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岩沼東部環境センター「ぽぽか」全景

ー(岩沼市下野郷字新藤曽根 1-1)ンタ

ー「ぽぽか」全景 



■ごみ分別のワンポイントアドバイス 

も え る ご み 

○もえるごみ袋使用。生ごみは十分に水を切る。 

○タッパー、おもちゃ、ビデオテープなどの、それ自体が製品であるプラスチック。 

○絨毯や、カーテンなどの広がるものは一辺が６０cm以内にカット。 

○木片等は長さ６０㎝、太さ１０㎝以内にカット。 

プラスチック製 

容 器 包 装 類 
 

○リサイクル資源袋使用。プラスチック製容器包装マークがあるもの。 

○プラスチック製のものでも、プラマークがないもの（ビデオテープ、おもちゃ、洗面器

などのプラスチック製品）はもえるごみへ。 

○対象は商品・製品の包装または容器となっているもの。食品トレイ、緩衝材、発泡ス

チロール、卵パック、シャンプーボトルなど。 

※プラスチック製容器包装マークがあっても汚れが落ちないものはもえるごみへ。 

缶 類 
 ○専用コンテナ使用。飲料・食用の缶が対象、それ以外は金属製品類へ。水洗いして

ください。 

※スプレー缶は使い切ってから有害・危険ごみへ。 

び ん 類 
○各色別専用コンテナ使用。飲料・食用のびんが対象。それ以外はガラスくず類へ。

水洗いしてください。 

※油分・汚れが落ちないびん、化粧品のびんなどはガラスくず類へ。 

資

源

ご

み 

 

紙 製 

容器包装類 
 

○リサイクル資源袋使用。紙マークがあるもの。 

○ノート、紙芯、画用紙（紙マークのない紙類）も対象。 

※対象外のもの（圧着ハガキ・写真用紙・レシートなどの感熱紙・カーボン紙、汚れたも

の）はもえるごみへ。 

ペットボトル 
 ○リサイクル資源袋使用。PET マークのあるもの。軽く水洗いし、ラベルとふたはプラ

スチック製容器包装類へ。 

段 ボ ー ル ○ひもで十字に縛る。 

紙 パ ッ ク  ○ひもで縛る。紙パックマークのあるもの。水洗いし開いて乾かしてから出す。 

※内側がアルミ箔のものは紙製容器包装類へ。 

新 聞 ○ひもで十字に縛る。新聞紙とチラシ(広告)を分けなくても良い。 

雑 誌 
○ひもで十字に縛る。週刊誌、単行本、雑誌、書籍、コピー用紙など。          

カバーは付けたままでよい。 

布 類 ○ひもで十字に縛る。綿 50％以上のもの。毛糸素材はもえるごみへ。 

ガ ラ ス く ず 類 ○専用コンテナ使用。飲料・食用以外のびん、割れたびん、ガラスが対象。 

せ と も の 類 ○専用コンテナ使用。陶器製の食器、鉢、花瓶など。瓦等は建築廃材のため対象外。 

金 属 製 品 類 
○専用コンテナ使用。金属素材のみの製品や、飲料・食用以外の缶類が対象。 

コンテナに出せる大きさ：縦 ３５㎝、横 ５０㎝、高さ ２５㎝ 

複 合 素 材 製 品 類 
○専用コンテナ使用。金属を含む２種類以上の素材でできたものが対象。 

コンテナに出せる大きさ：縦 ３５㎝、横 ５０㎝、高さ ２５㎝ 

有 害 ・ 危 険 ご み 

○専用コンテナ使用。体温計、蛍光管、電球、乾電池など有害物質を含むものや、花

火など爆発性のあるもの、刃物類が対象。 

○カセットボンベ、スプレー缶は、使い切ってから出す。（穴はあけなくてもよい） 

○包丁、カッターの刃などの刃物類は危険なので新聞紙に包み「危険」と書く。 

粗 大 ご み 
○上記品目で指定ごみ袋やコンテナに入らないものは粗大ごみとなり、ごみ集積所に

は出せません。清掃センターへ直接搬入してください。 

処 理 困 難 物 

○ﾃﾚﾋﾞ、ｴｱｺﾝ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、ﾊﾟｿｺﾝ、ﾊﾞｲｸなどは定められた

方法で処分してください。（市、町で発行のごみ収集ｶﾚﾝﾀﾞｰ等参照） 

○建築廃材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、瓦、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞｯﾃﾘｰ、消火器、有害薬品･農薬、農業用ﾋﾞﾆｰﾙ

（肥料袋含む）、石、など清掃センターで処理できないものは販売店か専門業者にご

相談ください。 

 



あ ～ お・・・ １ ～  ３ページ は ～ ほ・・・１５ ～ １９ページ 

か ～ こ・・・ ３ ～  ７ページ ま ～ も・・・１９ ～ ２０ページ 

さ ～ そ・・・ ７ ～ １１ページ や ～ よ・・・   ２０  ページ 

た ～ と・・・１１ ～ １４ページ ら ～ わ・・・２０ ～ ２２ページ 

な ～ の・・・１４ ～ １５ページ 

 

◎粗大ごみの処理について 

粗大ごみは集積所では収集できませんので、下記の搬入先へ直接搬入をお願いします。 

○自分で搬入する場合 

 受 入 日：月曜日から土曜日まで（祝日も受付します。１２月２９日から１月３日までは除きます。） 

受付時間：午前９時から午前１１時３０分まで、午後１時から午後４時まで 

電  話：０２２３－２３－１１７８ 

搬 入 先 

◎岩沼東部環境センター（愛称 ぽぽか） 

 所在地：岩沼市下野郷字新藤曽根１－１ 
 

 

◎亘理清掃センター 

所在地：亘理郡山元町高瀬字杉田２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※もえるごみ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類は搬入でき

ません。 

 

○車がなく自分で搬入できない方 

・収集運搬許可業者 

各市町の担当課へお問い合わせください。 

・代行運搬 

「代行運搬受付センター」へ戸別収集を申し込みください。 

（※有料 粗大ごみで１回に５品まで ５０ｋｇごとに１，０００円） 

  電  話：０２２３-３５-３０２０（事前予約が必要になります。） 

○問い合わせ先 

◎収集運搬許可業者についての問合せ先 

名取市 ｸﾘｰﾝ対策課 ☎０２２-７２４-７１６１ 

岩沼市 生活環境課 ☎０２２３-２２-１１１１ 

亘理町 町民生活課 ☎０２２３-３４-１１１３ 

山元町 町民生活課 ☎０２２３-３７-１１１２ 

◎処理に関する問合せ先 

亘理名取共立衛生処理組合 ☎０２２３-２２-１７１７ 

ごみ処理に関すること ☎０２２３-２３-１１７８ 

し尿処理に関すること ☎０２２３-２３-１１４２ 

 

 

 

岩沼東部 

環境センター 

至 亘理 

至 名取 



分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

あ IHクッキングヒーター 粗大ごみ 自分で外した場合のみ搬入可能。 あ

アイスピック 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

雨どい 処理対象外 販売店またはメーカーに相談。

アイロン 複合素材製品類

アイロン台 粗大ごみ

空き缶（飲料・食用・食用油） 缶類 ふたをはずし、洗う。コンテナに入らないものは粗大ごみ。

空き缶（飲料・食用以外） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

空きびん（飲料・食用・食用油） びん類 ふたをはずし、洗う。無色・茶色・その他の色に分けて出す。

空きびん（飲料・食用以外） ガラスくず類 割れたびん含む。

アコーディオン（楽器） 粗大ごみ

油（食用） もえるごみ 布、新聞紙などに染み込ませるか、凝固剤で固める。

油（食用）のボトル プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

油はねガード 金属製品類

網戸 粗大ごみ

アルミサッシ 粗大ごみ 代行運搬不可。

アルバム もえるごみ 金具は取り外し、金属製品類。

アルミシート（カーペット） 粗大ごみ 燃えるごみにだす場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

アルミ箔（アルミホイル） 金属製品類 汚れがあるものは軽く洗う。

あんか（電気式） 複合素材製品類

安全靴 もえるごみ

安全ピン 金属製品類

アンテナ（テレビ・室内用） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

アンテナ（テレビ・室外用） 粗大ごみ

アンプ 粗大ごみ

い 育苗用ポット プラスチック製容器包装類 家庭園芸用で使用したものに限る。軽く洗う。 い

育苗箱(農業用) 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

衣装ケース 粗大ごみ

移植ベラ 複合素材製品類 金属製のものは金属製品類。

いす・ソファー 粗大ごみ

板（ガラス） ガラスくず類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

板（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

板（木製） もえるごみ
長さ60㎝、太さ10㎝以内に切り、指定袋に入れる。多量にある場合
は粗大ごみ（自己搬入のみ）。

一輪車（乗り物、運搬用） 粗大ごみ

一斗缶 金属製品類

犬小屋(市販品） 粗大ごみ

衣類（木綿含有５０％以上） 布類

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

1



分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

い 衣類（木綿製品以外） もえるごみ い

入れ歯 もえるごみ

色鉛筆 もえるごみ

イヤホン 　複合素材製品類

印鑑（はんこ） もえるごみ

インクジェットカートリッジ もえるごみ 家電販売店でも回収可能。

インスタントカメラ もえるごみ

インターホン 複合素材製品類

う ウィンドブレーカー もえるごみ う

植木台 粗大ごみ

植木鉢（陶器） せともの類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

植木鉢（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

浮き輪 もえるごみ

臼・杵(うす・きね) 粗大ごみ

うちわ もえるごみ

腕時計 複合素材製品類

エアコンのホース 粗大ごみ 燃えるごみにだす場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

SDカード もえるごみ 必ずデータを消去する。

枝 もえるごみ
長さ60㎝、太さ10㎝以内に切り、指定袋に入れる。多量の場合は岩
沼東部環境センターに直接搬入。

枝切りばさみ 粗大ごみ

絵具のチューブ（プラスチック） プラスチック製容器包装類 使い切る。

絵具のチューブ（金属） 金属製品類 使い切る。

エプロン 布類 綿50％未満のものはもえるごみ。

絵本 雑誌

MD・MDのケース もえるごみ

エレクトーン 粗大ごみ

園芸用支柱（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

塩化ビニール管 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

エンジンオイル 処理対象外
販売店又はメーカーに相談。処理パック等に入れて処理済みのもの
であればもえるごみ。

エンジン類 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

縁台 粗大ごみ

延長コード 複合素材製品類

鉛筆（えんぴつ） もえるごみ

鉛筆削り（電気式） 複合素材製品類

え エアコン(室外機含む） 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。

え

衣類乾燥機 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

お オイルヒーター 粗大ごみ お

オイルポット 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

オーディオ機器 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

オーディオラック 粗大ごみ

オーブントースター 粗大ごみ コンテナに入るものは複合素材製品類。

オーブンレンジ 粗大ごみ

桶（おけ） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

おしぼり 布類

落ち葉・枯れ葉 もえるごみ 多量の場合は岩沼東部環境センターに直接搬入。

オットマン 粗大ごみ

斧（おの） 粗大ごみ

お風呂のふた 粗大ごみ

おぼん（木製・プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

おまる（プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

おむつ もえるごみ 洗った布おむつは布類。

おもちゃ(金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

おもちゃ(布類・プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

おもちゃ(複合素材） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

おもり（釣り具） 金属製品類

オルガン 粗大ごみ

オルゴール 複合素材製品類

温度計（ガラス製） 有害・危険ごみ 袋などに入れる。

か カーテン 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。 か

カーテンレール 粗大ごみ

カーナビ（ポータブル型） 複合素材製品類 埋め込み型のものは対象外。

カーペット 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

カーボン紙 もえるごみ

カーワックス（中身のみ） もえるごみ 布、新聞紙などに染み込ませる。

貝殻 もえるごみ

介護用簡易トイレ 粗大ごみ 洗ってから搬入する。

懐中電灯 複合素材製品類

カイロ（使い捨て） もえるごみ 未使用のものは使いきり、冷ましてから出す。

鏡（枠あり） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

鏡（枠なし） ガラスくず類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

鍵（かぎ） 金属製品類

額縁のガラス ガラスくず類

3



分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

か 額縁の外枠(金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 か

もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

傘 複合素材製品類 コンテナからはみ出ても収集されます。

加湿器 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ガスコンロ 金属製品類
コンテナに入らないものは粗大ごみ。カセットボンベは使い切り、有
害・危険ごみ。

ガスマッチ 有害・危険ごみ 必ず使い切る。

カセットボンベ（使用済） 有害・危険ごみ 必ず使い切る。

カセットボンベ（未使用） 処理対象外 販売店又はメーカー、許可業者に相談。

カセットテープ（ケース含む） もえるごみ

ガソリン 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

カタログ 雑誌

楽器（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

楽器（複合素材） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

カッター（刃） 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

カッター（本体） 複合素材製品類

カッパ（雨具） もえるごみ

かつら もえるごみ

金網 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

かなづち(金属） 金属製品類

カバン・バッグ もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

画鋲（がびょう） 有害・危険ごみ 紙に包んで危険と表示。

花瓶（ガラス） ガラスくず類

花瓶（陶器） せともの類

鎌 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

紙おむつ もえるごみ 汚物は取り除く。

紙コップ（紙マークあるもの） 紙製容器包装類 軽く洗う。汚れがとれないものは燃えるごみ。

紙コップ（紙マーク無いもの） もえるごみ

紙皿 もえるごみ

紙製の芯
（ラップ、トイレットペーパーなど）

紙製容器包装類

カミソリ 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

紙箱 紙製容器包装類 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。

紙製容器包装類 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。

紙パック 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。ひもで十字に縛る。

紙袋 紙製容器包装類 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。

ガムテープ もえるごみ

カメラ 複合素材製品類

紙パック
(内側にアルミが貼ってあるもの）

紙パック
(内側にアルミが貼ってないもの）

額縁の外枠（木製、プラスチック）
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

か 火薬 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。 か

画用紙 紙製容器包装類 未使用のものに限る。使用したものはもえるごみ。

軽石 複合素材製品類

カラーコーン 粗大ごみ

カラーボックス 粗大ごみ

ガラス ガラスくず類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

がれき（コンクリートくずなど） 処理対象外 専門業者に相談。

カレンダー（台紙部分） 紙製容器包装類 金属部分は金属製品類。

瓦 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

換気扇 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

缶切り 金属製品類

緩衝材（紙製） 紙製容器包装類

緩衝材（プラスチック） プラスチック製容器包装類

乾燥機（ふとん用） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

乾燥剤 もえるごみ

乾電池 有害・危険ごみ

感熱紙(レシートなど） もえるごみ

き キーボード(楽器) 粗大ごみ き

キーボード(パソコン) 複合素材製品類

キーホルダー（金属のみ） 金属製品類

キーホルダー（複合素材） 複合素材製品類

キックボード 粗大ごみ

木づち もえるごみ

脚立 粗大ごみ

キャリーバッグ 粗大ごみ

急須（陶器） せともの類 金属製のものは金属製品類。

給湯器 粗大ごみ

牛乳パック 紙パック 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。

教科書 雑誌

金庫（耐火金庫） 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

金庫（手提げ金庫） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

く 空気入れ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 く

空気清浄機 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

クーラーボックス 粗大ごみ

釘 有害・危険ごみ

乾燥機（衣類用） 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

く 草（花） もえるごみ 土を落とし、乾燥させる。 く

鎖（金属） 金属製品類 プラスチック製のものはもえるごみ。

串（木製、竹、プラスチック） もえるごみ 金属製については金属製品類へ

薬（医薬品） もえるごみ

薬（農薬など） 処理対象外

果物ネット プラスチック製容器包装類

口紅 もえるごみ

靴 もえるごみ

靴下 もえるごみ

クッション もえるごみ

クリーニングの袋 もえるごみ

クリアファイル もえるごみ

クリスマスツリー（複合素材） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

クリップ（金属） 金属製品類 金属製以外のクリップはもえるごみ。

車いす 粗大ごみ

車のシート 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

クレヨン もえるごみ

グローブ もえるごみ

鍬（くわ） 粗大ごみ

軍手 もえるごみ

け 蛍光灯（蛍光管） 有害・危険ごみ コンテナからはみ出ても収集されます。 け

蛍光灯（照明器具） 粗大ごみ コンテナに入るものは複合素材製品類。

珪藻土（けいそうど）製品 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

携帯音楽プレーヤー 複合素材製品類

携帯電話・PHS・スマートフォン 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

計量器（はかり） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ケージ（ペットなど、金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ケージ（ペットなど、複合製品） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ゲーム機（付属品含む） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ゲームソフト もえるごみ

消しゴム もえるごみ

化粧品のびん ガラスくず類

下駄 もえるごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

建築（設）廃材 処理対象外 専門業者に相談。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

こ 鍵盤ハーモニカ 複合素材製品類 こ

高圧洗浄機 粗大ごみ

工具箱（金属） 金属製品類
コンテナに入らないものは粗大ごみ。ただし、家庭で使用したものに
限る。

工具箱（プラスチック） もえるごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみ。ただし、家庭で使用したものに
限る。

ゴーグル もえるごみ ガラス製のものはガラスくず類。

コート（衣類） もえるごみ

コード（ケーブル） 複合素材製品類

コードリール 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

コーヒーメーカー 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

氷（水）まくら もえるごみ

ござ 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

こたつ 粗大ごみ

こたつ布団 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

コップ（ガラス） ガラスくず類

コップ（金属） 金属製品類

コップ（プラスチック） もえるごみ

コピー機（家庭用） 粗大ごみ

コピー用紙 紙製容器包装類

ごみ箱（金属） 金属製品類

ごみ箱（プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

ゴムチューブ（自転車用等） もえるごみ 空気を入れる金具は金属製品類。

ゴム手袋 もえるごみ

米びつ 粗大ごみ

米袋（紙製） もえるごみ 　　　　 マークの付いてるものは紙製容器包装類へ。

米袋（プラスチック） プラスチック製容器包装類

コルク もえるごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフボール もえるごみ

コンクリートブロック 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

コンパクト（化粧用） 複合素材製品類

コンパス（文具） 複合素材製品類

コンポスト容器（堆肥化容器） 粗大ごみ

さ サーフボード 粗大ごみ さ

サイドボード 粗大ごみ

財布 もえるごみ

座椅子 粗大ごみ
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

さ 雑誌 雑誌 さ

座布団 粗大ごみ

サポーター もえるごみ

皿（ガラス） ガラスくず類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

皿（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

皿（陶器） せともの類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

皿（プラスチック、木製） もえるごみ

ざる（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ざる（プラスチック・竹など） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

三脚 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

サングラス（金属、ガラス） 複合素材製品類 プラスチック製のものはもえるごみ。

サンダル もえるごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 布類
綿50％未満のものはもえるごみ。もえるごみに出す場合は、一辺60
㎝以内に切り、指定袋に入れる。

し

CD・CDケース もえるごみ

ジーンズ（ジーパン） もえるごみ

シェーバー(電気式） 複合素材製品類

敷き布団 粗大ごみ

磁石 複合素材製品類

辞書・辞典 雑誌

下着 もえるごみ 綿50％以上のものは布類。

七輪 粗大ごみ

湿布 もえるごみ

自転車（電動を含む） 粗大ごみ

竹刀 粗大ごみ

シニアカー(ラクーター) 粗大ごみ

芝刈り機 粗大ごみ

シャープペン（プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

杓子（プラスチック、竹、木製） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

写真（ネガフィルム含む） もえるごみ

シャベル（スコップ） 粗大ごみ コンテナに入るものは複合素材製品類。

もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

ジャンパー もえるごみ

ジューサー・ミキサー 複合素材製品類

じゅうたん 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

収納箱 粗大ごみ

しゃもじ（プラスチック、竹、木製）
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

し ジュニアシート 粗大ごみ し

シュレッダー（家庭用） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

消火器 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

定規（プラスチック、竹、木製） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

障子戸 粗大ごみ 代行運搬不可（1日10枚まで）。

浄水器 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

照明器具 粗大ごみ コンテナに入るものは複合素材製品類。

じょうろ（プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

食品トレイ プラスチック製容器包装類 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。

除湿機 粗大ごみ

除湿剤 もえるごみ 水は捨てる。

書棚 粗大ごみ

食器（ガラス） ガラスくず類

食器（金属） 金属製品類

食器（陶器） せともの類

食器（プラスチック、木製） もえるごみ

食器洗浄機 粗大ごみ

食器棚 粗大ごみ

書類 雑誌

シルバーカー（手押し車） 粗大ごみ

人工芝 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

シンナー類 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

新聞紙・新聞のチラシ 新聞

す 水槽（ガラス） ガラスくず類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 す

水槽（プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

水筒（魔法瓶） 複合素材製品類

炊飯器（ジャー） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

スーツ もえるごみ

スーツケース 粗大ごみ

姿見 粗大ごみ

スキーウェア もえるごみ

スキー用具 粗大ごみ

スキャナー機（家庭用） 粗大ごみ

スケート靴 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

スケートボード 粗大ごみ

スコップ（シャベル） 粗大ごみ コンテナに入るものは金属製品類。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

す スチールラック 粗大ごみ 一般家庭で使用したものに限る。 す

硯（すずり） 複合素材製品類

すだれ 粗大ごみ

スチール机 粗大ごみ 一般家庭で使用したものに限る。

ステレオ（セット） 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 乾電池・灯油を除く。

ストーブガード 粗大ごみ

ストッキング もえるごみ

ストロー もえるごみ

スノーボードウェア もえるごみ

スノーボード用具 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

スパイクシューズ もえるごみ

スパナ（工具） 金属製品類

スピーカー 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

スプーン・フォーク（金属） 金属製品類

スプーン・フォーク
（木製、プラスチック）

もえるごみ

スプレー缶 有害・危険ごみ 必ず使い切る。穴はあけなくても良い。

スプレー式消火器 有害・危険ごみ 必ず使い切る。穴はあけなくても良い。

スポンジ もえるごみ

スライサー（調理器具） 複合素材製品類

すりこぎ もえるごみ

スリッパ もえるごみ

すり鉢 せともの類 プラスチック製のものはもえるごみ。

せ 精米機（家庭用） 粗大ごみ 農機具として使用していた場合は販売店に相談。 せ

生理用品 もえるごみ

セーター（毛糸製） もえるごみ

石油ストーブ 粗大ごみ 乾電池・灯油を除く。

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油を除く。

石油ポンプ(灯油ポンプ) もえるごみ 電池式のものは複合素材製品類。電池を除く。

せっけん もえるごみ

石こう 処理対象外
販売店又はメーカーに相談（有害物質が出る可能性がある）。
工作用も同様。

セロハン もえるごみ

セロハンテープ もえるごみ

洗剤 もえるごみ 液体のものは布、新聞紙などに染み込ませる。

洗剤などの容器・袋（紙製） 紙製容器包装類 中身を使い切る。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

せ
洗剤などの容器・袋
（プラスチック）

プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。 せ

洗濯機 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。

洗濯ばさみ 複合素材製品類 金属製のものは金属製品類。

栓抜き 金属製品類

扇風機 粗大ごみ

洗面器（プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

洗面化粧台 粗大ごみ

そ 双眼鏡 複合素材製品類 そ

造花 もえるごみ

掃除機 粗大ごみ

ぞうり もえるごみ

ソファー 粗大ごみ

そり 粗大ごみ

た 体温計（水銀式） 有害・危険ごみ た

体温計（デジタル） 複合素材製品類

台車 粗大ごみ

体重計 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

耐熱ガラス ガラスくず類

台量り 粗大ごみ

タイル 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

タイマー 複合素材製品類 電池を除く。

タイヤ（運搬用一輪車など） 粗大ごみ コンテナに入るものは複合素材製品類。

タイヤ（乗用車用４本まで） 粗大ごみ
直接搬入（1日4本まで）または販売店、ガソリンスタンドに相談。
直接搬入は直径1000㎜以下のものに限る。代行運搬不可。

タイヤチェーン 粗大ごみ

タオル 布類

タオルケット 布類

竹ぼうき 粗大ごみ

畳（いぐさ、わら） 粗大ごみ
直接搬入（1日10枚まで）。断熱材（スタイロホーム、木質繊維板）な
ど含むものは、販売店又はメーカーに相談。代行運搬不可。

卓球ラケット もえるごみ

脱臭剤 もえるごみ

ダッチオーブン 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

タッパー（プラスチック） もえるごみ

たばこの吸い殻 もえるごみ 必ず消火する。

足袋（たび） もえるごみ

タブレット端末 処理対象外 販売店またはメーカーに相談。

卵のパック（紙製） 紙製容器包装類
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

た 卵のパック（プラスチック） プラスチック製容器包装類 た

たらい 粗大ごみ

樽 粗大ごみ

たわし もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

単行本 雑誌

タンス 粗大ごみ

断熱材 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

ダンベル 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

段ボール 段ボール コーティングされたものはもえるごみ。

ち 地球儀 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 ち

チェーンソー 粗大ごみ

チップソーの刃 有害・危険ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶筒（アルミ缶、スチール缶） 缶類

茶の袋（紙製） 紙製容器包装類

茶の袋（プラスチック） プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

茶箱 粗大ごみ

茶碗 せともの類 プラスチック製のものはもえるごみ。

注射針 処理対象外 医療機関に引き取りを依頼する。

チューナー（テレビ用） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

チューブ類（金属製品） 金属製品類 使い切る。

チューブ類（プラスチック） プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

調理台 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

チラシ（広告） 新聞

ちりとり（金属） 金属製品類

ちりとり（プラスチック） もえるごみ

つ ついたて 粗大ごみ つ

机 粗大ごみ

粗大ごみ 1日2個まで。

土・砂 処理対象外

つっぱり棒 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

壺（つぼ） せともの類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

積木（つみき） もえるごみ

詰め替えパック（プラスチック） プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

つめ切り 金属製品類

釣り糸 もえるごみ

漬け物石（外側がプラスチックのもの）
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

つ 釣り竿 粗大ごみ つ

て Ｔシャツ 布類 て

ティーバッグ（紅茶、お茶） もえるごみ

ＤＶＤ もえるごみ

ＤＶＤデッキ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ティーポット（陶器） せともの類

ティッシュペーパー もえるごみ

ティッシュペーパーの箱 紙製容器包装類 ビニール部分は外し、プラスチック容器包装類。

低周波治療器 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

手桶（ておけ） もえるごみ

手押し車（シルバーカー） 粗大ごみ

手紙 もえるごみ

テキスト 雑誌

デジタルカメラ 複合素材製品類

テープリボン もえるごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルタップ 複合素材製品類

デスクキャビネット 粗大ごみ

デスクマット 粗大ごみ

鉄アレイ 金属製品類

デッキブラシ 粗大ごみ

手袋 もえるごみ

テレビ台 粗大ごみ

テレホンカード もえるごみ

天火オーブン 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

電気カーペット 粗大ごみ

電気カミソリ 有害・危険

電気ケトル 複合素材製品類

電気コード 複合素材製品類

電気スタンド 粗大ごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

電気調理器具 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

電気毛布 粗大ごみ

電気ポット 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

電球 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

テレビ 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

て 電子キーボード 粗大ごみ て

電子辞書 複合素材製品類

電子手帳 複合素材製品類

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 複合素材製品類

電池 有害・危険ごみ

テント 粗大ごみ

電動歯ブラシ 　有害・危険

電話機 複合素材製品類

電話台 粗大ごみ

と 投網 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。 と

砥石（といし） 複合素材製品類

トイレットペーパーの芯 紙製容器包装類

豆腐の容器（プラスチック） プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

灯油 処理対象外 販売店に相談。

灯油タンク（ボイラー用） 処理対象外 販売店に相談。

トースター 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

時計 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

土砂 処理対象外 専門業者に相談。

戸棚 粗大ごみ

トタン板 粗大ごみ 1日10枚まで。

土鍋 せともの類

ドライヤー 複合素材製品類

ドラムセット（楽器） 粗大ごみ

ドラム缶 粗大ごみ 中身は除く。

鳥かご 粗大ごみ

塗料 もえるごみ 布、新聞紙などに染み込ませる。

もえるごみ

トレイ・おぼん（金属製品） 金属製品類

トレーナー（衣類） 布類

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

泥落としマット 粗大ごみ

トロフィー 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

な ナイフ 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。 な

トレイ・おぼん（木製・プラスチック）
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

な 長靴 もえるごみ な

ナット（ねじ類） 金属製品類

納豆の容器（紙製） 紙製容器包装類 ぬめりを取る。

納豆の容器（プラスチック） プラスチック製容器包装類 ぬめりを取る。

鍋（ホーロー鍋を含む） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

生ごみ もえるごみ

生ごみ処理機（電動） 粗大ごみ

に 人形 もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。 に

ぬ ぬいぐるみ もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。 ぬ

ぬかみそ もえるごみ

布きれ 布類 綿50％未満はもえるごみ。

布テープ もえるごみ

ね ネガフィルム もえるごみ ね

ねじ 金属製品類

寝袋 もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

ねんど（教材用） もえるごみ

の 農機具類 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。 の

農業用資材 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

農業用ビニール 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

農業用薬品の容器
（びん、袋、ボトルなど）

処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

農薬・劇薬 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

のこぎり 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。コンテナに入らないものは粗大ごみ。

は ハードディスクドライブ（外付け） 複合素材製品類 必ずデータを消去する。 は

バーナー 複合素材製品類
カセットボンベは使い切って有害危険ごみ。コンテナに入らないもの
は粗大ごみ。

バーベキュー用コンロ 粗大ごみ

灰 もえるごみ
線香、お風呂、暖房で利用したものに限る。ごみを燃やした残灰は
処理対象外。

バイク 処理対象外
販売店又は二輪車リサイクルコールセンター☎050-3000-0727
に問い合わせ。

ハガキ もえるごみ

はかり（計量器） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

バケツ（プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

ハサミ 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

バスマット もえるごみ

パソコン(デスクトップ、ノート型） 処理対象外
パソコンリサイクル法に基づく処理。
メーカーかパソコン3R推進センター☎03-5282-7685へ問い合わせ。

パソコンディスプレイ 処理対象外
パソコンリサイクル法に基づく処理。
メーカーかパソコン3R推進センター☎03-5282-7685へ問い合わせ。

複合素材製品類

パソコンラック 粗大ごみ

パソコンのキーボード、マウス、テンキー
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

は 発炎筒（使用済） もえるごみ 必ず使い切る。 は

発炎筒（未使用） 有害・危険ごみ 袋などに入れる。原則としてディーラーや販売店へ相談すること。

バッグ・カバン もえるごみ

バッテリー（車用） 処理対象外 販売店又はガソリンスタンドに相談。

バッテリー(スマートフォン用) 有害・危険ごみ

発電機（家庭用） 粗大ごみ

発泡スチロール プラスチック製容器包装類 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

バット（金属・木製） 粗大ごみ

バドミントンラケット 粗大ごみ

花火（使用済） もえるごみ バケツの水に一晩漬けて消火を確認する。

花火（未使用） 有害・危険ごみ 袋などに入れる。

パネルヒーター 粗大ごみ

歯ブラシ もえるごみ 電動歯ブラシは、複合素材。

針（裁縫用） 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

針金 金属製品類

ハロゲンヒーター 粗大ごみ

ハンガー（金属のみ） 金属製品類 クリーニング店のハンガーは店頭での回収。

ハンガー（複合素材） 複合素材製品類 クリーニング店のハンガーは店頭での回収。

ハンガー（木製・プラスチック） もえるごみ クリーニング店のハンガーは店頭での回収。

絆創膏（ばんそうこう） もえるごみ

ハンドミキサー 複合素材製品類

ハンマー（金属製品） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ハンマー（ゴム製、木製） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

ひ ピアノ 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。 ひ

ヒーター 粗大ごみ

ビー玉 ガラスくず類

ビーチパラソル 粗大ごみ

ＰＰバンド もえるごみ

ビールケース 処理対象外 販売店に相談。

ひげそり（替え刃） 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

ひげそり（Ｔ字） 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

ひげそり（電気式） 有害・危険ごみ

ビデオカメラ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ビデオテープ・ケース もえるごみ

ビデオデッキ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ひな壇 粗大ごみ
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

ひ ビニールプール 粗大ごみ ひ

火鉢 粗大ごみ

肥料（土タイプではない） もえるごみ 家庭菜園のみ。少量ずつもえるごみ袋に入れる。

肥料袋（農業用） 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

ピンチハンガー 粗大ごみ

ふ ファイル（紙製） 紙製容器包装類
留め具は外す（金属製は金属製品類、プラスチック製はもえるご
み）。

ふ

ファイル（プラスチック） もえるごみ 金属製の留め具は外し、金属製品類。

ファクシミリ（FAX) 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ファンヒーター 複合素材製品類 乾電池・灯油を除く。コンテナに入らないものは粗大ごみ。

フィルム（写真撮影用） もえるごみ

封筒 紙製容器包装類 個人情報記載部分は切り取り、もえるごみ。

フォーク・スプーン（金属製） 金属製品類

フォーク・スプーン
（プラスチック、木製）

もえるごみ

袋（レジ袋など） プラスチック製容器包装類

袋（プラスチック） プラスチック製容器包装類

ふた・キャップ（紙製） 紙製容器包装類

ふた・キャップ（金属製） 金属製品類

ふた・キャップ（プラスチック） プラスチック製容器包装類

仏壇 粗大ごみ

筆 もえるごみ

布団 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

フライパン 金属製品類

ブラインド 粗大ごみ

ブラシ もえるごみ

プラモデル もえるごみ

プランター（家庭園芸用） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

プリンター 粗大ごみ

ブルーシート 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

ブルーレイディスク もえるごみ

風呂椅子（木製、プラスチック） もえるごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみ。金属素材のものは金属製品
類。

フロッピーディスク もえるごみ

風呂のふた 粗大ごみ

プロパンガスボンベ 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

噴霧器（消毒用機械）
家庭菜園用（肩掛け式）

複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

噴霧器（消毒用機械）
農業用（背負い式）

処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

へ ヘッドフォン 複合素材製品類 へ
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

へ ベッド 粗大ごみ へ

ベッドマット 粗大ごみ

ペットボトル（飲料、食用） ペットボトル 軽く洗う。キャップ、ラベルはプラスチック容器包装類。

ペット用トイレの砂 もえるごみ

べニヤ板 粗大ごみ 代行運搬不可。一辺60㎝以内に切ってから搬入。

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ベルト（衣料用） もえるごみ

ヘルメット（事業用は除く） もえるごみ

便器 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

ペンキ（液体） もえるごみ 布、新聞紙などに染み込ませる。

ペンキ（固まった物） もえるごみ

ペンキ缶 金属製品類 使い切り、洗う。

便座 粗大ごみ

ベンチプレス 粗大ごみ

ほ ホイールキャップ（自動車用） もえるごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみ。素材が金属製のものは金属製
品類。

ほ

ホイール（乗用車用） 粗大ごみ タイヤ付きのものは「タイヤ（乗用車用４本まで）」として受付る。

ボイラー 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

望遠鏡 粗大ごみ

ほうき もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

芳香剤（中身） もえるごみ

芳香剤のケース プラスチック製容器包装類

帽子 もえるごみ

包装紙 紙製容器包装類

防虫剤 もえるごみ

包丁 有害・危険ごみ 紙で包んで危険と表示。

包丁研ぎ器 複合素材製品類

ボウリングのボール 粗大ごみ １日２個まで。

ボウル（台所用品 金属製） 金属製品類 プラスチック製のものはもえるごみ。

ホース（ビニール） もえるごみ 60㎝以内の長さに切り、指定袋に入れる。

ホースリール 粗大ごみ

ホームタンク（200ℓ以内） 粗大ごみ 200ℓ以上のものは、販売店又はメーカーに相談。

ボール（スポーツ用） もえるごみ

ボールペン もえるごみ

歩行器（乳児用） 粗大ごみ
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

ほ 保湿シート 粗大ごみ
もえるごみに出す場合は、一片を60cm以内に切り、指定袋へ入れ
る。

ほ

ボタン電池 有害・危険ごみ

ホッチキス 複合素材製品類 ホッチキスの針は金属製品類。

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 粗大ごみ

ポット 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

哺乳びん（プラスチック） もえるごみ ガラス製のものはガラスくず類。

ポリタンク 粗大ごみ

ポリバケツ 粗大ごみ 指定袋に入るものはもえるごみ。

ポリ袋 プラスチック製容器包装類

保冷剤 もえるごみ

本棚 粗大ごみ

ポンプ（手動式） もえるごみ

ポンプ（電動式） 複合素材製品類 電池は外す。コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ま マイク 複合素材製品類 ま

マグカップ せともの類

マグネット 複合素材製品類

枕 もえるごみ

孫の手（木製、プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

マジックペン もえるごみ

マスク もえるごみ

マッサージ器（いす型） 粗大ごみ

マッサージ器（ポータブル型） 複合素材製品類

マッチ（使用済） もえるごみ 必ず消火する。

マッチ（未使用） もえるごみ 水に浸してから出す。

マット（ナイロン製） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

マットレス 粗大ごみ

まな板 もえるごみ

魔法瓶（電気ポット） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

耕運機農機具 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

マンガ本 雑誌

万歩計 複合素材製品類

み ミキサー 複合素材製品類 み

ミシン 粗大ごみ

水切りネット もえるごみ

水まくら（氷まくら） もえるごみ
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

み ミニコンポ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 み

耳当て もえるごみ

耳かき(木製、プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

む 虫かご(プラスチック） もえるごみ む

蒸し器 金属製品類

め 名刺 もえるごみ め

メガネ 複合素材製品類 プラスチック製のものはもえるごみ。

メジャー（自在スケール） 複合素材製品類

滅菌装置（家庭用のみ） 粗大ごみ

も 毛布 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。 も

モーター類（おもちゃ用） 複合素材製品類

木材 もえるごみ
長さ60㎝、太さ10㎝以内に切り、指定袋に入れる。多量にある場合
は粗大ごみ（自己搬入のみ）。

模造紙 もえるごみ

餅つき器（家庭用） 粗大ごみ

モップ もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

物置 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

物干し竿 粗大ごみ

物干し台 粗大ごみ 1日2個まで。

モバイルバッテリー
（スマートフォン用）

有害・危険ごみ

モルタル 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

や やかん 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 や

ゆ USBメモリ 複合素材製品類 必ずデータを消去する。 ゆ

郵便受け（ポスト） 粗大ごみ

ゆかた 布類 綿50％未満のものはもえるごみ。

雪かき（スコップ） 粗大ごみ

湯たんぽ（プラスチック） もえるごみ 金属製のものは金属製品類。

湯のみ茶碗 せともの類

湯沸かし器 粗大ごみ

よ 浴槽 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。 よ

ら ライター 有害・危険ごみ 必ず使い切る。 ら

ラケット（金属、カーボン） 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ラケット（木製、プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

ラジオ 複合素材製品類

ラジカセ 複合素材製品類

もえるごみ

ラップの芯 紙製容器包装類

ラップ
（家庭で使用するため購入したもの）
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分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

ら ラップの箱 紙製容器包装類 ら

ラップの箱のカッター部分
(金属製）

金属製品類 プラスチック製のものはもえるごみ。

ランチジャー 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

ランドセル もえるごみ

ランプ 複合素材製品類 燃料は必ず使い切る。

り リール（釣り具） 複合素材製品類 り

リコーダー（笛） もえるごみ

リチウム電池 有害・危険ごみ

リップスティック もえるごみ

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

リモコン 複合素材製品類 電池は有害・危険ごみ。

る ルーズリーフ もえるごみ 金具は取り外し、金属製品類。 る

ルーター 複合素材製品類

ルーフキャリア 粗大ごみ

ルームランナー（健康器具） 粗大ごみ

れ 冷温庫 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定引き取り場所に直接搬入。

れ

冷水機（家庭用） 粗大ごみ

レインコート もえるごみ

レーザーディスク もえるごみ

レコード盤 もえるごみ

レシート もえるごみ

レジ袋 プラスチック製容器包装類 汚れがあるものは軽く洗う。

レジャーシート 粗大ごみ もえるごみに出す場合は、一辺60㎝以内に切り、指定袋に入れる。

レターケース（金属） 金属製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。

レターケース（プラスチック） もえるごみ 指定袋に入らないものは粗大ごみ。

レトルト食品の袋 プラスチック製容器包装類 使い切り、軽く洗う。

レンガ 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

レンジ台 粗大ごみ

レンチ（工具） 金属製品類

ろ ろうそく もえるごみ ろ

ロープ（紙、ビニール製） もえるごみ 60cm以内の長さに切り、指定袋に入れる。

ローラーシューズ もえるごみ

ローラースケート 複合素材製品類

冷凍庫（冷凍ストッカー） 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。

冷蔵庫 処理対象外
販売店へ依頼する。若しくは、郵便局でリサイクル券を購入し、清掃
センターまたは指定取引場所に直接搬入。

21



分　別　区　分 備　　　　　　　　　　考

ごみ・資源物の分別一覧（50音別）

　　・家庭から出る主なごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
　　・この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。

　　・ごみの出し方は、ワンポイントアドバイスをご覧ください。

品　　　　　　　名

わ ワープロ 複合素材製品類 コンテナに入らないものは粗大ごみ。 わ

ワイシャツ もえるごみ 綿50％以上のものは布類。

ワイヤーロープ 処理対象外 販売店又はメーカーに相談。

ワイヤレスイヤホン 有害・危険ごみ

輪ゴム もえるごみ

ワゴン（台所用等） 粗大ごみ

綿（わた） もえるごみ

ワッペン もえるごみ

割り箸 もえるごみ
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