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３Ｒの推進　～循環型社会をめざして～

　「循環型社会」とは、適正な３Rと処分により、天然資源の消費を抑制し、環境への負
荷ができる限り低減される社会のことです。
　循環型社会の形成のために、私たち一人ひとりが３Ｒに取り組むことが大切です。

Reduce（リデュース）･････ 発生抑制
　○資源の消費を減らそう
　　・過剰包装は断る
　　・マイバック・バスケットを活用する

Reuse（リユース）････････ 再使用
　○使えるものは繰り返しつかおう
　　・壊れたものは修理する
　　・フリーマーケットなど利用する

Recycle（リサイクル）･････ 再生利用
　○再生資源として再生利用する
　　・資源物を分別排出する
　　・店頭回収、集団回収に参加する

循環型社会

天然資源の
消費の抑制 生産

（製造、運搬等）

最終処分（埋め立て）
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処理（リサイクル、焼却等）

天然資源の投入

廃棄

消費

（資料）環境省
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家庭ごみの分別
家庭から排出されるごみは、主に次のとおりに分別されます。
それぞれ、対象となる品目や出し方を確認しましょう。

もやせるごみ
（可燃物）

もやせないごみ
（不燃物）

プラスチック製
容 器 包 装
（資源物）

ペットボトル
（資源物）

び ん 類
（資源物）

古 紙 類
（資源物）

粗 大 ご み

そ　　の　　他
（収集・自己搬入
できないもの等）

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

Ｐ8〜13
・小型家電リサイクル法対象品（使用済小型家電）
・家電リサイクル法対象品
（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
・資源有効利用促進法対象品（パソコン、充電式電池）
・不適物

無色びん 茶色びん その他色びん
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も
や
せ
る
ご
み

可
燃
物

もやせるごみ （可燃物）
収　集　品　目

生ごみ類 紙くず類 布くず・皮革類

プラスチック製品 木・草類 その他

◎もやせるごみ専用袋（指定袋）に入れて出してください。
◎排出者氏名を必ず書いてください。
◎…指定袋に入らない大きさのもの（布団など）は、粗大ごみで出してください。

○　もやせるごみの中にびん ･缶類は絶対に入れないでください。
　　（右：写真　もやせるごみに混入し黒く焦げたスチール缶・スプレー缶等）
○　紙おむつは、汚物を取り除いて出してください。
○　たばこの吸殻など一度火の付いたものは完全に消してから出してください。
○　生ごみはできるだけ生ごみ堆肥化容器（コンポスター等）、電動生ごみ処理機等で
　　肥料化し、ごみの減量化に努めましょう。
　　→堆肥化容器、電動生ごみ処理機等については
　　　お住まいの市町にお問い合わせください。

●台所の生ごみ　●貝がら

●衣類　●布類　●タオルケット
●ぬいぐるみ　●鞄　●靴

●ビデオテープ　●カセットテープ
●ＣＤ　●バケツ　●ポリジョウロ

●木・枝・草・葉・花　●わりばし　
●木工製品

●使い捨てカイロ　●ソース・マヨ
ネーズ等の容器　●納豆の容器

※木や枝は、1
本 5㎝以下の太
さのものを 80
㎝以下の長さに
そろえ、直径
30㎝以下の束
にして出してく
ださい。

●紙くず　●紙コップ

出　し　方

※水気をよく切ってください

※ごみを出す場合の注意点

5cm以下

30cm以下

80cm以下

＜コンポスター＞ ＜電動生ごみ処理機＞
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※ごみを出す場合の注意点

も
や
せ
な
い
ご
み

不
燃
物

もやせないごみ（不燃物）
収　集　品　目

金属類 ガラス類

家電品類 その他

◎不燃物専用容器（指定コンテナ）に入れて出してください。

※付属コードが付いている家電品（ドライヤーなど）は、　
粗大ごみで出してください。

○　スプレー缶・カセットボンベは、穴をあけガスを抜いて出してください。
○　不燃物専用容器以外では出さないでください。
○　不燃物専用容器の中には、びん類（資源物）や粗大ごみは入れないでください。
○　缶類は中を簡単に水ですすいでください。
○　刃物類は外から見えないように、下に入れて出してください。

●アルミ缶　●スチール缶　●かんづめ缶　
●スプレー缶　●カセットボンベ　●釘

●陶磁器類（茶碗・植木鉢）　●蛍光灯（電球類）
●乾電池　●刃物類　●手鏡

●懐中電灯　●電気かみそり　●電動歯ブラシ

●割れたガラス　●耐熱ガラス　
●コップ　●ガラスの花瓶　
●化粧品の乳白色びん

出　し　方

※国見町ではアルミ缶は「資源物」として収集します。
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プラスチック製容器包装（資源物）
収　集　品　目

袋類

外装フィルム・パック類

容器類

ボトル類

トレイ類

緩衝材

かやく

カップ麺の容器ティッシュペーパーのセット

○紙製のもの
➡もやせるごみ
○プラスチック製のもの
　➡水ですすいで、
　　プラスチック製容器包装
　　として資源物へ分別

○紙製のもの
➡もやせるごみ
○プラスチック製のもの
➡プラスチック製
　容器包装として
　資源物へ分別

➡プラスチック製容器包装
　として資源物へ分別

➡プラスチック製容器
　包装として資源物へ
　分別

➡もやせるごみ
　（容易に汚れをおとせないため）

容器

外装フィルム
セット袋

袋

ふた

➡プラスチック製
　容器包装として
　資源物へ分別

➡もやせるごみ

ティッシュ
取出口の
ビニール

◎　…　………マークが付いているか確認してください。

◎汚れを水で落として、資源専用袋（指定袋）に入れて出してください。

◎排出者氏名を必ず書いてください。

○　　マークの付いていないもの
○プラスチックの製品そのもの（おもちゃなど）
○油やソース・マヨネーズ等の容器、納豆の容器
○紙おむつ
○生ごみや食べ残しなどの内容物が付着しているもの
　　　　　　
※…上記対象外はもやせるごみへ

●レジ袋・みかんのネット・お菓子
・野菜などの袋

●カップ麺やゼリーなどの外装フィルム
●歯ブラシなどの圧着加工パック

●シャンプーや液体洗剤などのボトル
（ペットボトル以外のもの）

●電化製品などの梱包材（発砲
スチロールなど）

●弁当・卵・ヨーグルト・カップ麺な
どの容器類　●キャップ・ふた類

●肉・魚介類・惣菜・冷凍食品な
どのトレイ類　●お菓子の中敷き

出　し　方

容器包装の分け方参考例

対象外

スポンジ、歯ブラシ、ビデオ
テープ、洗面器、ポリジョウロ
バケツ、ＭＤＣＤ等のプラス
チック製品そのものは全て対
象外です。

水ですすぐ
（水を切る）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

資
源
物
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口元で色を判断！

←…口元が無色なので、無色
のびんとして出してくだ
さい。

例

→

→

ペットボトル・びん類（資源物）
ペットボトル

び　ん　類

◎食用油、ソース・マヨネーズ等の容器や汚れの落ちないペットボトル容器は
もやせるごみ（可燃物）で出してください。

◎農薬のびん、ガラスのコップ、板ガラス、耐熱ガラス、陶磁器などは
　もやせないごみ（不燃物）で出してください。

出　し　方

出　し　方

対象外

対象外

☆ビール瓶や一升びんな
どは繰り返しそのまま使
えますので、お店に引き
取ってもらいましょう。

◎ラベルに　　…　　…マークが付いているか確認して
　ください。

◎キャップ・ラベルをはずしてください。
　　　　　　　　　　　プラスチック製容器包装へ

◎中を水ですすぎ水を切ってください。

◎資源専用袋に入れて出してください。

◎排出者氏名を必ず書いてください。

◎キャップを外してください。
プラスチックキャップ⇒プラスチック製容器包装へ
その他のキャップ⇒もやせないごみへ

◎中を水ですすぎ、水を切ってください。

◎無色、茶色、その他の３色に分別し、それぞれ
　資源専用袋（指定袋）に入れて出してください。
　（びんは割れていてもかまいません）

◎排出者氏名を必ず書いてください。
※びんの色は口元で判断してください。

〈飲食料用びん・
化粧品のびん（乳白色以外）〉

★ペットボトルも
★ガラスびんも

ふたは別に
して出す

プラスチック製
容器包装

プラスチックキャップ

アルミ
キャップ

びんの栓

コンテナへ
（もやせないごみ）

次のペットボトル
●飲料用（ジュース・
　お茶・水等）
●しょうゆ
●お酒
●みりん風調味料

次のびん類
●ジュース・牛乳
●栄養ドリンク
●お酒
●瓶詰食品
●調味料
●薬（飲み薬等）

ラベル
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
び
ん
類

資
源
物
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古　
　
紙　
　
類

資
源
物

古　紙　類 （資源物）
収　集　品　目

新聞・折込チラシ

紙製容器包装

雑誌・本

紙パック

段ボール

◎…お住まいの市町のごみ収集カレンダー、広報誌等に従って出して
ください。

◎紙の種類ごとにひもで十字にしばって出してください。

〇…濡れたものや汚れのひどいものはリサイクルできませんので、もやせるごみに分別して出
してください。
〇…古紙でも、ロウ引き、ラミネート加工、油紙、金銀張り、ビニール付着、　内側がアルミの
紙パックは資源化できませんので、もやせるごみに出してください。
〇…紙袋のビニール取っ手、ティッシュ箱の取出口のポリエチレン、ダイレクトメールのビニー
ル袋など紙以外のもの（金具・ビニール・プラスチック・布など）は必ず取り除いてください。
〇雨や雪が降った日は、リサイクルのため次回に出すようご協力ください。

新聞には折込チラシ以外は入れな
いでください。
紙製新聞整理袋で出してもかまい
ません

●紙袋　●ティッシュ箱　●菓子箱　●紙製緩衝材 ●牛乳パック　●ジュースパック

●マンガ本　●週刊誌　●辞書
●ノート　●百科事典

金具、粘着テープを取り除いて
ください。

出　し　方

中を水ですすぎ、開き、乾かしてください

（　　　　マークのついているもの）

※ ごみを出す場合の注意点

まとめてヒモで縛る
小さな箱は間に入れる
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対象外

粗　大　ご　み
収　集　品　目

電 化 製 品 類

木・枝類

家　具　類

そ　の　他

乗 り 物 類

指定収集場所にそのまま出してください。

【 日曜日の粗大ごみ直接搬入受付 】
・一般家庭の粗大ごみに限り、指定の日曜日に清掃センターへ直接搬入することができます。　
※ P10参照
　〔受付日〕…
　　２月・４月・６月・８月・１０月の第３日曜日（１２月の受付はありません。）
　　（受付時間は、午前８時４０分から午前１１時３０分まで、午後１時から午後４時まで）

●ワープロ
●ステレオ
●電子レンジ
●掃除機
●ストーブ
●ガスレンジ
●コード付のもの
　（ドライヤーなど）

●自転車
●車椅子
●ベビーカー
●幼児用遊具

●傘　●一斗缶
●物干し台
●針金　●ポット
●金属製ハンガー
●フライパン
●鍋

●庭木
●竹
●木材
（農業用・事業
用を除く）

●タンス
●ベッド
●マットレス
●布団
●カーペット

出　し　方
１　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
　　（家電リサイクル法対象）
２　パソコン（資源有効利用促進法対象）
　　※ノートパソコンについては小型家電リサイクルの対象となりますので、公共施設等
　　　に設置している回収ボックスに投入できます。
３　バイク

　5㎝以上

12ｃｍ以下

1.8…ｍ以下

※…もやせるごみの規格を超える木や枝は、太さ 12㎝以下
　長さ 1.8 ｍ以下にして出してください

粗
大
ご
み
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小 型 家 電 リ サ イ ク ル 法 対 象 品

回　収　方　法

回収対象品目

　小型家電は、これまで主にもやせないごみや粗大ごみとして収集され、鉄やアルミニウムについて
リサイクルが行われてきましたが、小型家電にはそれ以外にも金・銀・銅などの貴金属やレアメタル
といった有用な金属が含まれており、それらのほとんどが回収されていませんでした。
　「小型家電リサイクル法」は、それらの有用金属を回収することでさらなるリサイクルの推進とご
みの減量化を図るため、平成２５年４月に施行されました。

◎市町内の公共施設等に設置された「回収ボックス（無料）」に投入してください。

※…回収ボックスの設置施設等につきましては、お住いの市町のホームページ等をご確認ください。

　回収の対象となる小型家電は、次の品目のうち、回収ボックス投入口に入る大きさのものです。
　（充電式電池は取り外さないで、乾電池は取り外して投入してください。）

〇…個人情報が含まれているものは、あらかじめデータを削除してください。
〇…一度回収ボックスに入れたものはお返しできませんので、よく確認してから
投入してください。
〇…回収ボックスを利用できない場合は、これまでどおりお住いの市町のごみ収
集方法に従って出してください。

注意

●携帯電話
● PHS
●スマートフォン

●ノート PC
●タブレット 

●電話機
● FAX 

●映像用機器
ビデオテープデッ
キ、HDD レコーダ、
DVD/BD プレーヤ、
レコーダ、TVチュー
ナー

●電子書籍端末
●電子辞書
●電卓

●これらの付属品
リモコン、AC アダプ
タケーブル・プラグ、
ジャック、充電器など

●デジタルカメラ
●ビデオカメラ

●補助記憶装置
USBメモリ
メモリーカード
ハードディスク

●カー用品
カーナビ、カーステレ
オ（CD/MD/DVD/
ラジオ）カーチューナ、
VICS ユニット、ETC
車載ユニット

●ゲーム機
据置型ゲーム機
携帯型ゲーム機

●ラジオ
　（ラジカセ含む）

●音響機器
デ ジ タ ル オ ー
ディオプレーヤ、
CD/MD プ レ ー
ヤ、IC レコーダ、
補聴器

この投入口に入る大きさ
のものが対象です。 携帯電話の

投入口
30cm

15cm 10cm

5
cm

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
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　清掃センターでは、ご家庭の水銀式体温計・血圧計・温度計などの受入を行ってい
ます。
　使用済みの水銀仕様の体温計等をお持ちの方は、収集場所には出さず、販売店に依
頼するか、直接清掃センターへ搬入してください。

※清掃センターへの直接搬入は P10を
　参照してください。
※水銀式以外のものは、分別区分に
　したがって指定収集場所に出して
　ください。

もやせるごみ専用袋・資源専用袋と不燃物専用容器
（指定袋・指定コンテナ）

　伊達市・桑折町・国見町・川俣町で使用されるもやせるごみ専用袋・資源専用袋（指定袋）
と不燃物専用容器（指定コンテナ）には、それぞれ次の種類があります。
　指定袋は小売店等で、指定コンテナは市役所・町役場でお求めください。

品　名 容量（ℓ） 外形（㎜） 厚み（㎜） 価格（円）

もやせるごみ専用袋
45 650× 850 0.025

店頭価格をご
確認ください

30 500× 750 0.025
20 400 × 600 0.025

資 源 専 用 袋
45（※） 650× 800 0.025
30 500 × 700 0.035
20 400 × 600 0.030

不 燃 物 専 用 容 器
大　39.9 570 × 406× 260（外寸） ― 1,200
小　24.6 452 × 332× 257（外寸） ― 1,000

※資源専用袋で 45ℓサイズのものは、プラスチック製容器包装・ペットボトル専用となります。

もやせるごみ専用袋（45ℓ）・資源専用袋（30ℓ） 不燃物専用容器（左：小　右：大）

水銀式体温計・血圧計等の回収について

水銀式体温計 水銀式血圧計 水銀式温度計

も
や
せ
る
ご
み
専
用
袋
・
資
源
専
用
袋
と

不
燃
物
専
用
容
器
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清掃センターへのごみの自己搬入について

小  

動  

物 

犬
・
猫
等
の
ペ
ッ
ト

小 動 物  （犬 ･ 猫等のペット）
○搬 入 方 法
　・ダンボール箱に入れて、清掃センターに直接持ち込んでください。
○焼却処分料
　・遺骨不要の場合　　一頭につき…２，０００円　
　・遺骨引取の場合　　一頭につき…３，５００円

○焼却及び遺骨引渡
　・焼　　却　毎週金曜日　午前中（焼却まで冷蔵庫で保存します。）
　・遺骨引渡　毎週金曜日　午後１時から　（遺骨を納める容器を持参してください。）

※受付日・受付時間は下記をご参照ください。
※…遺骨引取を希望される場合、毎週木曜日までにお預かりした小動物をその週の金曜日に焼却し、同日遺骨のお
引渡しとなります。金曜日にお預かりした場合は、翌週の金曜日に焼却・遺骨引渡となります。
　…金曜日が祝日の場合、前日の木曜日に焼却・遺骨引渡となりますが、連休や年末年始等により取扱いが変更と
なる場合があります。詳しくは清掃センターまでお問い合わせください。

家庭から出るごみを清掃センターに自己搬入することができます。
（センター内においては、係員の指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。）

　①　住所・氏名・電話番号をお伺いし、運転免許証等にてご住所を確認させていただきます。
　②　出し方ルールにより分別し、原則本人が持ち込みしてください。

※物置等の個人解体などにより発生した廃材等（雨戸・網戸・ドア・ふすま・障子戸・トタン・畳など）
　の搬入は、１日につき軽トラック１台程度までとさせていただいております。
※…家電リサイクル法対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫 ･冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）、資源有効利用促
進法対象品（パソコン・充電式電池）…及び不適ごみは搬入できません。ただし、ノートパソコンについては、
小型家電リサイクル法の対象となりますので、清掃センター内に設置している回収ボックスに投入でき
ます。
※…自宅の片付け等を事業者に依頼し、それに伴い発生したごみを当該事業者が搬入する場合、
　事業系ごみとなり有料になります。

　〔受　付　日〕
　　○平日及び年末の受付（全種類のごみを搬入できます。）※小動物も可
　　　・月曜日～金曜日（祝日は搬入できません。）
　　　・１２月２９日、３０日（土日の場合でも搬入できます。）
　　○休日の受付（一般家庭の粗大ごみだけの搬入となります。）
　　　・２月、４月、６月、８月、１０月の第３日曜日（１２月の受付はありません。）

　〔受 付 時 間〕
　　午前　８時４０分～午前１１時３０分
　　午後　１時００分～午後　４時００分（１２月３０日は午後３時まで）

　〔お問い合わせ〕
　　伊達地方衛生処理組合　清掃センター
　　・所 在 地　　伊達市保原町字西新田１番地１
　　・電　　話　　０２４－５８２－２０５１
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◎処分にはリサイクル料金がかかります。
◎以下の（１）～（３）のいずれかの方法で処分してください。

（１）家電販売店に引取りを依頼する（リサイクル料、運搬料がかかります）。

（２）…メーカーを確認し、郵便局で家電リサイクル券を購入して、指定引取場所（次の２業者のどちらか）
へ自己搬入する（運搬料はかかりません）。

　　①豊富産業（有）　福島市鎌田字樋口３- ２
　　　　ＴＥＬ０２４－５５３－３７１４
　　②東北三八五流通（株）福島営業所　伊達市伏黒字西本場１６５
　　　　ＴＥＬ０２４－５８２－２８２１
　　　※受付時間等については、上記業者に直接お問い合わせください。

（３）…メーカーを確認し、郵便局で家電リサイクル券を購入して、廃棄物収集運搬業者に引取りを依
頼する（収集・運搬料がかかります）。

　※廃棄物収集運搬業者については、各市町にお問い合わせください

　　　　　家電リサイクルについてのお問い合わせ
　　　　　　・家電リサイクル券センター
　　　　　　　TEL　０１２０－３１９６４０
　　　　　　　URL　http://www.rkc.aeha.or.jp

エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

家電リサイクル法対象品は解体しないでください。

処分方法

注意

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品

家
電
４
品
目

家 電 リ サ イ ク ル 法 対 象 品
収集・自己搬入できないもの

●家電４品目

消　

費　

者
郵
便
局

家電販売店

運搬業者

自己搬入

指
定
引
取
場
所

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

リサイクル料、運搬料を支払う

収集・運搬料を支払うリサイクル券購入

収集・運搬を依頼する

▼リサイクルの流れ

ryou-a
取り消し線

ryou-a
取り消し線
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　ＰＣリサイクルマークの付いたパ
ソコンは、新たな料金負担なしで
メーカーが回収・再資源化します。
　マークのついていないパソコン
は、回収資源化料金がかかります。

パソコンは解体しないでください。

対象外

注意

●デスクトップ
　パソコン本体

●ノートパソコン

●CRTディスプレイ

●液晶ディスプレイ
　一体型パソコン

※ノートパソコンについては、小型家電リサイクルの対象となりますので、公共施設等に設置している
回収ボックスに投入できます。

● CRTディスプレイ
　一体型パソコン

●液晶ディスプレイ

資
源
有
効
利
用
促
進
法
対
象
品

パ
ソ
コ
ン

・資源有効利用促進法により、メーカーが回収・リサイクルを行っています。

●パソコン（初期添付のキーボード・マウス含む）

資源有効利用促進法対象品
収集・自己搬入できないもの

…PC リサイクルで回収されるのは、このようなパソコン製品です。
・プリンター
・ワープロ
・スキャナー

粗大ごみ（可燃）と
して出してください。

【１】　事前チェック
　　・パソコンメーカーと　　マークの有無を確認してください。
　　　※リサイクルマークが付いていない場合はリサイクル料金がかかります。
【２】　申込み
　　・パソコンメーカーに回収の申込みをします。
　　・メーカーが「エコゆうパック伝票」送付します。
　　　※メーカーにより回収方法が異なる場合があります。
【３】郵送
　　・……パソコンを簡易梱包し、「エコゆうパック伝票」を添付して郵便局へ持ち込むか、回収を依頼して

ください。
【４】再資源化
　　・郵便局が、集めた使用済みパソコンをメーカーの再資源化センターへ配送
　　※…自作機や倒産したメーカーなどの場合、「一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会」に問い合わせくだ

さい。
　　メーカーの回収受付窓口・パソコンリサイクル全般に関するお問い合わせ
　　「パソコン３Ｒ推進協会」（ＴＥＬ）０３－５２８２－７６８５…＜ＵＲＬ＞ http://www.pc3r.jp

１ 事前チェック ４ 再資源化２ 申込み 3 リサイクルに出す

回収申込み

エコゆうパック伝票送付

お持ち込み

戸口回収

メーカーのリサイ
クル受付

メーカーの
再資源化センター

郵便局

配送o r

回収指示

〒

●パソコン（PC）リサイクルの流れ
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・資源有効利用促進法により、メーカーが回収・リサイクルを行っています。

●充電式電池（小形二次電池）　

◎…リサイクルできる充電式電池
には「リサイクルマーク」が
ついています。

ＬＰガスボンベ、消火器、医療廃棄物（注射器等）、鉱物（ラドン等）利用等の健康器具、自動車部品（バッテリー、
タイヤ、ホイール等）、バイク、農機具類（エンジン付き）、農薬、農業用ビニール、石・土砂・汚泥、廃油、建築
廃材など

販売店に引き取ってもらうか、専門業者等に処理を依頼
してください。処理方法

リサイクルマーク
コードレステレホン 電動歯ブラシ シェーバー 電動アシスト自転車

スリーアローマーク
ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

ラドン発生器

資
源
有
効
利
用
促
進
法
対
象
品

充
電
式
電
池

資源有効利用促進法対象品

不　　適　　物

収集・自己搬入できないもの

こんな製品に小形充電式電池が使われています！

※使用済みの充電式電池は、お近くの電気店等「リサイクル協力店」にお持ちください。

　…リサイクルボックス設置店等詳しくは
　「一般社団法人ＪＢＲＣ」　＜ＵＲＬ＞ http://www.jbrc.com

取り扱い説明書を
見ながら製品を分解
して、電池を取り出し
てください。廃棄する
時以外は、絶対に分解し
ないでください。

取り扱い説明書を
見ながら製品を分
解して、電池を取
り出してください。
廃棄する時以外は、
絶対に分解しない
でください。
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ご  み  分  別  表

１　品名が同じでも、材質や大きさが変わると分類が変わるものがあるので、注意してください。
２　…一つのものでもやせるごみともやせないごみが混合している物は、できるだけ分解し、その割合の多い方に分類

して出してください。
３　不適ごみは処理できませんので、業者等に処理を依頼をしてください。
４　危険物（ガソリン、灯油、シンナー）、有害物（農薬、ＰＣＢ汚染物質）等は処理できません。
５　在宅医療系廃棄物は処理できませんので病院等へ返却してください。
６　火災等のごみは、各市町にお問い合わせください。

50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
あ ＩＣレコーダー もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

乾電池をはずす
ＩＨクッキングヒーター 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

アイスの袋 ･容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

アイスのふた ･容器（紙製） もやせるごみ

アイスノン（冷却剤） もやせるごみ

アイスピック もやせないごみ

アイロン 粗大ごみ

アイロン台 粗大ごみ

空き缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

空き箱 古紙類 ひもで十字にしばる

空きびん（飲食料用、化粧品の乳白色びん以外） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

空きびんのふた（金属製） もやせないごみ

空きびんのふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装

アクリル板 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

アコーディオン（楽器） 粗大ごみ

アダプタ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

油（機械用） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

油（食用） もやせるごみ 固めるか、布 ･紙等にしみ込ませる

油缶（一斗缶未満） もやせないごみ 中身を空にする

油こし もやせないごみ

油さし もやせるごみ

油びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
汚れがひどいものはもやせないごみ

油のペットボトル もやせるごみ 中身を空にする

雨合羽 もやせるごみ

雨どい 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

雨戸（プラスチック製 ･アルミ製） 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

網（つり用等） もやせるごみ

編み機 粗大ごみ

－出し方の注意－

ご
み
分
別
表
（
あ
）
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
あ 網戸 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る

業者により施工されたものは専門業者へ依頼する
アルミ缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

アルミキャップ もやせないごみ

アルミサッシ 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

アルミシート（キッチン周りの厚手のアルミ） もやせないごみ

アルミ箔（アルミホイル） もやせるごみ

アルミ箔（アルミホイル）の芯・箱 古紙類 金具（刃）はもやせないごみ

安全かみそり（柄も金属） もやせないごみ

安全靴等（靴類） もやせるごみ つま先が金属製のものは粗大ごみ

安全ピン もやせないごみ

アンテナ 粗大ごみ

アンプ 粗大ごみ

い 石 不適ごみ 専門業者へ依頼する

衣装ケース（紙製） もやせるごみ

衣装ケース（木製・プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

いす（木製 ･金属製） 粗大ごみ

板戸 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

一輪車（押車・乗用） 粗大ごみ

一升びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

一斗缶 粗大ごみ 中を水ですすぐ

ＥＴＣ車載ユニット 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

犬小屋（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

イヤホン もやせるごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

鋳物なべ 粗大ごみ

医療廃棄物（注射器等） 不適ごみ 病院ヘ依頼する

衣料品の袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

衣類 もやせるごみ

衣類乾燥機 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

インクカートリッジ もやせるごみ 又は店頭回収ボックスへ

インクリボン もやせるごみ 又は店頭回収ボックスへ

飲料用の缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

飲料用のびん びん類 ふたを外す、中を水ですすぐ（三色分別）

う ウイスキーのびん びん類 ふたを外す、中を水ですすぐ（三色分別）

ウィンドファン 粗大ごみ

植木台（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ 土を落とす

植木鉢（陶磁器製 ･素焼き製） もやせないごみ 土を落とす、不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ

植木鉢（プラスチック製） もやせるごみ 土を落とす、袋に入らないものは粗大ごみ

植木用支柱（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

臼（木製） 粗大ごみ

ご
み
分
別
表
（
あ
〜
う
）
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
う 腕時計 もやせないごみ

乳母車 粗大ごみ

梅酒びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

梅干用びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

羽毛布団 粗大ごみ ひもでしばる

ウレタン敷布団 粗大ごみ

運動靴 もやせるごみ

え エアコン 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

エアゾール缶 もやせないごみ 缶に穴を開けガスを抜く

エアロバイク 粗大ごみ

エアロパーツ（車のパーツ） 不適ごみ 車のボディー部品は全て受け付けない

液晶テレビ 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

液体洗剤の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

ＡＣアダプタ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ＳＤカード もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

枝きりはさみ 粗大ごみ

枝木類 もやせるごみ 長さ 80cm 以下、太さ５ｃｍ以下、束の直径
30cm以下、これ以上は粗大ごみ

絵の具のチューブ もやせないごみ プラスチック製はもやせるごみ

絵本 古紙類 ひもで十字にしばる

ＭＤ（ミニディスク）･ケース もやせるごみ

ＭＤプレーヤー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

エレクトーン 粗大ごみ 乾電池を外す

園芸用支柱（プラスチック製 ･金属製）粗大ごみ

園芸用の袋 ･容器（プラスチック製） もやせるごみ

エンジンオイル等（廃油） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

延長コード 粗大ごみ

煙突 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

塩ビ管 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

鉛筆削り機 もやせないごみ 電動のものは粗大ごみ

お オアシス（生け花用スポンジ） もやせるごみ 水を切る

オイル（自動車用 ･機械用） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

オイルヒーター 粗大ごみ オイルを抜く

オイル缶（一斗缶以上） 粗大ごみ 中身を空にする

王冠（金属製ふた ･栓） もやせないごみ

応接セット 粗大ごみ

オーブントースター 粗大ごみ

オーブンレンジ 粗大ごみ

オーディオ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

置時計 もやせないごみ 大きいものは粗大ごみ

ご
み
分
別
表
（
う
〜
お
）
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ご
み
分
別
表
（
お
〜
か
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
お 桶 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

押し入れ収納ケース（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

おしゃぶり もやせるごみ

お玉（しゃくし） もやせないごみ 木製はもやせるごみ

汚泥 不適ごみ 専門業者へ依頼する

落ち葉 ･枯れ葉 もやせるごみ 土を取り除く

おしぼりの袋 プラスチック製容器包装

おにぎりの外装フィルム プラスチック製容器包装

斧 粗大ごみ

お盆（金属製・プラスチック製・木製）粗大ごみ

おまる（ポータブルトイレ含む） 粗大ごみ 汚物はトイレに捨てる

おむつ ･おむつカバー もやせるごみ 汚物はトイレに捨てる

おもちゃ（金属製） もやせないごみ 乾電池を外す

おもちゃ（プラスチック製） もやせるごみ 乾電池を外す

オルガン ･電子オルガン 粗大ごみ

おもり（文鎮、釣り用） もやせないごみ

おろしがね（磁器製 ･金属製） もやせないごみ

おろしがね（プラスチック製） もやせるごみ

お椀（木製・プラスチック製） もやせるごみ

温度計 もやせないごみ 水銀仕様のものは販売店へ依頼するか、清掃センターへの直接搬入

温風ヒーター 粗大ごみ 灯油を抜く

か カーステレオ（ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤ・ラジオ）不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

カーチューナ 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

カーテン もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ、フックはもやせないごみ

カーテンレール（プラスチック製・金属製） 粗大ごみ

カード類 もやせるごみ

カーナビゲーション 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

カーペット 粗大ごみ

カーポート 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

貝類（貝殻） もやせるごみ

懐中電灯 もやせないごみ 乾電池を外す
プラスチック製はもやせるごみ

カイロ（使い捨て） もやせるごみ

カイロ（使い捨て）の外袋 プラスチック製容器包装

街路灯 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

鏡 もやせないごみ 不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ

角材 粗大ごみ
太さ 12ｃｍ以下、長さ 1.8 ｍ以下にする
個人解体で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

学習机・椅子 粗大ごみ

家具調コタツ 粗大ごみ

額縁（木製 ･プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
か 額縁用ガラス もやせないごみ

掛け時計 もやせないごみ 大きいものは粗大ごみ

傘 粗大ごみ

加湿器 粗大ごみ

菓子等の外装フィルム
プラスチック製容器包装

（ガム ･キャラメル ･チョコレート等）

菓子 ･パン等の袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

菓子箱（木製） もやせるごみ

菓子箱（金属製） もやせないごみ

菓子箱（紙製） 古紙類

菓子箱（プラスチック製） プラスチック製容器包装

果実酒用びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

果実袋 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ガスコンロ ･ガステーブル ･ガスレンジ 粗大ごみ 乾電池を外す

ガスストーブ 粗大ごみ 乾電池を外す

ガスボンベ（LPガス） 不適ごみ 販売店、専門業者に依頼するか、福島県 LPガス協
会県北支部へ

ガス湯沸器 粗大ごみ 乾電池を外す

カセットコンロ（卓上） 粗大ごみ カセットボンベを外す

カセットテープ もやせるごみ

カセットデッキ 粗大ごみ 乾電池を外す

カセットボンベ（卓上） もやせないごみ 缶に穴を開けガスを抜く

肩掛け噴霧器 粗大ごみ 農薬等を空にして、水ですすぐ

固めた食用油 もやせるごみ

カッパ もやせるごみ

カップ麺の外装フィルム（プラスチック製） プラスチック製容器包装

カップ麺のかやくの袋 ･スープの袋（プラスチック製） もやせるごみ

カップ麺のふた ･容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

蚊取り器 もやせないごみ コード付きのものは粗大ごみ

金網 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

かなづち もやせないごみ 木製はもやせるごみ

カニのこうら もやせるごみ

かばん ･バック（皮製 ･布製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

花瓶つぼ（陶器製 ･金属製・ガラス製）もやせないごみ 不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ

壁紙（クロス） もやせるごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

紙おむつ もやせるごみ 汚物はトイレに捨てる

紙くず もやせるごみ

紙コップ もやせるごみ

かみそり ･電気式かみそり（本体） もやせないごみ 充電コード等は粗大ごみ

神棚 不適ごみ 清掃センターへの直接搬入

ご
み
分
別
表
（
か
）
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ご
み
分
別
表
（
か
〜
き
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考
か 紙パック類（牛乳 ･ジュース等） 古紙類 ひもで十字にしばる

紙袋（商品を入れたもの） 古紙類 ひもで十字にしばる

ガムの包み紙 もやせるごみ

かめ（容器） 粗大ごみ

カメラ もやせないごみ 乾電池を外す

カメラ（使い捨て） もやせるごみ 乾電池を外す

カメラ等三脚 粗大ごみ

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケ機（家庭用） 粗大ごみ

からしのチューブ もやせるごみ

ガラスコップ もやせないごみ

ガラス戸のガラス もやせないごみ 不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

ガラス戸の枠（木製 ･アルミ製） 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

軽石 もやせないごみ

カレールウの仕切トレイ プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

カレンダー 古紙類 金具はもやせないごみ

皮 ･革製品 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

瓦 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

管 ･弦楽器 粗大ごみ

換気扇 粗大ごみ

缶切り もやせないごみ

玩具乗物（プラスチック製） 粗大ごみ

緩衝材（紙製） 古紙類 ひもで十字にしばる

緩衝材（発泡スチロール製） プラスチック製容器包装 袋に入らない場合は小さく折って入れる

乾燥機置き台 粗大ごみ

乾燥剤 もやせるごみ

缶詰缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

乾電池 もやせないごみ

乾電池等の外装フィルム プラスチック製容器包装

かんな もやせないごみ

缶のふた もやせないごみ

缶類 もやせないごみ 中を水ですすぐ

き キーホルダー もやせないごみ

キーボード（楽器） 粗大ごみ

キーボード（パソコンの初期添付） 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照
初期添付以外のものは粗大ごみ

木くず もやせるごみ

ギター ･エレキギター 粗大ごみ

木づち もやせるごみ

キッチン収納庫（レンジ台） 粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

き キッチンスケール もやせないごみ

着物 もやせるごみ

脚立 ･三脚 ･はしご 粗大ごみ

キャッシュカード ･クレジットカード もやせるごみ 切って出す

キャップ（アルミ製 ･金属製） もやせないごみ

キャップ（プラスチック製） プラスチック製容器包装 ペットボトル、びん等

キャビネット（木製・金属製） 粗大ごみ

キャリア（スキー ･スノーボード） 粗大ごみ

急須 もやせないごみ

給湯器 粗大ごみ

牛乳パック 古紙類 ひもで十字にしばる

牛乳びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

キリ もやせないごみ

切り株（根っ子） 不適ごみ 直径 12ｃｍ以下は粗大ごみ

禁煙パイプ もやせるごみ

金魚鉢 もやせないごみ

金庫 粗大ごみ

金属製のふた もやせないごみ

金杯・銀杯 もやせないごみ

く 空気入れ（自転車用） 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

クーラー 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

クーラーボックス 粗大ごみ

くぎ もやせないごみ

草 もやせるごみ 土を取り除く

草刈り鎌 もやせないごみ

草刈り機（肩掛け用） 粗大ごみ 家庭用のみ

草花 もやせるごみ

鎖（プラスチック製・金属製） 粗大ごみ

くし（金属製） もやせないごみ

くし（木製 ･竹製） もやせるごみ

薬（錠剤 ･カプセル等）のくぼみシート プラスチック製容器包装

薬のびん（飲料用） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

薬のびん（農薬等） もやせないごみ

薬のチューブ（アルミ製） もやせないごみ

薬の容器（アルミ製）　 もやせないごみ

薬の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装

果物かご もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

果物等ネット（みかん ･たまねぎ等） プラスチック製容器包装

ご
み
分
別
表
（
き
〜
く
）
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ご
み
分
別
表
（
く
〜
け
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

く 果物等パック（もも ･りんご等） プラスチック製容器包装

果物等パックのフィルム プラスチック製容器包装

果物ナイフ もやせないごみ

口紅ケース（金属） もやせないごみ プラスチック製はもやせるごみ

靴類 もやせるごみ 安全靴等つま先が金属製のものは粗大ごみ

クッション もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

首輪 もやせるごみ 金属部分はもやせないごみ

熊手（金属製） もやせないごみ 不燃物専用容器に入らない場合は粗大ごみ

熊手（金属製以外） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

グラス もやせないごみ

グラスウール（断熱材） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

グラスライト 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

クリスタルガラス もやせないごみ

クリップ もやせないごみ

クリーム容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中身を空にして水ですすぐ

車椅子（手動、電動） 粗大ごみ

車部品 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

グローブ（バイク乗車用） もやせるごみ 金属部分はもやせないごみ

グローブ（野球等） もやせるごみ

グローランプ もやせないごみ

鍬 粗大ごみ

け 蛍光灯 ･蛍光管 もやせないごみ

蛍光灯の器具 粗大ごみ

計算機（卓上小型） もやせるごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

携帯ゲーム機（家庭用） もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

携帯電話 ･PHS（バッテリーも含む） 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

毛糸 もやせるごみ

計量はかり器（キッチン用小型） もやせないごみ

ゲートボールステック（木製・金属製）粗大ごみ

ゲートボールの球 もやせるごみ

ケーブル 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ゲームソフト（カセット ･ CD） もやせるごみ

化粧品のチューブ もやせるごみ

化粧品のスプレー缶 もやせないごみ 缶に穴を開けガスを抜く

化粧品のふた ･容器（プラスチック製）プラスチック製容器包装 中身を空にして水ですすぐ

化粧品のびん（乳白色以外） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
乳白色のものはもやせないごみ

下駄 もやせるごみ

下駄箱（木製） 粗大ごみ

ケチャップの外袋 ･キャップ（プラスチック製） プラスチック製容器包装
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

け ケチャップのチューブ もやせるごみ 汚れが取れないため

血圧計 粗大ごみ 水銀仕様のものは販売店へ依頼するか、清掃セン
ターへの直接搬入

玄関マット もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ
金属製はもやせないごみ

健康器具（家庭用） 粗大ごみ 不燃物専用容器に入るものはもやせないごみ

剣山（生花用） もやせないごみ

建築廃材 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

剣道防具類 粗大ごみ

顕微鏡 もやせないごみ

こ 碁石 もやせないごみ

工具箱（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

工具類 もやせないごみ

広告 ･チラシ 古紙類 ひもで十字にしばる

ゴーグル もやせるごみ

コード 粗大ごみ

コーヒーのびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
キャップは資源物（プラスチック）

小形二次電池（充電式電池） 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 13参照

ござ 粗大ごみ

こたつ ･こたつ板 粗大ごみ

こたつ掛け 粗大ごみ

コップ（紙製 ･プラスチック製） もやせるごみ

コップ（紙製 ･プラスチック製以外） もやせないごみ

子供遊具 粗大ごみ

碁盤 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

コピー機（家庭用） 粗大ごみ

コピー用紙 古紙類 ひもで十字にしばる

ゴム製品 もやせるごみ

ゴム手袋 もやせるごみ

ゴムホース もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ゴムボート 粗大ごみ

ゴムマット もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

米びつ 粗大ごみ

米袋（紙製…３０ｋｇ袋等） 古紙類 内側がビニール加工のものはもやせるごみ

米袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

コルク製品 もやせるごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフバック 粗大ごみ

ゴルフボール もやせるごみ

コンクリート 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

コンテナ 粗大ごみ 6個以上は専門業者へ依頼する

ご
み
分
別
表
（
け
〜
こ
）
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ご
み
分
別
表
（
こ
〜
し
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

こ コンパネ板 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

コンプレッサー 粗大ごみ

コンポ 粗大ごみ

コンポスター 粗大ごみ

さ サーフィンボード 粗大ごみ

サイクリングマシーン 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ ガラスは外してもやせないごみ

サイフォン 粗大ごみ

裁縫箱（木製・プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

酒びん ･酒カップ びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

酒類の紙パック 古紙類

酒類のペットボトル ペットボトル 中を水ですすぐ

座敷用ワゴン 粗大ごみ

座卓（座机） 粗大ごみ

雑誌類 古紙類 ひもで十字にしばる

サッカーボール もやせるごみ

サッシ戸 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

殺虫剤（びん ･スプレー缶） もやせないごみ 缶は穴を開けガスを抜く

座布団 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

サマーベッド 粗大ごみ

皿（セトモノ） もやせないごみ

皿洗い機（食器洗い機） 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

ざる類（金属製） もやせないごみ 不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ

ざる類（竹製 ･プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

三脚 粗大ごみ

三脚（カメラ等用） 粗大ごみ

サングラス（ガラス） もやせないごみ

サングラス（プラスチック） もやせるごみ

サンダル もやせるごみ

散布機（背負い式） 粗大ごみ 家庭用のみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ もやせるごみ

システムキッチン 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ＣＤ もやせるごみ

ＣＤケース もやせるごみ

ＣＤプレーヤー・ＣＤラジカセ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

シール状磁石（マグネット） もやせるごみ

地下足袋 もやせるごみ

磁石 もやせないごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

し 辞書 ･百科事典 古紙類 ビニール加工・布等の表紙を取り除いて出す
ひもで十字にしばる

支柱（農業等事業用除く） 粗大ごみ

しちりん 粗大ごみ

室外機（エアコン） 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

湿度計 もやせないごみ 水銀仕様のものは販売店へ依頼するか、清掃セン
ターへの直接搬入

湿布剤 もやせるごみ

自転車 粗大ごみ

自動車部品 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

竹刀 粗大ごみ

芝刈り機（家庭用） 粗大ごみ

蛇口 もやせないごみ

シャープペンシル（金属製） もやせないごみ

シャープペンシル（プラスチック製） もやせるごみ

ジャッキ類 粗大ごみ

ジャック 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

シャトル（バドミントン） もやせるごみ

写真ネガ もやせるごみ

しゃもじ もやせるごみ

シャンプーの容器（ポンプ式を含む） プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

ジューサー 粗大ごみ

ジュース缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

ジュースびん びん類 中を水ですす（三色分別）

じゅうたん 粗大ごみ

充電器 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

充電式電池（小形二次電池） 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 13参照

柔道着 もやせるごみ

収納ケース（紙製） 古紙類 ひもで十字にしばる

収納ケース（プラスチック製） 粗大ごみ

瞬間湯沸し器 粗大ごみ

消火器 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

将棋の駒 もやせるごみ

将棋盤 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

定規 もやせるごみ 金属製はもやせないごみ

ショーケース（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

障子戸 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

浄水器 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

照明器具（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ 蛍光管を外す

しょうゆのびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

しょうゆのペットボトル ペットボトル 中を水ですすぐ

ご
み
分
別
表
（
し
）
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ご
み
分
別
表
（
し
〜
す
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

し ジョウロ（金属製） 粗大ごみ

ジョウロ（プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

食品トレイ プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

食用油 もやせるごみ 固めるか、布 ･紙等にしみ込ませる

食用油の容器（プラスチック製） もやせるごみ 中身を空にする

食用油の容器（金属製） もやせないごみ 中身を空にする

除湿器 粗大ごみ

除湿剤 もやせるごみ

食器（陶磁器製 ･ガラス製 ･金属製） もやせないごみ

食器洗乾燥機 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

食器棚（木製 ･金属製） 粗大ごみ

食器等洗剤ボトル プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

人工芝 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

新聞紙 ･折込チラシ 古紙類 ひもで十字にしばる

す 吸殻 もやせるごみ

水槽 粗大ごみ

水筒（金属製） 粗大ごみ

水筒（プラスチック製） もやせるごみ

炊飯器 ･炊飯ジャー 粗大ごみ

スーツケース（樹脂製・金属製） 粗大ごみ

姿見（鏡台） 粗大ごみ

スキー板 粗大ごみ

スキーウエア もやせるごみ

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー靴 粗大ごみ

スキーグローブ（手袋） もやせるごみ

スキャナー 粗大ごみ

スケート靴 粗大ごみ

スケートボード 粗大ごみ

スコップ 粗大ごみ

すずり もやせないごみ

すだれ 粗大ごみ

スタンプ台 もやせないごみ

スチール缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

スチール整理棚 粗大ごみ

ステレオ 粗大ごみ

ステンレスパイプ棚 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 灯油を抜き、乾電池を外す

ストーブガード 粗大ごみ

ストッキング もやせるごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

す ストック 粗大ごみ

ストロー もやせるごみ

砂 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

スナック菓子の袋 プラスチック製容器包装

スノーダンプ（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

スノーブラシ もやせるごみ

スノーボード 粗大ごみ

スノーマット（自家用車用） もやせるごみ

すのこ 粗大ごみ

スパイクシューズ もやせるごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプーン（金属製） もやせないごみ

スプーン（プラスチック製・木製） もやせるごみ

スプレー缶 もやせないごみ 缶に穴を開けガスを抜く

滑り台（プラスチック製 ･木製 ･金属製）粗大ごみ

スポンジマット もやせるごみ

ズボンプレッサー 粗大ごみ

スマートフォン 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

スリッパ もやせるごみ

せ 整髪料びん（乳白色以外） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
乳白色のものはもやせないごみ

精米機（家庭用） 粗大ごみ

清涼飲料水びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

生理用品 もやせるごみ

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油を抜き、乾電池を外す

石油タンク 粗大ごみ 灯油を抜く

石油ポンプ（プラスチック製） もやせるごみ 電動式は乾電池を外す

せっけん もやせるごみ

石膏ボード 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

セトモノ類 もやせないごみ

セニアカー 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

セメント 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ゼリーのふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ､ アルミ製はもやせるごみ

ゼリーの外装フィルム（プラスチック製） プラスチック製容器包装

ゼリーの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

セロハンテープ もやせるごみ

洗顔料チューブ もやせるごみ

洗剤容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

洗濯機 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

洗濯ばさみ もやせるごみ 金属製はもやせないごみ

洗濯物干し竿 粗大ごみ

ご
み
分
別
表
（
す
〜
せ
）
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ご
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分
別
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せ
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た
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

せ 洗濯物干し台（ブロック台座） 粗大ごみ

剪定（せんてい）はさみ もやせないごみ

栓抜き類 もやせないごみ

扇風機 粗大ごみ

洗面器（金属製） もやせないごみ

洗面器（プラスチック製） もやせるごみ

洗面台 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

そ 造花 もやせるごみ

双眼鏡 もやせないごみ

掃除機 ･掃除機ホース 粗大ごみ

送風機 粗大ごみ

ぞうり もやせるごみ

ソースの容器（プラスチック製） もやせるごみ 汚れが取れないため、びんの場合はもやせないごみ

ソーラー発電パネル 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ソファー・ソファーベット 粗大ごみ

ソフトボール もやせるごみ

そり（プラスチック製） 粗大ごみ

そろばん もやせるごみ

た 体温計（デジタル ･電子） もやせるごみ 水銀仕様のものは販売店へ依頼するか、清掃セン
ターへの直接搬入

体重計（ヘルスメーター） 粗大ごみ

耐熱ガラス製品 もやせないごみ

タイヤ 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

タイヤチェーン（ゴム製 ･金属製） 粗大ごみ

タイヤホイール 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

太陽光発電設備 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

太陽熱温水器 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

タイル 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

タオルケット もやせるごみ

卓上計算機 もやせるごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

卓上ガスコンロ 粗大ごみ

竹製品 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

畳 粗大ごみ ６枚以上は個人搬入
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

卓球の球 もやせるごみ

卓球用ラケット もやせるごみ

脱臭剤 もやせるごみ

タッパー もやせるごみ

たばこの外装フィルム プラスチック製容器包装

タブレット 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

たまごのパック（プラスチック製） プラスチック製容器包装

たらい（木製・プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

た たらい（金属製） もやせないごみ 不燃物専用容器に入らないものは粗大ごみ

たる 粗大ごみ

たわし類（金属製） もやせないごみ

たわし類（かめのこ ･スポンジ） もやせるごみ

タンス 粗大ごみ

断熱材（グラスウール） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ダンベル 粗大ごみ

段ボール 古紙類 ひもで十字にしばる

ち チェーン（ゴム製 ･金属製） 粗大ごみ

チェーンソー（電動 ･エンジン） 粗大ごみ 燃料を抜く

地球儀 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶器用具（木製 ･竹製） もやせるごみ

茶器用具（陶磁器製 ･金属製） もやせないごみ

茶びつ 粗大ごみ

中華なべ 粗大ごみ

注射器 ･注射針 不適ごみ 病院ヘ依頼する

チューブ容器 もやせるごみ

彫刻刀 もやせないごみ

超合金立体玩具 もやせないごみ ロボット、ミニカー

ちょうちん もやせるごみ

調味料の缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

調味料のびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

調味料の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 ケチャップ ･ソース ･マヨネーズを除く、汚れを水ですすぐ

調理台 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

チョーク もやせるごみ

ちりとり（木製・プラスチック製） もやせるごみ 袋に入りきらない場合は粗大ごみ

ちりとり（金属製） 粗大ごみ

つ つい立て（木製 ･金属製） 粗大ごみ

杖（つえ、木製 ･金属製） 粗大ごみ

使い捨てカイロ もやせるごみ

使い捨てカメラ もやせるごみ

使い捨てライター もやせるごみ 中身を空にする

机（木製 ･金属製） 粗大ごみ

漬物重し（製品） 粗大ごみ 市販の物に限る

漬物おけ 粗大ごみ

土 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

積み木 もやせるごみ

爪切り もやせないごみ

釣り糸 もやせるごみ

ご
み
分
別
表
（
た
〜
つ
）
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

つ 釣竿 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

釣り針 もやせないごみ

釣り用魚籠（竹・布・プラスチック製）もやせるごみ

釣り用おもり もやせないごみ

て 庭園灯 粗大ごみ

低周波治療器 粗大ごみ

Ｔ字ひげそり もやせないごみ

ティッシュペーパー ･ちり紙 もやせるごみ

ティッシュペーパーのセット袋 プラスチック製容器包装

ティッシュペーパーの箱 古紙類

ＤＶＤ・ケース もやせるごみ

ＤＶＤプレイヤー・レコーダー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

テーブル（木製 ･金属製） 粗大ごみ

テープレコーダー 粗大ごみ

手鏡 もやせないごみ

手さげ金庫 もやせないごみ

デジタルオーディオプレーヤー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

デスクトップパソコン 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照
※自作パソコンも対象

デスクマット もやせるごみ

鉄アレイ 粗大ごみ

鉄パイプ 粗大ごみ

鉄板（料理用） 粗大ごみ

テニス用ラケット
粗大ごみ

（木製・複合樹脂製、金属製）

テニスボール もやせるごみ

手袋 もやせるごみ

手袋（バイク乗車用） もやせるごみ 金属部分はもやせないごみ

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

テレビゲーム機 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

テレビゲームソフト（カセット・ＣＤ・ＤＶＤ式）もやせるごみ

テレビ台（木製 ･金属製） 粗大ごみ

テレビチューナー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

テレホンカード もやせるごみ

電化製品の外袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

電気あんか 粗大ごみ

電気温水器 粗大ごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気カーペットカバー もやせるごみ

電気かみそり もやせないごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

て 電気ケトル 粗大ごみ

電気こたつ 粗大ごみ

電気ジャー 粗大ごみ

電気スタンド 粗大ごみ 電球はもやせないごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

電気ポット 粗大ごみ

電気マッサージ機 粗大ごみ

電気毛布 粗大ごみ

電球（白熱灯） もやせないごみ

電子書籍端末 もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

電子辞書 もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照
乾電池をはずす

電子体温計 もやせるごみ

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

電磁調理器 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 もやせるごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

電池（乾電池） もやせないごみ

電池（充電式） 不適ごみ 家電量販店等での店頭回収へ

テント（キャンプ用） 粗大ごみ 金属製支柱・杭は粗大ごみ

電動アシスト自転車 粗大ごみ 充電式電池は店頭回収へ

電動工具 粗大ごみ 充電式電池は店頭回収へ

電動歯ブラシ もやせないごみ 乾電池は外す

電動ミシン 粗大ごみ

天ぷら油 もやせるごみ 固めるか、古紙に吸込ませる

電話機（ＦＡＸ付を含む） 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

電話機（ダイヤル式・黒電話型プッシュフォン） 粗大ごみ

電話帳 古紙類 ひもで十字にしばる

と 戸（木製 ･金属製） 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

といし もやせないごみ

トイレコーナー（金属製） もやせないごみ

トイレットペーパーの芯 古紙類

トイレブラシ もやせるごみ

トイレ便座 粗大ごみ

トイレマット もやせるごみ

陶磁器製品 もやせないごみ

豆腐の容器 ･フィルム（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

灯油 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

トースター 粗大ごみ

時計（腕時計、枕時計） もやせないごみ

ご
み
分
別
表
（
て
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と
）
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ご
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

と 土砂 不適ごみ 専門業者へ依頼する

トタン（塩化ビニール系・金属製） 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

トナーカートリッジ もやせるごみ 又は店頭回収ボックスへ

土鍋 粗大ごみ 不燃物専用容器に入ればもやせないごみ

土のう袋 もやせるごみ 土を取り除く

ドライバー（工具） もやせないごみ

ドライヤー 粗大ごみ

ドラム（コード） 粗大ごみ

ドラム缶 粗大ごみ 中身を空にする

ドラムセット（音楽用） 粗大ごみ

トランク 粗大ごみ

鳥かご（木製・金属製） 粗大ごみ

塗料（ペンキなど） もやせるごみ 固めるか、布 ･紙等にしみ込ませる

塗料缶 もやせないごみ 中身を空にする、一斗缶以上は粗大ごみ

ドリル 粗大ごみ

ドリンクびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

トレーニングマシン 粗大ごみ

トレイ類（食品用） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

ドレッサー 粗大ごみ

ドレッシングのびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

ドレッシングの容器（プラスチック製）もやせるごみ

トロフィー（金属製） もやせないごみ 大きいものは粗大ごみ

トロフィー（プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ

とんかち もやせないごみ

な ナイフ類 もやせないごみ

ナイロン製品 もやせるごみ

長靴 もやせるごみ

長座布団 粗大ごみ

流し台 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

なた もやせないごみ

納豆の容器 もやせるごみ 菌の関係上、全てもやせるごみ

なべ類 粗大ごみ

生ごみ もやせるごみ 水気をよく切って

に 乳酸飲料の容器 ･外装フィルム（プラスチック製）プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

入浴剤の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 金属製はもやせないごみ

庭木
もやせるごみ 長さ80ｃｍ以下、太さ 5ｃｍ以下、束の直径 30ｃｍ以内

業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

粗大ごみ 長さ 1.8 ｍ以下、太さ 12ｃｍ以下
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

人形 もやせるごみ 陶器製はもやせないごみ

ぬ ぬいぐるみ もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ぬ 布衣類 もやせるごみ

布くず もやせるごみ

ね ネガ もやせるごみ

ねじ もやせないごみ

熱冷ましシート もやせるごみ

寝袋 もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ

粘土（教材） もやせるごみ

の 農機具類（エンジン付き） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

農業用資材 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

農業用支柱 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

農業用ビニール 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

農薬 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

農薬の袋 もやせるごみ

農薬容器（びん類） もやせないごみ 中を水でよくすすいだものに限る

ノート 古紙類 ひもで十字にしばる

ノートパソコン 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照
資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照

のこぎり もやせないごみ

のみ もやせないごみ

のり ･接着剤の容器 もやせるごみ

海苔缶 もやせないごみ

海苔びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

は ハードディスク 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ハードディスクレコーダー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

バーベキューコンロ 粗大ごみ

ハーモニカ もやせないごみ

灰（お風呂・豆炭・木炭・練炭） 不適ごみ 自家処理できない場合は個人搬入可

バイク 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

灰皿 もやせないごみ

パイプいす 粗大ごみ

パイプ車庫 粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

廃油（エンジンオイル等） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ハイロン（波板トタン） 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

バインダー もやせるごみ 金属部分はもやせないごみ

ハウスパイプ 粗大ごみ
長さ 1.8 ｍ以下にする
個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

はかり 粗大ごみ キッチンスケールはもやせないごみ

はくせい もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

バケツ（金属製） 粗大ごみ

バケツ（プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ご
み
分
別
表
（
ぬ
〜
は
）
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ご
み
分
別
表
（
は
〜
ひ
）

50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

は はさみ類 もやせないごみ

はし もやせるごみ

はしご（家庭用） 粗大ごみ

柱時計 粗大ごみ

バスマット もやせるごみ

パソコン（デスクトップ型） 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照
※自作パソコンも対象

パソコン（ノート型） 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照
資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照

パソコンのディスプレイ 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照

パソコンのキーボード・マウス（初期添付）不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照
初期添付以外のものは粗大ごみ

パソコンラック 粗大ごみ

バター ･マーガリンの容器 もやせるごみ

バッグ ･かばん もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

バッテリー（車部品） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

発電機（家庭用） 粗大ごみ

バット（野球 ･ソフトボール用、木製 ･金属製） 粗大ごみ

発泡スチロール プラスチック製容器包装 家電製品の緩衝材 ･梱包材など

発泡トレイ プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

バドミントン用シャトル もやせるごみ

花 もやせるごみ

花火 もやせるごみ 未使用のものは水で濡らしてから出す

歯ブラシ もやせるごみ

歯ブラシのパック容器（プラスチック製）プラスチック製容器包装

歯磨きチューブ もやせるごみ

刃物類 もやせないごみ

パラボラアンテナ 粗大ごみ

針 もやせないごみ

針金 粗大ごみ

バレーボール もやせるごみ

パレット（絵画用 ･プラスチック製） もやせるごみ

パレット（荷揚げ用） 粗大ごみ

ハンガー（プラスチック製） もやせるごみ

ハンガー（金属製） 粗大ごみ

はんこ（象牙・プラスチック製・木製）もやせるごみ それ以外はもやせないごみ

飯ごう もやせないごみ

ハンドソープの容器 プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

ハンドルカバー もやせるごみ

ハンバーガー等の持ち帰り容器 プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

ハンマー もやせないごみ

ひ ピアノ 粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ひ ヒーター（温風） 粗大ごみ 灯油を抜く

ビー玉 もやせないごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビート板（水泳練習具） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ビールびん びん類 販売店、又は集団回収へ

ＰＰバンド（包装バンド） もやせるごみ

ＶＩＣＳ（ビックス）ユニット 不適ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ビデオカメラ もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

ビデオテープ もやせるごみ

ビデオデッキ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…

ビニールシート もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ビニール製品 もやせるごみ

ビニールテーブルクロス もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ビニールハウス（農業用） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ビニールひも もやせるごみ

ビニール袋 プラスチック製容器包装

ビニールホース もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

火鉢 粗大ごみ 中を空にする

ひも ･ロープ等 もやせるごみ

肥料袋 もやせるごみ

びんのふた（アルミ製 ･金属製） もやせないごみ

びんのふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装

びん類（飲食料用、化粧品の乳白色びん以外）びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

ふ ファイル ･バインダー もやせるごみ

ファスナー（金属製） もやせないごみ

ＦＡＸ（家庭用） 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ファンシーケース 粗大ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油を抜く

ファンデーションケース もやせないごみ

フィルム（ネガ） もやせるごみ

フィルムのケース プラスチック製容器包装

プール（子供用ビニールプール） 粗大ごみ

笛 もやせるごみ

フェンス 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

フォーク（台所用品） もやせないごみ

ふすま 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

仏壇 不適ごみ 清掃センターへの直接搬入

筆・筆入れ もやせるごみ

筆入れ（金属製） もやせないごみ

布団 粗大ごみ

ご
み
分
別
表
（
ひ
〜
ふ
）
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ふ
〜
へ
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ふ 布団乾燥機 粗大ごみ

踏み台 粗大ごみ

フライパン 粗大ごみ

ブラインド 粗大ごみ

プラグ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ぶらさがり健康器具 粗大ごみ

ブラシ もやせるごみ

プラスチック製のふた プラスチック製容器包装

プラズマテレビ 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

プラモデル もやせるごみ

フラワースタンド（プラスチック製 ･金属製）粗大ごみ

ブランコ 粗大ごみ

プランター（プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ、土は取り除く

プリンター（パソコン） 粗大ごみ

プリンのふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ、アルミ製はもやせるごみ

プリンの外装フィルム（プラスチック製） プラスチック製容器包装

プリンの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ、紙製はもやせるごみ

ブルーシート もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ブルーレイディスク もやせるごみ

ブルーレイプレーヤー・レコーダー 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

風呂釜 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

プロジェクションテレビ 粗大ごみ

ブロック 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ブロック台座 粗大ごみ

フロッピーディスク もやせるごみ

風呂ぶた 粗大ごみ

風呂マット もやせるごみ

ぶんちん もやせないごみ

文房具（紙製 ･プラスチック製 ･木製）もやせるごみ

文房具（金属製） もやせないごみ

文房具の外装フィルム プラスチック製容器包装

噴霧器 粗大ごみ

へ ヘアースプレーの缶 もやせないごみ 缶に穴を開けガスを抜く

ヘアーブラシ もやせるごみ

ベッド・ベッドマット 粗大ごみ

ペット小屋 粗大ごみ

ペットのえさ缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

ペットの死骸（犬、猫等） へい獣処理 段ボール箱に入れて、直接清掃センターへ持ち込
む……Ｐ 10参照

ペットのトイレ用の砂（市販の物に限る） もやせるごみ 汚物は取り除く

ペットボトル ペットボトル 中を水ですすぐ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

へ ぺットボトルのキャップ ･ラベル プラスチック製容器包装

ヘッドホン 粗大ごみ

ベニヤ板 もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

ベビーいす 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーキャリー 粗大ごみ

ベビー布団 粗大ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ベビー用風呂 粗大ごみ

ヘルスメーター（体重計） 粗大ごみ

ベルト（皮部分） もやせるごみ

ヘルメット 粗大ごみ

便器（陶器製） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ペンキ缶（４ℓ缶まで） もやせないごみ 中身を使い切って出す

ペンキ缶（18ℓ缶） 粗大ごみ 中身を使い切って出す

便座 粗大ごみ

ペンチ もやせないごみ

弁当（コンビニ弁当等）の容器（プラスチック製）プラスチック製容器包装 汚れが取れないものはもやせるごみ

弁当箱（プラスチック製） もやせるごみ 金属製はもやせないごみ

弁当用外装フィルム プラスチック製容器包装

ペン類 もやせるごみ 金属性はもやせないごみ

ほ ボイラー 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ホイール 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

望遠鏡 粗大ごみ

ほうき もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ

芳香剤びん（乳白色以外） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
乳白色のものはもやせないごみ

芳香剤の容器（プラスチック製） もやせるごみ 陶器製 ･ガラス製はもやせないごみ

帽子 もやせるごみ

防虫網 もやせるごみ

包丁 もやせないごみ

ボウリングの玉 粗大ごみ

ボウル（台所用 ･金属製） もやせないごみ 大きいものは粗大ごみ

ボウル（台所用 ･プラスチック製） もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

保温弁当箱 粗大ごみ

ホース（ゴム製 ･ビニール製） もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ

ホース巻（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

ポータブル便器 粗大ごみ 汚れを洗い流して出す

ホームタンク（灯油タンク） 粗大ごみ 完全に灯油を抜く

ボール（スポーツ用） もやせるごみ

ご
み
分
別
表
（
へ
〜
ほ
）
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ほ ボールペン もやせるごみ

ポケットティッシュの外袋 ･個袋 プラスチック製容器包装

ホーローなべ 粗大ごみ

歩行器（幼児用） 粗大ごみ

ボタン電池 不適ごみ 家電量販店等での店頭回収へ
水銀仕様のものは販売店へ依頼するか清掃センターへの直接搬入

補聴器 もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

ホッチキス もやせないごみ

ポット（魔法瓶） 粗大ごみ

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットカーラー 粗大ごみ

ホットプレート 粗大ごみ

ポットワゴン 粗大ごみ

ボディソープの容器（ポンプ式を含む）プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

哺乳瓶（ガラス製） もやせないごみ

哺乳瓶（プラスチック製） もやせるごみ

ポリジョウロ ･ポリ容器 ･ポリバケツ もやせるごみ 袋に入らない場合は粗大ごみ

ポリタンク 粗大ごみ 灯油 ･石油等は抜く

保冷剤 もやせるごみ

本（書籍、雑誌、カタログ） 古紙類 ひもで十字にしばる

本立て（金属製） もやせないごみ 不燃物専用容器に入らない場合は粗大ごみ、プラ
スチック製はもやせるごみ

本棚（木製 ･金属製） 粗大ごみ

ポンプ（井戸用・風呂用・排水用） 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

ま マージャン牌 もやせるごみ

マイク もやせないごみ コードのついているものは粗大ごみ

マウス（パソコンの初期添付） 不適ごみ 資源有効利用促進法対象品…Ｐ 12参照
初期添付以外のものは粗大ごみ

巻尺 ･メジャー もやせるごみ 金属製はもやせないごみ

マグネット（シール状磁石） もやせるごみ

まくら（磁石・パイプ） もやせるごみ

マジックペン もやせるごみ

マッサージ機 粗大ごみ

マッチ もやせるごみ 未使用のものは水で濡らしてから出す

マットレス ･磁気マットレス 粗大ごみ

窓ガラス（板ガラス）用ガラス もやせないごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

窓ガラス（板ガラス）用枠 粗大ごみ 業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

まな板（プラスチック製 ･木製） 粗大ごみ

マニキュアびん（乳白色以外） びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
乳白色のものはもやせないごみ

魔法びん 粗大ごみ

ままごとセット もやせるごみ

豆炭（未使用） もやせるごみ
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ま 豆炭残灰 不適ごみ 自家処理できない場合は個人搬入可

豆電球 もやせないごみ

マヨネーズの外袋 ･キャップ プラスチック製容器包装

マヨネーズのチューブ もやせるごみ 汚れが取れないため

まんが本 古紙類 ひもで十字にしばる

万年筆 もやせないごみ

万歩計 もやせるごみ

み ミシン（足踏み ･卓上 ･電動） 粗大ごみ

ミキサー 粗大ごみ

みりんのびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

みりんのペットボトル ペットボトル 中を水ですすぐ

ミルク缶 もやせないごみ 中を水ですすぐ

む 蒸し器 粗大ごみ

虫めがね ･ルーペ（ガラス） もやせないごみ

虫めがね ･ルーペ（プラスチック） もやせるごみ

むしろ 粗大ごみ ひもでしばる

無線機 もやせないごみ

め 名刺ケース もやせるごみ 金属製はもやせないごみ

めがね（ガラス） もやせないごみ

めがね（プラスチック） もやせるごみ

めがねケース もやせるごみ

メガホン もやせるごみ

目薬容器 もやせるごみ

目覚まし時計 もやせないごみ 大きいものは粗大ごみ

メジャー（金属製） もやせないごみ

メジャー（ビニール製） もやせるごみ

メモリーカード もやせないごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

めん類の袋（うどん ･そば ･ラーメン等）プラスチック製容器包装 汚れがひどいものはもやせるごみ

も 毛布 粗大ごみ ひもでしばる

モーター類 粗大ごみ

木材 粗大ごみ
長さ１．８ｍ以下、太さ 12ｃｍ以下にする
個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

木工製品 もやせるごみ 袋に入らない物は粗大ごみ

木炭（未使用） もやせるごみ

木炭残灰 不適ごみ 自家処理できない場合は個人搬入可

物置（木製 ･金属製） 粗大ごみ 小屋程度の簡易なもので、個人解体個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

餅つき機 粗大ごみ

モップ（雑巾類） もやせるごみ

モップの柄（木製・金属製） 粗大ごみ

モップの金具 もやせないごみ
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50 音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

も モデルガン（金属製） もやせないごみ

モデルガン（プラスチック製） もやせるごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台座と支柱 粗大ごみ

物干しハンガー もやせるごみ 金属製は粗大ごみ

門扉 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

や やかん 粗大ごみ

焼肉用たれのびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）
汚れがとれない場合はもやせないごみ

焼肉用たれのボトル もやせるごみ

野球グローブ もやせるごみ

野球ボール もやせるごみ

薬品（家庭用） もやせるごみ 家庭用以外のものは販売店、専門業者へ依頼する

野菜の外袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

野菜のネット（網） プラスチック製容器包装

ゆ ＵＳＢメモリ もやせるごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照

融雪剤 もやせるごみ

郵便受け（プラスチック製 ･金属製） 粗大ごみ

雪かき（木製 ･金属製） 粗大ごみ

湯たんぽ（金属製） 粗大ごみ

湯たんぽ（プラスチック製） もやせるごみ

湯沸し器 粗大ごみ 乾電池を外す

よ 洋酒びん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

ヨーグルトのふた（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ、アルミ製はもやせるごみ

ヨーグルトの外装フィルム（プラスチック製） プラスチック製容器包装

ヨーグルトの容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ、紙製はもやせるごみ

浴槽 粗大ごみ 個人で解体したもので個人搬入に限る
業者により施工されたものは専門業者へ依頼する

よしず 粗大ごみ

ら ライター（金属製） もやせないごみ 中身を空にする、プラスチック製はもやせるごみ

ラジオ ･ラジカセ 粗大ごみ 小型家電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照…
乾電池をはずす

ラジコンプロポ 粗大ごみ

ラジコン本体 粗大ごみ

ラック（木製） もやせるごみ

ラップ（食品用、お店で包装されたもの） プラスチック製容器包装 汚れが取れないものはもやせるごみ

ラップの芯 古紙類

ラティス 粗大ごみ

ラドン発生器（温泉発生器） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ラベル（ペットボトル等の帯フィルム）プラスチック製容器包装

ランチジャー 粗大ごみ

ランドセル もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ
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50音 品　　名 分…別…区…分 備　　考

ら ランニングマシーン 粗大ごみ

り リール（釣り用） もやせないごみ プラスチック製はもやせるごみ

リモコン もやせるごみ
小型家電リサイクル法対象品付属のものは小型家
電リサイクル法対象品…Ｐ 8参照
乾電池をはずす

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック もやせるごみ

旅行用バッグ もやせるごみ 袋に入らないものは粗大ごみ

リンスの容器（ポンプ式を含む） プラスチック製容器包装 中を水ですすぐ

る ルーフボックス（自動車用） 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷水器 粗大ごみ

冷蔵庫 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

冷凍庫（ストッカーも含む） 不適ごみ 家電リサイクル法対象品…Ｐ 11参照

冷凍食品の袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装 汚れを水ですすぐ

冷風機 ･冷風扇 粗大ごみ

レーザーディスク盤 ･レコード盤 もやせるごみ
レーザーディスクプレイヤー ･レコー
ドプレイヤー 粗大ごみ

レジ袋 プラスチック製容器包装 プラマーク（識別マーク）なしでもよい

レトルトパック（カレー ･シチュー等）もやせるごみ 汚れがとれないため

レンガ 不適ごみ 販売店、専門業者へ依頼する

レンジ台（木製 ･金属製） 粗大ごみ

煉炭（未使用物） もやせるごみ 袋に入りきらない時は粗大ごみ

煉炭 ･豆炭残灰 不適ごみ 自家処理できない場合は個人搬入可

煉炭コンロ 粗大ごみ

ろ ろうそく もやせるごみ

ロープ（麻製） もやせるごみ

ローラースケート ･ブレイド 粗大ごみ

ロールカーテン 粗大ごみ

ロッカー 粗大ごみ

ロックミシン（台付） 粗大ごみ

わ ワープロ 粗大ごみ

ワイヤー 粗大ごみ 家庭からの搬出物に限る

ワインびん びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

輪ゴム もやせるごみ

ワゴン（台所用）･お座敷ワゴン 粗大ごみ

わさびのチューブ（プラスチック製） もやせるごみ 汚れが取れないため

わりばし もやせるごみ

わりばしの袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

ワンカップ びん類 中を水ですすぐ（三色分別）

ご
み
分
別
表
（
ら
〜
わ
）
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ごみ処理の流れ

・鉄プレス
　⇒鉄鋼原料

・アルミプレス
　⇒アルミ缶原料

・びん（カレット化）
　⇒ガラスびん原料

・ペットボトル
　⇒プラスチック製品

・プラスチック類
　⇒プラスチック製品

・粗大プレス
　⇒鉄鋼原料

・古　紙　類
　⇒再　生　紙

清掃センター

ペットボトル・
びん類処理資源化施設

廃プラスチック
処理資源化施設

粗大ごみ処理施設
（もやせないごみ・粗大ごみ）

焼 却 処 理

埋 立 処 理
（焼却灰）

選 別 処 理

選 別 処 理

破 砕 処 理
（粗大可燃物）

（スチール缶・アルミ缶類）

（びん類）

（粗大不燃物）

プレス（圧縮）処理

プレス（圧縮）処理

（ペットボトル）

家庭系ごみ
（市町で収集・運搬）
（自　己　搬　入）

事業系ごみ
（自　己　搬　入）
（業　者　委　託）
※家庭系ごみと同様
　の流れです　　　

資　源　物

もやせるごみ

もやせないごみ

ペットボトル

び　ん　類

プラスチック製容器包装

古紙類

粗 大ご み
・可 燃 物

・不 燃 物
市町単位での
古紙回収作業

※再生処理事業者に
　運ばれて資源化
　されます

再資源化（例）

ごみ焼却施設

選 別 処 理

減 容 処 理
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経済産業省ウェブサイト　（http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/）を加工して作成


