
みなさまのごみの分別により、この自然ゆたかな
上富田町を次世代の子どもたちに残しましょう。

上富田町

ごみ分別辞書
口熊野かみとんだ
豊かです 水も緑も 人情も
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本書の使い方
　本書では、それぞれのごみの特性や分別の方法などを掲載し、対象品目を紹介しています。また、主な
ごみの品目を五十音順で掲載し、ごみの種類を調べることができます。
　ごみを分別することなく、何もかも混ぜて集積所に出してしまうと、それぞれの性質にあった適正な処
理やリサイクルができなくなり、また、収集作業中のけがやごみ処理施設の故障の原因ともなります。
　環境を守るため、ごみは必ずルールを守って出してください。

集積所への出し方

分別指定袋について

◇集積所にごみを出す際は、決められた分別方法・指定袋の種類・地域ごとに定めた「ごみ収集日程」に
　掲載している日程を守り、収集日までに出してください。
◇袋の口は、きちんと結んでください。
◇分別がされていないものについては、収集できません。
◇指定袋以外で出されたものについては、収集できません。
◇集積所の美化を保つために、ルールを守ってごみを出してください。
◇リサイクル可能な資源類は、リサイクルにご協力ください。

町内の各小売店で取り扱っていますので、購入してください。

■ごみ分別指定袋の価格と大きさ

袋の種類 サイズ ごみ袋料金（1袋 10枚入）

燃えるごみ（赤色）
30ℓ　タテ 70cm×ヨコ 50cm 310円

45ℓ　タテ 80cm×ヨコ 65cm 460円

資源ごみ（青色）
45ℓ　タテ 85cm×ヨコ 65cm 460円プラスチックごみ（緑色）

埋立ごみ（紫色）

令和３年１月現在
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燃えるごみ
分別の目安

対象品目一例

注意点

生ごみ、天ぷら油等台所ごみ、衣類等の布類、紙類、剪定枝や枯葉等、紙おむつなど可燃性の品物は
「燃えるごみ専用袋」で出してください。

■生ごみ
水切りをしてください。

■天ぷら油や液体類
古布や古紙などに染み
込ませてください。

◇新聞（広告）、雑誌、雑紙、段ボールについては、リサイクルにご協力ください。 

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

燃
え
る
ご
み

■紙おむつ
中の汚物は取り除き、
トイレで処理して
ください。

■洗剤の容器（紙製）や飲料パックなど紙類

■衣類
ファスナーやボタンを
できるだけ取り外して
ください。

■布団・毛布・敷物類
袋に入る大きさにしてください。
敷物類は布製品に限ります。

■落ち葉・枝葉、植木の剪定ごみ
直径 10cm 以内、木製品（金具を取り
外してください。）
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資源ごみ
分別の目安

対象品目一例

家電製品（一部を除く）・機械類（電気・電池を使用するもの）一例

注意点

缶、びん、電化製品（一部を除く）、鍋など金属が多量に含まれるものは「資源ごみ専用袋」で出してください。

■缶・びん・アルミ容器

■鍋・やかん・フライパン

■カセットボンベ・
　スプレー缶

キッチン家電

日用家電 デジタル家電（個人情報を消去してください。）

コード類 おもちゃ・ゲーム類 電動工具

■包丁・カミソリ、
　草刈り機の刃等
刃の部分を包み
「キケン」と表示

◇デジタル家電、パソコン等に含まれる個人情報は必ず消去してから出してください。
◇石油ストーブ等に入っている「灯油等」は、必ず抜き取ってください。
◇アルミ缶、スチール缶、びん（茶色・無色・その他の色）については、リサイクルにご協力ください。 

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

資
源
ご
み食品や内容物が残らないように

出して下さい。

火災や爆発等の
おそれがあるので、
必ず使い切り穴を開けずに出してください。
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プラスチックごみ
分別の目安

対象品目一例

注意点

　　のマークが付いている品物や全てプラスチックでできた品物は「プラスチックごみ専用袋」で出して
ください。

■プラスチック容器、
ボトル類（トリガー部分、
ポンプ部分を含む）

■プラスチック製品■シリコン製品

■ポリ容器

■スポンジ

◇容器の汚れはすすぐなどして、汚れや内容物が残らないように出してください。
◇ペットボトルや食品トレイのリサイクルにご協力ください。 

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ

■発泡スチロール

■プランター等
中の土は取り除いてください。

■食品トレイや使い捨て容器、
　インスタント食品の容器、
　ペットボトルなど

■おかしの袋
（外袋・個包装・トレー）

■衣装ケース

古布で拭き取ったり、残り水ですすぐなどして食品や内容物が残らないように出してください。

■レトルトパックや
　詰替容器のパウチ容器、
　チューブ容器

（容器を開いて汚れを落として下さい。）
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埋立てごみ
分別の目安

対象品目一例

注意点

「燃えるごみ」「資源ごみ」「プラスチックごみ」以外の品物は「埋立ごみ専用袋」で出してください。

■くつ・ビニールホース・ゴム手袋などのゴム製品
ビニールホースは 30cm 程度に短く切ってください。

■ LED電球・白熱電球・グロー球
紙などに包み「キケン」と表示

■ガラス・せともの・陶器など
紙などに包み「キケン」と表示

■使い捨てライター
中身を使い切ってください。

■土・小石など
詰めすぎないようにしてください。

■電気カーペット
　電気毛布

■じゅうたん

◇ガラスや陶器、電球など割れるとキケンな品物は、紙などに包み「キケン」などと表示してください。
◇蛍光管、乾電池、水銀を含む製品は埋立ごみに出さず、役場または各出張所にお持ち込みください。
◇タイヤ、消火器は処理困難物にあたりますので定期収集には出さないでください。（7ページ〜参照）

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

埋
立
て
ご
み

■ビデオテープ
　カセットテープ
ケースは分別してください。
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指定ごみ袋で出せないごみ（家庭ごみが対象です）

自己搬入の場合（有料）
■受付場所　　上富田町粗大ごみストックヤード　上富田町岩田 1967 番地
■受付日時

■処理手数料
　◇可燃ごみ・不燃ごみ　10kg　100 円　（10kg 未満　100 円）
　※下表の処理困難物に該当するものは、処理手数料が 1 個に付き別途必要となります。

◇布団（カバーは取り外し定期収集に出してください）、すだれ（天然素材）、敷物（布製品に限る）など
◇剪定枝やＤＩＹなどで使用された板や角材など（直径10cm以内、長さ１ｍ以内に限る。あらかじめ切断

し、釘や金具等を取り除きお持ち込みください。）

◇じゅうたん　◇家具　◇家電製品（特定家庭用機器、指定ごみ袋に入る小型家電製品を除く）
◇その他複合ごみ（指定ごみ袋に入るものを除く）　
◇陶器、ガラスなど重量があり袋の破損の恐れがあるもの

◇上富田町指定ごみ袋に入るもの　◇液体、悪臭を発するもの（生ごみ、汚物、汚泥など）
◇直径10㎝以上、長さ１ｍ以上のもの（可燃ごみに限る）　◇個人情報が含まれるもの
◇原則、資源物（指定ごみ袋に入る再生利用可能なもの）
　※当施設に持ち込まれた場合、事由により持ち帰りをお願いする場合があります。

■取扱いできるもの

■取扱いできないもの

可燃ごみ

不燃ごみ

※解体した場合であっても、料金は原則として解体前の品目の料金です。主たる部分が残存する品物は、
　その品目の料金とします。

◇朝８時 30分～昼 12時 30分（時間厳守でお願いします）
　※ 12 月 29 日〜１月５日、祝日、振替休日を除く。
　※当施設の処理能力の限界を上回ったと判断したとき搬入調整を行う場合があります。

月 火 水 木 金 土 日
可燃ごみ ● ― ― ― ● ●（偶数日） ―
不燃ごみ ― ― ― ● ― ●（奇数日） ―

処 理 困 難 物 処理手数料

軽自動車、普通自動車のタイヤ（ホイール付含む）、消火器 　　３００円

自転車、一輪車（遊戯用・運搬用）、車椅子（シニアカー・電動車椅子含む） １，０００円

スプリングマットレス・ソファー類（シングル以下・一人掛け以下） １，０００円

スプリングマットレス・ソファー類（上記より大きいサイズ）、マッサージ機（椅子型） ２，０００円

エレクトーン・オルガン（電子ピアノ据置型含む） ２，５００円

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

指
定
袋
で
出
せ
な
い
ご
み
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◇特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機等）
　※特定家庭用機器は一部破損のあるもの、分解されているものも含む
　　処理方法について（10ページ参照）
◇発泡スチロール　◇メーカーなどの回収ルートがあるもの　◇産業廃棄物
◇有害性、危険性又は引火性のあるもの〔ガスボンベ（プロパン用）、機械油類、灯油、農薬、水銀使用製品
（水銀血圧計等）、注射針、バッテリー、ＰＣＢ使用製品など〕

◇容積または重量の著しく大きい物、町の廃棄物の処理に支障を及ぼす恐れがあるもの
　〔ピアノ、自動車（部品も含む）、単車（部品も含む）、ＦＲＰ船、エンジン・モータ付きの機械、耕運機、コンプ

レッサー、ソーラーシステム屋根、農業機械類、農業用ビニール、発電機、業務用のエアコン、業務用の冷蔵
庫・冷凍庫、業務用複合機等これらに類するもの〕

◇その他係員の指示するもの　◇その他処理できないもの

　自宅改修等を工事請負させて発生したがれき類（コンクリートくず、瓦、石膏ボード等）、建物解体物（木く
ず、波板等）、畳（簡易なリフォーム工事も該当します）、サッシ、扉、ふすま等の建具、洗面台、便器、流し台な
どの建築廃材やそれを譲り受けたものは、産業廃棄物に該当するため上富田町粗大ごみストックヤードに
持ち込みできません。

◇ 持ち込む前に当施設または住民課に連絡してください。（発生場所、発生量、ごみの種類、発生理由をお聞
きします。）事前連絡なしで建築廃材を持ち込んだ場合は、受入できません。ご連絡は余裕を持ってお願い
します。

◇ 場合により職員が現場に出向き、発生状況を確認するか、事前に作業の様子、ごみの種類、発生量がわかる
ものの提示をお願いすることがあります。

◇ 長期間にわたりごみを持ち込む場合は、定期的に現地確認、作業の様子がわかるものの提示をお願いする
ことがあります。

◇ ごみの量が多い場合は、１日あたりの持ち込み量を制限させていただく場合があります。

※事業活動に伴うごみは、住民課（☎３４－２３７２）へお問い合わせください。

●救馬谷観音登り口手前を右折（ソーラーパネルが
目印）し、坂道を頂上まで上がり左側の建物です。

●市ノ瀬方面からは、国道311号線沿いの病院手前
の点滅信号を右折し、突き当り左折し、坂道を頂
上まで上がった右側の建物です。

ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

指
定
袋
で
出
せ
な
い
ご
み

建築廃材の持ち込みについて

自分で発生させた建築廃材（DIY）について

お 問 い 合 わ せ 先

上富田町粗大ごみストックヤード
上富田町岩田１９６７番地　☎︎４７－６４０８

上富田町役場住民課　☎︎３４－２３７２
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戸別収集の場合（有料）

多量または臨時に排出されるごみの引き取りを依頼する場合（有料）

　指定ごみ袋に入らない大型ごみ、重量があり袋の破損の恐れがあるものが対象です。
ご自宅まで収集に伺いますので住民課までご申請ください。また、お申込み、キャンセ
ルは原則、収集日の３日前までです。締切日以降のご返金は出来ませんのでご注意くだ
さい。返金には「領収書」「粗大ごみ収集券」が必要となります。

　お引越しや遺品整理などの一般家庭から多量に排出されるごみについては、上富田町
が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者に直接依頼してください。許可業者につい
ては、住民課（☎３４－２３７２）までお問い合せください。収集運搬料金については、
直接業者にお問い合せください。多量のごみのうち、袋に入るごみはきちんと分別し、
上富田町指定ごみ袋に入れ多量ごみとして出してください。
◇ 上富田町指定ごみ袋に入っているものについては、ごみ処理料金は必要ありません。
◇ 粗大ごみ（指定ごみ袋に入らないもの）の処理手数料につきましては、7 ページ記載のとおりとなります。

■処理手数料
　◇粗大ごみ収集券の購入が１個につき１枚必要です。（料金は下表参照）
　※下表の料金に加え、収集運搬手数料　１回　２，０００円が必要となります。

※解体した場合であっても、料金は原則として解体前の品目の料金です。主たる部分が残存する品物は、
　その品目の料金とします。

処理困難物、その他粗大ごみ 処理手数料

軽自動車、普通乗用車のタイヤ（ホイール付含む）、消火器 　　400 円

自転車、一輪車（遊戯用・運搬用）、車椅子（シニアカー・電動車椅子含む） 1，200 円

スプリングマットレス・ソファー類（シングル以下・一人掛け以下） 1，500 円

スプリングマットレス・ソファー類（上記より大きいサイズ）、マッサージ機（椅子型） 2，500 円

エレクトーン・オルガン（電子ピアノ据置型含む） 3，000 円

その他（取扱いできないものを除く） 300 円

◇ 屋内からの搬出はおこなっておりません。積み込みできる場所まで出してください。
◇ 取り扱いは二人で持ち運びできるものに限ります。
◇ 7〜8ページに記載の「取扱いできないもの」については収集できません。
◇ 剪定枝等は枝葉を払い、直径10cm以内長さ１ｍ以内にし、束の直径30ｃｍ程度にまとめてください。
　枝葉は定期収集に出してください。
◇ 家電リサイクル４品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機等）につきましては、
　10ページをご確認ください。戸別収集、多量ごみ収集でのお取り扱いはしておりません。

戸別収集、多量ごみ収集についての注意点
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ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

家電リサイクル法で定められたごみ
　家電リサイクル法に基づき、対象品目について以下の方法で正しく処理してください。
　上富田町粗大ごみストックヤードには搬入できません。※一部破損のあるもの、分解
されているものも含む

■対象品目

■出し方
◇家電小売店に収集を依頼する
　・買換えをするお店に使わなくなった製品の引き取りを依頼してください。
　・家電リサイクル料金が必要です。別途手数料が必要となる場合があります。各小売店にお問い合わせください。
◇指定引取場所へ自己搬入する
　・家電リサイクル券を郵便局で購入（別途振込手数料が必要）し、指定引取場所へ自己搬入してください。
　・テレビの型と冷蔵庫のリッター数、メーカー名を確認して郵便局へ行ってください。

◇役場に収集運搬を依頼する
　・家電リサイクル券（郵便局で購入）を添付し住民課へ申請してください。
　　運搬日時については担当者とご相談ください。
　・取り扱いは二人で持ち運びできるものに限ります。
　・屋内からの搬出はおこなっておりません。積み込みできる場所まで出してください。
　　収集運搬手数料（軽貨物車１車につき）　１回　２，０００円

※料金はメーカーにより異なります。

令和２年４月現在

令和３年１月現在

リサイクル料金（税込）

エアコン － ９９０円〜 洗濯機・衣類乾燥機 － ２，５３０円〜

テレビ
区分なし ２，９７０円〜

冷蔵庫・冷凍庫
区分なし ４，７３０円〜

１５型以下 １，３２０円〜 １７０ℓ以下 ３，７４０円〜
１６型以上 ２，４２０円〜 １７０ℓ以上 ４，７３０円〜

指 定 引 取 場 所 住所 電話番号
日本通運㈱紀南営業課 田辺市新庄町田鶴１７４５－３ ☎ ０７３９－２２－１２３０
佐川急便㈱田辺営業所 田辺市上の山１丁目１４－１８ ☎ ０５７０－０１－０２７１

指
定
袋
で
出
せ
な
い
ご
み
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ご
み
を
出
す
際
の
注
意
点

拠
点
回
収

拠点回収（家庭ごみが対象です）

新聞（広告）、雑誌・雑紙、ダンボール

アルミ缶・スチール缶、無色・茶色・その他の色びん

■出し方
　ナイロン袋や紙袋に入れずに、それぞれの種類に分け紙ひもで縛って古紙ステーションに出し
てください。

■対象外の品物
◇防水加工された紙（紙コップ、紙皿、牛乳やジュースの紙パック、ヨーグルトの紙製容器など）
◇カーボン紙（宅配便の複写伝票など）、感熱紙（レシートなど）
◇印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙　　◇アイロンプリント紙
◇匂いの付いた紙（せっけんの個別包装紙、洗剤の箱など）
◇アルミ箔やプラスチックフィルムを貼り合わせた複合素材の品物
◇事業活動に伴う新聞（広告）、雑誌・雑紙、段ボール

■出し方
◇キャップやボトルリング、注ぎ口キャップ、内フタなどは取り除いてください。
◇容器の中は、よく洗って乾かしてから出してください。
◇きちんと分別してそれぞれの回収ボックスに入れてください。

■注意点
◇カセットガス、スプレー缶、化粧品、薬のびん、リターナブルびん（一升びん・ビールびん・

牛乳びん等）については拠点回収には出せません。リターナブルびんについては、できるだけ
購入先で引き取ってもらうようご協力をお願いします。なお拠点回収の対象品は、一般家庭
から出るものに限らせていただきます。

■出し方
◇キャップやラベルなどは取り除いてください。
　（キャップ、ラベルは取り外しプラスチックごみ専用袋へ）
◇容器の中はよく洗い、乾かしてから出してください。

■注意点
　　のマークがあるものでも、上記以外の調味料、食用油、洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品
その他の品物についてはリサイクル対象外です。拠点回収には出せませんのでプラスチックごみ
専用袋で定期収集に出してください。
※回収場所、回収日時につきましては、ごみ収集日程をご確認ください。

左記のマークが付いている容器で、次の種類だけです。
◇清涼飲料水…ジュース、炭酸飲料、ミネラルウォーターなど
◇食品用…しょうゆ
◇酒類…焼酎、本みりん、清酒、洋酒など

■出せるもの
ペットボトル
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■使い方
①分別の仕方を知りたい「品目」を五十音順で調べます。
②「ごみの種類」欄を確認します。容器包装と中身をごみの種類別ごとに分けていますので参考に

してください。
　※材質ごとに分解できるものは分別し出してください。
　※「複合品」とは、異なる材質が合わさってできた品物。
③「処理できない形式・材質」「出し方のアドバイス」欄に記載がある場合、そちらもご確認ください。
　※収集日は地区ごとで違いますので「ごみ収集日程」で確認してください。

※指定袋に入らない場合は、上富田町粗大ごみストックヤードへ自己搬入されるか戸別収集をご
利用ください。くわしくは 7 〜 9 ページをご確認ください。

品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

あ IH ヒーター（電磁調理器） 調理器具 資源ごみ
IH ヒーター用焼け焦げ
防止カバー フィルム形 プラスチックごみ

IH ヒーター用焼け焦げ
防止カバー プレート形 シリコン製 プラスチックごみ

IH ヒーター用焼け焦げ
防止カバー プレート形 ガラス製 埋立ごみ

IC レコーダー 電子機器 資源ごみ 記録などは消去する。

アイスピック 資源ごみ 収集時に危険のないよう、
紙などに包み「キケン」と表示。

アイロン 資源ごみ
アイロン台 平型 燃えるごみ

アイロン台 スタンド型、
足付き型 複合品 埋立ごみ 布部分は取り外し、燃えるごみ。

揚げ物バット 調理用 金属製 資源ごみ
アコーディオンカーテン 埋立ごみ
足踏み竹 健康器具 竹製 燃えるごみ
足踏み竹 健康器具 プラスチック製 プラスチックごみ
アダプター 電子機器 資源ごみ

圧力鍋（圧力釜） 資源ごみ プラスチック部品が含まれて
いるものも資源ごみ。

穴あけパンチ 文具 資源ごみ

油 食用、美容用 燃えるごみ
液体のままのものは取り扱い不可。
油固化剤で固めるか、古紙、古布
等に染み込ませる。

油 燃料用、工業用
燃えやすい廃油、
ガソリン、灯油、
軽油、シンナー、
機械油等

取扱できません 本来の用途で使い切る。
専門業者にて適切に処理する。

油こし紙 燃えるごみ
網（ネット） 果物用、野菜用 プラスチックごみ
網（ネット） 鳥除け用等 埋立ごみ
編み機（手織り機） 手動式 複合品 資源ごみ
網戸 枠 金属製 資源ごみ
網戸 網 プラスチック製 プラスチックごみ

ごみの分別一覧（五十音順）

ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

あ
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

あ 編み針（編み棒） 手芸用 木製 燃えるごみ
編み針（編み棒） 手芸用 金属製 資源ごみ
編み針（編み棒） 手芸用 プラスチック製 プラスチックごみ
編み針（編み棒） 手芸用 複合品 埋立ごみ
アルバム 表紙、台紙部分 布製、紙製 燃えるごみ

アルバム 表紙、本体部分 複合品 埋立ごみ 留め具が取り外せないものは
埋立ごみ。

アルバム 留め具等 金属類 資源ごみ
アルバム 留め具等 プラスチック製 プラスチックごみ

アルミ箔
（アルミホイル） 調理用 資源ごみ

紙刃、箱の部分は燃えるごみ。
金属刃は資源ごみ。軽く洗って
出す。汚れの取れないものは、
埋立てごみ。

アルミ箔鍋
（使い捨て鍋） 鍋焼きうどん用等 資源ごみ 食品や内容物を取り除き、

軽く洗って出す。
ア ル ミ ロ ー ル マ ッ ト

（銀マット）
レジャー用、
アウトドア用 プラスチックごみ

アロマオイルの容器 ガラス製 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。
アロマキャンドルの容器 耐熱ガラス製 埋立ごみ
アロマポット 電気式 資源ごみ
アロマポット 陶器製、ガラス製 埋立ごみ
泡立て器 非電気式、電気式 金属を含むもの 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

泡立て器 非電気式 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

行火（あんか） 電気式 資源ごみ
行火（あんか） 埋立ごみ
アンクレット 装身具 金属製 資源ごみ
安全ピン 資源ごみ
アンテナ U/V/ パラボラ /BS 資源ごみ
アンプ 音楽映像用 資源ごみ

い い草マット
（い草ラグ、上敷き） 燃えるごみ

育苗箱 水稲用等 取り扱いできません 事業で使用のものは取り扱い不
可。事業主にて適切に処理する。

石 砂利等 埋立ごみ 持ち上げれる重さで出す。
１度に出せるのは５袋まで。

衣装ケース 金属製 資源ごみ
衣装ケース プラスチック製 プラスチックごみ
移植ごて 園芸用 金属製 資源ごみ
移植ごて 園芸用 プラスチック製 プラスチックごみ
椅子（いす） 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
椅子（いす） 家具 プラスチック製 プラスチックごみ 事業所等で使用のものは取り扱い不可。
椅子（いす） 家具 複合品 埋立ごみ 事業所等で使用のものは取り扱い不可。
椅子カバー 布製 燃えるごみ
一輪車 遊戯用、運搬用 処理困難物 7 〜 9 ページ参照。
一升びん 資源ごみ 購入先への返却を優先する。
一升びんのふた プラスチックごみ

ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

あ
〜
い
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ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

い
〜
う

品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

い
一斗缶（18Ｌ缶） 菓子類用、塗料

用等 金属製 資源ごみ
中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。事業で使用のもの
は取り扱い不可。事業主にて
適切に処理する。

糸 燃えるごみ
糸のこ

（ハンディタイプ） 手動式、電動式 資源ごみ 刃は取り外す。

犬小屋 ペット用 木製 燃えるごみ
犬小屋 ペット用 金属を含むもの 資源ごみ
犬小屋 ペット用 プラスチック製 プラスチックごみ
イヤホン 音楽映像用 資源ごみ
イヤリング 装身具 資源ごみ

衣類
（服、下着、防寒具等） 衣類 布製 燃えるごみ

ボタン、ファスナー等付属品
はできる限り取り外す。種類
により「埋立ごみ」となるた
め品目を確認。

衣類カバー（洋服カバー） 衣類用 不織布製 燃えるごみ
衣類カバー（洋服カバー） 衣類用 ビニール製 埋立ごみ
衣類乾燥機 家電リサイクル 10 ページ参照。
入れ歯 埋立ごみ
印鑑 木製、象牙製 燃えるごみ

印鑑 プラスチック製、
複合品、ゴム部分 埋立ごみ

印鑑ケース（印章ケース） プラスチック製 プラスチックごみ
印鑑ケース（印章ケース） 埋立ごみ

インクカートリッジ インクジェット
プリンター用等 埋立ごみ 販売店の返却 BOX 利用を優先

する。

インクリボン ファクシミリ用、
ワープロ用等 埋立ごみ

印泥（練り朱肉） 書画烙印用 埋立ごみ
印泥（練り朱肉）の容器 書画烙印用 プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
印泥（練り朱肉）の容器 書画烙印用 陶器製 埋立ごみ 容器の中を軽く洗う。

う

ウィンドファン 資源ごみ

風量調節機能のみで、温度調
節機能がないものに限る。
温度調節機能があるウィンドー型
エアコンは家電リサイクル対象品目。
10 ページ参照。

ウィンドブレーカー 衣類 埋立ごみ
植木鉢

（フラワーポット） 園芸用 プラスチック製 プラスチックごみ 土は取り除き埋立ごみ。
軽く水ですすぎ汚れを落とす。

植木鉢
（フラワーポット） 園芸用 陶器製 埋立ごみ 土は取り除き埋立ごみ。

軽く水ですすぎ汚れを落とす。
植木鉢皿 園芸用 プラスチック製 プラスチックごみ
植木鉢皿 園芸用 陶器製 埋立ごみ
植木鉢台

（花台、フラワースタンド） 園芸用 金属製 資源ごみ

植木鉢台
（花台、フラワースタンド） 園芸用 プラスチック製 プラスチックごみ

ウェットスーツ 衣類 埋立ごみ
浮（うき） 釣具 埋立ごみ
浮き輪 玩具 埋立ごみ
ウクレレ 楽器 燃えるごみ 付属品は取り外す。
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

う 団扇（うちわ） 竹製 燃えるごみ
団扇（うちわ） プラスチック製 プラスチックごみ
ウッドカーペット

（フローリングマット） 家具 埋立ごみ

ウッドクラフト
（木製工芸品） 直径 30㎝未満 燃えるごみ

ウレタンマットレス プラスチックごみ
鱗取り器（うろことりき） 調理器具 金属製 資源ごみ
上履き 埋立ごみ
運動靴（スニーカー） 埋立ごみ

え エアコン（室内機・室外機） 家電リサイクル 10 ページ参照。
エアコンカバー

（室内機ほこり除け用） 布製、不織布製 燃えるごみ

エアコンカバー
（室外機ほこり除け用） 埋立ごみ

エアブラシ 模型制作用 金属製 資源ごみ
HDD レコーダー 電子機器 資源ごみ 記録などは消去する。
ＡＣアダプター 電子機器用等 資源ごみ

液晶ディスプレイ パソコン用 資源ごみ
資源有効利用促進法指定品目。
事業所等で使用のものは取り扱い
不可。

エキスパンダー 健康器具 資源ごみ
Ｓ字フック（Ｓカン） プラスチック製 プラスチックごみ
Ｓ字フック（Ｓカン） 金属製 資源ごみ
枝葉類 直径１０ｃｍ以内 燃えるごみ １度に出せるのは５袋まで。
エッグスライサー

（卵切り器） 調理器具 プラスチックごみ

絵の具の容器 チューブ式 金属製、複合品 埋立ごみ

絵の具の容器 画材 ガラス製 資源ごみ 中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。

絵の具の容器 画材 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。

ＭＤケース 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ
ＭＤディスク 音楽映像用 プラスチックごみ
ＭＤプレーヤー 音楽映像用 資源ごみ
ＬＥＤ電球 埋立ごみ
ＬＤディスク 音楽映像用 プラスチックごみ
ＬＤプレーヤー 音楽映像用 資源ごみ

エレクトーン 楽器 処理困難物 ２人で持ち運べるものに限る。
7 〜 9 ページ参照。

園芸用支柱 園芸用 資源ごみ
事業で使用のものは取り扱い
不可。事業主にて適切に処理
する。

エンジンオイル 取扱できません 本来の用途で使い切る。
専門業者にて適切に処理する。

エンジンオイルの容器 金属製 資源ごみ 中身は使い切る。
延長コード

（電気コード） 非ドラム式 資源ごみ

鉛筆削り 電動式、文具 資源ごみ
鉛筆削り 手動式、文具 プラスチックごみ

ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

う
〜
え
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

お オアシス 生け花用給水
スポンジ プラスチックごみ 十分に乾かしてから出す。

オイルヒーター 資源ごみ 本体のオイルを抜く必要はありません。

オイルポット（油こし器） 金属製 資源ごみ 残った油は、油固化剤で固めるか、
古紙、古布等に染み込ませ燃えるごみ。

王冠 資源ごみ
オーブントースター 調理器具 資源ごみ
オーブンレンジ 調理器具 資源ごみ
置き畳（システム畳） 厚さ１０ｃｍ以内 燃えるごみ
桶（おけ） 木製 燃えるごみ
桶（おけ） 金属製 資源ごみ

桶（おけ） プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

押し入れシート 埋立ごみ
押し入れ棚 プラスチック製 プラスチックごみ

押しピン 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

おしぼり受け 木製、竹製 燃えるごみ
おしぼり受け プラスチック製 プラスチックごみ
おしゃぶり 乳児用 プラスチックごみ
おたま（玉杓子） 調理器具 木製 燃えるごみ
おたま（玉杓子） 調理器具 金属を含むもの 資源ごみ

おたま（玉杓子） 調理器具 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

落ち葉（枯れ葉） 燃えるごみ １度に出せるのは５袋まで。
オットマン 家具 埋立ごみ

お手拭 食料品等に付属
のもの 燃えるごみ

斧（おの） 工具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

帯留め 装身具 複合品 埋立ごみ
おひつ（飯びつ） 台所用品 木製 燃えるごみ
おぼん 台所用品 木製 燃えるごみ
おぼん 台所用品 金属製 資源ごみ
おぼん 台所用品 プラスチック製 プラスチックごみ
おまる 幼児用 プラスチック製 プラスチックごみ 汚物は取り除く。
おむつ 紙製、布製 燃えるごみ 汚物は取り除く。
おむつカバー 燃えるごみ
おもちゃ類（玩具類） 玩具 布製、木製 燃えるごみ

おもちゃ類（玩具類） 非電気式 複合品 資源ごみ 種類により「埋立ごみ」と
なるため品目を確認。

おもちゃ類（玩具類） 電池式、電動式 複合品 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

おもちゃ類（玩具類） 非電気式 プラスチック製 プラスチックごみ 種類により「埋立ごみ」と
なるため品目を確認。

おもり 釣具 資源ごみ

オルガン 楽器 処理困難物 ２人で持ち運べるものに限る。
7 〜 9 ページ参照。

オルゴール 埋立ごみ
おろし金（おろし器） 調理器具 金属製 資源ごみ

ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

お
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ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

お
〜
か

品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

お おろし金（おろし器） 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ

温度計（寒暖計） ア ル コ ー ル 式、
針表示式 埋立ごみ

温度計（寒暖計） 水銀式 有害ごみ
家庭で使用していたものに限る。
破損しないようケース等に入れ
住民課までお持ちください。

か
カーテレビ 車載用液晶テレビ 資源ごみ

電源として一次電池又は蓄電
池を使用するものに限る。電
池式は電池を取り外す。

カーテン 布製、レース製 燃えるごみ
カーテンフック

（カーテンリング） 金属製 資源ごみ

カーテンフック
（カーテンリング） プラスチック製 プラスチックごみ

カーテンレール 金属製 資源ごみ ランナー等付属品は取り外し
て埋立ごみ。

カードケース 金属製 資源ごみ
カードケース プラスチック製 プラスチックごみ
カードケース 皮革製 埋立ごみ

カード プラスチック製 プラスチックごみ
キャッシュカード、クレジット
カード等はデータを読み取れない
よう切ってから出す。

カーペットローラー 清掃用 プラスチックごみ 粘着テープ部分は燃えるごみ。

貝殻 食 用、 装 身 具、
装飾品等 燃えるごみ

介護用ベッド（本体） 電動リクライニ
ング式等 資源ごみ

２人で持ち運べるものに限る。
ベッドマットレスは処理困難物。
7 〜 9 ページ参照。

懐中電灯 照明器具 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
カイロ 電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
カイロ 使い捨て式 埋立ごみ

鏡 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

鍵 金属製 資源ごみ
かき氷機 電動式 資源ごみ
かき氷機 手動式 プラスチックごみ
拡声器 電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
拡大鏡（虫眼鏡、ルーペ） 電気式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
拡大鏡（虫眼鏡、ルーペ） アクリルレンズ プラスチックごみ
拡大鏡（虫眼鏡、ルーペ） ガラスレンズ 埋立ごみ
家具転倒防止伸縮棒 地震対策用 プラスチックごみ
家具転倒防止粘着マット 地震対策用 埋立ごみ

額縁 絵画用、賞状用
など 木製 燃えるごみ 表面カバーのアクリル製はプラス

チックごみ。ガラス製は埋立ごみ。
掛け軸 装飾品 燃えるごみ
かご 藤製、竹製、木製 燃えるごみ
かご プラスチック製 プラスチックごみ

傘 雨具 埋立ごみ 分解して出た金属の骨組みに
ついては、資源ごみ。

傘立て 金属製 資源ごみ
傘立て プラスチック製 プラスチックごみ
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覧
（
五
十
音
順
）

か

品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

か 傘立て 陶器製、複合品 埋立ごみ
加湿器 非電気式 埋立ごみ
加湿空気清浄機 資源ごみ

果実酒びん 梅酒用等 ガラス製 資源ごみ
容器の中を軽く洗う。プラス
チック製のふたはプラスチック
ごみ。

果実酒びん 梅酒用等 プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
ガスコンロカバー

（レンジカバー） 亜鉛メッキ銅板等 資源ごみ 軽く洗って出す。

カスタネット 楽器 木製 燃えるごみ
カスタネット 楽器 埋立ごみ

ガスバーナー 調理用、アウト
ドア用 資源ごみ 家庭用の小型のものに限る。

ガス湯沸かし器 資源ごみ
施工依頼により、発生したもの
は取り扱い不可。電池式は電池
を取り外す。

ガスレンジ
（ガス台、ガステーブル） 据置型 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

ガスレンジマット 使い捨て式 アルミ箔製 資源ごみ 軽く洗って出す。
カセットコンロ

（卓上コンロ） 調理器具 資源ごみ カセット式は必ずボンベを
取り外す。

カセット式ガスボンベ 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
燃料を使い切る。

カセットテープ 音楽映像用 埋立ごみ
カセットテープのケース 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ
カセットデッキ 音楽映像用 資源ごみ
カセットプレーヤー 音楽映像用 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

ガソリン 取扱できません 本来の用途で使い切る。
専門業者にて適切に処理する。

ガソリン携行缶 資源ごみ 必ず中身を抜き取る。中身が入って
いるものは、収集できません。

花壇ブロック 園芸用 埋立ごみ 持ち上げれる重さで出す。
１度に出せるのは５袋まで。

カチューシャ 装身具 複合品 埋立ごみ
カッターナイフ 文具 プラスチックごみ 刃は取り外す。
カッターナイフの刃

（替刃） 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

カッターマット
（カッティングマット） 文具 埋立ごみ

合羽（かっぱ） 雨具 埋立ごみ
かつら（ウィッグ） 装身具 埋立ごみ
蚊取り器 電気式、非電気式 金属製 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
蚊取り器 陶器製 埋立ごみ

蚊取り線香、蚊取りマット 燃えるごみ 十分水で濡らし、火気を完全に
取り除き出す。

蚊取り液の容器 ボトル式 プラスチック製 プラスチックごみ
金網 資源ごみ
金槌（かなづち） 工具 埋立ごみ
画板 絵画用 木製 燃えるごみ
画板 絵画用 プラスチック製 プラスチックごみ
かばん（バッグ） 布製 燃えるごみ
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

か かばん（バッグ） 複合品 埋立ごみ

花瓶（かびん） 陶磁器製、
ガラス製 埋立ごみ

カフスボタン 装身具 複合品 埋立ごみ

鎌 除草用 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

剃刀（かみそり） 直刃剃刀、
安全剃刀 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙

などに包み「キケン」と表示。
髪留め（ヘアクリップ） 装身具 複合品 埋立ごみ
髪の毛（毛髪） 燃えるごみ
紙パック 飲料用、掃除機用 燃えるごみ
紙やすり（サンドペーパー） 燃えるごみ
ガム 食品 燃えるごみ
ガムテープ 紙・布テープ 燃えるごみ

カメラ デジタル式、
フィルム式 資源ごみ

記録などは消去する。
フィルム式は、フィルムを取り
外し埋立ごみ。電池式は電池を
取り外す。

カメラ 使い捨て式 埋立ごみ
カメラホルダー

（カメラケース） 埋立ごみ

カメラ用交換レンズ 写真用 埋立ごみ
蚊帳（かや） 埋立ごみ

火薬 取扱できません 本来の用途で使い切る。
専門業者にて適切に処理する。

カラーコーン
（三角コーン、パイロン） プラスチックごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。

カラーボックス 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。

カラオケ マイク式、ハン
ディ式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

ガラス 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

ガラスクリーナー スプレー式 金属製 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

カラビナ 金属製 資源ごみ

刈込機（ヘッジトリマー） 電動式、
ハンディタイプ 資源ごみ 刃は取り外す。

軽石 埋立ごみ
カレンダー 燃えるごみ とじ金具部分は埋立ごみ。
革製品

（衣類、かばん、小物等） 埋立ごみ

皮むき器（ピーラー） 調理器具 金属製 資源ごみ
皮むき器（ピーラー） 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ

缶
食品用、飲料用、
菓子用、スプレー缶、
カセットガスボンベ

アルミ製、
スチール製 資源ごみ

容器の中を軽く洗う。
事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

換気扇カバー アルミニウム製 資源ごみ
換気扇フィルター 台所用、浴室用等 埋立ごみ

缶切り てこ式、ネジ式、
電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

緩衝材 紙製 燃えるごみ
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

か 緩衝材 プラスチックごみ
乾燥剤（シリカゲル） 食料品用等 埋立ごみ

鉋（かんな） 工具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

看板 取扱できません 事業主にて適切に処理する。
観葉植物 直径１０ｃｍ以内 生木 燃えるごみ 土は取り除き埋立ごみ。
観葉植物（人工） 埋立ごみ

寒冷紗 園芸用 埋立ごみ 事業で使用のものは取り扱い不
可。事業主にて適切に処理する。

き キーケース 皮革製 埋立ごみ
キーボード 楽器、パソコン用 資源ごみ
キーボードカバー パソコン用 シリコン製 プラスチックごみ
キーホルダー 金属製、金属部分 資源ごみ
キーホルダー 複合品 埋立ごみ
木くず（木片） 燃えるごみ 事業で排出されたものは取り扱い不可。
ギター 楽器 木製 燃えるごみ 付属品を取り外す。
ギター エレキギター 埋立ごみ
ギターケース 埋立ごみ
キッチンスライサー 調理器具 プラスチックごみ
キッチンタイマー 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
キッチンマット

（台所マット） 台所用 埋立ごみ

キックスケーター 玩具 埋立ごみ
木槌（きづち） 工具 燃えるごみ
杵（きね） 調理器具 燃えるごみ
脚立（きゃたつ） 資源ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。

キャッシュカード プラスチックごみ データを読み取れないよう
切ってから出す。

キャップ（栓） 金属製 資源ごみ
キャップ（栓） プラスチック製 プラスチックごみ
キャップ（栓） ゴム製 埋立ごみ
キャリーカート

（キャリーボックス） 埋立ごみ

キャリーバッグ
（キャスターバッグ） 埋立ごみ

キャンバス 絵画用 燃えるごみ
救急箱 木製 燃えるごみ
救急箱 プラスチック製 プラスチックごみ
救急箱 ソフトケース 埋立ごみ
急須（きゅうす） 調理器具 陶磁器製、ガラス製 埋立ごみ 金属製は資源ごみ。

給湯器（ボイラー） 屋外設置型 取扱できません 交換時購入時に販売店、専門業者
にて適切に処理する。

吸入器 電気式 資源ごみ
救命胴衣

（ライフジャケット） 埋立ごみ

給油ポンプ（灯油用） 電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
給油ポンプ（灯油用） 手動式 プラスチックごみ
鏡台（ドレッサー） 家具 木製 燃えるごみ 鏡は取り外して埋立ごみ。
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

き 錐（きり） 工具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

桐箱 燃えるごみ
金魚鉢 プラスチック製 プラスチックごみ
金魚鉢 ガラス製 埋立ごみ
金庫 手提げ式 埋立ごみ

く 空気入れ 電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
空気入れ 手動式 金属製 資源ごみ
空気清浄機 資源ごみ
空気清浄機フィルター 埋立ごみ

クーラー（エアコン） 家電リサイクル 室内機・室外機とも対象。
１０ページ参照。

クーラーバッグ
（保冷バッグ） 埋立ごみ

クーラーボックス 発泡スチロール製 プラスチックごみ
クーラーボックス 埋立ごみ

釘（くぎ） 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

釘抜き（バール） 工具 資源ごみ

草、花、葉 燃えるごみ 土は取り除く。
１度に出せるのは５袋まで。

草刈り鎌 除草用 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

草刈機（ポータブル式） 手動式、電動式、
エンジン式 資源ごみ

刃は取り外し、収集時に危険のな
いよう、紙などに包み「キケン」
と表示。事故の原因となるため、
必ず燃料を抜き取る。

鎖（チェーン） 金属製 資源ごみ
鎖（チェーン） プラスチック製 プラスチックごみ
櫛（くし） 木製、竹製 燃えるごみ
櫛（くし） プラスチック製 プラスチックごみ
串 調理用 竹製 燃えるごみ

串 バーベキュー用等 金属製 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

薬 医薬品（錠剤） 燃えるごみ
購入先、メーカーなどへ問い
合わせる。問い合わせて問題
がなければ燃えるごみ。

薬 医薬品（液体） 燃えるごみ

液体のままのものは取り扱い
不可。購入先、メーカーなど
へ問い合わせる。問い合わせ
て問題がなければ古紙、古布
等に染み込ませる。

薬 試薬、農薬、
劇薬、劇物 取扱できません

購入先、メーカーなどへ問い
合わせる。専門業者にて適切
に処理する。

薬の容器 医薬品用 ガラス製 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。
薬の容器 医薬品用 プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
靴（運動靴、革靴、
サンダル等） 埋立ごみ

口紅の容器 化粧用 埋立ごみ 中身を使い切り出してください。

クッキングシート 調理用 燃えるごみ 紙刃、箱の部分は燃えるごみ。
金属刃は資源ごみ。
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

く 靴下 衣類 燃えるごみ
クッション 綿、羽毛 燃えるごみ

クッション ビーズ、スポンジ、
ウレタンフォーム プラスチックごみ カバーは取り外して燃えるごみ。

クッションフロア 床材 埋立ごみ 施工依頼により、発生したものは
取り扱い不可。

靴の中敷き（インソール） 埋立ごみ
靴ブラシ 木製 燃えるごみ
靴ブラシ 埋立ごみ
靴べら 木製 燃えるごみ
靴べら 金属製 資源ごみ
靴べら プラスチック製 プラスチックごみ
首輪 ペット用 埋立ごみ
熊手（レーキ） 清掃用、園芸用 竹製 燃えるごみ
熊手（レーキ） 清掃用、園芸用 金属を含むもの 資源ごみ
熊手 縁起物 埋立ごみ
供物台 仏具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
グラウンドゴルフクラブ スポーツ用 埋立ごみ

クラフトボックス 文具 燃えるごみ 折りたたみ、金具やプラスチッ
クは取り外す。

クランプ 工具 プラスチック製 プラスチックごみ
クランプ 工具 金属製 資源ごみ
クリアファイル 文具 プラスチックごみ
クリーニング保護カバー 衣類用 ビニール製 プラスチックごみ
クリスマスツリー 装飾品 埋立ごみ
クリスマスツリー装飾品 電飾コード 資源ごみ
クリップ 文具 金属製 資源ごみ
クリップ 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
クリップボード（用箋挟） 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
クリップボード（用箋挟） 文具 複合品 埋立ごみ

車椅子（シニアカー） 手動式、電動式 処理困難物
販売店、専門業者にて適切に
処理することを優先する。
7 〜 9 ページ参照。

クレジットカード プラスチックごみ データを読み取れないよう
切ってから出す。

クレヨン 文具 埋立ごみ
グローブ 野球用具 革製 埋立ごみ
グローランプ（点灯管） 埋立ごみ
クロス テーブルクロス 布製 燃えるごみ
クロス テーブルクロス ビニール製 プラスチックごみ
鍬（くわ） 農具 木製部分 燃えるごみ
鍬（くわ） 金属部分、農具 資源ごみ
軍手（ゴム付き含む） 衣類 燃えるごみ

け 蛍光管 サークル型、
直感型、電球型 有害ごみ 役場、各出張所の回収 BOX

を利用。

携帯電話 電子機器 資源ごみ
販売店などへの返却を優先する。
記録などは消去する。
電池式は電池を取り外す。
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け 毛糸 衣類用、手芸用 燃えるごみ
計量カップ、計量スプーン 調理器具 金属製 資源ごみ
計量カップ、計量スプーン 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ
ゲートボールスティック スポーツ用 埋立ごみ

ケーブル類
家 庭 用 LAN ケ ー
ブル、ブースター
ケーブル等

資源ごみ

ゲーム機（家庭用） 電気式、携帯型 資源ごみ 業務用は取り扱い不可。
電池式は電池を取り外す。

ゲームソフト カートリッジ型、
CD-ROM 型 プラスチックごみ

消しゴム 文具 埋立ごみ
化粧品の容器 紙製 燃えるごみ

化粧品の容器 ガラス製 資源ごみ
中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。マニキュアの容器
は埋立ごみ。

化粧品の容器
プラスチック
製、 ビ ニ ー ル
チューブ製

プラスチックごみ
中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。口紅の容器は埋立
ごみ。

下駄（げた） 木製 燃えるごみ
下駄箱 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
下駄箱シート 埋立ごみ
血圧計 デジタル式 資源ごみ
血圧計 アネロイド式 埋立ごみ

血圧計 水銀式 有害ごみ
家庭で使用していたものに限る。
破損しないようケース等に入れ
住民課までお持ちください。

結束バンド プラスチックごみ
毛抜き 資源ごみ
ケミカルライト

（サイリューム） 埋立ごみ

けん引ロープ 布製、金属製 埋立ごみ
玄関マット 布製 燃えるごみ
玄関マット（泥落としマット） 屋外用 金属製 資源ごみ
玄関マット（泥落としマット） 屋外用 プラスチック製 プラスチックごみ

健康器具 電気式、非電気式 金属を含むもの 資源ごみ 種類により「埋立ごみ」「処理
困難物」となるため品目を確認。

剣山 生け花用 金属製 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

現像液 取扱できません
購入先、メーカーなどへ問い
合わせる。専門業者にて適切
に処理する。

剣道防具（一式） 道着を除く 埋立ごみ
鍵盤ハーモニカ（ピアニカ） 楽器 プラスチックごみ
顕微鏡 資源ごみ

こ 碁石 玩具 埋立ごみ
こいのぼり 吹き流し、本体 布製 燃えるごみ
こいのぼり 矢車 埋立ごみ
高圧洗浄機 電動式 資源ごみ エンジン式は取り扱い不可。
工具箱 金属製 資源ごみ
工具箱 プラスチック製 プラスチックごみ
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こ 工具類 工具 資源ごみ 種類により「埋立ごみ」となる
ため品目を確認。

コーキングガン 工具 資源ごみ
コーキング剤の容器 プラスチックごみ 中身を使い切り出す。
ゴーグル 埋立ごみ
コースター 布製、木製 燃えるごみ
コースター プラスチック製 プラスチックごみ
コースター 陶器製、ゴム製 埋立ごみ
コードリール（ドラム
コード） 資源ごみ

コーヒードリッパー 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ
コーヒードリッパー 調理器具 陶器製 埋立ごみ
コーヒーメーカー 調理器具 資源ごみ ガラス容器は埋立ごみ。
氷保管用容器（アイスペール） 金属製 資源ごみ
氷保管用容器（アイスペール） プラスチック製 プラスチックごみ
氷保管用容器（アイスペール） ガラス製 埋立ごみ
氷枕 ゴム製 埋立ごみ 留め具の金属部分は資源ごみ。
五月人形 埋立ごみ 詳しくは雛（ひな）人形を参照。
黒板 木製 燃えるごみ
黒板消し 埋立ごみ
碁笥（碁器） 木製 燃えるごみ
碁笥（碁器） 陶器製 埋立ごみ
固形燃料 調理用、アウトドア用 燃えるごみ 本来の用途で使い切る。
ござ い草等天然素材 燃えるごみ
ござ ビニール製 埋立ごみ
個人情報保護用スタンプ 文具 埋立ごみ

こたつ 家具 木製 燃えるごみ こたつヒーター、金具は取り
外して資源ごみ。

こたつ（掛・敷・毛布） 燃えるごみ
こたつ ヒーター部分 資源ごみ
鏝（こて） 電気式、左官用 資源ごみ
琴 楽器 燃えるごみ 付属品は取り外す。
五徳（ごとく） 調理器具 金属製 資源ごみ
粉ミルクの容器 缶 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。
碁盤 脚付き 木製 燃えるごみ 厚さ 30cm 以内に限る。
碁盤 折りたたみ式 木製 燃えるごみ

コピー機（家庭用複合機） 家庭用 資源ごみ 事業所等で使用のものは取り
扱い不可。

ごみ箱 金属製 資源ごみ
ごみ箱 プラスチック製 プラスチックごみ
ごみ容器 屋外用 プラスチック製 プラスチックごみ
ゴム手袋 埋立ごみ
ゴムハンマー 工具 埋立ごみ
ゴムべら 調理器具 埋立ごみ
ゴムボート レジャー用 埋立ごみ
ゴムマット 自動車用等 埋立ごみ
米びつ プラスチック製 プラスチックごみ
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こ 米袋 紙製 燃えるごみ
米袋 プラスチック製 プラスチックごみ
コルクスクリュー

（コルク抜き） 資源ごみ

コルク栓 燃えるごみ
コルクボード 燃えるごみ
コルセット 衣類 埋立ごみ
ゴルフクラブ スポーツ用 資源ごみ
ゴルフ練習ネット ゴルフ練習用具 プラスチックごみ
ゴルフ練習マット ゴルフ練習用具 埋立ごみ
コンセントプラグ 資源ごみ
コンタクトレンズ 埋立ごみ
コンテナ プラスチックごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。

コンパス 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

コンポ（ステレオ） 音楽映像用 資源ごみ
梱包用バンド（PP バンド） プラスチックごみ ３０ｃｍ以下に短く切る。
コンポスト

（生ごみ処理容器） 非電気式 プラスチックごみ

さ サーキュレーター 資源ごみ
サーフボード スポーツ用 埋立ごみ
座椅子 家具 複合品 埋立ごみ
財布 埋立ごみ
魚すくい網 水槽用 埋立ごみ
魚焼き機 電気式、調理器具 資源ごみ
酒燗器（さけかんき） 資源ごみ
指金（さしがね） 工具 資源ごみ
サスペンダー

（吊りベルト） 埋立ごみ

殺虫剤 スプレー缶 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
中身を使い切ってください。

サドル 自転車用 埋立ごみ
サニタリーボックス 埋立ごみ
座布団 燃えるごみ
サポーター スポーツ用、治療用 燃えるごみ

サボテン 直径１０ｃｍ以内 燃えるごみ
土は取り除く。収集時に危険の
ないよう、紙などに包み「キケン」
と表示。

ざる 調理器具 竹製 燃えるごみ
ざる 調理器具 金属製 資源ごみ
ざる 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ
三角コーナー 台所シンク用 金属製 資源ごみ
三角コーナー 台所シンク用 プラスチック製 プラスチックごみ
三角停止表示板

（デルタサイン） 埋立ごみ

三脚 カ メ ラ 撮 影 用、
望遠鏡用等 埋立ごみ

サングラス 埋立ごみ

サンシェード（日除け） 自動車用、家庭
ベランダ用 プラスチックごみ
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さ 散水ノズル プラスチックごみ
サンダル（草履、雪駄） 埋立ごみ
サンバイザー プラスチック製 プラスチックごみ
三輪車 幼児用 埋立ごみ

し CD、CD-R、CD-RW 音楽映像用 プラスチックごみ
CD ケース 音楽映像用 不織布製 燃えるごみ

CD ケース 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ ジャケットなどの紙部分は燃
えるごみ。

CD プレイヤー 携帯型、据置型 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
CDラック（CDタワー） 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ

CRT ディスプレイ パソコン用 資源ごみ 資源有効利用促進法指定品目。
事業で使用のものは取り扱い不可。

シートカバー 自動車用 布製 燃えるごみ 革製は埋立ごみ。
シーリングファン 資源ごみ
シェーカー 調理器具 金属製 資源ごみ
シェーバー自動洗浄機 充電式 資源ごみ 洗浄液は除去する。
ジェルマット 寝具 埋立ごみ
地下足袋 埋立ごみ
歯間ブラシ プラスチックごみ
敷きパッド

（ベッドパッド） 寝具 布製 燃えるごみ

ジグソーパズル 紙製 燃えるごみ
磁石（マグネット） 埋立ごみ
システム手帳 埋立ごみ 付属品の紙部分は燃えるごみ。
下着 衣類 燃えるごみ
下敷き 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
下敷き 硬筆用、文具 埋立ごみ
七輪（しちりん） 埋立ごみ
漆器 食器 燃えるごみ
湿度計 デジタル式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
湿度計 針表示式 埋立ごみ
室内物干しスタンド 埋立ごみ
湿布薬 燃えるごみ
湿布薬のフィルム プラスチックごみ

自転車 処理困難物 原動機付自転車は取り扱い不可。
7 〜 9 ページ参照。

自転車かごカバー 防犯用 ビニール製 埋立ごみ 布製は燃えるごみ。
自転車用ネット 防犯用 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
自転車用補助イス 埋立ごみ
自転車ホイール用リム

（スポーク） 資源ごみ

自動車模型 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ

自動車部品

バッテリー、バン
パ ー、 マ フ ラ ー、
各 種 エ レ メ ン ト、
その他アクセサリー
を除く部品全般

取扱できません 交換時購入時に販売店、専門
業者にて適切に処理する。

竹刀 剣道用 燃えるごみ 鍔（つば）は取り外す。
注連飾り（しめかざり） 縁起物 燃えるごみ
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し ジャージ 衣類 燃えるごみ
シャープペンシル 文具 埋立ごみ
シャープペンシルの芯

（替芯） 文具 燃えるごみ

ジャグタンク
（飲料水用タンク） プラスチックごみ

蛇口 金属製 資源ごみ
施工依頼により、発生したものは
取り扱い不可。事業主にて適切に
処理する。

尺八 楽器 燃えるごみ
遮光シート プラスチックごみ
写真 燃えるごみ

写真立て（フォトフレーム） 写真用 木製 燃えるごみ
表面カバーのアクリル部分は
プラスチックごみ、ガラス部
分は埋立ごみ。

写真立て（フォトフレーム） デジタル式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
写真立て（フォトフレーム） 写真用 プラスチック製 プラスチックごみ 表面カバーのガラス部分は埋立ごみ。

写真立て（フォトフレーム） 写真用 ガラス製、陶器製 埋立ごみ 表面カバーのアクリル部分は
プラスチックごみ。

しゃもじ 台所用品 木製 燃えるごみ
しゃもじ 台所用品 プラスチック製 プラスチックごみ
しゃもじ立て 台所用品 プラスチック製 プラスチックごみ
シャワーカーテン 浴室用 ビニール製 埋立ごみ
シャワーキャップ 入浴用 プラスチックごみ
シャワーヘッド 浴室用 プラスチックごみ

ジャングルジム 子供用、室内遊具 プラスチック製 プラスチックごみ
分解できる部分はそれぞれの
パーツに分解し、材質を確認
し出す。

ジャンパー 衣類 燃えるごみ
シャンプーハット 入浴用 プラスチックごみ
シューキーパー 複合品 埋立ごみ 布製は燃えるごみ。
シューズケース ソフトケース 紙製、布製 燃えるごみ
シューズケース ハードケース プラスチック製 プラスチックごみ
シューズドライヤー

（靴乾燥機） 電気式、電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

シューズラック 金属製 資源ごみ
シューズラック プラスチック製 プラスチックごみ
修正テープ 文具 プラスチックごみ
住宅用火災警報器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
じゅうたん（カーペット） 埋立ごみ
充電器 電子機器用等 資源ごみ

収納ケース 紙製、木製 燃えるごみ 折りたたみ、金具やプラスチック
は取り外す。

収納ケース プラスチック製 プラスチックごみ
重箱 木製 燃えるごみ
重箱 プラスチック製 プラスチックごみ
ジュエリーケース

（宝石ケース） 埋立ごみ

数珠（じゅず） 装身具、仏具 木製 燃えるごみ
数珠（じゅず） 装身具、仏具 ガラス製、天然石 埋立ごみ
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し 朱肉（スポンジ朱肉） 埋立ごみ

種苗育成ポット
（ビニールポット） 園芸用 プラスチックごみ

土は取り除き埋立ごみ。軽く
水ですすぎ汚れを落とす。
事業で排出されたものは取り扱い
不可。事業主にて適切に処理する。

シュレッダー 電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
シュレッダー 手動式 プラスチックごみ

収納家具 家具 木製 燃えるごみ ガラス部分は埋立ごみ。金具
は取り外して資源ごみ。

収納家具 家具 金属製 資源ごみ
ジョイントマット

（パズルマット）
スポンジ製、
コルク製 埋立ごみ

消火器 スプレー式 資源ごみ
未使用品は取り扱い不可。
事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

消火器 ボンベ式 処理困難物
消火器リサイクルセンター

（ ℡．03-5829-6773） ま で
問い合わせる、または 7 〜 9
ページ参照。

定規（ものさし） 文具、工具 木製、竹製 燃えるごみ
定規（ものさし） 文具、工具 金属製 資源ごみ
定規（ものさし） 文具、工具 プラスチック製 プラスチックごみ
将棋駒 玩具 木製 燃えるごみ
将棋駒 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
将棋盤 折畳式、脚付 木製 燃えるごみ 厚さ 30cm 以内に限る。
将棋盤 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
状差し 壁掛け式 プラスチック製 プラスチックごみ

状差し 文具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

賞状筒 紙製 燃えるごみ
賞状筒 プラスチック製 プラスチックごみ

浄水器
蛇口直結型、
ポット型、
据置型

（カウンタートップ）
資源ごみ

ビルトイン型（アンダーシンク）、
逆浸透膜浄水器（RO 浄水器）、
セントラル型（元栓取付型）は取り
扱い不可。電池式は電池を取り外す。

小動物死骸 取扱できません
犬（住民課で死亡届の手続きが
必要）、猫、ネズミなどの小動物
死骸は、白浜町焼却場（℡.0739-
45-3800）へ。処分は有料。

消毒薬 液体 エタノール消毒液 取扱できません 本来の用途で使い切る。
樟脳（しょうのう） 衣類用防虫剤 燃えるごみ
照明器具（本体） 照明器具 資源ごみ 蛍光管、電球は取り外す。
醤油差し 食卓用 プラスチック部分 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
醤油差し 食卓用 ガラス部分 埋立ごみ 容器の中を軽く洗う。
じょうろ 園芸用 金属製 資源ごみ
じょうろ 園芸用 プラスチック製 プラスチックごみ
食用油の容器 食品用 金属製、ガラス製 資源ごみ 中身を使い切る。
食用油の容器 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切る。
食料品（菓子類、調味料
を含む）の容器 食品用 紙製 燃えるごみ

食料品（菓子類、調味料
を含む）の容器 食品用 アルミ箔 資源ごみ 容器の中を軽く洗い、内容物が

残らないようにする。
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処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

し 食料品（菓子類、調味料
を含む）の容器 食品用 缶、ビン 資源ごみ 容器の中を軽く洗い、内容物が

残らないようにする。

食料品（菓子類、調味料
を含む）の容器 食品用

プラスチック製、
発泡スチロール製、
ビニールチューブ製、
ペットボトル

プラスチックごみ 容器の中を軽く洗い、内容物が
残らないようにする。

食料品トレイ 食品用 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗い、内容物が
残らないようにする。

食料品保存容器 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ
食料品保存容器 密閉型 ガラス製 埋立ごみ
除湿機 資源ごみ
除湿剤の容器 プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中の水は捨てる。

除草剤の容器 プラスチック製 取扱できません

購入先、メーカーなどへ問い合わ
せる。専門業者にて適切に処理す
る。※量販店で取り扱っている市
販薬の容器につきましては、住民
課までご相談ください。

食器、カトラリー類 紙製、木製 燃えるごみ

食器、カトラリー類 金属製、金属部
分を含むもの 資源ごみ

食器、カトラリー類 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

食器、カトラリー類 せともの、ガラス製 埋立ごみ

食器洗い乾燥機 資源ごみ ビルトイン型は取り扱い不可。
事業主にて適切に処理する。

食器棚（キッチンボード） 家具 木製 燃えるごみ ガラス部分は埋立ごみ。金具
は取り外して資源ごみ。

食器棚シート プラスチック製 プラスチックごみ
ショッピングカー 埋立ごみ ショッピングカートは取り扱い不可。
鋤簾（じょれん） 農具 埋立ごみ

シリコン製調理器具 フライ返し、
おたま等

金属部分を含む
もの 資源ごみ

シリコン製調理器具 箸、へら、シリコ
ンスチーマー等 プラスチックごみ

シルバーカー 埋立ごみ
人工芝 埋立ごみ

浸透潤滑剤 スプレー缶 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

シンナー類 取扱できません 本来の用途で使い切る。

新聞ストッカー 紙製、布製、
不織布製 燃えるごみ

新聞ストッカー 金属製 資源ごみ
新聞ストッカー プラスチック製 プラスチックごみ

す 水泳キャップ スポーツ用 埋立ごみ
水槽用品（アクアリウム） 直径１０ｃｍ以内 草木類 燃えるごみ

水槽用品（アクアリウム）
水中ポンプ、ろ過器、 
サ ー モ ス タ ッ ト、
ヒーター

資源ごみ

水槽用品（アクアリウム） 水槽本体 ガラス製、
アクリル製 埋立ごみ

水槽用品（アクアリウム） 砂類、石類 埋立ごみ

水槽用品（アクアリウム） 置物、その他装飾品、
付属品 プラスチック製 プラスチックごみ
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出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

す 水槽用品（アクアリウム） 置物、その他装飾品、
付属品 陶器製、複合品 埋立ごみ

水中めがね 埋立ごみ
水筒 資源ごみ
水筒 プラスチック製 プラスチックごみ
炊飯器 調理器具 資源ごみ
スーツケース（トランク） 埋立ごみ
スーパーボール 玩具 埋立ごみ

姿見 家具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

スキー板 スポーツ用 埋立ごみ
スキーストック スポーツ用 埋立ごみ

スキャナー 資源ごみ 事業所等で使用のものは取り
扱い不可。

スケート靴 スポーツ用 埋立ごみ

スケートボード スポーツ用 埋立ごみ タイヤの取り外せるものは、
本体は燃えるごみ。

スケッチブック 燃えるごみ

スコップ（ショベル） 角先型、剣先型、
園芸用 金属製 資源ごみ

すし桶 調理器具 木製 燃えるごみ
鈴 金属製 資源ごみ
硯（すずり） 書道用 埋立ごみ
簾（すだれ） かや・竹製 燃えるごみ
スタンプ（ゴム印） 文具 木製 燃えるごみ
スタンプ（ゴム印） 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
スタンプ台 文具 埋立ごみ
ステップマシーン 健康器具 埋立ごみ
ステレオ（コンポ） 音楽映像用 資源ごみ

ステンドグラス 装飾品 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

ストーブ 電気式、燃料式、
ガス式 資源ごみ 事故の原因となるため、燃料式は

必ず燃料を抜き取る。
ストーブガード 金属製 資源ごみ
ストッキング 衣類 埋立ごみ
ストップウォッチ 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ストラップ 埋立ごみ
ストロー プラスチック製 プラスチックごみ
砂時計 埋立ごみ

砂場 子供用 プラスチック製 プラスチックごみ
砂は除去する。砂を除去して
いないもの、プラスチック製
以外のものは取り扱い不可。

スノーボード スポーツ用 埋立ごみ
すのこ 木製 燃えるごみ
すのこ プラスチック製 プラスチックごみ
スパイスラック 調味料保管用 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
スパイスラック 調味料保管用 プラスチック製 プラスチックごみ
スパッツ（レギンス） 衣類 燃えるごみ
スパナ 工具 資源ごみ
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す スピーカー 音楽映像用 資源ごみ

スピンドルケース CD-R、DVD-R
保存用 プラスチック製 プラスチックごみ

スプーン 食卓用 金属を含むもの 資源ごみ

スプレー缶 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

スプレーボトル（霧吹き） トリガー部分、
ポンプ部分等を含む プラスチック製 プラスチックごみ

すべり台 子供用、室内遊具 プラスチック製 プラスチックごみ
滑り止めシート 埋立ごみ
スポイト プラスチックごみ

スポンジ 清掃用、食器用、
浴室用等 プラスチックごみ

スポンジ靴クリーナー プラスチックごみ 中身を使い切る。
ズボンプレッサー 縦置型 資源ごみ
スマートフォン

（多機能携帯電話） 電子機器 資源ごみ 販売店などへの返却を優先する。
記録などは消去する。

スマートフォンカバー プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

スマートフォンカバー 手帳型 埋立ごみ

墨（墨汁） 書道用 燃えるごみ
液体のままのものは取り扱い不可。
本来の用途で使い切る。どうして
も使い切れない場合は古紙、古布
などに染み込ませ燃えるごみ。

炭（木炭） 脱臭用、アウトドア用 燃えるごみ 十分水で濡らし、火気を完全
に取り除き出す。

すりこぎ棒 調理器具 木製 燃えるごみ
スリッパ 布製 燃えるごみ
スリッパ ビニール製 埋立ごみ
スリッパラック 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
スリッパラック 金属製 資源ごみ
スリッパラック プラスチック製 プラスチックごみ
すり鉢 調理器具 陶器製 埋立ごみ
スリムファン

（タワー扇風機） 資源ごみ

せ 整髪料 スプレー缶 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず
中身を使い切る。

製氷皿（アイストレイ） 食品用 金属製 資源ごみ

製氷皿（アイストレイ） 食品用 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

精米機 家庭用 資源ごみ 事業用で使用されているものは
取り扱い不可。

生理用品 燃えるごみ

石鹸（せっけん） 固形、液体 埋立ごみ

液体のままのものは取り扱い不可。
液体石鹸については、本来の用途
で使い切る。どうしても使い切れ
ない場合は古紙、古布などに染み
込ませ燃えるごみ。

石鹸皿 プラスチック製 プラスチックごみ
石鹸皿 陶磁器製、ガラス製 埋立ごみ
接着剤 工作用 取扱できません 本来の用途で使い切る。
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せ 接着剤の容器 プラスチック製、
アルミチューブ製 埋立ごみ 木工用ボンドの容器はプラス

チックごみ。
ゼムクリップケース

（磁石付き含む） 文具 プラスチックごみ

セロテープ台 文具 埋立ごみ
セロハン紙 燃えるごみ
セロハンテープ

（メンディングテープ） 文具 埋立ごみ

線香 燃えるごみ 十分水で濡らし、火気を完全
に取り除き出す。

洗剤
固形、液体

（洗濯用、掃除用、
食器用等）

埋立ごみ

液体のままのものは取り扱い不可。
液体洗剤については、本来の用途
で使い切る。どうしても使い切れ
ない場合は古紙、古布などに染み
込ませ燃えるごみ。

洗剤の計量スプーン プラスチック製 プラスチックごみ
洗剤の容器 紙製 燃えるごみ

洗剤の容器 トリガー部分、
ポンプ部分等を含む プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。

扇子（せんす） 竹製 燃えるごみ
扇子（せんす） プラスチック製 プラスチックごみ
洗濯板 洗濯用 木製 燃えるごみ

洗濯板 洗濯用 プラスチック製、
シリコン製 埋立ごみ

洗濯かご 洗濯用 プラスチック製 プラスチックごみ
洗濯機 洗濯用 家電リサイクル 10 ページ参照。
洗濯機用ホース 給水用、排水用 埋立ごみ 30㎝以下に短く切る。
洗濯ネット 洗濯用 燃えるごみ
洗濯ばさみ 洗濯用 埋立ごみ
洗濯用ハンガー

（ピンチハンガー） 洗濯用 埋立ごみ

剪定くず 直径１０ｃｍ以内 燃えるごみ １度に出せるのは５袋まで。

剪定のこ（折込のこ） 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

剪定ばさみ 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

栓抜き 資源ごみ
扇風機 資源ごみ
扇風機カバー 燃えるごみ

千枚通し 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

洗面器 洗濯用、浴室用 プラスチック製 プラスチックごみ
そ 造花 プラスチック部分 プラスチックごみ

造花 支持材（針金など） 埋立ごみ
双眼鏡 埋立ごみ

掃除機 電気式、充電式 資源ごみ 紙パック、容器内のごみは出
して燃えるごみ。

ソーラーパネル
（太陽光パネル） ポータブル式 埋立ごみ

ソーラーパネル
（太陽光パネル） 据置型 取扱できません 交換時購入時に販売店、専門

業者にて適切に処理する。
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そ ソファー 家具 処理困難物 7 〜 9 ページ参照。事業所等で
使用のものは取り扱い不可。

ソファーベッド 家具 処理困難物 7 〜 9 ページ参照。
そろばん プラスチック製 プラスチックごみ
そろばん 埋立ごみ

た タープ（テント） アウトドア用 埋立ごみ
体育帽子（紅白帽子） 燃えるごみ
体温計 デジタル式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

体温計 水銀式 有害ごみ
家庭で使用していたものに限る。
破損しないようケース等に入れ
住民課までお持ちください。

体脂肪計 デジタル式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

体重計 デジタル式、
アナログ式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

タイツ 衣類 埋立ごみ

耐熱ガラス 調理器具、
哺乳瓶、食器等 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙

などに包み「キケン」と表示。

タイヤ 自動車用、
二輪車（バイク）用 処理困難物

交換時店舗での引き取りを優先
する。7 〜 9 ページ参照。事業
車用は取り扱い不可。

タイヤホイール 自転車用 資源ごみ
タイヤ 自転車用 埋立ごみ
タイヤチューブ 自転車用 埋立ごみ
タイヤチェーン 自転車用 硬質ゴム製 埋立ごみ
タイヤチェーン 自転車用、自動車用 金属製 資源ごみ
タイヤチェーン 自動車用 金属製以外 埋立ごみ

タイヤホイール 自動車用 資源ごみ
交換時店舗での引き取りを
優先する。事業車用のものは
取り扱い不可。

タイル 埋立ごみ 事業で排出されたものは取り
扱い不可。

タイルカーペット 埋立ごみ
ダウンジャケット 衣類 燃えるごみ

高枝切りばさみ 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

竹 直径１０ｃｍ以内 燃えるごみ １度に出せるのは５袋まで。
竹馬 玩具 埋立ごみ
たこ焼き器 非電気式、電気式 資源ごみ
卓球ラケット スポーツ用 燃えるごみ ラバー部分は埋立ごみ。
タックルボックス ハードタイプ、釣用具 プラスチックごみ
タックルボックス ソフトタイプ、釣用具 埋立ごみ
脱臭剤 冷蔵庫用、下駄箱用 埋立ごみ
脱臭剤の容器 埋立ごみ
タッセル カーテン用等 燃えるごみ
脱毛器 電池式、充電式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
楯（たて） 記念品等 埋立ごみ

棚 食器棚、本棚等、
家具 木製 燃えるごみ ガラス部分は埋立ごみ。金具

は取り外して資源ごみ。
棚板 厚さ１０ｃｍ以内 木製 燃えるごみ
棚板 金属製 資源ごみ
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た 棚板 プラスチック製 プラスチックごみ
タブレット

（多機能携帯端末） 電子機器 資源ごみ 記録などは消去する。

タブレットケース 埋立ごみ
珠暖簾（たまのれん） 木製 燃えるごみ
珠暖簾（たまのれん） プラスチック製 プラスチックごみ
たも網 釣具 埋立ごみ
たらい 台所用、清掃用 金属製 資源ごみ
たらい 台所用、清掃用 プラスチック製 プラスチックごみ
樽（たる） 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ 木製は燃えるごみ。
だるま 縁起物 紙製、木製 燃えるごみ
たわし 清掃用、食器用 布製、自然素材 燃えるごみ
たわし 清掃用、食器用 金属製 資源ごみ
たわし 清掃用、食器用 プラスチック製 プラスチックごみ
段差ステップ

（段差スロープ） 道路縁石用等 埋立ごみ

箪笥（たんす） 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
たんすシート 衣類用 プラスチック製 プラスチックごみ
タンバリン 楽器 埋立ごみ

ダンベル（鉄アレイ） ５㎏以下、健康器具 資源ごみ ５㎏を超えるものは、自己搬入
または戸別収集を利用。

ダンボール 燃えるごみ

ダンボールカッター 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

単車（バイク、原動機付
自転車） 取扱できません

「二輪車リサイクルシステム」
（℡ .050-3000-0727）へ
問い合わせる。

単車（バイク）部品 バッテリー、
マフラー等 取扱できません 交換時購入時に販売店、専門

業者にて適切に処理する。
ち

チェーンソー 電気式、
エンジン式 資源ごみ

刃は取り外し、収集時に危険の
ないよう、紙などに包み「キケン」
と表示。燃料は抜き取る。

地球儀 埋立ごみ
チャイルドシート

（ジュニアシート） 自動車用 埋立ごみ

茶こし 資源ごみ
茶筅（ちゃせん） 燃えるごみ
茶托（ちゃたく） 木製、竹製 燃えるごみ
茶托（ちゃたく） プラスチック製 プラスチックごみ
着火剤（助燃剤） アウトドア用燃料 取扱できません 本来の用途で使い切る。
茶筒 食品用 金属製 資源ごみ
茶筒 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ
注射器、注射針 医療器具 取扱できません かかりつけ医療機関に返却。
チューナー 音楽映像用 資源ごみ
チューブベッド

（サマーベッド） レジャー用 埋立ごみ

チューブ容器 プラスチックごみ 中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。

超音波歯ブラシ 資源ごみ 電池式は電池を取取り外す。
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ち 彫刻刀 版画用 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

提灯（ちょうちん） 埋立ごみ
蝶番（ちょうつがい） 資源ごみ
調味料の容器 食品用 缶、びん 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。

調味料の容器 食品用
プラスチック製、
ビニールチューブ
製、ペットボトル製

プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。

調味料の容器 食品用 陶磁器製、
ガラス製 埋立ごみ 容器の中を軽く洗う。

貯金箱 金属製 資源ごみ
チョーク 文具 燃えるごみ
ちりとり 清掃用 金属製 資源ごみ
ちりとり 清掃用 プラスチック製 プラスチックごみ

つ ツイストテープ
（針金入り結束材） 文具、園芸用 埋立ごみ

杖（ステッキ） 木製 燃えるごみ
杖（ステッキ） 金属製 資源ごみ カーボン製は埋立ごみ。
使い捨てカイロ 埋立ごみ
使い捨て鍋（アルミ箔鍋） 鍋焼きうどん用等 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。
机 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。

机 家具 金属製 資源ごみ 事業所等で使用のものは取り
扱い不可。

机用本棚（学習机上部の棚） 家具 埋立ごみ 蛍光管、電球は取り外す。
付け毛

（ヘアエクステンション） 装身具 埋立ごみ

付け爪（ネイルチップ） 装身具 プラスチックごみ

つけもの石 ５㎏以下 埋立ごみ ５㎏を超えるものは、自己搬
入または戸別収集を利用。

土、砂、石 ５㎏以下 埋立ごみ 持ち上げれる重さで出す。
１度に出せるのは５袋まで。

つっぱり棒 プラスチックごみ
壺（つぼ） 陶磁器製 埋立ごみ
積木 玩具 木製、布製 燃えるごみ
積木 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
詰め替えパック 洗剤用、食品用 プラスチックごみ パックの中を軽く洗う。
爪切り 資源ごみ
爪やすり 金属製、電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
釣り糸（テグス） 釣具 埋立ごみ 30㎝以下に短く切る。

釣り竿 釣具 カーボン製、
グラスファイバー製 埋立ごみ

釣り針 釣具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

つるはし 工具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

て DVD、DVD-R、
DVD-R Ｗ 音楽映像用 プラスチックごみ ジャケットなどの紙部分は

燃えるごみ
DVD プレイヤー

（DVD レコーダー） 音楽映像用 資源ごみ

庭園灯（ガーデンライト） ポータブル式 資源ごみ 電球は取り外す。
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て ティッシュケース 布製、木製 燃えるごみ
ティッシュケース プラスチック製 プラスチックごみ
低反発枕 寝具 埋立ごみ
テープデッキ 音楽映像用 資源ごみ
テーブル 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
テーブルクロス 布製 燃えるごみ
テーブルクロス ビニール製 埋立ごみ
テーブルタップ

（OA タップ） 資源ごみ

テープレコーダー 音楽映像用 資源ごみ
デジタルオーディオプレー
ヤー（携帯用音楽機器） 音楽映像用 資源ごみ 記録などは消去する。

デスクマット アクリル樹脂製 プラスチックごみ
デスクマット 軟質ビニール製 埋立ごみ
手すり プラスチック製 プラスチックごみ
手帳 燃えるごみ 留め具は取り外す。
デッキブラシ 清掃用 柄が木製、竹製 燃えるごみ
鉄棒 子供用、室内遊具 金属製 資源ごみ
鉄やすり 工具 資源ごみ
手袋 防寒用 布製 燃えるごみ 革製品、ゴム製品は埋立ごみ。
手箕（てみ） 農具 竹製 燃えるごみ
手箕（てみ） 農具 プラスチック製 プラスチックごみ

テレビ ブラウン管式、
液晶式、プラズマ式 家電リサイクル 10 ページ参照。

テレビ台
（テレビボード） 家具 木製 燃えるごみ ガラス部分は埋立ごみ。金具

は取り外して資源ごみ。
電磁治療器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
電気カーペット

（ホットカーペット） 埋立ごみ 取り外せるコードは資源ごみ。

電気かさ
（ランプシェード） プラスチック製 プラスチックごみ

電気かさ
（ランプシェード） 上記以外 埋立ごみ

電気シェーバー
（電気かみそり）

電気式、充電式、
電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

電気スタンド
（デスクライト） 照明器具 資源ごみ 蛍光管、電球は取り外す。

電気バケツ 排水機能のないもの 資源ごみ 家電リサイクル法対象品目（排水
機能のあるもの）は取り扱い不可。

電気フライヤー 調理器具 資源ごみ 油は取り除く。
電気ポット 調理器具 資源ごみ
電気毛布 寝具 埋立ごみ 取り外せるコードは資源ごみ。

電球 電球型蛍光管 有害ごみ
破損しないようケース等に入
れ、 役 場、 各 出 張 所 の 回 収
BOX を利用。

電球 白熱球、LED 電球 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

電子辞書 電子機器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
電子書籍端末 電子機器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
電子手帳 電子機器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
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て 電飾コード ク リ ス マ ス ツ
リー用等 資源ごみ 電球は取り外して埋立ごみ。

電子レンジ 調理器具 資源ごみ
天体望遠鏡 埋立ごみ
電卓 電池式、ソーラー式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

電池（一次電池、二次電池） 乾電池、充電式電
池、ボタン電池 有害ごみ

車載用バッテリーは取り扱い
不可。役場、各出張所の回収
BOX を利用。機器組込型は資
源ごみ。テープ等で電極（+ 極、
－極）を覆う。

テント（タープ） キャンプ用等 埋立ごみ

電動糸のこ ポータブル式 資源ごみ
刃は取り外し、収集時に危険
のないよう、紙などに包み

「キケン」と表示。
電動ドライバー 工具 資源ごみ
電動ドリル 工具 資源ごみ

電動のこぎり ポータブル式 資源ごみ
刃は取り外し、収集時に危険
のないよう、紙などに包み

「キケン」と表示。

電動丸のこ ポータブル式 資源ごみ
刃は取り外し、収集時に危険
のないよう、紙などに包み

「キケン」と表示。

天ぷら油 食品 燃えるごみ
液体のままのものは取り扱い
不可。油固化剤で固めるか、
古紙、古布等に染み込ませる。

電話機（ファクシミリ
機能付を含む） 資源ごみ 記録などは消去する。

電池式は電池を取り外す。
と ドアストッパー 木製 燃えるごみ

ドアストッパー ゴム製、複合品 埋立ごみ
ドアノブ 資源ごみ
砥石（といし） 埋立ごみ
トイレ ペット用 プラスチック製 プラスチックごみ

トイレ ポ ー タ ブ ル 式、
簡易式 埋立ごみ 汚物は取り除く。

トイレブラシ トイレ清掃用 プラスチックごみ
トイレブラシスタンド トイレ清掃用 プラスチックごみ
トイレマット トイレ用 布製 燃えるごみ

トイレの砂 ペット用 生分解性物質系、
シリカゲル系 燃えるごみ 少量ずつ出す。

トイレの砂 ペット用 ベントナイト系 埋立ごみ 少量ずつ出す。

投光器 ポータブル式 資源ごみ 事業用、据置型は取り扱い不可。
電球は取り外す。

陶器 食器、花瓶等 埋立ごみ
道具箱 プラスチック製 プラスチックごみ

灯油 取扱できません 本来の用途で使い切る。
専門業者にて適切に処理する。

灯油タンク 屋外固定式 資源ごみ
必ず燃料は抜き取る。施工依頼
によるものは事業主にて適切
に処理する。

道路反射鏡 家庭用 埋立ごみ 事業用は取り扱い不可。
トースター 調理器具 資源ごみ
時計（腕、置、掛、柱） 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
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と 戸棚 家具 木製 燃えるごみ ガラス部分は埋立ごみ。金具
は取り外して資源ごみ。

トタン板 金属製 資源ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
徳利（とっくり） 酒器 陶磁器製、ガラス製 埋立ごみ
土鍋 調理器具 埋立ごみ
土のう袋 プラスチックごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
ドライバー 工具 埋立ごみ
ドライフラワー 燃えるごみ
ドライブレコーダー 車載用 資源ごみ 交換時店舗での引き取りを優先する。
ドライヤー 資源ごみ
ドライワイパー 床掃除用 埋立ごみ
トランシーバー 電池式、充電式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
トランプ 玩具 紙製 燃えるごみ
トランプ 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
トランペット 楽器 資源ごみ
トランポリン 子供用 埋立ごみ
鳥かご 木製 燃えるごみ

鳥かご 金属製 資源ごみ プラスチック部分は取り外し
てプラスチックごみ。

鳥除けネット
（防鳥ネット） 埋立ごみ

塗料（ペンキ） 燃えるごみ
液体のままのものは取り扱い不可。
本来の用途で使い切る。どうして
も使い切れない場合は古紙、古布
などに染み込ませる。

塗料（ペンキ）の缶 スプレー缶、
刷毛塗用 金属製 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず

中身を使い切る。
塗料（ペンキ）の缶 刷毛塗用 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切る。
ドリンクホルダー プラスチック製 プラスチックごみ 自動車用純正部品は取り扱い不可。
トレイ 食料品用 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
ト レ ー ニ ン グ マ シ ー ン

（フィットネスマシーン）
健康器具、電気式、
非電気式 資源ごみ 種類により「埋立ごみ」となる

ため品目を確認。

ドレッシングの容器 食品用 ガラス製 資源ごみ 中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。

ドレッシングの容器 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切り、容器の中を
軽く洗う。

泥（汚泥） 取扱できません
トロフィー 記念品等 埋立ごみ

トング 調理器具、
清掃用具

金属部分を含む
もの 資源ごみ

な ナイロンタオル
（ボディータオル） 入浴用 埋立ごみ

苗木ポット
（ビニールポット） 園芸用 プラスチックごみ

土は取り除き埋立ごみ。軽く水
ですすぎ汚れを落とす。事業で
排出されたものは取り扱い不
可。事業主にて適切に処理する。

長靴 埋立ごみ

流し台 埋立ごみ 施工依頼によるものは事業主
にて適切に処理する。

鉈（なた） 工具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。
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な 捺印マット（印マット） 文具 埋立ごみ
ナット 資源ごみ
納豆の容器 食料品用 発泡スチロール製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。

鍋（なべ） 電気式、非電気式
ホーロー、鉄、
テフロン加工、
金属製

資源ごみ プラスチック部品が含まれて
いるものも資源ごみ。

鍋敷き コルク製、
木製、布製 燃えるごみ

鍋敷き 金属製 資源ごみ
鍋敷き 陶磁器製 埋立ごみ
鍋つかみ 布製 燃えるごみ シリコン製はプラスチックごみ。
生ごみ 食用 燃えるごみ 水気を切ってから出す。
生ごみ処理機 電気式 資源ごみ
波板（なまこ板） 埋立ごみ 事業で排出されたものは取り扱い不可。
縄跳び 埋立ごみ
南京錠 資源ごみ
南部鉄器（鉄瓶） 調理器具 資源ごみ

に 肉たたき（ミートハンマー） 調理器具 木製 燃えるごみ
肉たたき（ミートハンマー） 調理器具 金属製 資源ごみ
ニッパー 工具 資源ごみ
入浴剤 入浴用 埋立ごみ 本来の用途で使い切る。
人形 玩具 布製、木製 燃えるごみ

人形 玩具 プラスチック製、
ソフトビニル製 埋立ごみ

人形ケース 埋立ごみ
ガラス部分は、収集時に危険
のないよう、紙などに包み

「キケン」と表示。
ぬ ぬいぐるみ 玩具 燃えるごみ ボタン等付属品はできる限り

取り外す。
糠（ぬか） 食用 燃えるごみ 水気を切ってから出す。
布類（衣類、カバー類、
カーテン、敷物類等） 燃えるごみ ボタン等付属品はできる限り

取り外す。
ね 猫砂 ペット用 生分解性物質系、

シリカゲル系 燃えるごみ 少量ずつ出す。

猫砂 ペット用 ベントナイト系 埋立ごみ 少量ずつ出す。
ねじ 資源ごみ

ネズミ捕り 粘着テープ式 燃えるごみ 小 動 物 の 処 理 に つ い て は、
「小動物死骸」を参照。

ネズミ捕り 金属製 資源ごみ 小 動 物 の 処 理 に つ い て は、
「小動物死骸」を参照。

ネックレス 装身具 金属製 資源ごみ
ネット（網） 果物用、野菜用 プラスチックごみ
ネット（網） 鳥除け用等 埋立ごみ
寝袋（シュラフ） アウトドア用 燃えるごみ
粘着カーペットクリーナー 清掃用 埋立ごみ 粘着テープ部分は燃えるごみ。
粘土 紙、小麦、木質 燃えるごみ
粘土 油、土、樹脂 埋立ごみ
粘土板 木製 燃えるごみ
粘土板、粘土へら プラスチック製 プラスチックごみ
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ね
燃料携行用缶 ガソリン用等 資源ごみ

必ず中身を抜き取る。中身が
入っているものは、収集でき
ません。

の 農業機械 耕運機、稲刈機等 取扱できません 専門業者にて適切に処理する。

農業用ビニール類
マ ル チ シ ー ト、
ハウスビニール、
寒冷紗、肥料袋、
種苗育苗ポット等

取扱できません 事業で使用のものは取り扱い不
可。事業主にて適切に処理する。

農薬 取扱できません
購入先、メーカーなどへ問い
合わせる。専門業者にて適切
に処理する。詳しくは、農薬
工業会の HP をご覧ください。

農薬の容器 取扱できません

購入先、メーカーなどへ問い
合わせる。専門業者にて適切
に処理する。
※量販店で取り扱っている市
販薬の容器につきましては、
住民課までご相談ください。

ノート 文具 燃えるごみ 留め具の金属部分は資源ごみ。

鋸（のこぎり） 工具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

のぼり旗、ポール、ポー
ル台（注水台） 取扱できません 事業主にて適切に処理する。

のみ 工具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

糊（のり）の容器 液体式、固形式 プラスチックごみ 中身を使い切る。
暖簾（のれん） 布製 燃えるごみ

は ハーネス ペット用 埋立ごみ
バーベキュー網 調理器具 資源ごみ 軽く汚れを落とす。

バーベキューコンロ 調理器具 資源ごみ
テーブル一体型、ドラム缶型等、
大型のものは取り扱い不可。
軽く汚れを落とす。

バーベキュー鉄板 調理器具 資源ごみ 軽く汚れを落とす。

バーベル（おもり） ５㎏以下、
健康器具 資源ごみ

５㎏を超えるものは、自己搬入
または戸別収集を利用。2 人で
持ち運べるものまで。

バーベル（シャフト） 健康器具 金属製 資源ごみ
ハーモニカ 楽器 金属製 資源ごみ

灰 香炉灰、薪風呂灰、
薪ストーブ灰等 埋立ごみ

廃棄物の野外焼却によるものは
取り扱い不可。十分水で濡らし、
火気を完全に取り除き出す。
詰めすぎないようにする。１度
に出せるのは５袋まで。

灰皿 卓上用 金属製 資源ごみ 容器の中を軽く洗う。
灰皿 卓上用 ガラス製、陶器製 埋立ごみ

パイプ 配管用 埋立ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
事業主にて適切に処理する。

パイプ（キセル） 喫煙用 埋立ごみ
廃油処理箱

（オイルパック） 燃えるごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
液漏れしないよう密封する。

バインダー 文具 紙製 燃えるごみ 留め具を取り外せない場合は埋立ごみ。
バインダー 文具 プラチック製 プラスチックごみ 留め具を取り外せない場合は埋立ごみ。
蠅帳（はいちょう、はえちょう） 食卓用 埋立ごみ
ハエたたき プラチック製 プラスチックごみ
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は はかり（計量器） アナログ式、
デジタル式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

剥製（はくせい） 装飾品 埋立ごみ

刷毛（はけ） 塗装用、調理用
等 木製 燃えるごみ

バケツ 清掃用 金属製 資源ごみ

バケツ 清掃用 プラチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

羽子板 縁起物、玩具 燃えるごみ

はさみ 文具、調理器具、
裁縫用等 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙

などに包み「キケン」と表示。
箸（はし） 調理器具 木製 燃えるごみ
箸（はし） 調理器具 金属製 資源ごみ

箸（はし） 調理器具 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

箸置き 食卓用 木製 燃えるごみ
箸置き 食卓用 金属製 資源ごみ
箸置き 食卓用 陶磁器製、ガラス製陶磁器製、ガラス製 埋立ごみ
箸箱 プラスチック製 プラスチックごみ
バスマット（足拭きマット） 浴室用 布製 燃えるごみ
バスマット（足拭きマット） 浴室用 珪藻土製 埋立ごみ
バスラック 浴室用 金属を含むもの 資源ごみ
バスラック 浴室用 プラチック製 プラスチックごみ
パズルマット

（ジョイントマット）
ス ポ ン ジ 製、
コルク製 埋立ごみ

パソコン 資源ごみ
資源有効利用促進法指定品目。
事業で使用のものは取り扱い
不可。

パターマット ゴルフ練習用具 埋立ごみ

蜂の巣 燃えるごみ
完全に死滅させ、袋を二重に
し中身が蜂の巣であることを
表示する。

バッテリー 自動車用、農業
車両用など 取扱できません 交換時購入時に販売店、専門業者

にて適切に処理する。
バット（揚げ物用等） 調理器具 金属製 資源ごみ
バット 野球用具 木製 燃えるごみ
バット 野球用具 金属製 資源ごみ
バット 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
バットケース 野球用具 埋立ごみ

発泡スチロール 緩衝材、食料品トレイ、
保冷ケース等 プラスチックごみ

バドミントン羽
（シャトル） スポーツ用 埋立ごみ

花（生花） 燃えるごみ 土は取り除き埋立ごみ。
鼻毛カッター 電池式、手動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

花火 玩具 燃えるごみ
未使用のものは取り扱い不可。
使用してから十分に水で濡らし、
発火しないようにして出す。

パネルヒーター 資源ごみ
パフ 化粧用 プラスチックごみ
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は 歯ブラシ 電池式、充電式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。交換
ブラシはプラスチックごみ。

歯ブラシ プラスチックごみ
歯ブラシスタンド プラスチック製 プラスチックごみ
歯ブラシスタンド 陶器製 埋立ごみ
破魔矢（はまや） 縁起物 埋立ごみ

刃物類 包丁、ナイフ、
草刈刃など 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙

などに包み「キケン」と表示。
バラン 食品用 プラスチックごみ
バランスボール 健康器具 埋立ごみ

針 裁縫用 資源ごみ
医療用、鍼灸用は取り扱い不可。
収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

針金 資源ごみ
バリカン 手動式、電池式、電気式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
パレット 画材 プラスチック製 プラスチックごみ
バレン 版画用 竹皮製 燃えるごみ
ハロゲンヒーター 資源ごみ

ハンガー 衣類用、洗濯用 プラスチック製 プラスチックごみ クリーニング店のものは店舗
への返却を優先する。

ハンガー 衣類用、洗濯用 針金 資源ごみ クリーニング店のものは店舗
への返却を優先する。

ハンガー 衣類用、洗濯用 複合品 埋立ごみ クリーニング店のものは店舗
への返却を優先する。

ハンガーラック
（パイプラック） 家具 金属製 資源ごみ

飯盒（はんごう） 調理器具 資源ごみ
反射材 ワッペン、シート等 埋立ごみ
絆創膏（ばんそうこう） 燃えるごみ
はんだごて（電気ごて） 工具 資源ごみ
ハンドミキサー

（電動泡立て器） 調理器具 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

ハンドルカバー 自動車用 埋立ごみ
ハンマー 工具 埋立ごみ

ひ ピアス 装身具 金属製 資源ごみ

ピアノ 電子ピアノ 据置型 処理困難物
販売店、専門業者にて処理す
ることを優先する。
7 〜 9 ページ参照。

ピアノ アップライトピアノ、
グランドピアノ 取扱できません 専門業者にて適切に処理する。

PHS 端末 電子機器 資源ごみ データは消去する。電池式は
電池を取り外す。

ビーズクッション プラスチックごみ カバーは取り外して燃えるごみ。
ビー玉 玩具 埋立ごみ
ビーチパラソル レジャー用 埋立ごみ
ビーチボール 玩具 埋立ごみ
PP バンド

（梱包用バンド） プラスチックごみ 30㎝以下に短く切る。

ビールケース 取扱できません 購入先へ返却する。
ビールびん 資源ごみ 購入先への返却を優先する。
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ひ 美顔器 美容器具 電気式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
美顔ローラー 美容器具 金属製 資源ごみ
引き出し用トレイ プラスチック製 プラスチックごみ
魚籠（びく） 釣具 竹製 燃えるごみ
魚籠（びく） 釣具 プラスチック製 プラスチックごみ
ピクニックテーブル レジャー用 プラスチック製 プラスチックごみ アルミ製は資源ごみ。

ひげそり 手動式、電気式、
電池式 資源ごみ

収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。
電池式は電池を取り外す。

柄杓（ひしゃく） 木製 燃えるごみ
柄杓（ひしゃく） 金属を含むもの 資源ごみ
柄杓（ひしゃく） プラスチック製 プラスチックごみ

ピッケル 登山用具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

ビデオカメラ（デジタ
ルビデオカメラ） 音楽映像用 資源ごみ

ビデオテープ 音楽映像用 埋立ごみ
ビデオテープのケース 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ
ビデオデッキ 音楽映像用 資源ごみ
雛人形セット 毛氈（もうせん） 燃えるごみ
雛人形セット スチール段 資源ごみ
雛人形セット 人形 埋立ごみ
雛人形セット 雛道具（ぼんぼり等） 埋立ごみ
雛人形セット 雛道具 プラスチック製 プラスチックごみ
ビニールシート 埋立ごみ
ビニールテープ 埋立ごみ
ビニール袋（レジ袋） プラスチックごみ

ビニールポット
（種苗育苗ポット） 園芸用 プラスチックごみ

土は取り除き埋立ごみ。軽く水で
すすぎ汚れを落とす。事業で排出
されたものは取り扱い不可。事業
主にて適切に処理する。

火ばさみ 資源ごみ

火鉢（ひばち） 陶磁器製 埋立ごみ 石綿灰は取り扱い不可。灰は
十分水で濡らし、埋立ごみ。

紐（ひも） 綴り用、荷造り用等 紙製、麻製 燃えるごみ
紐（ひも） 綴り用、荷造り用等 ナイロン製 プラスチックごみ 30㎝以下に短く切る。
紐付き封筒 文具 燃えるごみ
表札 木製 燃えるごみ
表札 金属製 資源ごみ
表札 陶磁器製、ガラス製 埋立ごみ
氷のう 埋立ごみ
肥料 園芸用 取扱できません 本来の用途で使い切る。

肥料袋 園芸用 プラスチックごみ
事業で使用のものは取り扱い不可。
事業主にて適切に処理する。軽く
水ですすぎ汚れを落とす。

ピルケース（錠剤入れ） プラスチック製 プラスチックごみ
ピルケース（錠剤入れ） 埋立ごみ
ピンセット 資源ごみ
ピン留め 装身具 金属製 資源ごみ
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ひ ピンチハンガー
（洗濯用ハンガー） 洗濯用 埋立ごみ

ピンポン球 スポーツ用 プラスチックごみ
ふ ファイル 文具 紙製 燃えるごみ 留め具は取り外す。留め具が

取り外せない場合は埋立ごみ。

ファイル 文具 プラスチック製 プラスチックごみ 金属製留め具が取り外せない
場合は埋立ごみ。

ファスナー 埋立ごみ
ファンシーケース 家具 金属部分 資源ごみ 不織布部分は燃えるごみ。
ファンヒーター

（温風ヒーター）
石油式、ガス式、
電気式 資源ごみ 事故の原因となるため、燃料式は

必ず燃料を抜き取る。
フィギュア（人形） 玩具 ポリ塩化ビニル 埋立ごみ
フィルム ネガ プラスチックごみ
フィルム 未使用品 埋立ごみ
フィルムケース 写真用 プラスチックごみ
風船 玩具 ゴム製 埋立ごみ
フードプロセッサー 調理器具 資源ごみ ガラス部分は埋立ごみ。
風鈴 ガラス製、陶磁器製 埋立ごみ 金属製は資源ごみ。
プール 子供用 ビニール製 埋立ごみ
笛（ホイッスル） 楽器 木製、竹製 燃えるごみ
笛（ホイッスル） 楽器、競技用等 プラスチック製 プラスチックごみ
笛（ホイッスル） 楽器、競技用等 金属製 資源ごみ
フェルト 手芸用等 燃えるごみ
不織布製品 衣類カバー等 燃えるごみ
布巾（ふきん） 燃えるごみ
布巾掛け プラスチック製 プラスチックごみ
ふくさ 慶弔用 燃えるごみ
房掛け カーテン用等 プラスチック製 プラスチックごみ 金属製は資源ごみ。
襖（ふすま） 燃えるごみ
フック 粘着式 金属製 資源ごみ
フック 粘着式 プラスチック製 プラスチックごみ

フック マ グ ネ ッ ト 式、
吸盤式 埋立ごみ

ブックカバー 紙製、布製 燃えるごみ
ブックカバー 皮革製、合皮製 埋立ごみ
仏壇 仏具、家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
フットマッサージ機

（足裏マッサージ機） 健康器具 資源ごみ

筆 書道用、絵画用、化粧用 木製 燃えるごみ
筆 書道用、絵画用、化粧用 プラスチック製 プラスチックごみ
筆 書道用、絵画用、化粧用 複合品 埋立ごみ
筆洗い 書道用、絵画用 プラスチックごみ
筆箱（ペンケース） 文具 木製、布製 燃えるごみ
筆箱（ペンケース） 文具 金属製 資源ごみ
筆箱（ペンケース） 文具 プラスチック製 プラスチックごみ

布団
掛け布団、敷布
団、肌掛け布団、
夏掛け布団

燃えるごみ ウレタン製はプラスチックごみ。
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ふ 布団圧縮袋 プラスチックごみ
布団乾燥機 資源ごみ
布団たたき 木製、竹製 燃えるごみ
布団たたき プラスチック製 プラスチックごみ
布団ばさみ 埋立ごみ
布団干し 折畳式 金属製 資源ごみ
踏み台 複合品 埋立ごみ
譜面台 音楽用 金属製 資源ごみ
フライ返し 調理器具 木製 燃えるごみ
フライ返し 調理器具 金属を含むもの 資源ごみ

フライ返し 調理器具 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

フライパン 調理器具 資源ごみ
フライパンふた 調理器具 金属製 資源ごみ
フライパンふた 調理器具 ガラス製 埋立ごみ
ブラインド 埋立ごみ
ブラインドクリーナー 清掃用 プラスチックごみ
ブラシ 清掃用、食器用 プラスチック製 プラスチックごみ
プラスチックケース プラスチックごみ
フラフープ 玩具 プラスチックごみ
プラモデル 玩具 プラスチックごみ
ブランコ 子供用、室内遊具 プラスチック製 プラスチックごみ

プランター 園芸用 プラスチックごみ 土は取り除き埋立ごみ。
軽く水ですすぎ汚れを落とす。

フリース 衣類 燃えるごみ
ブリキ製品 玩具等 資源ごみ
プリンター（家庭用複合機） パソコン用 資源ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
ブルーシート

（カラーシート） プラスチックごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。

ブルーレイディスク（BD-R) 音楽映像用 プラスチックごみ
ブルーレイディスク

（BD-R) のケース 音楽映像用 プラスチック製 プラスチックごみ

ブルーレイディスク
プレーヤー 音楽映像用 資源ごみ

プレーヤー 音楽映像用 資源ごみ
ブレスレット 装身具 金属製 資源ごみ
ブレスレット 装身具 複合品 埋立ごみ
フロアーマット 自動車用 埋立ごみ
風呂椅子（バスチェア） 浴室用 プラスチック製 プラスチックごみ
フローリングワイパー 使い捨てシート式 プラスチックごみ
プロジェクター 投影機器 資源ごみ
風呂敷 燃えるごみ
ブロック 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
フロッピーディスク 埋立ごみ 記録などは消去する。

プロテクター スポーツ用品、
バイク用品 埋立ごみ

プロパンガスボンベ
（ＬＰＧボンベ） 取扱できません 専門業者にて適切に処理する。
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ふ 風呂ふた 浴室用 プラスチックごみ
風呂マット 浴室用（EVAマット） プラスチックごみ
文鎮（ぶんちん） 書道用等 金属製 資源ごみ
分度器 文具 プラスチック製 プラスチックごみ

噴霧器 蓄圧式、電池式、
電動式 資源ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。

電池式は電池を取り外す。
へ ヘアクリップ（髪留め） 装身具 複合品 埋立ごみ

ヘアカーラー（カーラー） 電気式 資源ごみ カーラー部分はプラスチックごみ。
ヘアカーラー（カーラー） プラスチックごみ
ヘアドライヤー 資源ごみ
ヘアバンド 装身具 布製 燃えるごみ
ヘアピン 装身具 金属製 資源ごみ

ペーパーカッター（裁断機） 家庭用卓上型 埋立ごみ
収集時に危険のないよう、刃を
取り外す。取り外せないものは、
刃を動かないように固定する。

ペーパーホルダー 台所用、トイレ用 金属製 資源ごみ
ペットキャリー

（ペット運搬用ゲージ） ハードキャリー プラスチック製 プラスチックごみ

ペットキャリー
（ペット運搬用ゲージ） ソフトキャリー 埋立ごみ

ペットケージ
（ペットサークル） ペット用 金属製 資源ごみ

ペット小屋 ペット用 プラスチック製 プラスチックごみ
ペットシート

（ペット用トイレシート） ペット用 燃えるごみ 臭いの発生や内容物の飛散が
ないように古紙等で包んで出す。

ペットの服 ペット用 燃えるごみ
ベッド 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
ベッド 家具 金属製 資源ごみ
ベッドフェンス 家具 金属製 資源ごみ
ペットボトル 食品用 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
ペットボトルホルダー 埋立ごみ
ヘッドホン 音楽映像用 資源ごみ
ヘッドホンステレオ 携帯用 資源ごみ
ヘッドルーペ 埋立ごみ
ペナント 装飾品 燃えるごみ
ベニヤ板 厚さ１０ｃｍ以内 燃えるごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
ベビー椅子（ベビーチェア） 乳幼児用 金属製 資源ごみ
ベビー椅子（ベビーチェア） 乳幼児用 プラスチック製 プラスチックごみ
ベビーカー（乳母車） 乳幼児用 資源ごみ
ベビーかご

（ベビーバスケット） 乳児用 藤製、コーン製 燃えるごみ

ベビーサークル 乳幼児用 プラスチック製 プラスチックごみ

ベビーバス 乳児用 ビニール製、
プラスチック製 プラスチックごみ

ベビーフェンス
（ベビーゲート） 乳幼児用 金属製 資源ごみ

ベビーマット 乳児用 布製 燃えるごみ
ベビーマット 乳児用 ウレタン製 プラスチックごみ
ベビーラック

（コンビラック） 乳児用 埋立ごみ
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品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

へ へら 調理器具 木製 燃えるごみ
へら 調理器具 金属を含むもの 資源ごみ

へら 調理器具 プラスチック製、
シリコン製 プラスチックごみ

ベルト 埋立ごみ
ヘルメット 埋立ごみ
ペン 文具 埋立ごみ
便座（温水洗浄便座を含む） 電気式、トイレ用 資源ごみ
便座 トイレ用 プラスチック製 プラスチックごみ
便座カバー トイレ用 布製 燃えるごみ
ペン立て 文具 木製 燃えるごみ
ペン立て 文具 金属製 資源ごみ
ペン立て 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
ペンダント 装身具 金属製 資源ごみ
ペンチ（プライヤ） 工具 資源ごみ
ベンチ（縁台） 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
弁当箱 食品用 木製、紙製 燃えるごみ
弁当箱 食品用 アルミニウム製 資源ごみ
弁当箱 食品用 プラスチック製 プラスチックごみ
ペンライト 照明器具 埋立ごみ 電池式は電池を取り外す。

ほ
ホイールキャップ 自動車用 プラスチック製 プラスチックごみ

交換時店舗での引き取りを
優先する。事業車用で使用の
ものは取り扱い不可。

方位磁石（方位磁針） 埋立ごみ
望遠鏡 埋立ごみ

ほうき 清掃用 竹 製、 木 製、
天然素材 燃えるごみ

ほうき 清掃用 プラスチック製 プラスチックごみ
芳香剤の容器 プラスチック製 プラスチックごみ
防災頭巾 布製 燃えるごみ
帽子 キャップ、ハット等 布製、麦わら等 燃えるごみ
包帯 燃えるごみ
防虫剤 衣類用 埋立ごみ

包丁 調理器具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

包丁スタンド 台所用品 木製 燃えるごみ
包丁スタンド 台所用品 金属製 資源ごみ
包丁スタンド 台所用品 プラスチック製 プラスチックごみ
包丁研ぎ器 電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
包丁研ぎ器 手動式 埋立ごみ
防犯カメラ 電気式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
防犯カメラ ダミーを含む プラスチック製 プラスチックごみ
防犯ブザー 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

ボウリング球 ５㎏以下 埋立ごみ ５㎏を超えるものは、自己搬
入または戸別収集を利用。

ボウル 調理器具 金属製 資源ごみ
ボウル 調理器具 プラスチック製 プラスチックごみ
ホース 埋立ごみ 30㎝以下に短く切る。
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ほ ホースバンド 金属製 資源ごみ
ホース巻き（ホースリール） 金属製 資源ごみ ホースは取り外して埋立ごみ。
ホース巻き（ホースリール） プラスチック製 プラスチックごみ ホースは取り外して埋立ごみ。

ポーチ ビニール製、
ナイロン製 埋立ごみ 布製は燃えるごみ。

ホームベーカリー
（自動パン焼き器） 調理器具 資源ごみ

ボール 球技用、遊戯用 埋立ごみ
ボールペンの芯（替芯） 文具 埋立ごみ
フォーク 食卓用 金属を含むもの 資源ごみ

墨汁（墨） 書道用 燃えるごみ 液体のままのものは取り扱い不可。
古紙、古布等に染み込ませる。

墨汁の容器 プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
木刀 燃えるごみ
ポケットティッシュの袋 プラスチックごみ
ポケットベル 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
歩行器 乳児用、リハビリ用 埋立ごみ
補助輪 自転車用 埋立ごみ
ボタン 貝製、木製 燃えるごみ
ボタン 金属製 資源ごみ
ボタン プラスチック製 プラスチックごみ
ホチキス 文具 埋立ごみ
ホチキス針 文具 資源ごみ
補聴器 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ボックスファイル 紙製・木製 燃えるごみ
ボックスファイル プラスチック製 プラスチックごみ
ポット 電気式、保温用 資源ごみ
ホットカーペット

（電気カーペット） 埋立ごみ 取り外せるコードは資源ごみ。

ホットカーペットカバー 布製 燃えるごみ じゅうたんは埋立ごみ。
ホットカーラー 電気式 資源ごみ カーラー部分はプラスチックごみ。

ホットサンドメーカー 調 理 器 具、電 気
式、非電気式 資源ごみ

ホットプレート 調理器具 資源ごみ
ホッピング 玩具 資源ごみ
ボディーカバー 自動車用 埋立ごみ
ボディーブラシ 木製 燃えるごみ
ボディーブラシ プラスチック製 プラスチックごみ
ポテトマッシャー 調理器具 金属を含むもの 資源ごみ
哺乳びん 乳児用 耐熱ガラス製 埋立ごみ フタ部分はプラスチックごみ。
哺乳びん 乳児用 プラスチック製 プラスチックごみ
ポラロイド写真 燃えるごみ

ポリタンク 石油用、灯油用、
飲料水用等 プラスチックごみ 事故の原因となるため、必ず

燃料を抜き取る。
ボルト 金属製 資源ごみ
保冷剤 ソフト型、ハード型 埋立ごみ
保冷庫 電気式 家電リサイクル 10 ページ参照。
ホワイトボード 文具 埋立ごみ
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ほ ホワイトボードマーカー 文具 埋立ごみ
本 燃えるごみ
本立て（ブックエンド） 木製 燃えるごみ
本立て（ブックエンド） 金属製 資源ごみ
本立て（ブックエンド） プラスチック製 プラスチックごみ
本棚 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
盆提灯（ぼんちょうちん） 電灯部分 資源ごみ
盆提灯（ぼんちょうちん） 足部分 プラスチック製 プラスチックごみ
盆提灯（ぼんちょうちん） シェード部分 埋立ごみ

ポンプ

水中ポンプ（清水
用）、ファミリーポ
ンプ、バスポンプ

（風呂ポンプ）、灯
油ポンプ、エアー
ポンプ、30㎝未満

資源ごみ
汚水用水中ポンプ、30㎝以上
のものは取り扱い不可。
電池式は電池を取り外す。

ま 麻雀牌 玩具 プラスチック製 プラスチックごみ
麻雀マット 玩具用 埋立ごみ

マイク 有線式、ワイヤ
レス式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

マウス パソコン用 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

マウスパッド パソコン用 ウレタン製、
プラスチック製 プラスチックごみ

マウスパッド パソコン用 皮革製 埋立ごみ
マガジンラック 家具 木製 燃えるごみ 金具は取り外して資源ごみ。
巻き簾（まきす） 調理器具 竹製 燃えるごみ
巻き簾（まきす） 調理器具 合成樹脂製 プラスチックごみ
枕 寝具 そば殻、綿、羽毛 燃えるごみ

枕 寝具 ウレタン製、
プラスチック製 プラスチックごみ カバーは取り外して燃えるごみ。

孫の手 木製、竹製 燃えるごみ
孫の手 金属製 資源ごみ
孫の手 プラスチック製 プラスチックごみ
マジックハンド プラスチックごみ
マジックテープ 埋立ごみ
マスク 使い捨て式 不織布製 燃えるごみ ワイヤーは取り外して埋立ごみ。
マッサージチェアー 健康器具 処理困難物 7 〜 9 ページ参照。
マッサージ機 ハンディ式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。

マッチ 燃えるごみ 使い切り、火薬部分を十分
水で濡らす。

マットレス（ベッドマット） ノ ン ス プ リ ン グ
（ノンコイル）式 プラスチックごみ

マットレス（ベッドマット） スプリング式、
コイル式 処理困難物 7 〜 9 ページ参照。

窓ガラス 破損したもの 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

窓用エアコン 家電リサイクル 10 ページ参照。
マドラー 金属製 資源ごみ
マドラー プラスチック製 プラスチックごみ
まな板 調理器具 木製 燃えるごみ
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ま まな板 調理器具 埋立ごみ
マネキン頭部 理容、美容練習用 取扱できません 事業主にて適切に処理する。
マフラー 防寒用 燃えるごみ
魔法びん（ポット） 保温用、保冷用 埋立ごみ
丸太 直径１０ｃｍ以内 燃えるごみ

マルチシート 埋立ごみ
事業で排出されたものは取り
扱い不可。事業主にて適切に
処理する。

万年筆 文具 埋立ごみ
万歩計（歩数計） 電池式 資源ごみ 電池は取り外す。

み ミキサー（ジューサー、
ブレンザー） 調理器具 資源ごみ ガラス部分は埋立ごみ。

ミシン ポータブル式、
足踏み式 資源ごみ

ミシンケース ソフトタイプ 布製 燃えるごみ
ミシンケース ハードタイプ プラスチック製 プラスチックごみ
水着 スポーツ用 布製 燃えるごみ
水切りかご、ラック 台所用 金属製 資源ごみ
水切りかご、ラック 台所用 プラスチック製 プラスチックごみ
水切りワイパー 窓用 プラスチックごみ ゴム部分は埋立ごみ。
水差し（ピッチャー） ガラス製 埋立ごみ
水鉄砲（ウォーターガン） 玩具 プラスチックごみ
水枕 ゴム製 埋立ごみ 留め具部分は資源ごみ。
水拭きモップ（本体） 金属製、複合品 埋立ごみ 布部分は取り外し、燃えるごみ。
ミニカー 玩具 埋立ごみ
ミニディスク（MD) 埋立ごみ
ミニディスク（MD)
プレーヤー 資源ごみ

耳かき 竹製 燃えるごみ
耳かき 金属製 資源ごみ
耳毛カッター 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ミラーテープ（ラピーテープ） 文具 埋立ごみ

む ムートン製品（衣料品等） 燃えるごみ
虫かご 昆虫用 竹製、木製 燃えるごみ
虫かご 昆虫用 プラスチック製 プラスチックごみ
蒸し器（せいろ） 調理器具 竹製、木製 燃えるごみ
蒸し器 調理器具 金属製 資源ごみ
虫取り網 昆虫用 埋立ごみ

虫ピン 文具 資源ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

虫めがね（拡大鏡、ルーペ） 文具 埋立ごみ
むしろ 燃えるごみ

め 名刺入れ（名刺ケース） 布製、木製 燃えるごみ
名刺入れ（名刺ケース） 金属製 資源ごみ
名刺入れ（名刺ケース） プラスチック製 プラスチックごみ
名刺ホルダー 文具 プラスチック製 プラスチックごみ
めがね（老眼鏡、拡大鏡） 埋立ごみ
めがねケース 布製、木製 燃えるごみ
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め めがねケース 埋立ごみ

めがね拭き マイクロファ
イバー製等 燃えるごみ

メガホン スポーツ観戦用 プラスチック製 プラスチックごみ
メジャー（巻尺） 工具 金属製 資源ごみ
メジャー（巻尺） 工具、手芸用 埋立ごみ
メッシュケース 文具 プラスチックごみ
メッシュパネル

（壁面ラック） 金属製 資源ごみ

メトロノーム 電気式、電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
メモリーカード 電子機器 埋立ごみ 記録などは消去する。
メラミンスポンジ 清掃用 プラスチックごみ
メリーゴーランド 乳児用玩具 プラスチックごみ 電池式は電池を取り外す。
綿棒 燃えるごみ
麺棒 調理器具 木製 燃えるごみ

も 毛布（ブランケット） 寝具 燃えるごみ 電気毛布は埋立ごみ。
モーター 玩具用 資源ごみ 玩具用などの小型のものに限る。
モーター 機械用 取扱できません 事業主にて適切に処理する。

木材 厚さ１０ｃｍ以内 燃えるごみ 事業で排出されたものは取り
扱い不可。

木ねじ 資源ごみ
模造刀 合金製 埋立ごみ
餅つき機 調理器具 資源ごみ
木工用ボンドの容器 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切り出してください。
モップ（本体） 床清掃用 複合品 埋立ごみ 布部分は取り外し、燃えるごみ。
モップ絞り器 プラスチックごみ

モデルガン（エアガン） 玩具 埋立ごみ 内部に弾が残っている場合は
取り除く。

モニター パソコン用 資源ごみ 資源有効利用促進法指定品目。
事業で使用のものは取り扱い不可。

物置 屋外用 金属製 資源ごみ ２人で持ち運べるものに限る。
物干し竿 洗濯用 金属製 資源ごみ
物干し台 洗濯用 石、セメント付 埋立ごみ ２人で持ち運べるものに限る。
モンキーレンチ 工具 資源ごみ

や やかん 調理器具 資源ごみ
焼き網 調理器具 資源ごみ 軽く汚れを落とす。
やすり 工具 鉄製 資源ごみ
柳行李（やなぎごうり） 竹製、籐製、柳製 燃えるごみ

ゆ USB メモリー 電子機器 埋立ごみ 記録などは消去する。
融雪剤（塩化カルシウム） 取扱できません 本来の用途で使い切る。
郵便受け（メールボックス） 金属製 資源ごみ 作り付けは取り扱い不可。
油性ペン（油性マーカー） 文具 埋立ごみ
湯たんぽ 金属製 資源ごみ
湯たんぽ 電気式 資源ごみ
湯たんぽ プラスチック製 プラスチックごみ
ユニホーム 衣類 燃えるごみ
指サック 文具 埋立ごみ
指輪（リング） 装身具 金属製 資源ごみ
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出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

ゆ

湯沸かし器
（給湯器、温水器）

屋内型（タンク式
は容量５ℓまで） 資源ごみ

電池式は電池を取り外す。
屋外型、容量５ℓを超えるタン
ク式、ヒートポンプ式、太陽熱温
水器（ソーラー温水器）は取り扱
い不可。施工依頼によるものは
事業主にて適切に処理する。

よ

容器、包装

食料品トレイ、コン
ビニ弁当や総菜等の
容器、その他食料品

（菓子類、飲料を含む）
の商品を包んでいた
袋やフィルム、容器等

プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
ラップは埋立ごみ。

容器、包装

コ ン ビ ニ 弁 当 等
に 付 け ら れ た 割
り箸、スプーン、
フォーク等の袋、
飲料に付属した
ストローの袋等

プラスチック製 プラスチックごみ

容器、包装 食パン等の袋の
留め具 プラスチック製 プラスチックごみ

容器、包装
洗剤、シャンプー
等の容器、それに
付属するトリガー
部分、ポンプ部分

プラスチック製 プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。

容器、包装 緩衝材 プラスチック製 プラスチックごみ
容器、包装 レジ袋 プラスチック製 プラスチックごみ
養生用テープ 埋立ごみ 事業で排出されたものは取り扱い不可。
洋服ブラシ 衣類用 木製 燃えるごみ
洋服ブラシ 衣類用 埋立ごみ
よしず 竹製、わら製 燃えるごみ

ら ライター類 ガス式、オイル
式、使い捨て式 金属製 資源ごみ 事故の原因となるため、必ず

中身を使い切る。

ライター類 ガス式、オイル
式、使い捨て式 複合品 埋立ごみ 事故の原因となるため、必ず

中身を使い切る。
ラグマット 布製 燃えるごみ じゅうたんは埋立ごみ。
ラケット（スポーツ用品） スポーツ用 埋立ごみ
ラジオ 音楽映像用 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ラジオカセットレコーダー 音楽映像用 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ラジコンカー 電動式 埋立ごみ 電池式は電池を取り外す。
ラッピングフィルム プラスチックごみ

ラップ 調理用 埋立ごみ 紙刃、箱部分は燃えるごみ。
金属刃は資源ごみ。

ラティスフェンス
（園芸用棚） 木製 燃えるごみ 釘等は取り外す。

ラバーカップ（吸引棒） トイレ清掃用 埋立ごみ
ラベルプリンター

（ラベルライター） 文具 資源ごみ

ラミネーター
（パウチラミネーター） 文具 資源ごみ

ラミネート紙 燃えるごみ
ラミネートフィルム

（パウチフィルム） 文具 プラスチックごみ

ランタン 電池式、充電式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ランタン オイル式 埋立ごみ 必ずオイルを使い切る。
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ら ランチジャー（保温弁当箱） 食品用 埋立ごみ
ランチョンマット 食卓用 布製 燃えるごみ
ランチョンマット 食卓用 ビニール製 埋立ごみ
ランドセル 埋立ごみ
ランドリーラック 洗濯用 プラスチック製 プラスチックごみ
ランドリーワゴン 洗濯用 プラスチック製 プラスチックごみ
ランプシェード

（電気かさ） 照明器具用 プラスチック製 プラスチックごみ

ランプシェード
（電気かさ） 照明器具用 埋立ごみ

り リアプロジェクション
テレビ 180㎝未満 資源ごみ 180㎝以上のものは取り扱い不可。

リード ペット用 埋立ごみ

リール（釣具） 手動式、電動式 資源ごみ 釣り糸はリールから外し、埋立ごみ。
電池式は電池を取り外す。

リコーダー（縦笛） 楽器 埋立ごみ
リムーバー（除針器） 電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
リムーバー（除針器） 手動式 プラスチックごみ
リモコン 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
リュックサック 埋立ごみ
両面テープ 文具 燃えるごみ

る ルアー（疑似餌） 釣具 埋立ごみ 収集時に危険のないよう、紙
などに包み「キケン」と表示。

ルーター（モデム） OA 機器 資源ごみ
ルーフボックス 車載用 プラスチックごみ
ルーフキャリア 車載用 埋立ごみ
ルームシューズ 布製 燃えるごみ

れ 冷温庫 家電リサイクル 10 ページ参照。
冷却ジェルシート 埋立ごみ
冷却枕 埋立ごみ
冷水筒（冷水ポット） プラスチック製 プラスチックごみ

冷水筒（冷水ポット） ガラス製 埋立ごみ プラスチック製ふたは、プラ
スチックごみ。

冷蔵庫 家電リサイクル 10 ページ参照。
冷凍庫 家電リサイクル 10 ページ参照。
冷風機（スポットエアコン） 資源ごみ

冷風扇 資源ごみ
温度調節がなく風量調節のみ
のものに限る。温度調節機能
のあるものは、家電リサイク
ル法対象品目。10ページ参照。

レーザーディスク（LD) 音楽映像用 プラスチックごみ ジャケットなどの紙部分は
燃えるごみ。

レーザーディスク（LD)
プレイヤー 音楽映像用 資源ごみ

レガース スポーツ用品 埋立ごみ
レコードジャケット 燃えるごみ
レコード盤 EP,LP プラスチックごみ
レコードプレーヤー 音楽映像用 資源ごみ
レジスター 店舗用 取扱できません 事業主にて適切に処理する。
レジ袋 プラスチックごみ



54

品　目 形　式 材　質 ごみの種類
処理できない形式・材質

出し方のアドバイス
（粗大ごみは 7 〜 9 ページ参照）

れ レジャーシート
（ピクニックシート） 埋立ごみ

レターオープナー 文具、電動式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
レターオープナー 文具、手動式 プラスチックごみ
レターケース プラスチック製 プラスチックごみ
レッグウォーマー 防寒用 燃えるごみ
レトルト食品の容器 レトルトパウチ プラスチックごみ 容器の中を軽く洗う。
レフ板（反射板） 写真撮影用 埋立ごみ
レンジガード

（レンジパネル） アルミニウム製等 資源ごみ

レンジ台
（レンジラック） 金属製 資源ごみ

レンズ コ ン タ ク ト 用、
カメラ用等 埋立ごみ

レントゲンフィルム 取扱できません かかりつけ医療機関に返却する。
ろ 蝋（ろう） スキー板用、

引き戸レール用 燃えるごみ

老眼鏡 埋立ごみ

蝋燭（ろうそく） 燃えるごみ 十分水で濡らし、火気を完全
に取り除き出す。

蝋段 輸入果物、水産加
工品の入った箱

ワックス付
段ボール 燃えるごみ 拠点回収対象外。

漏斗（ろうと、じょうご） 金属製 資源ごみ
漏斗（ろうと、じょうご） プラスチック製 プラスチックごみ
ロースターグリル 調理器具 資源ごみ
ロープ 綿製、麻製 燃えるごみ
ロープ ナイロン製 プラスチックごみ 30㎝以下に短く切る。
ローラースケート 玩具 金属製 埋立ごみ
ローラーブレード 玩具 埋立ごみ
ロールスクリーン 埋立ごみ
六角棒レンチ 工具 資源ごみ

わ ワードプロセッサー 資源ごみ

ワイパー 自動車用 資源ごみ
交換時店舗での引き取りを優先する。
ゴム部分は埋立ごみ。事業車用で
使用のものは取り扱い不可。

ワイヤーロープ 資源ごみ 事業で使用のものは取り扱い不可。
ワイヤー錠 資源ごみ
ワイヤレスアンプ 資源ごみ
ワインオープナー 手動式、電池式 資源ごみ 電池式は電池を取り外す。
ワインクーラー 金属製 資源ごみ
ワインセラー（ワイン庫） 家電リサイクル 10 ページ参照。
輪ゴム 埋立ごみ

ワックス 自動車用等 燃えるごみ
液体のままのものは取り扱い不可。
本来の用途で使い切る。どうして
も使い切れない場合は古紙、古布
などに染み込ませる。

ワックスの容器 スチール製 資源ごみ 中身を使い切る。
ワックスの容器 プラスチック製 プラスチックごみ 中身を使い切る。
ワッシャー（座金） 資源ごみ
ワッフルメーカー 調理器具 資源ごみ

令和 3 年 1 月作成

ご
み
の
分
別
一
覧
（
五
十
音
順
）

れ
〜
わ



みなさまのごみの分別により、この自然ゆたかな
上富田町を次世代の子どもたちに残しましょう。

上富田町

ごみ分別辞書
口熊野かみとんだ
豊かです 水も緑も 人情も


