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   粗大・大量ごみ
（重さ１０ｋｇ以上または１辺１ｍ以上）

ダノン城沼アリーナの通りを東に進み、食
品工場先の「大新田」交差点を北へ左折。

（板倉町板倉3427-7）（館林市苗木町2447-19）

コンテナに陶磁器・ガラスくずを
入れない

家庭から排出される主なごみを５０音別に表示しています。
お探しの品目がない場合や、判断に迷う場合は、館林市役所地球環境課へお問い合わせ下さい。

 たてばやしストックヤード

各地区に設置されたごみステーションは各地区で設置、管理をしています。各地区により、ごみステーションの
管理の方法が異なります。地区にあるごみステーションを新たに使用するかたは、区長・副区長・環境保健委
員など、各地区の役員に相談し、決められたごみステーションをご利用ください。
ごみステーションの利用者は、分別の徹底、排出日時の遵守、ごみステーションの清潔保持に努めてください。

収集日の朝８：３０までに出してください
※ごみの収集時間は、ごみの量や交通状況などにより変動します。ご了承ください。

ごみステーションへのごみ出し

必ずネットをかぶせる

可燃 プラ

ごみステーションに出せないものルールを守って出しましょう

テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機

生ごみは水分をよくきりましょう

１ヵ月間に各施設へ持ち
込んだ重さの合計が
１世帯で90kg以下の場合
は減免（無料）

小型家電・不燃はコンテナに入れ
ず白コンテナの脇に置く

資源・不燃

ダンボール・米袋などで出さない
各コンテナに表示の物だけ入れる

パソコン

 たてばやしクリーンセンター

午前8：30～午後4：30

 いたくらリサイクルセンター

✖いたくらリサイクルセンターに可燃は持ち込めません

受入不可 大型家電、タイヤ、消火器、産廃等 国道１２２号バイパス・国道354号バイパ
ス交差点近くの煙突が目印。斎場の西。

可燃 ふとん、カーペット、木製家具等

受入時間

月～金

日・祝日 受入れできません

●袋から出して ペットボトル

●中身を空にして

可燃ごみの40％は水分です。
生ごみ処理機購入費の助成制度
もあります。ご利用ください。➡

土 午前8：30～午前11：30

特別
受入日

例外
(家庭)

館林市役所　地球環境課　資源対策係
電話　０２７６－４７－５１２６

開庁時間　午前8時30分～午後5時15分

※資源物の持ち去りは、条例で禁止されています。
発見した場合には、館林警察署（0276-75-0110）または
館林市役所地球環境課（0276-47-5126）へお知らせください。

 粗大ごみ・事業ごみの持ち込み先
館林衛生施設組合　施設課　環境施設係
たてばやしクリーンセンター内　0276-56-4453

蛍光灯・白熱電球・水銀製品透明・半透明の袋に入れる

かん

12/29（木）

30（金）
午前8：30～午後3：00

12/31（土） 午前8：30～午前11：30

手数料

基本
10kgにつき220円

（例　50kg　1,100円）

タイヤ・消火器・コンクリート・石・土

事業ごみ

資源・不燃 自転車、スプリングマットレス等

スプレー缶・乾電池

びん

斎場

総合福祉センター

至邑楽

近藤川

小桑原
至板倉

最初に資源・不燃を降ろせるように

積んでください

ゴルフ

練習場

板倉

消防署

板倉

中央公園

至
館
林
市
街

大新田 至
東
洋
大

東
北
自
動
車
道

城沼

ダノン城沼

アリーナ

至明和

県道板倉籾谷館林線

クリーンセンター前

ごみゼロ館

入口

入口

詳しくは

次ページ以降へ



〇

〇

〇 〇 〇

〇〇

鉄
アルミ

木・枝

㈱新栄造園
上三林町乙
1592-1

0276-
73-4197

日曜 8:00～18:00

店頭回収実施店舗

※店舗により回収品目が異なります

紙類などリサイクル可能な資源物を、民間の資源化業者に持ち込むことができます。
量が多いなどの理由で、ステーションに出さずに直接持ち込む場合は、近くの民間業者を積極的に活用してく
ださい。
民間業者への持ち込みは、原則「無料」です。
木材・剪定枝・草は、処理費用がかかりますが、たてばやしクリーンセンターに持ち込むよりも処理費用が安く
なる場合もあります。

〇

品目

※土付着や防腐剤使用は×　→
持込み物により処理費用が異なります

〇

〇

〇

㈱群馬総合紙業 高根町889-1
0276-

74-6967
なし 8:00～17:00 〇

㈱鴇商

岩崎金属興業㈱ 近藤町632
0276-

73-0458
日曜

7:00～19:00
祝日は17:00まで

㈱海原 近藤町3-5
0276-

73-0047
日曜 8:00～17:00

吉永商店 本町3丁目7-39
0276-

72-4312
日曜・祝日
第2・4土曜

8:00～17:00
土曜は15:00まで

〇 〇

資源物の持ち込みができる民間業者（産業廃棄物は✖）

民間業者への資源物の持ち込み

集団回収に協力しましょう

足次町26-1
0276-

73-2416
日曜 8:30～16:30

定休日 営業時間
紙類

業者名

近藤町318-12
館林資源化センター

0276-
75-3196

日曜 8:00～17:00

買取業者からの買入金のほか、
市への申請により、1㎏あたり6
円の助成金が交付されます。
ぜひご利用ください。
新たに集団回収の実施を希望す
る団体はご連絡ください。

紙類・かん・びんは集団回収に出しま
しょう。地域の収入源になります。

●㈱カスミ館林店
●㈱とりせん朝日町店・富士見町店
  ・成島店
●㈱フレッセイ館林店
●㈱ベルク館林大街道店
●㈱ヤオコーアゼリアモール店

電話番号
布類 かん

ペット
ボトル

㈲海原商事 新宿2丁目4-10
0276-

73-0878
日曜・祝日 9:00～11:30 〇

100ｋｇまで

食品トレー・紙パック・ペットボトル・
缶　などはスーパーなどの店頭回収
を利用しましょう。

店頭回収を活用しましょう

㈱横田商事

住所

申込方法はこちら➡

ご利用ください

たてばやしクリーンセンター内

火曜日・木曜日：午前８：３０～午後４：３０
※正午から午後1時を除く

第１・第３土曜日：午前８：３０～正午

ごみゼロ館



区分

資源

不燃

プラ

可燃

いた・スト ●不燃・資源のうち粗大・大量になるもの　➡「いたくらリサイクルセンター」「ストックヤード」へ直接搬入

たてばやし ●可燃ごみのうち粗大・大量になるもの　➡「たてばやしくクリーンセンター」へ直接搬入

●資源物・不燃ごみ・プラスチック類以外のもの　　➡透明・半透明の袋に入れる※

※可燃ごみの「木」「竹」は、直径3㎝長さ４０ｃｍを超えると、パッカー車での収集に支障が出るため、直接搬入
をお願いします。搬入する場合、直径10ｃｍ長さ２ｍ以内にしてください。

1回あたり10㎏以上または1辺が１ｍ以上はごみステーションでの回収不可

基本は袋に入れない（小さいものは取り残し防止のため、中身が分かるように袋に入れる）

塩化ビニールは資源化に適さないので、見分けがつかないものは可燃へ（ビニール袋・トタンなど）
汚れが落ちないものは可燃へ

ねじ程度の金属は含まれていてOK

※可燃・プラは透明・半透明の袋で出してください。米袋や段ボールで出すと中身が見えず、分別の確認や
危険物の混入の判断が出来ません。収集作業を安全に行うため、ご協力をお願いします。

1回あたり10㎏以上または1辺が１ｍ以上はごみステーションでの回収不可

●小型家電　　●金属類（全部金属でできているもの）　➡白色コンテナの脇に置く

●陶磁器・ガラス食器・金属など複合素材のもの　➡白色コンテナの脇に置く

電池のあるものは電池を外す
基本は袋に入れない（小さいものは取り残し防止のため、中身が分かるように袋に入れる）

●かん（飲料・食品のアルミ缶・スチール缶）　➡黄色コンテナへ　　➡一斗缶・菓子の缶は白色コンテナの脇に置く

●びん（飲料・食品・化粧品・医薬品のびん）　➡青色コンテナへ

1回あたり10㎏以上または1辺が１ｍ以上はごみステーションでの回収不可

1回あたり10㎏以上または1辺が１ｍ×70㎝×70㎝以上はごみステーションでの回収不可（パッカー車の都合）

分け方・出し方の基本

●プラスチックだけでできているきれいなもの　➡透明・半透明の袋に入れる※

●紙類（新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・雑紙）　➡種類ごとにひもでしばる／雑紙は紙袋かダンボールに入れる

●ペットボトル（飲料・調味料のペットボトルリサイクルマークのあるもの）　➡緑色コンテナへ

●乾電池（アルカリ・マンガンの乾電池・ボタン電池）　➡白色コンテナへ

　　　　　　　　　　←このマークのある小型充電式電池は次ページ参照

中身を使い切って
穴はあけない

●布類（衣類・シーツ・タオル）　➡ひもでしばるか透明・半透明の袋に入れる

●スプレー缶（カセットコンロのガス缶やヘアスプレーの缶）　➡白色コンテナへ

雨の日は出さない
油汚れ・写真紙・コーティング・粘着素材などは資源化に適さないので可燃へ

雨の日は出さない　　　　ストッキング・靴下・下着は可燃へ
布団など綿が入っているものは可燃へ（座布団程度の大きさはステーション回収可、その他は直接搬入を）

中身をきれいにして　　飲料・食品の金属製のキャップも同じコンテナに入れてOK
一斗缶・菓子の缶など大きいものは白色コンテナの脇へ

中身をきれいにして
劇薬や農薬などは✖　　　ガラス食器や割れたものは不燃へ

ラベル・キャップをはずし、よくすすいでつぶす
※回収したペットボトルはすべてペットボトルからペットボトルにリサイクルするため、ご協力をお願いします。

1回あたり10㎏以上または1辺が１ｍ以上はごみステーションでの回収不可のため、直接ごみ処理施設（たて
ばやしクリーンセンター・いたくらリサイクルセンター・ストックヤード）に搬入をお願いします。

※プラスチック類は、1辺が１ｍ×70㎝×70㎝を超えると、パッカー車での収集に支障がでるため、直接搬
入をお願いします。



市・公 ごみステーション以外の場所で回収しているもの

✖ 市のごみ処理施設で処理できないもの

家電4品目
（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯

機乾燥機）

パソコン

メーカー指定の引取場所（リサイクル料金納付の上）

●横田商事（0276-73-2416）

●星山商店（0276-72-3631）

●鴇商（0276-73-1343）

●石井自動車解体（０２７６-73-0398）

市内協力業者（リサイクル料金・運搬料が必要）

●リネットジャパンリサイクル㈱（0570-085-800）

●家電リサイクルセンター（0120-319640）

リサイクル料金・支払方法等

●中田屋㈱加須工場（0480-61-2055）

●三共運送㈱藪塚倉庫（0277-78-7559）

品目 専門処理業者・引渡し先

【回収場所】（開館時間内のみ）　市役所・各公民館・総合福祉センター

　　　【回収場所】（開館時間内のみ）　市役所・各公民館・総合福祉センター・ダノン城沼アリーナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛍光管回収協力店の表示がある電気店・ホームセンター

●㈱鴇商（0276-73-1343）

●㈲新栄商会（0276-75-4400）

●昭和ビル管理㈱（0276-74-5826）

●㈱小島消防（0276-72-4557）

●㈱東屋消防センター（0276-72-0454）

●㈱鴇商（0276-73-1343）

●岩崎金属工業㈱（0276-73-0458）

●カザマサイクル（0276-72-2075）

●㈱ビバホームビバホーム館林店（0276-76-2111）

●㈲岩田電気商会（0276-73-3136）

●ウイスタふじくら館林店（0276-72-3951）

●㈱ヤマダデンキテックランド館林店（0276-75-1825）

●㈱ケーヨーデイツー館林アゼリアモール店（0276-80-3130）

●タキグチデンキ（0276-72-1053）

●㈲光英電機商会（0276-73-1545）

一般社団法人JBRC回収協力店

●二輪車リサイクルコールセンター（050-3000-0727）

●新栄造園（0276-49-5750）

LPガス以外（所有者不明の場合）

●群馬県LPガス協会邑楽館林支部（0276-73-7662）

LPガス（所有者不明の場合）

●所有者（ガスボンベ取扱店）に引き渡す

●岩崎金属工業㈱（0276-73-0459）

内容によって受入できないものがあります。必ず事前にお問い合わせ下さい。
その他記載のないものは、購入店や製造メーカーにお問い合わせください。

ガスボンベ

バッテリー（自動車など）

●食用油（家庭で不要になった植物油）　➡ペットボトルなどの密閉容器に入れて回収場所へ

●蛍光管・白熱電球　➡包装を外して回収場所へ

●購入店へ

消火器

ピアノ

ボウリング球

タイヤ・石・コンクリート
・ブロック・瓦・廃材

バッテリー
（小型充電式電池）

※JBRC会員企業製の３種
（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウ

ムイオン電池）に限る

オートバイ

木材

●高圧ガス保安協会（027-255-4639）



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

あ ＩＨクッキングヒーター 資源 アルミホイルの箱・芯 資源 雑紙　●雨の日は出さない

ＩＣレコーダー 資源 ●電池のあるものは電池を外して アルミホイルの箱の刃 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

アイスキャンディーの棒 可燃 泡立て器　手動（金属製） 資源

アイスクリームのカップ・ふた（紙製） 可燃 泡立て器　手動（材質混合） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

アイスクリームのカップ・ふた（プラ製） プラ 泡立て器　手動（プラ製） プラ

アイスノン・アイスまくら 可燃 泡立て器（電動） 資源

アイスピック 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて あんか（電気） 資源

アイロン 資源 安全靴 不燃

アイロン台（布・板のみ） 可燃 安全ピン 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

アイロン台（金属あり） 不燃 アンテナ　 不燃

アカすり（ネット・タオル） 可燃 アンテナのコード 不燃

コンテナ 空き缶（アルミ製） 資源 ●中身をきれいにして アンプ 資源

コンテナ 空き缶（スチール製） 資源 ●中身をきれいにして い 育毛剤等容器（ガラス製） 資源 ●中身をきれいにして

コンテナ 空きビン（飲食用） 資源 ●中身をきれいにして コンテナ 育毛剤等容器（スプレー缶） 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに

コンテナ 空きビン（化粧ビン） 資源 ●中身をきれいにして 育毛剤等容器（プラスチック容器包装） プラ

アクセサリー（腕輪・指輪・ネックレスなど） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 生花 可燃 ●乾燥させて

アクリル板 可燃 石・岩 ✕

アコーディオン 不燃 石臼 ✕

アコーディオンカーテン いた・スト 衣装ケース（金属製） 不燃

足こぎ自転車 いた・スト 衣装ケース（プラ製） プラ

足ふきマット（金属付き） 不燃 衣装ケース（木製） 可燃

足ふきマット（珪藻土） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 移植ごて・ゴテ（プラ製） プラ

足ふきマット（布製・ゴム製） 可燃 移植ごて・ゴテ（金属製） 不燃

足ふきマット（プラ製品） プラ いす（金属あり・金属製） 不燃

アスファルト ✕ いす（木製） 可燃

アタッシュケース 不燃 板（木製） 可燃

アダプター（電源用） 資源 板ガラス 不燃

厚紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない いちご等のパック プラ

圧着はがき 可燃 一輪車（乗用） 不燃

圧力鍋 資源 一輪車（荷物運搬用） いた・スト

油（カーオイル・燃料） ✕ コンテナ 一升瓶 資源 ●中身をきれいにして

油（植物性） 市・公 コンテナ 一升瓶のふた（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

油（動物性） 可燃 ●布や紙にしみこませるか、凝固剤で固めて 一升瓶のふた（プラ製） プラ

油こし（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 一斗缶 資源 ●中身をきれいにして

油こし紙（紙製） 可燃 糸・毛糸 可燃

油さし（金属製） 不燃 犬小屋（金属製） いた・スト

油さし（プラ製） プラ 犬小屋（プラ製） プラ

油容器（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 犬小屋（木製） 可燃

油容器（金属製） 不燃 衣服 資源 ●雨の日は出さない

油容器・ボトル（調理用プラ製） プラ コンテナ 医薬品のびん 資源 ●中身をきれいにして

雨ガッパ（ゴム製・塩化ビニル製・プラ製） 可燃 医薬品容器（プラ製・プラ製容器包装） プラ

雨戸（金属製） いた・スト イヤホン 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

雨戸（木製） たてばやし イヤリング 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

網（金属製・バーベキュー用など） 不燃 衣類 資源 ●雨の日は出さない

網（プラスチックネット） プラ ●たたんで 衣類乾燥機 ✕

網（虫取り網） 不燃 入れ歯 不燃 ●日本入れ歯ﾘｻｲｸﾙ協会(0120-24-1083)に寄付を

編み機 いた・スト 色鉛筆 可燃

網戸 いた・スト 色紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない

網縄 可燃 印鑑（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

アルバム（プラ以外） 可燃 印鑑（プラ製） 可燃

アルバム（プラ製） プラ 印鑑（木製・象牙・水牛） 可燃

アルバムの金具 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 印鑑ケース（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

コンテナ アルミ缶 資源 ●中身をきれいにして 印鑑ケース（布製） 可燃

アルミサッシ・枠 いた・スト 印鑑ケース（プラ製） プラ

アルミ箔鍋・アルミ容器 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる インクカートリッジ 可燃 ●販売店の回収箱の利用を

アルミホイ―ル（車用） ✕ インクトナー 可燃 ●販売店の回収箱の利用を

アルミホイル（ホイル・箔） 可燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

コンテナ インクビン 資源 ●中身をきれいにして エレキギターのアンプ 資源

インスタントカメラ 不燃 エレクトーン いた・スト

インターホン 不燃 園芸用ビニール 可燃

印箱（木製） 可燃 エンジンオイル ✕

印箱（金属製） 不燃 延長コード 不燃

印箱（プラ製） プラ 塩ビ管　 可燃

う ウインドサーフィン（セイル・ボード） いた・スト 塩ビ管（１ｍ以上） たてばやし ●長さ2ｍ以内に切って

ウインドブレイカー 資源 ●雨の日は出さない 鉛筆削り 不燃

植木　 たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ 鉛筆削り（電動） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

植木鉢（せともの） 不燃 ●土・砂利は落として 鉛筆又は鉛筆の芯 可燃

植木鉢（プラ製） プラ ●土・砂利は落として お オイル ✕

ウエストポーチ 可燃 オイルエレメント ✕

ウエットティッシュ（中身） 可燃 オイルヒーター いた・スト

ウエットティッシュ（プラ製容器） プラ コンテナ 王冠（ふた） 資源 ●中身をきれいにして

ウォークマン 資源 ●電池のあるものは電池を外して 応接セット（木製） たてばやし

ウォーターサーバー いた・スト 応接セット（金属あり） いた・スト

ウォーターベッド いた・スト OA用紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない

ウォシュレット（便座） 不燃 オーディオ　 資源

浮き輪 可燃 オーディオラック（木製） たてばやし

ウクレレ 不燃 オーディオラック（木製以外） いた・スト

うす ✕ オートバイ ✕

うちわ（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない オーブントースター 資源

うちわ（プラ製） プラ オーブンレンジ 資源

うちわ（木製・竹製） 可燃 オカリナ（陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ウッドカーペット たてばやし オカリナ（プラ製） プラ

ウッドクラフト 可燃 置き時計 資源 ●電池のあるものは電池を外して

腕時計 不燃
●電池のあるものは電池を外して
●中身が分かるように袋に入れて 屋外アンテナ（金属製） 不燃

乳母車 いた・スト 屋外アンテナのコード 不燃

うま（ジャッキスタンド） いた・スト 桶（プラ製） プラ

羽毛ふとん たてばやし 桶（木製） 可燃

うろこ取り(プラ製） プラ 押し型・抜き型（プラ製） プラ

うろこ取り（材質混合） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 押し型・抜き型（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

運動靴 可燃 おしゃぶり（プラ・シリコン製） 可燃

え エアークッション・エアー枕 可燃 おたま 不燃

エアークッション・プチプチ（プラ製） プラ 落ち葉 可燃 ●乾燥させて

エアーポンプ（金属製） 不燃 お手玉 可燃

エアーポンプ（プラ製） プラ お手拭き（紙製） 可燃

エアコン ✕ お手拭き（布製） 資源 ●雨の日は出さない

ＡＣアダプター 資源 斧 いた・スト

液晶テレビ ✕ おはじき 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

エキスパンダー 不燃 帯 資源 ●雨の日は出さない

えさ 可燃 汚物入れ（金属製） 不燃

エスプレッソメーカー　 資源 汚物入れ（プラ製） プラ

枝（小枝） 可燃 ●直径3㎝・長さ40㎝以内　ひもでしばる お風呂マット（スポンジ素材） 可燃 ●たたんで

枝（長枝） たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ お風呂マット（プラ製） プラ

絵の具のチューブ（金属製） 不燃 ●中身をきれいにして おぼん（金属製） 不燃

絵の具のチューブ（プラ製） 可燃 おぼん（プラ製） プラ

エプロン 資源 ●雨の日は出さない おぼん（木製） 可燃

ＭＯ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる おまる（プラ製） プラ

ＭＤ（ケースを含む） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる おむつ 可燃 ●汚物をトイレに流して

ＭＤプレーヤー 資源 ●電池のあるものは電池を外して おむつカバー 可燃

ＭＤレコーダー 資源 ●電池のあるものは電池を外して おもちゃ（金属あり） 不燃

ＬＥＤ電球 市・公 おもちゃ（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

ＬＥＤライト（懐中電灯） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して おもちゃ（ぬいぐるみ） 可燃

ＬＤ プラ おもちゃ（プラ製） プラ

ＬＤプレーヤー 資源 おもちゃ（木製） 可燃

エレキギター 資源 折込広告 資源 雑紙　●雨の日は出さない

折り畳み椅子（金属製） 不燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

折り畳み椅子（木製） 可燃 傘（布部分） 可燃

オルガン・電子オルガン・リードオルガン　 いた・スト 傘（番傘） 可燃

オルゴール 不燃 傘（骨部分） 不燃 ●ひもでしばって

オルゴール（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して 傘（洋傘） 不燃 ●ひもでしばって

おろし金（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 画材パレット プラ

おろし金（陶器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 傘立て 不燃

おろし金（プラ製） プラ 傘立て（陶磁器製） 不燃

おわん（陶器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 菓子缶（金属製） 資源 ●中身をきれいにして

おわん（プラ製） プラ 加湿器　 資源 ●電池のあるものは電池を外して

おわん（木製） 可燃 菓子箱（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

温水洗浄機能付便座 不燃 菓子箱（プラ製） プラ

温蔵庫 ✕ 菓子袋 プラ ●中身をきれいにして

温度計（水銀） いた・スト ●市役所地球環境課で預り可 ガスコンロ・ガステーブル・ガスレンジ いた・スト

温度計（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ガスストーブ いた・スト

温度計（電子製・デジタル製） 資源 ●電池のあるものは電池を外して ガス台・ガスレンジ台（木製） たてばやし

温風ヒーター（電気） 資源 カスタネット 可燃

温風ヒーター（灯油） 資源 ●灯油を抜いて ガスボンベ ✕

温冷庫 ✕ ガスレンジマット 可燃

か カーコンポ 資源 カセットコンロ 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

ガーゼ 可燃 コンテナ カセット式ガスボンベ（ガスカートリッジ） 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに

カーテン（布製） 資源 ●雨の日は出さない カセットテープ 可燃

ガーデンフェンス 不燃 カセットデッキ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

ガーデンフェンス（金属製） 不燃 ガソリン ✕

ガーデンフェンス（木製） 可燃 片手鍋 資源

カーテンフック（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる カタログ 資源 ●雨の日は出さない

カーテンフック（金属製以外） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 滑車 不燃

カーテンフック（プラ製） プラ カッターナイフ 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

ガーデンライト 資源 ●電池のあるものは電池を外して カッターの刃 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

カーテンレール いた・スト カット綿 可燃

カード（紙製） 資源
雑紙　●雨の日は出さない
●コーティングしてあるものは可燃へ カップ（陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

カート（金属製） いた・スト カップ麺のふた・容器（紙製） 可燃

カード（プラ製） 可燃 ●クレジットカードは裁断 カップ麺のふた・容器（プラ製） プラ ●汚れを落として

カーナビ 資源 かっぽう着 資源 ●雨の日は出さない

カーペット たてばやし ●電気カーペットはいたくらリサイクルセンターへ かつら（つけ毛） 可燃

カーペット（電気） いた・スト 蚊取り機（電気） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

カーボン紙 可燃 蚊取り機（陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

カーラー（電気） 資源 かなざし 資源

カーラー（プラ製） プラ かなづち 不燃

貝殻 可燃 刈払機 いた・スト

懐中電灯 資源 ●電池のあるものは電池を外して かばん（革・合成皮革） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

かいまき たてばやし かばん（金属製） 資源

カイロ（使い捨て） 可燃 ●冷えた状態にして かばん（布製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

カイロ（ベンジン使用） 不燃 ●中身をきれいにして 画板（木製） 可燃

鏡 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 画鋲 資源 ●危険物と分かるように袋に入れて

鍵 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 花びん（陶器製など） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

家具（木製） たてばやし 掛布団 たてばやし

学習机（木製） たてばやし 釜 資源

学習机（木製と金属の混合） いた・スト 鎌 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

額縁（金属製） 資源 かまぼこ板（プラ製） プラ

額縁（プラ製） プラ ●ガラスを取り外して かまぼこ板（木製） 可燃

額縁（木製） 可燃 ●ガラスを取り外して 紙おしぼり 可燃

掛け時計 資源 ●電池のあるものは電池を外して 紙おむつ 可燃 ●汚物をトイレに流して

カケヤ たてばやし 紙コップ 可燃

かご（木製） 可燃 紙皿 可燃

かご（金属製） 不燃 かみそり 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

かご（プラ製） プラ 紙粘土 可燃

加工用金属板 いた・スト 紙箱 資源 雑紙　●雨の日は出さない



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

紙パック（牛乳・ジュース） 資源 ●雨の日は出さない 木づち 可燃

紙パック（中がアルミ） 可燃 キッチンタイマー 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

紙袋 資源 雑紙　●雨の日は出さない キッチンペーパー 可燃

紙やすり 可燃 キッチンワゴン（金属製） 不燃

ガム 可燃 キッチンワゴン（木製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

ガムシロップ容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして きね　 たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ

ガムテープ（布製） 可燃 木箱 可燃

カメラ 資源 ●電池のあるものは電池を外して 着物 資源 ●雨の日は出さない

蚊帳 可燃 脚立（金属製） 不燃

画用紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない 脚立（木製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

カラーコーン プラ キャットタワー（金属があるもの） 不燃

カラーボックス（木製） 可燃 キャットタワー（金属が無いもの） 可燃

カラオケセット　 資源 ●電池のあるものは電池を外して キャップ（ペットボトル） プラ

ガラス　 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて キャリア　 不燃

ガラス（板ガラス） 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて キャリーバッグ 不燃

ガラス（コップ等食器） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる キャンドル 可燃

ガラス水槽 不燃 急須（金属製） 不燃

ガラステーブル 不燃 急須（陶器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ガラス戸 いた・スト 給湯器 いた・スト

軽石 ✕ 牛乳パック 資源 ●雨の日は出さない

カレンダー（紙） 資源 雑紙　●雨の日は出さない 給油ポンプ（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

カレンダーの金具 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 給油ポンプ（プラ製） プラ

革靴（安全靴を除く） 可燃 教科書 資源 ●雨の日は出さない

革手袋 可燃 鏡台 いた・スト

皮むき器 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて 霧吹き（金属製） 不燃

かわら ✕ 霧吹き（プラ製） プラ

缶（ガソリン携行缶） 資源 ●中身をきれいにして 金魚ばち　 不燃

コンテナ 缶（食物・かんづめ・飲料缶・オイル缶） 資源 ●中身をきれいにして 金庫（耐火金庫・コンクリート） ✕

コンテナ 缶（スプレー缶） 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに 金庫（手提げ金庫） 不燃

缶（ドラム缶） いた・スト く 空気入れ（自転車用） 不燃

缶（塗料缶） 資源 ●中身をきれいにして 空気清浄機　 資源

缶（農薬容器） ✕ クーピー 可燃

管楽器　 不燃 クーラー　 ✕

換気扇 不燃 クーラーボックス（金属あり） 不燃

缶切り 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて クーラーボックス（発泡スチロール） プラ

緩衝材（プラ製） プラ クーラーボックス（プラ製） プラ

緩衝材（プラ製以外） 可燃 くぎ 資源 ●危険物と分かるように袋に入れて

乾燥機（衣類用） ✕ くぎ抜き（バール） 資源

乾燥機（食器用） いた・スト 草 可燃 ●乾燥させて

乾燥機（布団用） 資源 ●電池のあるものは電池を外して 草刈りがま 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

乾燥剤 可燃 草刈り機（家庭用電動） いた・スト

コンテナ かんづめの缶 資源 ●中身をきれいにして くさり 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

コンテナ 乾電池（アルカリ・マンガン） 資源 串（金属製） 資源 ●危険物と分かるように袋に入れて

乾電池（充電式） ✕ 串（木製） 可燃

かんな 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて 櫛・ブラシ（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

感熱紙・感光紙 可燃 櫛・ブラシ（プラ製） プラ

観葉植物　 可燃 櫛・ブラシ（木製） 可燃

観葉植物（大きいもの） たてばやし
●土・砂利は落として
●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理 薬（錠剤・カプセルなど） 可燃

き キーボード（楽器） 資源 ●電池のあるものは電池を外して 薬（錠剤・カプセルなど）の包装シート プラ ●中身をきれいにして

キーボード（パソコン用）　 資源 コンテナ 薬のびん 資源 ●中身をきれいにして

キーホルダー（金属製・陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 薬のプラ容器 プラ

キーホルダー（複合素材） 可燃 果物用ネット プラ

ギター（木製・アコースティック） 不燃 口紅の容器（金属製） 不燃 ●中身をきれいにして袋に入れて

ギターケース（ソフト） 可燃 口紅の容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

ギターケース（ハード） 不燃 靴（革靴） 可燃

靴（スニーカー） 可燃

靴（スパイク） 不燃 ●金具がついていなければ可燃へ



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

靴（長靴） 可燃 ケース（金属製） 不燃

靴（布地） 可燃 ケース（プラ製） プラ

靴（ブーツ） 可燃 ケーブル（延長コード） 不燃

クッキングタイマー 不燃 ●電池のあるものは電池を外して ゲーム機（本体） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

クッキングヒーター いた・スト ゲームソフト（ＣＤ・ＤＶＤ） プラ

靴下 可燃 ゲームソフト（カセット） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

クッション 可燃 毛皮製品 可燃

靴墨のチューブ（金属製） 不燃 ●中身をきれいにして袋に入れて 劇物 ✕

靴墨のチューブ（プラ製） 可燃 消しゴム 可燃

靴の中敷き 可燃 化粧びん 資源 ●中身をきれいにして

靴べら（プラ製） プラ 化粧びん（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

靴べら（木製） 可燃 化粧ポーチ（布製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

首輪（皮革製品等） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ げた 可燃

首輪（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる げた箱（鉄製・プラ製等） いた・スト

熊手(金属製) 不燃 げた箱（木製） たてばやし

熊手(プラ製) プラ 血圧計（ガラス製） 不燃

熊手(木製) 可燃 血圧計（水銀製） いた・スト ●市役所地球環境課で預り可

グラス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 血圧計（電子製） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

クラフトテープ（紙製） 可燃 ケトル（金属製） 資源

グランドゴルフのクラブ（木製） 可燃 ケトル（電子・電気） 資源

グランドゴルフのクラブ（木製以外） 不燃 毛抜き 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

クリアケース　 プラ けん引ロープ（プラ製） プラ

クリアファイル プラ 弦楽器　 不燃

クリーニングの袋 プラ 玄関マット（金属製　室外用） 不燃

クリスタルガラス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 玄関マット（布製　室内用） 可燃

クリスマスツリー（電球） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 健康器具 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

クリスマスツリー（本体） 不燃 剣山 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて

クリップ 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 建築廃材 ✕

グリル鍋 資源 剣道用具（こて） 可燃

車いす いた・スト 剣道用具（竹刀） 可燃

車のおもちゃ（乗り物金属製） いた・スト ●電池のあるものは電池を外して 剣道用具（胴着） 可燃

クレヨン 可燃 剣道用具（面） 不燃

グロー球 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 鍵盤ハーモニカ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

グローブ 可燃 こ 碁石 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

クロス（壁紙） 可燃 こいのぼり　 可燃 ●良品は観光協会へ寄付（吹流し✕）

クロス（布製） 資源 ●雨の日は出さない こいのぼりポール いた・スト

クロス（プラ製） プラ 工具箱（金属製） 資源

くわ 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて 工具箱（プラ製） プラ

軍手 可燃 小枝　 可燃 ●直径3㎝・長さ40㎝以内　ひもでしばる

け 蛍光管 市・公 ゴーグル（ガラス製レンズ） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

蛍光ペン 可燃 ゴーグル（プラ製レンズ） プラ

計算機 資源 ●電池のあるものは電池を外して コースター（紙、布、木材） 可燃

軽自動車 ✕ コースター（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

携帯音楽プレーヤー 資源 ●電池のあるものは電池を外して コースター（金属） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

携帯情報端末 資源 ●電池のあるものは電池を外して コースター（珪藻土） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

携帯電話 資源 ●できるだけ販売店へ コースター（プラ製） プラ

携帯電話の充電器 資源 ●充電器のものは一般社団法人JBRCリサイクル協力店へ コート 資源 ●雨の日は出さない

携帯ラジオ 資源 ●電池のあるものは電池を外して コード（テーブルタップ） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

毛糸 可燃 コート掛け（フック） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

軽油　 ✕ コート掛けスタンド（金属製・プラ製） いた・スト

計量カップ（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる コート掛けスタンド（木製） たてばやし

計量カップ（金属製） 資源 コードリール 不燃

計量カップ（プラ製） プラ コーヒーがら 可燃

計量器　調理用電動式 資源 ●電池のあるものは電池を外して コンテナ コーヒー缶 資源 ●中身をきれいにして

ケージ（動物用おり　プラ製） プラ コンテナ コーヒーびん 資源 ●中身をきれいにして

ケージ（動物用おり　金属製） 不燃 コーヒーびんのふた（プラ製） プラ

ケース（革製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ コーヒーフィルター(紙製) 可燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

コーヒーフィルター(金属製) 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる サイドボード（木製） たてばやし

コーヒーメーカー 資源 財布 可燃

ござ 可燃 材木類 ✕

こし器（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる サインペン 可燃

こし器（プラ製） プラ 竿 いた・スト

こたつ（板） たてばやし 作業着 資源 ●雨の日は出さない

こたつ（本体） いた・スト 作業用台車 不燃

こたつ一式（木製・プラ製電熱器付） いた・スト コンテナ 酒（一升びん） 資源 ●中身をきれいにして

こたつふとん たてばやし 酒（紙パック） 資源 ●雨の日は出さない

コップ（紙製） 可燃 コンテナ 酒（缶） 資源 ●中身をきれいにして

コップ（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 酒（中がアルミのパック） 可燃

コップ（プラ製） プラ コンテナ 酒（ペットボトル） 資源 ●中をきれいにし、ラベル・キャップをはずし、つぶす

コップ（陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる コンテナ 酒（ワンカップ） 資源 ●中身をきれいにして

コップ洗い（ブラシ） 可燃 笹 可燃

コンテナ コップ型のびん（日本酒などの） 資源 ●中身をきれいにして 座卓 たてばやし

琴（金具付き） いた・スト サッカーボール 可燃

琴（金具なし） たてばやし 雑誌 資源 ●雨の日は出さない

子供遊具（木製） 可燃 コンテナ 殺虫剤のスプレー缶 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに

子供遊具（金属製） 不燃 ざぶとん 可燃

子供遊具（プラ製） プラ 皿（紙製） 可燃

子供用自転車 いた・スト 皿（ガラス・陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

粉ミルクの缶 資源 ●中身をきれいにして 皿（金属製） 資源

小鉢 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 皿（プラ製） プラ

碁盤　 可燃 皿（木製） 可燃

コピー機（家庭用） 資源 サラダ油 市・公

コピー用紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない ざる（金属製） 資源

呉服 資源 ●雨の日は出さない ざる（竹製・木製） 可燃

ごみ取りハンドモップ 可燃 ざる（プラ製） プラ

ごみ箱（金属製） 資源 三角コーナー（金属製） 資源

ごみ箱（プラ製） プラ 三角コーナー（プラ製） プラ

ゴム手袋 可燃 三脚　 不燃

ゴム長靴 可燃 三脚（金属製） 不燃

ゴムホース 可燃 三脚（プラ製） プラ

米びつ（金属製） 不燃 サングラス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

コルク栓 可燃 酸素ボンベ ✕

コルク抜き 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて サンダル 可燃

コルクボード 可燃 サンドペーパー 可燃

ゴルフクラブ いた・スト 残飯 可燃

ゴルフバッグ いた・スト 三輪自転車 いた・スト

ゴルフボール 可燃 三輪車（子供用遊具） 不燃

ゴルフ用具一式（ボール・グローブ・ヘッドカバー除く） いた・スト し ＣＳチューナー 資源

コンクリート・コンクリート製品（ガラ） ✕ シーツ 資源 ●雨の日は出さない

コンセント 不燃 ＣＤ（ケースを含む） プラ

コンテナボックス（プラ製） プラ ＣＤプレーヤー 資源 ●電池のあるものは電池を外して

コンパス 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて ＣＤラジカセ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

コンパネ（ベニヤ板） たてばやし シート（レジャーシート・ブルーシート） プラ

コンビニ弁当の容器 プラ シール 可燃

コンプレッサー（家庭用） いた・スト ジーンズ 資源 ●雨の日は出さない

コンポ　 資源 シェーバー 資源 ●電池のあるものは電池を外して

梱包材（プラ製） プラ 敷布団 たてばやし

コンポスト容器 いた・スト 磁気マットレス いた・スト

コンポのスピーカー 資源 磁石 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

コンロ 不燃 辞書 資源 ●雨の日は出さない

さ サーキュレーター　 資源 辞書（電子） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

サーフボード たてばやし 下着 可燃

サイクリングマシーン（サイクルマシーン） いた・スト 下敷（紙製） 可燃

座いす　 不燃 ●木製は可燃へ 下敷（書道用） 可燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

下敷（プラ製） プラ 将棋盤　 可燃

しちりん 不燃 将棋盤（プラ製） プラ

室外機（家庭用） ✕ 焼却炉（家庭用） いた・スト

湿気取り器（使い捨て） プラ ●中身をきれいにして 障子 たてばやし

室内用アンテナ 不燃 障子（ガラス付き） いた・スト

室内用物干し（つっぱり棒） 不燃 消臭剤の容器 プラ

湿布 可燃 浄水器 不燃

辞典 資源 ●雨の日は出さない 浄水器（電気以外） 不燃

自転車 いた・スト 浄水器フィルター（カートリッジ） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

自動車シート（座席） ✕ 錠前・鍵 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

自動車部品　 ✕ 照明器具 資源 ●蛍光管は公民館等へ

竹刀 可燃 醤油さし（陶器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

芝 可燃 ●乾燥させて コンテナ 醤油さし（ビン） 資源 ●中身をきれいにして

芝（草）焼きバーナー（家庭用） いた・スト 醤油さし（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

芝刈り機（家庭用） いた・スト じょうろ（金属製） 資源

ジャー炊飯器 資源 じょうろ（プラ製） プラ

シャープペンシル（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 食品トレイ（プラスチック製容器包装） プラ ●中身をきれいにして

シャープペンシル（プラ製） 可燃 コンテナ 食用油の缶 資源 ●中身をきれいにして

シャープペンシルの芯のケース（プラ製） プラ コンテナ 食用油のびん 資源 ●中身をきれいにして

蛇口 資源 食用油のプラスチックボトル プラ ●中身をきれいにして

尺八 可燃 コンテナ 食用油の容器のふた（金属製） 資源

写真 可燃 食用油の容器のふた（プラ製） プラ

ジャッキ 不燃 食用油 市役所 公民館 ●動物性油は布や紙に染み込ませて可燃へ

シャッター ✕ コンテナ 除光液容器（ガラス製） 資源 ●中身をきれいにして

シャベル（金属製） 資源 除光液容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

シャベル（プラ製） プラ 除湿器　 資源

三味線 不燃 除湿剤 可燃

コンテナ ジャムのふた（金属製） 資源 書棚（木製） たてばやし

ジャムのふた（プラ製） プラ 食器（ガラス・陶磁器） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

コンテナ ジャムの容器（びん） 資源 ●中身をきれいにして 食器（金属製） 資源

ジャムの容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして 食器（プラ製） プラ

砂利　 ✕ 食器（木製） 可燃

車両用ルーフボックス いた・スト 食器洗い乾燥機　 資源

ジャングルジム（子供用遊具） いた・スト 食器棚　 不燃

シャンデリア 不燃 食器棚（木製） たてばやし

シャンプー（詰め替え済容器） プラ ●中身をきれいにして シルバーカー 不燃

シャンプードレッサー いた・スト シンク(流し台) いた・スト

シャンプーハット 可燃 シングルベッド（金属製） いた・スト

シャンプーボトル（容器） プラ ●中身をきれいにして シングルベッド（木製） たてばやし

週刊誌 資源 ●雨の日は出さない 人工芝（ゴム付き） 可燃

ジューサー 資源 人工芝（プラ製） プラ

コンテナ ジュースの缶 資源 ●中身をきれいにして シンナー　 ✕

コンテナ ジュースのびん 資源 ●中身をきれいにして 新聞紙 資源 ●雨の日は出さない

じゅうたん たてばやし す 吸い殻 可燃

充電器（家庭用） 資源 水槽（ガラス製） 不燃

充電式電池（リチウム・ニカドなど） ✕ 水槽（プラ製） プラ

柔軟剤容器 プラ ●中身をきれいにして 水中ポンプ（屋内用） 不燃

収納ケース（プラ製） プラ 水中メガネ（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ジュラルミンケース　 不燃 水中メガネ（プラ製） 可燃

シュレッダー（手動） 不燃 水筒（ガラス製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

シュレッダー（電動家庭用） いた・スト 水筒（金属製） 資源

シュレッダーにかけた紙 資源
●雨の日は出さない　●飛散しないように
ビニール袋または紙袋・段ボールに入れる 炊飯器 資源

消火器　 ✕ 炊飯器（ガス） 資源

定規（金属製） 資源 スーツ 資源 ●雨の日は出さない

定規（木製・竹製） 可燃 スーツケース いた・スト

将棋駒（プラ製） プラ スカート 資源 ●雨の日は出さない

将棋駒（木製） 可燃 姿見 いた・スト



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

スキー板 いた・スト スライサー（手動） 不燃

スキーウェア 資源 ●雨の日は出さない スライサー（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

スキーキャリア（ハンガー） 不燃 スラックス 資源 ●雨の日は出さない

スキーケース 可燃 すりこぎ棒 可燃

スキーストック いた・スト スリッパ 可燃

スキーブーツ 不燃 すり鉢 不燃

スキー用具（一式・板・ストック単品） いた・スト スレート ✕

スキャナー 資源 せ 製氷機 資源

スケート靴 不燃 ●危険物と分かるように袋に入れて 製氷皿 プラ

スケートボード 不燃 制服 資源 ●雨の日は出さない

スケール（金属製） 資源 生理用品 可燃

スケール（プラ製） プラ セーター 資源 ●雨の日は出さない

スコップ 資源 セーム皮 可燃

スコップ（プラ製） プラ 石油ストーブ いた・スト
●石油を抜いて
●電池を外して

寿司桶 可燃 せっけん 可燃

すずり 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 石膏ボード ✕

すだれ　 可燃 せともの 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

スタンド照明器 資源 ●電池のあるものは電池を外して 背広 資源 ●雨の日は出さない

スタンドミラー（鏡台） いた・スト ゼリー状の飲料の袋 プラ ●中身をきれいにして

スタンプ台 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる セロファン(梱包用） 可燃

スチール家具 いた・スト セロファンテープ 可燃

コンテナ スチール缶（飲料・食品用） 資源 ●中身をきれいにして 洗剤の計量カップ・スプーン（プラ製） プラ

スチール棚 いた・スト 洗剤の容器（紙製） 資源
雑紙　●雨の日は出さない
●匂いが付いたものは可燃へ

スチールホイール ✕ 洗剤の容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

スチロールトレイ プラ 洗車ブラシ（プラ製） プラ

ステッキ(木製） 可燃 洗浄ブラシ（プラ製） プラ

ステッキ（木製以外） 不燃 洗濯かご（プラ製） プラ

ステレオ　 資源 洗濯かご（木製） 可燃

ストーブ（電気） 資源 洗濯機　 ✕

ストーブ（灯油） いた・スト
●灯油を抜いて
●電池を外して 洗濯棚（金属製・プラ製） いた・スト

ストッキング 可燃 洗濯棚（木製） たてばやし

ストロー（紙製） 可燃 洗濯ネット 可燃

ストロー（プラ製） プラ 洗濯ばさみ（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

砂（ペットのトイレ） ✕ 洗濯ばさみ（プラ製） プラ ●金属類は取り外して不燃へ

スナック菓子などの袋 プラ 洗濯ブラシ（プラ製） プラ

砂時計 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 洗濯ブラシ（木製） 可燃

スニーカー 可燃 剪定バサミ 資源 ●危険物と分かるよう袋に入れる

スノーボード（板） いた・スト 栓抜き 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

スノーボード（靴） 可燃 扇風機 資源

すのこ　 可燃 洗面器（金属製） 資源

スパイクシューズ（金属付き） 不燃 洗面器（プラ製） プラ

スパナ（工具類） 資源 洗面化粧台 いた・スト

スピーカー　 資源 そ 造花（紙製・布製） 可燃

スプーン（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 造花（プラ製） プラ

スプーン（プラ製） プラ 双眼鏡 不燃

スプーン（木製） 可燃 ぞうきん 可燃

スプリング 不燃 掃除機 資源

スプリングマットレス いた・スト 掃除機の紙パック 可燃

コンテナ スプレー缶 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに ぞうり 可燃

スプレー缶のキャップ（プラ製） プラ コンテナ ソース容器（びん） 資源 ●中身をきれいにして

すべり台（子供用遊具） いた・スト ソース容器（プラ製） プラ ●中身をきれいにして

スポンジ 可燃 ソーラーシステム　 ✕

スポンジマットレス（マットレス） たてばやし ソファー（スプリング製） いた・スト

ズボンプレッサー いた・スト ソファー（スポンジのみ） たてばやし

スマートフォン 資源 ソファーベッド いた・スト

スマートフォンの充電器 資源 そり（プラ製） プラ

炭 可燃 そろばん 可燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

た 体温計（水銀製） いた・スト ●市役所地球環境課で預り可 単行本 資源 ●雨の日は出さない

体温計（電子体温計） 資源 ●電池のあるものは電池を外して たんす（スチール製・プラ製・金属あり） いた・スト

耐火金庫　 ✕ たんす（木製・金属なし） たてばやし

太鼓（木製） 可燃 タンバリン 不燃

太鼓（金属あり） 不燃 ダンベル（鉄アレイ） 資源

台車 不燃 ダンボール 資源 ●雨の日は出さない

体重計（アナログ製） 不燃 ち チェーン（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

体重計（電子・ヘルスメーター） 資源 ●電池のあるものは電池を外して チェーン（ゴム製・プラ製） 可燃

大正琴 不燃 チェーン（自転車用） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

体操着 資源 ●雨の日は出さない チェーン（自動車用） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

台所ごみ（堆肥化） 可燃 チェーンソー いた・スト

台所ごみ（生ごみ） 可燃 チェスト（プラ製） いた・スト

耐熱ガラス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる チェスト（木製） たてばやし

タイヤ（一輪車・自転車など） たてばやし
●ゴム(チューブ)のみは「たてばやし」
　ホイールは「いた・スト」 地球儀 不燃

タイヤ（自動車用） ✕ 地図 資源 雑紙　●雨の日は出さない

タイヤチェーン（金属製） 資源 チャイルドシート（自動車用品） 不燃

タイヤチェーン（ゴム・プラ製） 可燃 茶殻 可燃

タイヤのホイール　 ✕ 茶殻入れ（金属製） 資源

タイヤのホイールキャップ 不燃 茶殻入れ（木製） 可燃

太陽光パネル ✕ 茶こし（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

太陽熱温水器 ✕ 茶ダンス（ガラスつき） いた・スト

タイル　 ✕ 茶ダンス（木製） たてばやし

ダイレクトメール（紙製） 資源
雑紙　●雨の日は出さない
●コーティングしてあるものは可燃へ チャッカマン 不燃 ●中身をきれいにして袋に入れる

田植機　 ✕ 茶筒（金属製） 資源

ダウンジャケット 資源 ●雨の日は出さない 茶筒（プラ製） プラ

タオル 資源 ●雨の日は出さない 茶筒（木製） 可燃

タオルケット 資源 ●雨の日は出さない 茶箱 いた・スト

卓上カレンダー 資源 雑紙　●雨の日は出さない 茶わん（陶磁器製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

卓上コンロ 不燃 ●カセットボンベをはずして　 茶わん（プラ製） プラ

卓上ミシン（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して 中華鍋 資源

竹　 可燃 ●直径3㎝・長さ40㎝以内　ひもでしばる 注射器（在宅医療用） ✕

竹（40ｃｍ以上） たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ チューナー（オーディオ） 資源

竹ぼうき　 可燃 ●短く切って チューブ類 プラ
●中身をきれいにして
●汚れが落ちないものは可燃へ

畳（材質は問わない） たてばやし ●できるだけ交換時に販売店へ 彫刻刀 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

多段式プラスチックケース　 プラ ちょうちん 可燃

裁ち板（木製） たてばやし コンテナ 調味料のびん 資源 ●中身をきれいにして

脱衣かご（プラ製） プラ チラシ 資源 雑紙　●雨の日は出さない

脱衣かご（木製・竹製） 可燃 ちり紙 可燃

卓球台 いた・スト ちりとり（金属製） 資源

卓球ラケット 可燃 ちりとり（プラ製） プラ

脱脂綿 可燃 つ ついたて（金属） いた・スト

脱臭剤の容器 プラ ●中身をきれいにして ついたて（木製） たてばやし

タッパー プラ つえ（鉄製等） 不燃

楯（木製） 可燃 つえ（木製） 可燃

楯（木製以外） 不燃 使い捨てカイロ 可燃 ●冷えた状態にして

タバコの銀紙・吸殻 可燃 使い捨てカメラ 不燃

タバコの箱 資源 雑紙　●雨の日は出さない 使い捨てライター　 不燃 ●中身をきれいにして袋に入れる

タバコのフィルム プラ 机（スチール製） 不燃

タブレット 資源 ●できるだけ販売店へ 机（木製） 可燃

卵の殻 可燃 つけ毛 可燃

卵パック プラ 漬物石　 ✕

玉ねぎネット プラ 漬物樽（プラ製） プラ

たらい・おけ（金属製） 資源 漬物樽（木製） たてばやし

たらい・おけ（プラ製） プラ 土　 ✕

たらい・おけ（木製） 可燃 つっぱり棒・棚（金属製） 不燃

たわし（金属） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる つっぱり棒・棚（プラスチック製） プラ

たわし（天然素材） 可燃 つまようじ 可燃

たわし（プラ製） プラ



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

積み木 可燃 電気かみそり 資源 ●電池のあるものは電池を外して

詰め替え用容器など（プラ製） プラ ●中身をきれいにして 電気コード 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

つめ切り 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 電気こたつ　 いた・スト

釣り道具（糸） 可燃 電気コンロ　 資源

釣り道具（さお） 不燃 電気シェーバー　 資源 ●電池のあるものは電池を外して

釣り道具（針） 資源 ●危険物と分かるよう袋に入れる 電気スタンド 資源 ●電池のあるものは電池を外して

釣り道具（リール） 不燃 電気ストーブ　 資源

釣り道具（ルアー）金属製 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる 電気ドリル・のこぎり いた・スト

釣り道具（ルアー）金属製以外 可燃 電気バリカン 資源 ●電池のあるものは電池を外して

つるはし 不燃 電気ひげそり 資源 ●電池のあるものは電池を外して

て Ｔ字カミソリ 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる 電気ポット 資源

ＤＶＤ（ケースを含む） プラ 電気毛布 いた・スト

ＤＶＤプレイヤー 資源 ●電池のあるものは電池を外して 電球（白熱電球・電球型蛍光管）　 市・公

ティッシュペーパー 可燃 電子オルガン いた・スト

ティッシュペーパー（紙箱） 資源 雑紙　●雨の日は出さない 電子楽器 資源 ●電池のあるものは電池を外して

テープ（カセット） 可燃 電子ゲーム機（携帯ゲーム機） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

テープ（ビデオ） 可燃 電子辞書（電子手帳） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

テーブル（金属製） 不燃 電磁調理器　 資源

テーブル（スチール製等） 不燃 電子時計・電気時計 資源 ●電池のあるものは電池を外して

テーブル（プラ製） プラ 電子ピアノ　 いた・スト ●電池のあるものは電池を外して

テーブル（木製） 可燃 電子レンジ　 資源

テーブルクロス（布製） 資源 ●雨の日は出さない 電子レンジ台（木製） たてばやし

テーブルクロス（ビニル製） 可燃 天体望遠鏡 いた・スト

テープレコーダー 資源 電卓 資源 ●電池のあるものは電池を外して

手おけ（金属製） 資源 電池（乾電池・ボタン電池） 資源

手おけ（プラ製） プラ 電池（ニッケル・カドミウム蓄電池・リチウム電池） ✕

手おけ（木製） 可燃 テント いた・スト

手押し車（シルバーカー） いた・スト テント（布類） たてばやし

手紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない 電動車椅子 ✕

手提げ金庫 不燃 電動式吸入器 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

手提げ袋（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない 電動自転車　 いた・スト

手提げ袋（布製） 資源 ●雨の日は出さない 電動自動車のバッテリーのみ ✕

手提げ袋（ポリ袋） プラ 電動ドリル 不燃 ●電池のあるものは電池を外して

デジタルカメラ 資源 ●電池のあるものは電池を外して 電動歯ブラシ　 資源
●電池のあるものは電池を外して
●ブラシ部分は燃やせるごみへ

手帳 資源 雑紙　●雨の日は出さない 天ぷら油 市・公

鉄アレイ（ダンベル） 資源 天ぷら油容器 プラ ●中身をきれいにして

鉄板　 資源 天ぷらガード（アルミ製・金属製） 資源

鉄柵類　 いた・スト 電話機 資源

鉄パイプ　　 資源 電話台（金属製） いた・スト

テニスボール 可燃 電話台（木製） たてばやし

テニスラケット（アルミ製・金属製） 不燃 電話帳 資源 ●雨の日は出さない

テニスラケット（木製・カーボン製） 可燃 と 砥石　 ✕

手拭い 資源 ●雨の日は出さない トイレ（陶器） いた・スト

手袋（革製） 可燃 トイレットペーパーの芯 資源 雑紙　●雨の日は出さない

手袋（布製） 資源 ●雨の日は出さない 投網　 不燃

手袋（プラ製） プラ 籐いす たてばやし

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） ✕ 陶磁器 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

テレビアンテナ（屋外用） いた・スト 籐製品 たてばやし

テレビアンテナ（室内用） 資源 頭部マネキン たてばやし

テレビゲーム機 資源 ●電池のあるものは電池を外して 灯油　 ✕

テレビ台 いた・スト トースター 資源

テレビ台（木製） たてばやし 時計 資源 ●電池のあるものは電池を外して

テレホンカード プラ 時計（ゼンマイ） 不燃

電気あんか 資源 時計（電動） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

電器温水器　 ✕ 時計（柱・はと・電池式） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

電気カーペット いた・スト トタン（金属製）　 資源

電気釜 資源 トタン（樹脂製） たてばやし



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

どてら（かいまき） たてばやし 粘土 可燃

土鍋 不燃 の 農機具　 ✕

ドライバー（工具類） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 農業用資材　 ✕

ドライヤー 資源 農業用ビニール　 ✕

ドラム（楽器） いた・スト 農薬　 ✕

ドラム缶　 いた・スト ノート 資源 ●雨の日は出さない

トランシーバー 資源 ●電池のあるものは電池を外して ノートパソコン ✕

トランペット 不燃 ノギス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

鳥かご　 不燃 のこぎり 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

塗料缶　 資源 ●中身をきれいにして ノズル（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

トレイ（プラ製） プラ ●中身をきれいにして 飲み薬容器 プラ

トレイ（木製） 可燃 海苔の缶 資源 ●中身をきれいにして

ドレッサー いた・スト コンテナ 海苔のびん 資源 ●中身をきれいにして

トロフィー 不燃 海苔の袋 プラ

な ナイフ 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる は パークゴルフのクラブ（金属製） 不燃

ナイロンたわし プラ パークゴルフのクラブ（木製） 可燃

苗用トレイ　　 プラ ハードディスク 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

苗用ビニールポット 可燃 ●土・砂利は落として バーベキューコンロ いた・スト

長靴 可燃 バーベル いた・スト

流し台（アルミ製） いた・スト ハーモニカ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

流し台（金属製） いた・スト 灰　 不燃 ●袋に「灰」と書いて

ナタ 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる バイク　 ✕

ナット・ボルト 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 廃材　 ✕

納豆容器（プラ製） プラ ●汚れが落ちないものは可燃へ 廃食油 市・公 ●動物性(油)は布や紙に染み込ませて可燃へ

鍋（金属製） 資源 蝿帳 たてばやし

鍋（陶磁器製） 不燃 パイプ 不燃

生ごみ 可燃 パイプ椅子 いた・スト

生ごみ（堆肥化） 可燃 パイプハンガー いた・スト

生ごみ処理機（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して パイプベッド いた・スト

生ごみ処理機（電動以外・プラ製） プラ 廃油（カーオイル） ✕

鉛 ✕ 廃油（燃料） ✕

波板（塩ビ・ポリカーボネード・グラスファイバー） たてばやし バインダー（紙製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

波板（鉄板・ガルバリウム） いた・スト バインダー（プラ製） プラ ●金属類は取り外して不燃へ

縄跳び紐（布製・プラ・ビニール製） 可燃 ハエたたき（金属製） 不燃

に 二段ベッド（スチール製等） いた・スト ハエたたき（プラ製） プラ

二段ベッド（木製） たてばやし ハエたたき（木製） 可燃

入浴剤の缶 資源 ●中身をきれいにして はがき 資源 雑紙　●雨の日は出さない

庭池（プラ製） たてばやし はかり（金属製） 資源

庭木　 可燃 ●直径3㎝・長さ40㎝以内　ひもでしばる はかり（農業用） ✕

庭木（４０ｃｍ以上） たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ はかり（プラ製） プラ

人形 可燃 はく製　 可燃

人形ケース（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ハケ（塗装用） 可燃

人形ケース（プラ製） プラ バケツ（金属製） 資源

ぬ ぬいぐるみ 可燃 バケツ（プラ製） プラ

縫い針 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる はさみ 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

布 資源 ●雨の日は出さない 箸（プラ製） プラ

ね ネガフィルム プラ 箸（木製） 可燃

ネクタイ 資源 ●雨の日は出さない はしご（金属製） 不燃

ネクタイピン 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる はしご（木製） 可燃

ねじ 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる バスケット（金属製） 資源

ネックレス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる バスケット（プラ製） プラ

熱さまし用シート 可燃 バスケット（木製・竹製・籐製） 可燃

ネット（金属製） 資源 バスタオル 資源 ●雨の日は出さない

ネット（プラ製） プラ バスマット（珪藻土） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ネットパーテーション いた・スト バスマット（布製・ゴム製） 可燃

ネットパネル いた・スト パソコン（一式・デスクトップ・ノート） ✕

寝袋 可燃 パソコン（その他周辺機器） 資源



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

パソコン用モニター　 ✕ ビールケース プラ

パソコンラック いた・スト コンテナ ビールびん　 資源 ●中身をきれいにして

ハタキ 可燃 コンテナ ビールびんのふた 資源

鉢受け皿（プラ製） プラ ひげそり（Ｔ字） 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

パック（総菜用） プラ ひげそり（電動式） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

バッグ（布・革・合成皮革） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ ひげそり（刃） 資源 ●危険物と分かるよう袋に入れる

バッテリー（小型充電式電池） ✕ ビデオカメラ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

バッテリー（自動車・バイク等） ✕ ビデオテープ 可燃

発電機（携帯用） いた・スト ビデオデッキ 資源

バット（金属製） 資源 ひな段（金属製） いた・スト

バット（プラ製） プラ ひな段（木製） たてばやし

バット（木製） 可燃 ひな人形 可燃

発泡スチロール（トレイ） プラ ●中身をきれいにして ひな人形セット いた・スト

バドミントンの羽 可燃 ビニールクロス 可燃

バドミントンのラケット 不燃 ビニールシート・マット 可燃

バトン（金属製） 不燃 ビニールテープ 可燃

バトン（プラ製） プラ ビニール手袋 可燃

花火 可燃 ●使い切ってから ビニールハウス ✕ ●農業で使用したものは産業廃棄物処理業者へ

パネルヒーター いた・スト ビニールひも プラ

パフ（化粧用） 可燃 ビニールプール 可燃 ●たたんで

歯ブラシ プラ ビニール袋 プラ

歯ブラシ（電動） 不燃 ●電池のあるものは電池を外して 火ばさみ 資源

歯磨き粉チューブ プラ ●中身をきれいにして ひも（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

刃物 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる ひも（プラ製） プラ

パラソル　 不燃 百科事典（紙箱） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

針（裁縫用・つり用） 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる 百科事典（辞典） 資源 ●雨の日は出さない

針金 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる ヒューズ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

バリカン（電動） 資源 ●電池のあるものは電池を外して 肥料　 ✕

ハロゲンヒーター いた・スト 肥料袋（紙製） 可燃

ハンガー（金属製） 不燃 肥料袋（プラ製） プラ ●農業で使用したものは産業廃棄物

ハンガー（プラ製） プラ コンテナ びん（飲食料品・化粧品・医薬品） 資源 ●中身をきれいにして

ハンガー（木製） 可燃 ピン（髪用・ヘアピン） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

ハンカチ 資源 ●雨の日は出さない びん（割れ） 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

飯ごう 資源 ピンセット 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

半紙 可燃 便せん 資源 雑紙　●雨の日は出さない

バンソウコウ 可燃 ふ ファイル（紙） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

ハンダゴテ 不燃 ファイル（金属あり） 不燃

パンチ（穴あけ） 不燃 ファイル（プラ製） プラ ●金属類は取り外して不燃へ

ハンテン たてばやし ファックス（家庭用） 資源

ハンドクリーナー 資源 ●電池のあるものは電池を外して ファックス用紙（感熱紙） 可燃

ハンドミキサー 資源 ●電池のあるものは電池を外して ファックス用紙（普通紙） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

パンプス 可燃 ファンヒーター いた・スト ●灯油を抜いて

パンフレット 資源 雑紙　●雨の日は出さない フィルム（ネガ） プラ

ハンマー（金属製） 不燃 フィルムカメラ 資源

ハンマー（木製） 可燃 フィルムケース プラ

ハンモック（金属あり） 不燃 ブースターケーブル（自動車用品） 資源

ハンモック（木製） 可燃 風船 可燃

パン焼き機 資源 ブーツ 可燃

ひ ピアニカ 不燃 封筒 資源
雑紙　●雨の日は出さない
●紙製ではない窓は取り外して

ピアノ　 ✕ フードカッター・プロセッサー（手動） 資源

ＰＨＳ 資源 ●できるだけ販売店へ フードカッター・プロセッサー（電動） 資源

ＢＳアンテナ 不燃 プール（幼児用） 可燃

ＢＳチューナー 資源 フォーク（木製） 可燃

ビーズクッション たてばやし フォーク（金属製） 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

ビー玉 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる フォーク（プラ製） プラ

ビーチパラソル　 不燃 ふきん 可燃

ビーチボール 可燃 服 資源 ●雨の日は出さない

コンテナ ビール缶 資源 ●中身をきれいにして



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を
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ふすま たてばやし ●出来るだけ交換時に施工業者　販売店へ 風呂いす（木製） 可燃

ふせん紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない 風呂ふた（木製） 可燃

ふた（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない 風呂ふた（プラ製） 可燃

ふた（金属製） 資源 風呂マット 可燃

ふた（プラ製） プラ 文鎮（金属製） 資源

仏具　 ✕ 文机（木製） たてばやし

ブックエンド（金属製） 不燃 分配器 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ブックエンド（プラ製） プラ 噴霧器（金属製） いた・スト

ブックカバー（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない 噴霧器（プラ製） いた・スト

ブックカバー（布製） 資源 ●雨の日は出さない へ ヘアーアイロン 資源

ブックカバー（プラ製） プラ コンテナ ヘアースプレー 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに

筆 可燃 ヘアースプレーのキャップ・ふた（プラ製） プラ

筆箱（金属製） 資源 ヘアードライヤー 資源

筆箱（布製） 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ ヘアーブラシ 可燃

筆箱（プラ製） プラ ヘアピン 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

布団 たてばやし ペーパーナイフ（金属製） 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

布団カバー 資源 ●雨の日は出さない ペーパーナイフ（プラ製） プラ

布団乾燥機 資源 ベッド（金属製） いた・スト

布団たたき（プラ製） プラ ベッド（木製） たてばやし

布団たたき（木製） 可燃 ペットシート 可燃

布団袋 可燃 ペットの檻（ケージ金属製） 不燃

フライ返し（金属製） 資源 ペットの檻（ケージプラ製） プラ

フライ返し（プラ製） プラ ペットの小屋（金属製） いた・スト

フライパン 資源 ペットの小屋（プラ製） プラ

ブラインド（金属製） 不燃 ペットの小屋（木製） たてばやし

ブラインド（プラ製） たてばやし ペットの死体 ✕

プラグ・ジャック 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ペットのトイレ（紙製） 可燃 ●汚物をトイレに流して

ぶら下がり健康器 いた・スト ペットのトイレ（シリカゲル製） 可燃 ●汚物をトイレに流して

ブラシ（プラ製） プラ ペットのトイレ（砂状） 可燃 ●汚物をトイレに流して

ブラシ（木製） 可燃 ペットのトイレ（プラ製） 可燃 ●汚物をトイレに流して

プラスチックカップ プラ ペットのトイレの砂（紙加工品） 可燃

プラスチックケース プラ ペットのトイレの砂（天然の砂） ✕

プラスチックボトル（ペットボトル以外） プラ ペットの糞 たてばやし

プラズマテレビ　 ✕ ペットバスケット（籐製） 可燃

フラフープ プラ ペットバスケット（プラ製） プラ

プラモデル プラ ペットフード 可燃

フラワースタンド いた・スト コンテナ ペットボトル 資源 ●中をきれいにし、ラベル・キャップをはずし、つぶす

ブランコ（子供用遊具） いた・スト ペットボトルのふた（プラ製） プラ

プランター（陶製） 不燃 ペットボトルのラベル（プラ製） プラ

プランター（プラ製） プラ ●土・砂利は落として ヘッドホン 不燃

プランター（木製） たてばやし ヘッドホンステレオ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

フリーザー　 ✕ ベッドマット いた・スト

プリンター　 資源 ベッドマットレス（スプリング製） いた・スト

プリン容器 プラ ベッドマットレス（スポンジのみ） たてばやし

ブルーシート プラ ●汚れが落ちないものは可燃へ ベニヤ板　 可燃

古着 資源 ●雨の日は出さない ベビーカー　 不燃

古本 資源 ●雨の日は出さない ベビーダンス（金属製） いた・スト

プレーヤー（オーディオ） 資源 ベビーダンス（木製） たてばやし

風呂いす（プラ製） プラ ベビーバス　 プラ

風呂釜　 ✕ ベビー服 資源 ●雨の日は出さない

プロジェクター 資源 ベビー布団 たてばやし

ブロック（子供用遊具プラ製） プラ ベビーベッド（金属製） いた・スト

ブロック（子供用遊具木製） 可燃 ベビーベッド（木製） たてばやし

ブロック（コンクリート） ✕ ヘルスメーター（電子） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

フロッピーディスク 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ベルト　 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

プロパンガスボンベ　 ✕ ヘルメット（プラ製） プラ

ヘルメット（プラ製以外） 不燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を
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変圧器（旅行用） 不燃 ポスト（金属） 資源

便器 いた・スト ポスト（プラ製） プラ

ペンキ　 ✕ ポスト（木製） 可燃

ペンキ缶 資源 ボストンバッグ 可燃

コンテナ ペンキのスプレー 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに ボタン（プラ製） プラ

ペンケース（金属製） 資源 ボタン（木製） 可燃

ペンケース（プラ製） プラ ボタン電池 資源

便座・ふた（プラ製） いた・スト 補聴器 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ペンチ 資源 ホッチキス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ベンチ（金属製） 不燃 ホッチキスの針 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

ベンチ（プラ製） プラ ポット（保温式） 不燃

ベンチ（木製） 可燃 ホットカーペット　 資源 ●雨の日は出さない

弁当の容器 プラ ●中身をきれいにして ホットプレート 資源

弁当箱（アルミ製） 資源 ボディブラシ 可燃

弁当箱（金属製） 不燃 ほ乳瓶（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

弁当箱（プラ製） プラ ●中身をきれいにして ほ乳瓶（プラ製） プラ

弁当箱（木製） 可燃 ポリタンク(灯油) 可燃 ●中身をきれいにして

ほ ホイール（車用） ✕ ポリタンク(灯油以外) プラ

ボイラー　 ✕ ポリバケツ プラ

棒（木） 可燃 ●直径3㎝・長さ40㎝以内　ひもでしばる ポリひも プラ

棒（木）（40ｃｍ以上） たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ ポリ袋 プラ

棒（金属） 資源 保冷剤 可燃

望遠鏡　 不燃 ホワイトボード 不燃

ほうき（長柄のもの） たてばやし 本 資源 ●雨の日は出さない

ほうき（プラ製のみ） プラ 本立て（ブックエンド）金属製 資源

ほうき（木製・プラと混合のもの） 可燃 本立て（ブックエンド）プラ製 プラ

芳香剤の容器 プラ ●中身をきれいにして 本立て（ブックエンド）木製 可燃

帽子 可燃 本棚（木製） たてばやし

帽子かけ（木製スタンド） たてばやし ポンプ（手動式） プラ

包装紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない ポンプ（電動式） 資源

包装紙（プラ製） プラ ま マーカーペン 可燃

防虫剤容器 可燃 マーガリンの容器 プラ ●中身をきれいにして

包丁 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる 麻雀卓（家庭用） いた・スト

ボウリングのボール　 ✕ 麻雀牌セット 不燃

ボウル（容器）金属製 資源 麻雀マット たてばやし

ボウル（容器）プラ製 プラ マイク 資源 ●電池のあるものは電池を外して

ホース（ゴム） 可燃 マウス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ホース（プラスチック） 可燃 マウスパッド（紙製） 資源 雑紙　●雨の日は出さない

ホースリール（プラ製） プラ マウスパッド（布製・ゴム製） 可燃

ホースリール（プラ製以外） 不燃 マウスパッド（プラ製） プラ

ポータブルコンロ 不燃 マグカップ（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ポータブルトイレ いた・スト マグカップ（プラ製） プラ

ホームベーカリー 資源 マグネット（クリップ・フックなど） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

ホームラック いた・スト 枕 可燃

ホームランドリー　 ✕ 枕カバー 資源 ●雨の日は出さない

ボール（球）ゴム 可燃 枕木　 たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ

ボール（球）ゴルフ 可燃 マジック（サインペンなど） 可燃

ボール（球）プラ製 プラ マッサージ機（椅子・マット型） いた・スト

ボール紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない マッサージ機（ハンド型） 資源 ●電池のあるものは電池を外して

ボールペン（金属） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる マット（布製） 可燃 ●たたんで

ボールペン（プラ製） 可燃 マット（プラ製） プラ

ホーローカップ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる マットレス（スプリング製） いた・スト

ホーロー鍋 不燃 マットレス（スポンジのみ） たてばやし

ホーローヤカン 不燃 まな板（プラ製） プラ

木刀 可燃 まな板（木製） 可燃

歩行器 不燃 コンテナ マニキュアのびん 資源 ●中身をきれいにして

ポスター 資源 雑紙　●雨の日は出さない マフラー（防寒衣料） 資源 ●雨の日は出さない



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

魔法瓶 不燃 薬品類（家庭医薬品容器） プラ

マヨネーズのチューブ プラ ●汚れが落ちないものは可燃へ 薬品類（有毒性）・農薬 ✕

マラカス 可燃 野菜くず 可燃

丸太　 たてばやし ●直径10㎝・長さ2m以上は専門処理業者へ やすり（紙製） 可燃

マンガ本 資源 ●雨の日は出さない やすり（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

万年筆 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ゆ ＵＳＢメモリー 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

万歩計 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 浴衣 資源 ●雨の日は出さない

み みかんなどの網・ネット プラ 湯たんぽ（金属製） 資源

ミキサー 資源 ●電池のあるものは電池を外して 湯たんぽ（プラ製） プラ

ミシン（家庭用） いた・スト ゆりかご（金属製） いた・スト

水切りかご（金属製） 資源 ゆりかご（籐製） たてばやし

水切りかご（プラ製） プラ 湯沸し機 不燃 ●出来るだけ交換時に販売店へ

水切りネット 可燃 よ 洋傘（布部分） 可燃

水差し（じょうろ）金属製 資源 幼児用三輪車 不燃

水差し（じょうろ）プラ製 プラ 幼児用四輪車 不燃

水枕 可燃 洋服 資源 ●雨の日は出さない

ミット（野球用） 可燃 洋服ダンス（木製） たてばやし

ミニカー（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 洋服ダンス（木製以外） いた・スト

ミニカー（プラ製） プラ ヨーヨー（ゴム） 可燃 ●中の水を抜いて

ミニコンポ 資源 ヨーヨー（プラ製） プラ

耳かき（金属製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる 浴槽 ✕

耳かき（プラ製） プラ 浴用いす（プラ製） プラ

耳かき（木製） 可燃 浴用いす（木製） 可燃

む 虫かご（金属製） 不燃 浴用ふた（プラ製） 可燃

虫かご（プラ製） プラ 浴用ふた（木製） 可燃

蒸し器（金属製） 資源 よしず　 可燃

虫取り網 不燃 ら ライター 不燃 ●中身をきれいにして袋に入れる

虫ピン 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる ライト 資源 ●電池のあるものは電池を外して

虫めがね（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ラグマット　 可燃

虫めがね（プラ製） プラ ラケット（金属製） 資源

コンテナ 虫よけスプレー（スプレー缶） 資源 ●中身を使い切って穴は開けずに ラケット（プラ製） プラ

むしろ 可燃 ラケット（木製） 可燃

無線機器 資源 ●電池のあるものは電池を外して ラジオ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

め 名刺 資源 雑紙　●雨の日は出さない ラジカセ 資源 ●電池のあるものは電池を外して

眼鏡・めがね 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ラジコン 資源 ●電池のあるものは電池を外して

眼鏡ケース（布・革・樹脂製） 可燃 ラップ（ラップフィルム） 可燃

眼鏡ケース（金属あり） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ラップの刃 不燃 ●危険物と分かるよう袋に入れる

目薬の容器 プラ ●中身をきれいにして ラップの箱・芯 資源 雑紙　●雨の日は出さない

目覚まし時計（卓上） 資源 ●電池のあるものは電池を外して コンテナ ラムネびん 資源 ●中身をきれいにして

メダル 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ランドセル 可燃 ●金属類は取り外して不燃へ

メモリーカード 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる ランニングマシン いた・スト

綿棒 可燃 り リアモニター（フリップダウン・ヘッドレスト） 資源

も 毛布 いた・スト リール（釣り具） 不燃

木材（建築用） ✕ リクライニング機能付きベッド いた・スト

木材（工作用） 可燃 リコーダー プラ

木馬（子供用遊具） たてばやし リビングボード たてばやし ●金属類・ガラス類は取り外して不燃へ

餅つき機　 資源 ●電池のあるものは電池を外して リモコン 資源 ●電池のあるものは電池を外して

モップ 可燃 ●さお部分は不燃へ リヤカー いた・スト

モデム 資源 リュックサック 可燃

物置 いた・スト リンス容器 プラ ●中身をきれいにして

物干し（さお） いた・スト る ルーペ 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

物干し（台）鉄パイプ型 いた・スト ルームランナー いた・スト

物干し（台）コンクリート付き　 いた・スト ●コンクリート部分は専門処理業者へ れ 冷温庫　 ✕

モバイルバッテリー ✕ 冷水器（保冷ポット） いた・スト

や やかん 資源 冷蔵庫 ✕

焼き鳥の串 可燃 冷蔵庫用脱臭剤 可燃

野球ボール 可燃 冷凍庫 ✕

薬品類（家庭医薬品） 可燃



粗大・大量になるものはごみステーションでの回収不可・直接搬入を

品目 区分 注意点 品目 区分 注意点

冷凍ストッカー・冷凍冷蔵庫　 ✕

冷凍保存袋 可燃

冷風機 いた・スト

レインコート 可燃

レーザーディスク プラ

レーザーディスクプレーヤー 不燃

レコード プラ

レコードプレーヤー 資源

レザージャケット 資源 ●雨の日は出さない

レシート 可燃

レジ袋 プラ

レジャーシート プラ ●汚れが落ちないものは可燃へ

レジャーテーブル（金属製） 資源

レジャーテーブル（プラ製） プラ

レターケース（金属） 資源

レターケース（布製） 可燃

レターケース（プラ製） プラ

レトルト食品パック プラ ●汚れが落ちないものは可燃へ

レンガ　 ✕

レンジ 資源

レンジガード 不燃

レンジ台（金属製） いた・スト

レンジ台（木製） たてばやし

レンジパネル 不燃

レンジフード いた・スト

レンズ（ガラス製） 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

レンズ（プラ製） プラ

練炭（炭） たてばやし ●冷えた状態にして

ろ ろうそく 可燃

ロープ（麻・布・ナイロン） 可燃

ロープ（プラ製） プラ

ロープ（ワイヤー） 不燃

ローボード いた・スト

ローボード（木製・金属ガラスなし） たてばやし

ローラースケート 不燃

ロールカーテン いた・スト

ロッカー いた・スト

ロッキングチェア（金属製） いた・スト

ロッキングチェア（籐製） たてばやし

ロッキングチェア（木製） たてばやし

わ ワープロ 資源

ワープロインクリボン プラ

ワイシャツ 資源 ●雨の日は出さない

ワイヤーロープ　 資源 ●中身が分かるよう袋に入れる

ワイン庫（ワインセラー） ✕

輪ゴム 可燃

ワゴン（木製） たてばやし

和紙 資源 雑紙　●雨の日は出さない

綿 可燃

和たんす（木製） たてばやし

和服 資源 ●雨の日は出さない

割り箸 可燃

割れガラス 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる

割れびん 不燃 ●中身が分かるよう袋に入れる


