
索引 ごみの種類 分別区分 出し方のワンポイント
あ ＩＣレコーダー 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す

アイロン 不燃ごみ
アイロン台 粗大ごみ（小）
空き缶（ｼﾞｭｰｽ・ﾋﾞｰﾙ類） 資源
空きびん（酒びん・飲料びん） 資源 ふたは不燃ごみに出す
アコーディオンカーテン 粗大ごみ（中）
油紙 可燃ごみ
油缶 不燃ごみ 中身の入っているものは収集不可
油びん 不燃ごみ 中身の入っているものは収集不可
雨具（カッパ） 不燃ごみ
編み機（卓上型） 粗大ごみ（小）
編み機（テーブル型） 粗大ごみ（中）
網戸・アルミサッシ（障子） 粗大ごみ（小）
アルバム　(閉じ具付き) 不燃ごみ
アルミコーティング袋 可燃ごみ 菓子袋（ポテトチップス等）、薬の包装紙類
アルミ皿 不燃ごみ
アルミホイル 不燃ごみ
アンプ（音響機器） 粗大ごみ（小）

い 衣装ケース（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 粗大ごみ（小）
椅子（１人掛け用） 粗大ごみ（小）
椅子（２人掛け以上） 粗大ごみ（中）
板切れ 可燃ごみ 50㎝以下、厚さ10cm以下に切ってから、市指定袋に入れて出す
一輪車（遊具） 粗大ごみ（小）
一輪車（荷物用） 粗大ごみ（中）
井戸ポンプ 粗大ごみ（小）
犬小屋（既製品） 粗大ごみ（中）
鋳物鍋 不燃ごみ
衣類 資源 資源にだせないものは不燃ごみ（衣類のみまとめて出す）
衣類乾燥機 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど
入れ歯 不燃ごみ
印鑑・はんこ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製は可燃ごみで出す
インクリボン 不燃ごみ
インターホン 不燃ごみ
飲料用紙ﾊﾟｯｸ（ｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 可燃ごみ

う 植木の葉・枝（長さ50㎝以下） 可燃ごみ 枝類は50㎝以下に切ってから、市指定袋に入れて出す
植木鉢 不燃ごみ
植木用支柱 不燃ごみ
ウォシュレット用便座 不燃ごみ 不燃袋に入るものに限る
浮き輪 不燃ごみ
ウッドデッキ（解体済） 粗大ごみ（中）
腕時計 不燃ごみ
乳母車 粗大ごみ（小）

え エアコン 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど
エアロバイク 粗大ごみ（中）
枝切りばさみ 粗大ごみ（小）
枝類 不燃ごみ 太さ10㎝、長さ50㎝以下のもの、市指定袋に入れて出す
絵の具ﾁｭｰﾌﾞ（金属・ﾌﾟﾗ製） 不燃ごみ
絵本 資源 ひもで十字にしばって出す
エレクトーン 市で収集しないもの 専門業者による処分
エンジンオイル 市で収集しないもの 専門業者による処分
鉛筆 可燃ごみ
鉛筆削り器 不燃ごみ

お オイルヒーター 市で収集しないもの 専門業者による処分
オートバイ 市で収集しないもの 廃棄二輪車取扱店又は指定引取窓口にご相談ください
オーブントースター 不燃ごみ
おけ（桶） 不燃ごみ
押しピン（画びょう） 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れて出す
おしゃぶり 不燃ごみ
お玉（しゃくし） 不燃ごみ 木製のものは、可燃ごみへ
落ち葉 可燃ごみ 土を落とし乾燥させてから出す
おまる（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
おむつ・おむつカバー 可燃ごみ 汚物は取り除く
おもちゃ（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製のものは、可燃ごみへ
折りたたみ傘 不燃ごみ
オルガン 市で収集しないもの 専門業者による処分
おろしがね 不燃ごみ
温度計 不燃ごみ

か カーテン（２枚まで） 粗大ごみ（小）
カーテンレール（２ｍまで） 粗大ごみ（小）
カーペット 粗大ごみ（小）

鹿嶋市　家庭ごみ分別一覧表



カーボン紙 可燃ごみ
貝殻類 不燃ごみ
懐中電灯 不燃ごみ 電池を外してから出す
鏡 不燃ごみ
鏡台（ﾄﾞﾚｯｻｰ） 粗大ごみ（中）
カギ 不燃ごみ
角型水槽 粗大ごみ（中）
額縁 不燃ごみ
かご 粗大ごみ（小）
傘 不燃ごみ 袋から出ていても可
傘立て 粗大ごみ（小）
菓子缶 不燃ごみ
加湿器 粗大ごみ（中）
菓子袋（ｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ製） 可燃ごみ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟ等の菓子袋を指す
菓子袋（ﾋﾞﾆｰﾙ製） 可燃ごみ
ガス器具台 粗大ごみ（中）
ガスコンロマット 不燃ごみ
ガステーブル 粗大ごみ（小）
ガスボンベ 市で収集しないもの 専門業者による処分
ガスレンジ 粗大ごみ（中）
カセットテープ 不燃ごみ
カセットデッキ 粗大ごみ（小） 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
カセットボンベ（卓上） 不燃ごみ 完全に使い切ってから、穴をあけて出す　　　　爆発防止
カタログ 資源 ひもで十字にしばって出す
カッター刃 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れて出す
カッパ（ﾋﾞﾆｰﾙ製） 不燃ごみ
ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ容器（ﾄﾚｲ） 可燃ごみ
かつら 不燃ごみ
家庭用ゲーム機 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
家庭用ゲームソフト 不燃ごみ
かなづち 不燃ごみ
かばん（ビニール・革製） 不燃ごみ
花びん 不燃ごみ
紙おむつ 可燃ごみ 汚物は取り除く
かみそりの刃 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れて出す
紙ﾊﾟｯｸ（他の飲料） 可燃ごみ
ガム 可燃ごみ
ガムテープ（紙・布） 可燃ごみ １個丸ごと捨てるときは不燃ごみ
カメラ 不燃ごみ 電池を外してから出す
カラーボックス 粗大ごみ（小）
ガラス板 粗大ごみ（小）
ガラスくず（破片） 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
ガラス戸（ｻｯｼ） 粗大ごみ（中）
刈り払い機 粗大ごみ（中）
革靴 不燃ごみ
革ジャンパー 不燃ごみ
瓦 市で収集しないもの 専門業者による処分
換気扇（家庭用） 不燃ごみ
換気扇フード 粗大ごみ（小）
缶切り 不燃ごみ
乾燥剤 不燃ごみ
乾電池（アルカリ・マンガン） 有害ごみ 資源集積所へ
乾電池（充電池） 有害ごみ 電気店・販売店へ持っていく、または資源集積所へ
感熱紙 可燃ごみ

き キーボード（楽器） 粗大ごみ（小）
キーボード（ﾊﾟｿｺﾝ用） 不燃ごみ 購入時付属の物はパソコンとともにリサイクル
キーホルダー 不燃ごみ
機械油 市で収集しないもの 専門業者による処分
木くず 可燃ごみ 太さ10㎝、長さ50㎝以下のもの、市指定袋に入れて出す
ギター　（楽器類） 粗大ごみ（小）
キッチン台 粗大ごみ（中）
脚立　（90㎝未満） 粗大ごみ（小）
脚立　（90㎝以上） 粗大ごみ（中）
急須 不燃ごみ
給湯器 粗大ごみ（小）
金庫（耐熱） 市で収集しないもの 専門業者による処分
金庫（鉄のみ） 粗大ごみ（小）
金属キャップ（フタ） 不燃ごみ

く 空気入れ 不燃ごみ
空気清浄機 粗大ごみ（小）
クーラー（ｴｱｺﾝ） 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらう
クーラーボックス 粗大ごみ（小）
くぎ 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れて出す
草 可燃ごみ 土を落とし乾燥させてから、市指定袋に入れて出す
草刈り鎌（家庭用） 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）



草刈り機 粗大ごみ（中）
串（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製は可燃ごみで出す
櫛（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製は可燃ごみで出す
口紅ｹｰｽ 不燃ごみ
靴 不燃ごみ
靴下 不燃ごみ
クッション 不燃ごみ
クリスマスツリー 可燃ごみ 50cm以下に切り、市指定袋に入れて出す。ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は不燃。
車椅子 粗大ごみ（中）
クレヨン 可燃ごみ
グローブ 不燃ごみ
グローランプ 不燃ごみ 有害ごみに出さない
軍足 不燃ごみ
軍手 不燃ごみ

け 蛍光管 有害ごみ 資源集積所（団体の設置場所）
携帯オーディオプレーヤー 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
携帯電話・スマートフォン 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
毛糸 不燃ごみ
計量はかり 不燃ごみ
ゲーム機（据置型・携帯型） 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
消しゴム 不燃ごみ
化粧びん 不燃ごみ 化粧びんはリサイクルできない
げた 不燃ごみ
下駄箱（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
下駄箱（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
下駄箱（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
玄関ﾏｯﾄ 不燃ごみ
健康器具（ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ） 粗大ごみ（大）
健康器具（ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ以外） 粗大ごみ（中）
剣山 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
建築廃材 市で収集しないもの 専門業者による処分
原動機付自転車50cc以下 市で収集しないもの 廃棄二輪車取扱店又は指定引取窓口にご相談ください

こ 広告（ﾁﾗｼ） 資源 ひもで十字にしばって出す
ゴーグル 不燃ごみ
コードリール 不燃ごみ
コーヒーメーカー 不燃ごみ １０㎏以内、それ以上のものは粗大ごみ
小型電化製品 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
小型ラジオ 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
ござ（い草製・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 粗大ごみ（小）
こたつ板 粗大ごみ（小）
こたつセット 粗大ごみ（中）
こたつ布団 粗大ごみ（小）
ｺｯﾌﾟ（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｶﾞﾗｽ類） 不燃ごみ
子供玩具 粗大ごみ（小）
粉ミルクの缶 不燃ごみ
ごみ箱 粗大ごみ（小）
ゴム手袋 不燃ごみ
ゴムホース 不燃ごみ
米びつ 粗大ごみ（中）
米びつ（１０俵入りドラム缶） 粗大ごみ（大）
ゴルフクラブ（5本まで） 粗大ごみ（小）
ゴルフバッグ 粗大ごみ（中）
ゴルフマット 不燃ごみ
コンクリート 市で収集しないもの 専門業者による処分
コンプレッサー 粗大ごみ（中）
梱包用発泡スチロール 不燃ごみ 大きいものは壊して袋に入れる
コンポスト容器　（大） 粗大ごみ（中）
コンロ用カセットボンベ 不燃ごみ 完全に使い切ってから出す　 爆発防止

さ サーフィンボード 粗大ごみ（小）
サイクリングマシーン 粗大ごみ（中）
座椅子 粗大ごみ（小）
サイドボード（90㎝未満） 粗大ごみ（中）
サイドボード（90㎝以上） 粗大ごみ（大）
酒一升ビン　（6本入りケース） 粗大ごみ（小）
座卓　（ちゃぶ台） 粗大ごみ（小）
サッシ 粗大ごみ（小）
雑誌 資源 ひもで十字にしばって出す
雑草 可燃ごみ 土を落とし乾燥させてから、市指定袋で出す
殺虫剤スプレー缶 不燃ごみ 完全に使い切ってから出す　 爆発防止
座布団 不燃ごみ
サマーベッド 粗大ごみ（小）
皿 不燃ごみ
ざる 不燃ごみ
三角はしご 粗大ごみ（大）
サンダル 不燃ごみ



三輪車 粗大ごみ（小）
し ＣＤ（コンパクトディスク） 不燃ごみ

ＣＤプレーヤー 粗大ごみ（小）
自家水用ポンプ（一式） 粗大ごみ（大）
地下たび 不燃ごみ
磁石 不燃ごみ
辞書・辞典 資源 ひもで十字にしばって出す
湿布薬 可燃ごみ
自転車　（子ども用） 粗大ごみ（小）
自転車　（大人用） 粗大ごみ（中）
芝刈り機　（手動式） 粗大ごみ（小）
芝刈り機　（電動式） 粗大ごみ（中）
ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ(金属・ﾌﾟﾗ製) 不燃ごみ
しゃもじ（プラスチック製） 不燃ごみ 木製のものは可燃物へ出す
ｼｬﾝﾌﾟｰの容器(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) 不燃ごみ
ジューサーミキサー 不燃ごみ
シューズケース（厚紙） 資源 平らにのばしてから雑がみと一緒にひもで十字にしばって出す
ジュースのふた 不燃ごみ
じゅうたん 粗大ごみ（小）
充電式電池 市で収集しないもの リサイクル協力店による回収
柔軟剤の容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
収納ケース　（３段まで） 粗大ごみ（中）
シュレッダー　（小） 粗大ごみ（小）
消火器 市で収集しないもの 専門業者による処分
浄化槽ポンプ 粗大ごみ（小）
定規（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ
焼却灰　（１袋　１０ｋｇ以内） 粗大ごみ（小）
障子戸 粗大ごみ（小）
浄水機 不燃ごみ
照明器具 粗大ごみ（小）
じょうろ（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ
食用油 可燃ごみ 凝固剤や布切れ等に染み込ませてから出す
除湿機 粗大ごみ（小）
除湿剤 不燃ごみ
食器洗い乾燥機 粗大ごみ（中）
食器乾燥機 粗大ごみ（小）
食器棚（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
食器棚（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
食器棚（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
新聞紙 資源 ひもで十字にしばって出す

す 水槽（ｶﾞﾗｽ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 粗大ごみ（中）
水筒（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
炊飯器 不燃ごみ
スーツケース 粗大ごみ（小）
スカーフ 不燃ごみ
姿見（鏡） 粗大ごみ（小）
スキー板 粗大ごみ（小）
スキーウエアー 不燃ごみ
スキー靴 不燃ごみ
スキーストック 粗大ごみ（小）
スコップ 粗大ごみ（小）
硯（すずり） 不燃ごみ
すだれ（よしずを含む。） 粗大ごみ（小）
スタンプ台 不燃ごみ
ステレオセット 粗大ごみ（大）
ステレオチューナー 粗大ごみ（小）
ストーブ 粗大ごみ（小） 電池を外し、灯油を使い切って出す
ストッキング 不燃ごみ
スノーボード 粗大ごみ（小）
すのこ 粗大ごみ（小） 木製は50cm以下に切り、可燃ごみとして市指定袋に入れて出す
スピーカー　（２個組可） 粗大ごみ（小）
スプーン（使い捨て） 可燃ごみ
スプレー缶 不燃ごみ 完全に使い切ってから出す　 爆発防止
滑り台　（既製品） 粗大ごみ（中）
スポンジ（台所用） 不燃ごみ
ズボンプレッサー 粗大ごみ（小）
スマートフォン 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
炭 粗大ごみ（小） １袋１０㎏以内
スリッパ 不燃ごみ



せ 精米機 粗大ごみ（小）
生理用品 可燃ごみ
セーター 資源 ※資源に出せない場合不燃ごみ
石油ストーブ 粗大ごみ（小） 電池を外し、灯油を使い切って出す
石油ポンプ 不燃ごみ 電池式のものは、電池を外して出す
せっけん 可燃ごみ
瀬戸物 不燃ごみ
セラミックファンヒーター 不燃ごみ 不燃ごみの指定袋に入れて、直接衛生センターへ搬入
洗剤容器（紙製） 可燃ごみ
洗剤容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
洗濯機 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど
栓抜き 不燃ごみ
扇風機 粗大ごみ（小）
洗面器（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ 陶器類は市では収集できません
洗面・化粧台 粗大ごみ（大）

そ 造花 不燃ごみ
掃除機 粗大ごみ（小）
ぞうり（ビニール製） 不燃ごみ
ソファー 粗大ごみ（小）
ソファー（３人掛け） 粗大ごみ（大）

た 体温計（水銀） 有害ごみ 資源集積所（団体の設置場所），デジタル式のものは小型家電
体重計 不燃ごみ 電池式のものは、電池を外して出す
台車 粗大ごみ（小）
タイヤ 市で収集しないもの 専門業者による処分
タイル 市で収集しないもの 専門業者による処分
タイルカーペット 粗大ごみ（小）
ダウン衣料 不燃ごみ
タオルケット 不燃ごみ ※資源に出せない場合
卓上式ミシン 粗大ごみ（小）
竹 市で収集しないもの 専門業者による処分
畳 市で収集しないもの 専門業者による処分
脱臭剤 不燃ごみ
タッパー 不燃ごみ
建具　（障子・ふすま） 粗大ごみ（小）
棚（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
棚（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
棚（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
たばこの吸殻・箱 可燃ごみ 火元に水をかけて出す
たまごの殻・パック 可燃ごみ
たらい 粗大ごみ（小）
たわし 不燃ごみ
単行本 資源 ひもで十字にしばって出す
タンス（最大辺90㎝未満） 粗大ごみ（中）
タンス（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
ダンボール 資源 60cmくらいに折りたたみ、ひもで十字にしばって出す



ち 地球儀 不燃ごみ
チャイルドシート 粗大ごみ（小）
茶がら 可燃ごみ 水気を充分に切ってから出す
茶器 不燃ごみ
着火剤（バーベキュー用） 市で収集しないもの
茶碗 不燃ごみ
注射器類 市で収集しないもの 専門業者による処分
調味料の容器(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類) 不燃ごみ
調味料の容器(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 資源 ﾘｻｲｸﾙﾏｰｸや底に丸いへそのついたもの（しょうゆ等）
調味料の容器（びん） 資源 ふたは不燃ごみに出す
調理台 粗大ごみ（中）
チョーク 可燃ごみ
チラシ（広告） 資源 ひもで十字にしばって出す

つ 使い捨てカイロ 不燃ごみ
使い捨てライター 不燃ごみ 中身を使い切って出す
机・テーブル（最大辺90㎝未満） 粗大ごみ（中）
机・テーブル（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
漬け物石 市で収集しないもの
つぼ 不燃ごみ
積み木（木製） 可燃ごみ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のものは不燃ごみで出す
爪切り 不燃ごみ
釣り網（たも） 不燃ごみ
釣糸 不燃ごみ
釣竿（5本まで） 粗大ごみ（小）
釣りリール 不燃ごみ

て ティッシュペーパーの箱 資源 ﾋﾞﾆｰﾙを取り除いて出す
テーブル（最大辺90㎝未満） 粗大ごみ（中）
テーブル（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
テープレコーダー 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
デジタルカメラ 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
デスクマット 不燃ごみ
鉄アレイ 粗大ごみ（小）
テニスボール 不燃ごみ
テニスラケット 不燃ごみ
手袋 不燃ごみ
テレビ（液晶） 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど
テレビアンテナ 粗大ごみ（小）
テレビ（ブラウン管） 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど
テレビ台 粗大ごみ（小）
テレフォンカード 不燃ごみ
天眼鏡 不燃ごみ
電気あんか 不燃ごみ
電気温水器 粗大ごみ（大）
電気カーペット 粗大ごみ（小）
電気ストーブ 不燃ごみ
電気毛布 粗大ごみ（小）
電球 不燃ごみ 有害ごみに出さない
電子辞書 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
電子ジャー 粗大ごみ（小）
電子レンジ 粗大ごみ（中）
天体望遠鏡 粗大ごみ（小）
電卓 不燃ごみ 電池を外してから出す
テント一式 粗大ごみ（大）
電話器 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す

と ドア 粗大ごみ（中）
ドアノブ 不燃ごみ
砥石 不燃ごみ
陶磁器類 不燃ごみ
トースター 不燃ごみ
特殊加工紙 可燃ごみ 油紙・ｶｰﾎﾞﾝ紙・ﾋﾞﾆｰﾙ加工紙・ﾗﾐﾈｰﾄ加工紙等
時計 不燃ごみ
土砂 市で収集しないもの 専門業者による処分
戸棚　（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
戸棚　（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
戸棚　（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
トタン板（2m，5枚） 粗大ごみ（中）
トタン（網入り） 市で収集しないもの 専門業者による処分
土鍋 不燃ごみ
ドライバー 不燃ごみ
ドライヤー 不燃ごみ
ドラム缶　（200L用） 粗大ごみ（中）
塗料 市で収集しないもの 専門業者による処分
ドリンクびん 資源 ふたは不燃ごみに出す
トレイ類 可燃ごみ スーパーなどでのリサイクル回収もある
ドレッサー 粗大ごみ（中）
トロフィー 不燃ごみ
とんかち（ハンマー） 不燃ごみ



な ナイフ 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
長靴 不燃ごみ
流し台 粗大ごみ（中）
納豆の容器（発泡ｽﾁﾛｰﾙ製） 可燃ごみ
鍋 不燃ごみ
生ごみ 可燃ごみ 水気を充分に切ってから出す
生ごみ処理機 粗大ごみ（小）
波板・トタン板・ブリキ板等
（２ｍ以内　５枚まで）

粗大ごみ（中）

に 二段ベッド 粗大ごみ（大）
荷作りひも（ﾋﾞﾆｰﾙ製） 不燃ごみ
人形ケース 粗大ごみ（小）

ぬ ぬいぐるみ 不燃ごみ 繊維類のみまとめて出す
縫い針 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れる

ね ネクタイ 不燃ごみ
ねじ（金属製） 不燃ごみ
寝袋 粗大ごみ（小）
粘土 不燃ごみ 少量に限る

の 農業用ビニール 市で収集しないもの 専門業者による処分
農業用肥料袋 市で収集しないもの 専門業者による処分
農薬 市で収集しないもの 専門業者による処分
のこぎり 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
海苔容器（かん） 不燃ごみ
海苔容器（びん） 不燃ごみ
海苔容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ

は ハーモニカ 不燃ごみ
バイク 市で収集しないもの 廃棄二輪車取扱店又は指定引取窓口にご相談ください
灰皿 不燃ごみ
パイプ（塩ビ製品を除く。） 粗大ごみ（中）
パイプ椅子 粗大ごみ（小）
パイプベット 粗大ごみ（中）
廃油 市で収集しないもの 専門業者による処分
はかり 不燃ごみ
白熱球 不燃ごみ 有害ごみに出さない
バケツ（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
はさみ 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
箸（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製のものは、可燃ごみで出す
はしご 粗大ごみ（小）
柱時計 粗大ごみ（小）
パソコン（デスクトップ型） 市で収集しないもの メーカー引取依頼（リサイクル），提携業者による宅配便回収
パソコン（ノート型） 市で収集しないもの メーカー引取依頼（リサイクル），提携業者による宅配便回収
パソコン台 粗大ごみ（中）
バッグ 不燃ごみ
バックル（金属製） 不燃ごみ
バッテリー 市で収集しないもの 専門業者による処分
バット（木製・金属） 粗大ごみ（小）
発泡スチロール 不燃ごみ 大きいものは壊して小さくしてから市指定袋に入れて出す
花火 不燃ごみ 水によく浸してから出す（袋に危険と書く）
歯ブラシ 不燃ごみ
歯磨き粉チューブ 可燃ごみ キャップは，はずして不燃ごみへ
紙ﾊﾟｯｸ（牛乳ﾊﾟｯｸ等） 資源 中を洗って乾かしてから、ひもで十字にしばって出す
刃物 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
針 不燃ごみ プラスチックやカン等のフタ付きの容器に入れる
針金 不燃ごみ
ハンガー（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ
パンツ（下着） 不燃ごみ 繊維類のみまとめて出す

ひ ピアニカ 不燃ごみ
ピアノ 市で収集しないもの 専門業者による処分
ヒーター 粗大ごみ（小）
ビー玉 不燃ごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ（小）
ひげそり（電動式） 小型家電 電池を外して，市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す

ビデオカメラ 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
ビデオテープ 不燃ごみ
ビデオデッキ 粗大ごみ（小）
ひな壇（ひな飾り） 粗大ごみ（大）
ビニールシート 不燃ごみ
火鉢 粗大ごみ（小）

ふ ファクシミリ　（家庭用） 粗大ごみ（小）
ファンシーケース 粗大ごみ（小）
ファンヒーター 粗大ごみ（小）
フィルム（カメラ） 不燃ごみ
風鈴（ｶﾞﾗｽ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ
フェンス 粗大ごみ（小）
フォーク 不燃ごみ
フォーク（使い捨て） 可燃ごみ
ふすま 粗大ごみ（小）
筆 不燃ごみ 竹製は可燃ごみ



布団　（２枚１組） 粗大ごみ（小） 市指定袋に入るものは、不燃ごみでも可
布団乾燥機 粗大ごみ（小）
フライパン 不燃ごみ
ブラインド 粗大ごみ（小）
ぶら下がり健康器 粗大ごみ（中）
フラワースタンド 粗大ごみ（小）
ブランコ　（既製品） 粗大ごみ（中）
プランター 不燃ごみ
プリンター 粗大ごみ（小）
プリンの容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 可燃ごみ
風呂釜　（ボイラー） 粗大ごみ（小）
ブロック（コンクリート） 市で収集しないもの 専門業者による処分　
フロッピーディスク 不燃ごみ
風呂のドア 粗大ごみ（中）
風呂ふた 粗大ごみ（小）
風呂マット 不燃ごみ

へ ヘアーブラシ 不燃ごみ
ペット砂 粗大ごみ（小） 木製・紙製の物は，可燃ごみ
ベッド（折りたたみ式を除く） 粗大ごみ（大）
ベッド（折りたたみ式） 粗大ごみ（中）
ベッドマット（シングルサイズを除く） 粗大ごみ（大）
ベッドマット（シングルサイズ） 粗大ごみ（中）
ペットボトル 資源 ﾗﾍﾞﾙを剥がし可燃へ，キャップは不燃に出しペットボトルは潰す
ベニヤ板 粗大ごみ（小）
ベビーいす 粗大ごみ（小）
ベビータンス 粗大ごみ（小）
ベビーバス 粗大ごみ（小）
ベビーベッド・ラック 粗大ごみ（中）
ベルト（ﾋﾞﾆｰﾙ・革製） 不燃ごみ
ヘルメット 不燃ごみ
ペン 不燃ごみ
便器 市で収集しないもの 専門業者による処分　
便座 不燃ごみ 不燃袋に入るものに限る
ベンチ（家庭用） 粗大ごみ（中）
ペンチ 不燃ごみ
弁当箱（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ

ほ ボイラー用石油タンク 粗大ごみ（大）
ほうき（座敷用・土間用） 不燃ごみ
帽子 不燃ごみ
包装紙 資源 ひもで十字にしばって出す
包丁 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
包丁研ぎ器 不燃ごみ
ボウリングボール 粗大ごみ（小）
ボウル（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
ホース 不燃ごみ
ホースリール 粗大ごみ（小）
ポータブルトイレ（プラスチック製品） 粗大ごみ（大）
ボール（球） 不燃ごみ
ボールペン 不燃ごみ
ホーロー鍋 不燃ごみ
歩行器 粗大ごみ（小）
ボタン型電池 有害ごみ 電気店・販売店へ持っていく、または資源集積所へ
ホチキス（ステープラー） 不燃ごみ
ポット 不燃ごみ
ホットプレート 不燃ごみ
ボディボード 粗大ごみ（小）
ほ乳瓶（ｶﾞﾗｽ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ
ポリバケツ　（45L） 粗大ごみ（小）

　　　　　　　保冷剤 不燃ごみ
本棚（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
本棚（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
本棚（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
ポンプ（単体） 粗大ごみ（小）

ま 麻雀パイ 不燃ごみ
マイク 不燃ごみ 電池を外して出す
マグネット 不燃ごみ
まくら 不燃ごみ
マッサージ機（チェア以外） 粗大ごみ（小）
マッサージチェア 粗大ごみ（大）
マットレス（厚さ10cm以内。2枚１組） 粗大ごみ（小）
まな板（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ 木製のものは、可燃ごみで出す
マニキュアびん 不燃ごみ 化粧びんはリサイクルできない
マフラー 不燃ごみ
魔法瓶 不燃ごみ
豆電球 不燃ごみ 有害ごみに出さない
まんが本 資源 ひもで十字にしばって出す



み ミキサー 不燃ごみ
ミシン（卓上式を除く。） 粗大ごみ（大）
水切りネット(ﾋﾞﾆｰﾙ製) 可燃ごみ 生ごみ用で小さいものに限る
ミニコンポ（一式） 粗大ごみ（中）
ミニ物置 粗大ごみ（中）
耳かき（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ 木製のものは、可燃ごみで出す

む 虫かご（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 不燃ごみ 竹製・木製のものは可燃ごみで出す
蒸し器 不燃ごみ
虫めがね 不燃ごみ

め 名刺 可燃ごみ プライバシー保護のため
めがね 不燃ごみ
メジャー（金属・ﾋﾞﾆｰﾙ製） 不燃ごみ

も 毛布　（２枚１組） 粗大ごみ（小） 市指定袋に入るものは、不燃ごみでも可
木材 可燃ごみ 太さ10㎝，長さ50㎝以下のもの，市指定袋に入れて出す
木片 可燃ごみ 50cm以下に切ってから，市指定袋に入れて出す
餅つき機 粗大ごみ（小）
モップ（化学繊維製） 不燃ごみ
物置（解体済で90㎝未満） 粗大ごみ（中）
物置（解体済で90㎝以上） 粗大ごみ（大）
物干し(コンクリート部分は除く一式) 粗大ごみ（中）
物干し竿　（長さ2m以内） 粗大ごみ（小）
物干し台　（コンクリート部分は除く。） 粗大ごみ（小） コンクリート土台のみは不可
門扉 粗大ごみ（中）

や やかん 不燃ごみ
薬品類 市で収集しないもの 専門業者による処分

ゆ ゆかた 資源 資源に出せないものは不燃ごみ
ゆたんぽ（金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 不燃ごみ
ゆりかご 粗大ごみ（小）
湯沸器（台所専用） 粗大ごみ（小）
湯沸器（風呂台所兼用） 粗大ごみ（大）

よ ヨーグルト容器 可燃ごみ
浴槽（プラスチック・ステンレスに限る。） 粗大ごみ（大）
よしず 粗大ごみ（中）

ら ライター 不燃ごみ 中を完全に使い切ってから出す
ラケット 不燃ごみ
ラジオ 小型家電 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
ラジカセ 粗大ごみ（小） 市内の小型家電回収ボックスを利用，又は不燃ごみとして出す
ラック（最大辺90㎝未満） 粗大ごみ（中）
ラック（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
ラップの箱 資源 ひもで十字にしばって出す（金具を取り除く）
ラップ類 可燃ごみ
ランドセル 不燃ごみ
ランニングマシーン 粗大ごみ（大）
ランプ 不燃ごみ

り リモコン 不燃ごみ 電池を外して出す
る ルーズリーフ 不燃ごみ
れ 冷蔵庫 家電ﾘｻｲｸﾙ法対象 販売店に引き取ってもらうなど

冷風機 粗大ごみ（中）
冷房器具 粗大ごみ（中） エアコン，クーラーを除く
レコード盤 不燃ごみ
レコードプレーヤー 粗大ごみ（小）
レジ袋（ビニール袋） 可燃ごみ
レジャー用テーブル 粗大ごみ（中）
レンガ 市で収集しないもの 専門業者による処分
レンズ 不燃ごみ

ろ ローイングマシン 粗大ごみ（中）
ローソク 可燃ごみ
ロープ 不燃ごみ 50㎝位に束ねて出す
ローラースケート 不燃ごみ
ろ紙 可燃ごみ
ロッカー（最大辺40㎝未満） 粗大ごみ（小）
ロッカー（最大辺40㎝以上90㎝未満） 粗大ごみ（中）
ロッカー（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
ロッキングチェアー 粗大ごみ（中）

わ ワープロ　（ノート式） 粗大ごみ（小）
ワインのびん 資源
輪ゴム 不燃ごみ
ワゴン（最大辺90㎝未満） 粗大ごみ（中）
ワゴン（最大辺90㎝以上） 粗大ごみ（大）
ワッペン 不燃ごみ
割り箸 可燃ごみ
割れたガラス類 不燃ごみ 紙に包んで出す（袋に危険と書く）
腕章（ﾋﾞﾆｰﾙ製） 不燃ごみ


