタイ 可燃ごみ 可燃   

  猫砂（紙製・木製） 可燃ごみ 可燃   

  猫砂（鉱物系） 不燃ごみ 不燃   

  ねじ 不燃ごみ 不燃   

  
ネット（野菜用、果物

用） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  寝袋 粗大ごみ   
50 ㎝程度の大きさに切れば可燃ごみにな

ります。 

  粘着テープ 可燃ごみ 可燃   

  ねんど 可燃ごみ 可燃   

の 農機具 
収集できませ

ん 
  販売店、専門業者にご相談ください。 

  
農業用具、ビニール、パ

イプ等 

収集できませ

ん 
  販売店、専門業者にご相談ください。 

  農薬容器（ガラス製） 不燃ごみ 不燃 （家庭菜園用のみ） 

  
農薬容器（プラスチック

製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

（家庭菜園用のみ）プラマークがない容器

は、不燃ごみに出してください。 

  農薬類 
収集できませ

ん 
  購入元又は専門業者にご相談ください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

の ノート 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  ノートパソコン 
収集できませ

ん 
  

パソコンリサイクル法対象品です。処分方

法は、9 ページをご覧ください。 

  のこぎり 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋で２重にするな

ど危険のないようにして出してください。 

は 灰 
収集できませ

ん 
    

  バイク（50ｃｃ以下） 粗大ごみ   
ガソリン、オイル等を抜き、廃車手続きを

してから出してください。 

  バイク（50ｃｃ超） 
収集できませ

ん 
  

販売店への引き取り依頼又は二輪車リサイ

クルコールセンター（050-3000-

0727）にご相談ください。 

  
灰皿（ガラス製・金属

製・陶器） 
不燃ごみ 不燃   

  
廃食用油（使用済み天ぷ

ら油） 
可燃ごみ 可燃 

新聞などにしみ込ませたり、凝固剤で固め

て出してください。また、廃食用油の回収

容器を町施設等に設置していますので、ご

利用ください（6 ページ参照）。 

  
パイプ（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  廃油 
収集できませ

ん 
  販売店等にご相談ください。 

  バインダー 不燃ごみ 不燃   

  はがき 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  はかり 不燃ごみ 不燃   

  白熱電球 不燃ごみ 不燃   

  はけ（プラスチック製） 不燃ごみ 不燃   

  はけ（木製） 可燃ごみ 可燃   

  
バケツ（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  はさみ 不燃ごみ 不燃 

新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにして出してくだ

さい。 

  
はし（金属製・プラスチ

ック製） 
不燃ごみ 不燃   

  はし（木製） 可燃ごみ 可燃   

  バスタオル 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  バスマット（布、竹製） 可燃ごみ 可燃   

  
バスマット（プラスチッ

ク製） 
不燃ごみ 不燃   

  パソコン（家庭用） 
収集できませ

ん 
  

パソコンリサイクル法対象品です。処分方

法は 9ページをご覧ください。 

  発煙筒 
収集できませ

ん 
  販売店等に引き取りを依頼してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

は 
バッグ（革製、ビニール

製） 
不燃ごみ 不燃   

  バッグ（布製） 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  バッテリー 
収集できませ

ん 
  

交換時に引き取ってもらうか、販売店に引

き取りを依頼してください。 

  
バット（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  バット（木製） 粗大ごみ     

  発熱剤 不燃ごみ 不燃 
水にぬれないようビニール袋等に入れて出

してください。 

  発泡スチロール 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

指定袋に入りきらないものはひもでしばっ

て出してください。また、汚れのひどいも

のは不燃ごみになります。 

  花火 可燃ごみ 可燃 
発火しないように水に浸してから出してく

ださい。 

  歯ブラシ 不燃ごみ 不燃   

  
歯磨き粉チューブ（金属

製） 
不燃ごみ 不燃 

中身を使い切り、水洗いしてから出してく

ださい。 

  
歯磨き粉チューブ（プラ

スチック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、水洗いしてから出してく

ださい。 

  刃物 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋で 2重にするな

ど危険のないようにして出してください。 

  針 不燃ごみ 不燃 
危険のないように紙などで包み、表に

「針」と記入して出してください。 

  針金 不燃ごみ 不燃   

  ハロゲンヒーター 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
ハンガー（金属製、プラ

スチック製、木製） 
不燃ごみ 不燃   

  はんてん 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  ハンマー 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものや、10 キロを

超えるものは粗大ごみになります。 

ひ ピアノ 粗大ごみ     

  ＢＳアンテナ 不燃ごみ 不燃   

  ビー玉 不燃ごみ 不燃   

  ビーチパラソル 粗大ごみ     

  ビール缶 
カン（資源ご

み） 
  水洗いしてから出してください。 

  ビールびん 
ビン（資源ご

み） 
資源 

水洗いしてから出してください。リターナ

ブル瓶（再利用できるびん）はできるだけ

販売店に返却してください。 

  ビールびんのキャップ 不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

ひ 
ひげそり（金属製、プラ

スチック製、電動） 
不燃ごみ 不燃 

ビニール袋を 2重にするなど、危険のない

ようにして出してください。 

  ビデオカメラ 不燃ごみ 不燃 
保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。 

  ビデオテープ 不燃ごみ 不燃 ケースも不燃ごみです。 

  ビデオデッキ 不燃ごみ 不燃   

  ビニールシート 不燃ごみ 不燃   

  ビニールバンド 不燃ごみ 不燃   

  ビニールボート、プール 不燃ごみ 不燃   

  干物用かご 不燃ごみ 不燃   

  
肥料袋（家庭菜園・園芸

用） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 軽く水洗いしてください。 

  ビンのふた（金属製） 不燃ごみ 不燃   

  
ビンのふた（プラスチッ

ク製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  ビン（飲料・食品） 
ビン（資源ご

み） 
資源 

キャップをはずし、水洗いしてから出して

ください。金属製キャップは不燃ごみ、プ

ラスチック製キャップは容器包装プラスチ

ックとして出してください。ラベルや簡単

に取り外せないふたは、取り外さなくても

結構です。 

  
ビン（飲料・食品以外、

繰り返し使うもの） 
不燃ごみ 不燃 

中身を取り除き、汚れているものは水洗い

してください。 

ふ ファイル（紙製） 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。とじ具は取り外し、不燃

ごみに出してください。 

  
ファイル（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  ファックス 不燃ごみ 不燃   

  ファンヒーター 不燃ごみ 不燃 灯油を必ず抜いてください。 

  フィルム 可燃ごみ 可燃   

  
フィルムケース（プラス

チック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 金属製のケースは、不燃ごみになります。 

  風船（ゴム製） 不燃ごみ 不燃   

  
フォーク（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  ふきん 可燃ごみ 可燃   

  不織布 可燃ごみ 可燃 
大きいものは、一辺を１ｍ以内の大きさに

切って出してください。 

  ふすま 粗大ごみ     

  プチプチ（気泡緩衝材） 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

ふ 仏壇 粗大ごみ     

  筆箱 不燃ごみ 不燃   

  ふとん 粗大ごみ   
５０ｃｍ程度の大きさに切れば可燃ごみに

なります。 

  ふとん乾燥機 不燃ごみ 不燃   

  
フライ返し（金属製・プ

ラスチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  フライパン 不燃ごみ 不燃   

  
ブラシ(プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  
ブラシ(木製・動物毛

製） 
可燃ごみ 可燃   

  プラモデル 不燃ごみ 不燃   

  フラワーポット 不燃ごみ 不燃   

  プランター 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  プリンター 不燃ごみ 不燃   

  ブルーシート 不燃ごみ 不燃   

  ブルーレイディスク 不燃ごみ 不燃 

ケースも不燃ごみです。包装フィルムは容

器包装プラスチック（資源ごみ）として出

してください。 

  
ブルーレイプレーヤー・

レコーダー 
不燃ごみ 不燃   

  風呂がま 粗大ごみ   
できるだけ販売店等へ引き取りを依頼して

ください。 

  プロジェクションテレビ 粗大ごみ     

  ブロック 
収集できませ

ん 
  

販売店・処理業者に引き取りを依頼してく

ださい。 

  フロッピーディスク 不燃ごみ 不燃 ケースも不燃ごみです。 

  プロパンガスボンベ 
収集できませ

ん 
  購入元に引き取りを依頼してください。 

  風呂マット 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  風呂用ふた 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  文鎮 不燃ごみ 不燃   

へ ヘアスプレー缶 不燃ごみ 不燃 
中身を使い切り、風通しの良いところで穴

を開けて出してください。 

  
ヘアスプレー容器（プラ

スチック製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、水洗いしてから出してく

ださい。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

へ 
ヘアブラシ（プラスチッ

ク製） 
不燃ごみ 不燃 

木製、動物毛製は可燃ごみとして出してく

ださい。 

  ベッド 粗大ごみ     

  ペットのふん 可燃ごみ 可燃   

  ペットボトル（本体） 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

水洗いし、ペットボトル本体だけで集めて

出してください。キャップ・ラベルは容器

包装プラスチック（資源ごみ）に出してく

ださい。 

  
ペットボトルのキャッ

プ・ラベル 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 必ずはずしてください。 

  ヘッドホン 不燃ごみ 不燃   

  ベビーいす 粗大ごみ     

  ベビーカー 粗大ごみ     

  ベビーバス 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ベビーベッド 粗大ごみ     

  
ヘルスメーター（金属

製、プラスチック製） 
不燃ごみ 不燃 

電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  ベルト 不燃ごみ 不燃   

  ヘルメット 不燃ごみ 不燃   

  
ペンキの缶（家庭で使用

したもの） 
不燃ごみ 不燃 中身が残っているものは収集できません。 

  
ペン類（ボールペン、マ

ジックペンなど） 
不燃ごみ 不燃   

  
弁当箱（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  
弁当容器（使い捨てプラ

製） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を取り除き、水洗いしてから出してく

ださい。 

ほ 望遠鏡 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ほうき（植物製） 可燃ごみ 可燃 

金属やプラスチック部分が取り外せないも

のは、不燃ごみになります。指定袋に入り

きらないものは粗大ごみになります。 

  
ほうき（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃 

指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ホウ砂 可燃ごみ 可燃   

  
ぼうし（布、ウール、麦

わら） 
可燃ごみ 可燃 

金具は取り外し、金物（資源ごみ）として

出してください。 

  ぼうし（ビニール製） 不燃ごみ 不燃   

  包丁 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋を２重にして入

れるなど危険のないようにしてください。 

  ボウリングボール 不燃ごみ 不燃 
10 キロを超えるものは粗大ごみに出して

ください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

ほ 

ボウル（台所用品/金属

製・プラスチック製・ガ

ラス製） 

不燃ごみ 不燃   

  
ホース（ビニール製・ゴ

ム製） 
不燃ごみ 不燃   

  ホースリール 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ポータブルトイレ 粗大ごみ   よく洗ってから出してください。 

  ボール（スポーツ用品） 不燃ごみ 不燃   

  ボールペン 不燃ごみ 不燃   

  ホーロー鍋 不燃ごみ 不燃   

  歩行器（乳児・大人用） 粗大ごみ   
折りたたんで指定袋に入るものは不燃ごみ

になります。 

  ポスター 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  墓石 
収集できませ

ん 
  販売店等に相談してください。 

  保存用バッグ・ポリ袋 不燃ごみ 不燃   

  
ボタン（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃 木製は可燃ごみになります。 

  ボタン電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。 

  ホッチキス 不燃ごみ 不燃   

  ホッチキスの針 不燃ごみ 不燃 
危険のないよう袋等に入れて出してくださ

い。 

  
ポット（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  ホットカーペット 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  ホットプレート 不燃ごみ 不燃   

  
ほ乳びん（プラスチック

製・ガラス製） 
不燃ごみ 不燃   

  ポリタンク、ポリバケツ 不燃ごみ 不燃   

  保冷剤 可燃ごみ 可燃   

  ホワイトボード 不燃ごみ 不燃   

  本 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。 

  
本立て（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  本立て（木製） 可燃ごみ 可燃 
釘で組み立てているものは不燃ごみになり

ます。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

ほ 本棚 粗大ごみ     

  ボンボンベッド 粗大ごみ     

ま 麻雀牌 不燃ごみ 不燃   

  マイク 不燃ごみ 不燃   

  マウス 不燃ごみ 不燃   

  

マウスパッド（プラスチ

ック製、シリコン製、金

属製、ガラス製） 

不燃ごみ 不燃 布製は可燃ごみになります。 

  マグネット 不燃ごみ 不燃   

  
まくら（スポンジ、プラ

スチック） 
不燃ごみ 不燃   

  
まくら（そばがら、羽

根） 
可燃ごみ 可燃   

  マジックペン 不燃ごみ 不燃   

  
マスク（ガーゼ、不織

布） 
可燃ごみ 可燃   

  マッサージ器具 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  マッチ 可燃ごみ 可燃 
発火しないように水に浸してから出してく

ださい。 

  マットレス 粗大ごみ     

  
まな板（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  まな板（木製） 可燃ごみ 可燃   

  マニキュアのびん 不燃ごみ 不燃 中身を使い切ってから出してください。 

  まほうびん 不燃ごみ 不燃   

  豆電球 不燃ごみ 不燃   

  マヨネーズの容器 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 

中身を使い切り、水洗いしてください。汚

れがひどいものは可燃ごみとして出してく

ださい。 

  万年筆 不燃ごみ 不燃   

み ミキサー 不燃ごみ 不燃   

  ミシン 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  水着 可燃ごみ 可燃   

  
ミニカー（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   
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  品名 区分 指定袋 出し方 

み ミニコンポ 不燃ごみ 不燃   

  耳かき（木、竹製） 可燃ごみ 可燃   

  
耳かき（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

む 麦わらぼうし 可燃ごみ 可燃   

  
虫かご（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  虫とり網 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  虫ピン 不燃ごみ 不燃 
危険のないように紙などで包み、表に「虫

ピン」と記入して出してください。 

  虫めがね 不燃ごみ 不燃   

  無線機 不燃ごみ 不燃   

め 名刺 可燃ごみ 可燃   

  めがね 不燃ごみ 不燃   

  
メモリー（USB、パソ

コン用、カメラ用） 
不燃ごみ 不燃 

保存している個人情報は、必ず消去してく

ださい。 

  綿棒 可燃ごみ 可燃   

も 毛布 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。毛布が二重になっている大きい

ものは粗大ごみになります。 

  木片 可燃ごみ 可燃   

  もちつき機 不燃ごみ 不燃   

  モップ 粗大ごみ   先の布部分は可燃ごみになります。 

  物干し竿 粗大ごみ     

  
物干し台（コンクリート

製） 

収集できませ

ん 
  

販売店又は処理業者に引き取りを依頼して

ください。 

  
物干し台（プラスチック

製） 
粗大ごみ     

や やかん 不燃ごみ 不燃   

  焼肉用たれビン 
ビン（資源ご

み） 
資源 

中身を使い切り、水洗いしてから出してく

ださい。ふたは取り外し、金属製は不燃ご

み、プラスチック製は容器包装プラスチッ

ク（資源ごみ）として出してください。 

  焼き物（陶磁器製） 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものや、10 キロを

超えるものは粗大ごみになります。 

  
薬品類（農薬・科学薬品

類） 

収集できませ

ん 
  

販売店又は専門業者に引き取りを依頼して

ください。 

  野菜くず 可燃ごみ 可燃 

水分を十分切ってください。水分を落とし

きれないものは、ビニール袋等に入れて出

してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

ゆ ゆかた 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  油性マジック 不燃ごみ 不燃   

  
湯たんぽ（金属製、プラ

スチック製） 
不燃ごみ 不燃   

  湯のみ茶碗 不燃ごみ 不燃   

  湯沸かし器 粗大ごみ   
取替の場合は、業者に引き取りを依頼して

ください。 

  湯沸しポット 不燃ごみ 不燃   

よ 洋服 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。汚れがひどいものは可燃ごみと

して出してください。 

  洋服タンス 粗大ごみ     

  汚れた缶 不燃ごみ 不燃 

洗って汚れを落とすことができる飲食用カ

ンはカン（資源ごみ）として出してくださ

い。 

  汚れたびん 不燃ごみ 不燃 

洗って汚れを落とすことができる飲食用ビ

ンはビン（資源ごみ）として出してくださ

い。 

ら 
ライター（使い捨て、金

属製） 
不燃ごみ 不燃 必ず使い切ってから出してください。 

  
ラケット（プラスチック

製） 
不燃ごみ 不燃   

  ラケット（木製） 可燃ごみ 可燃   

  ラジオ 不燃ごみ 不燃   

  ラジカセ 不燃ごみ 不燃   

  ラジコン 不燃ごみ 不燃 
電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  
ラップ（家庭で食品保存

用に使用したもの） 
可燃ごみ 可燃   

  

ラップ（販売されている

生鮮品等を包装したも

の） 

容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  ラップの箱、しん 
紙（資源ご

み） 
  

「その他の紙」でまとめ、ひもでしばって

出してください。箱についている刃は取り

除き、金属は不燃ごみ、紙製、植物製は可

燃ごみとして出してください。 

  ランドセル 不燃ごみ 不燃   

り 
リール（金属製、プラス

チック製） 
不燃ごみ 不燃   

  リチウムイオン電池 有害資源ごみ   

有害資源ごみ回収容器に入れてください。

回収容器の設置場所は、ごみ収集日程表に

記載しています。また、販売店での回収も

ご利用ください。 

  リモコン 不燃ごみ 不燃 
電池は取り除き、有害資源ごみとして出し

てください。 

  リュックサック 不燃ごみ 不燃   

  料理くず 可燃ごみ 可燃 

水分を十分切ってください。水分を落とし

きれないものは、ビニール袋等に入れて出

してください。 
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  品名 区分 指定袋 出し方 

る ルーペ 不燃ごみ 不燃   

  ルームランナー 粗大ごみ     

れ 冷蔵庫、冷凍庫、冷温庫 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  冷風扇 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  
冷凍保存バッグ（フリー

ザーバッグ） 
不燃ごみ 不燃   

  冷房器具（エアコン） 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

  レインコート 不燃ごみ 不燃   

  レコード盤 不燃ごみ 不燃   

  レコードプレーヤー 不燃ごみ 不燃 
指定袋に入りきらないものは粗大ごみにな

ります。 

  レジ袋 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源   

  レジャーシート 不燃ごみ 不燃   

  レトルト食品パック 
容器包装プラ

（資源ごみ） 
資源 水洗いしてから出してください。 

  れんが 
収集できませ

ん 
  販売店等にご相談ください。 

  レンジフード 粗大ごみ   汚れを落としてから出してください。 

ろ ろう紙 可燃ごみ 可燃   

  老眼鏡 不燃ごみ 不燃   

  ろうそく 可燃ごみ 可燃   

  ロープ 可燃ごみ 可燃 
プラスチック製ロープは不燃ごみになりま

す。 

  
ローラースケート・ロー

ラーブレード 
不燃ごみ 不燃   

  ロッカー 粗大ごみ     

わ ワープロ 不燃ごみ 不燃   

  ワイシャツ 
布（資源ご

み） 
  

布類だけでまとめ、ひもでしばって出して

ください。 

  

  

  

  

ワイン庫（ワインセラ

ー） 

収集できませ

ん（家電ﾘｻｲｸ

ﾙ法対象品） 

  

販売店への収集依頼又は郵便局でリサイク

ル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んで

ください（7 ページ参照）。 

輪ゴム 不燃ごみ 不燃   

わた 可燃ごみ 可燃   

割り箸 可燃ごみ 可燃 
プラスチック製の外袋は、資源ごみの容器

包装プラスチックです。 

割れたびん・ガラス類 不燃ごみ 不燃 
新聞紙で包む、ビニール袋で 2重にするな

ど危険のないようにして出してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

限りある地球の資源を大切に！ 

         ―３Ｒにご協力お願いしますー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リデュース：物を大切に使い、ごみの量を減らそう） 

（リユース：使えるものは繰り返し使おう） 

（リサイクル：ごみを資源として再び利用しよう） 


