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目　　次

〇ごみや資源物は、「収集日程表」で収集日を確認し、当日の朝８時までに出して下さい。
〇各ごみステーションは、ごみを出す方々が清掃や除雪をしています。お住まいの地域の
ごみステーション以外には、絶対に出さないで下さい。
〇「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」は、きちんと分別しましょう。
〇資源物は、異物や汚れがついているとリサイクルできません。異物や汚れを取り除いて
から出しましょう。

分別・ごみ出しのルールを守り、清潔で住みやすい村づくりに
ご協力をお願いします。

ページ ごみの分別区分 戸別収集 役　　場ごみステーション
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自動車、消火器、ドラムかん、
スクーター、ピアノなど

指定袋に入れる × ×燃やせるごみ

指定袋に入れる × ×燃やせないごみ

役場に電話予約 ×役場に電話予約
(5､7､9､11月)粗大ごみ

× ×透明・半透明の
袋に入れるかん、びん類

× ×透明・半透明の
袋に入れるペットボトル

× ×透明・半透明の
袋に入れる紙類

× ×透明・半透明の
袋に入れるプラスチック製容器、包装類

×× 役場に持ち込み小型家電

家電リサイクル法対象製品

パソコン等電子機器

ごみ、資源物分別区分早見表

岩内地方清掃センターの利用について

ボランティア清掃、不法投棄、不適正焼却について
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指定ごみ袋・ごみ処理券

○指定ごみ袋やごみ処理券以外で出されたものは収集しません。
○指定ごみ袋やごみ処理券はお住いの町内会担当者が販売しています。販売場所が
分からない場合は役場まで連絡をお願いします。
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● 燃やせるごみ

● 燃やせないごみ
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ごみは排出マナーを守り収集当日の朝８時までに出して下さい。
収集日は、広報かもえないに折り込みの原子力エネルギー広報カレンダー「かもエナジー」
をご覧下さい。
※燃やせるもの・燃やせないものを分離できない場合は燃やせないごみへ

燃やせるごみ
有料

◆ 紙類
　　紙おむつは、排せつ物を取り除く。

　　例：かみくず、ちり紙、吸い殻、写真、紙おむつ、

　　　　生理用品、ペットシート

◆ 衣類・ぬいぐるみなど
　　例：ジャージ、シャツ、くつ下、パンツ

◆ 生ごみ・食用油など
　　生ごみはしっかり水を切る。油は凝固剤で固めるか、

　　紙、布にしみ込ませる。

　　例：野菜くず、貝殻、魚、なたね油

◆ 木の枝・草・花・枯葉・木製品など
　　枝は長さ50㎝以下、直径30㎝以内にしてひもでしばって出す。

　　草などは、土を取り除き乾燥させて出す。

◆ 革・ゴム製品
　　例：かばん、長靴、革靴、運動靴、ゴム手袋

◆ 汚れの落ちないプラスチック製容器包装類

危険物（燃やせるごみ）

例：カイロ、マッチ、花火、コークス、文化たきつけ
※カイロは使用済のものに限る。
※マッチ、花火は水に浸し、発火しないようにする。

他の燃やせるごみと分けて、
別の燃やせるごみ袋に入れて出して下さい。
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ごみは排出マナーを守り収集当日の朝８時までに出して下さい。
収集日は、広報かもえないに折り込みの原子力エネルギー広報カレンダー「かもエナジー」
をご覧下さい。
※燃やせるもの・燃やせないものを分離できない場合は燃やせないごみへ

燃やせないごみ
有料

危険物（燃やせないごみ）

例：スプレーかん、カセット式ガスボンベ、ライター、
　　発煙筒、水銀製品、鎖類、刃物 
※発煙筒は水に浸し、発火しないようにして出して下さい。

他の燃やせないごみと分けて、
別の燃やせないごみ袋に入れて出して下さい。

◆ 資源物にならない容器包装
　　例：化粧品のガラス容器、油かん、ペンキかん、ＣＤケース、

　　異物・汚れを落とせない容器

◆ 小型家電製品
　　小型家電リサイクル対象以外の製品。
　　充電式家電は必ずバッテリーを抜く。
　　例：ポット、トースター、ガスレンジ、カメラ

◆ 台所・水回り用品
　　例：なべ、やかん、フライパン、洗面器、バケツ

◆ ガラス・せともの
　　割れたものは新聞紙などに包む

　　例：板ガラス、コップ、花びん、鏡、皿

◆ プラスチック製品・金属製品
　　例：文具、おもちゃ、スキー靴、鋳物製品、金属のふた

◆ 蛍光管（グローランプ、電球も含む）
　　購入時の紙容器や新聞紙などに包んで出して下さい。



粗大ごみ
粗大ごみは戸別収集しますので、収集日の２日前までにお申し込み下さい。
収集当日の朝８時までにお申し込み時に指定した場所（自宅玄関の横など）に出して下さい。

有料 要
申込

◆ 家具類
　　例：タンス、ソファー、テーブル、本棚

◆ 電化製品
　　例：オルガン、大型ストーブ、電気こたつ

　　※電池や充電式家電のバッテリーは、
　　　必ず抜いて下さい。

◆ ふとん類
　　例：ふとん、敷きふとん

◆ その他
　　例：自転車、大型三輪車、角材、流し台、

　　　　スノーダンプ、畳、刈払い機

粗大ごみの目安
・１個又は１片の辺又は径が１ｍを超えるもの
・１つの重さが20㎏を超えるもの
・２ｍを超えるような作業員が持てないものは可能な限り解体して下さい。

申込み方法
・住民課保健衛生係までお申し込み下さい。　電話　０１３５－７６－５０１１
※申込みの際は、氏名・粗大ごみの種類・出す場所を指定して下さい。

ごみ処理券（シール）　　２枚　２００円

※２ページ参照

ごみ処理券以外で出されたものは収集しません。
ごみ処理券には氏名を記入し、はがれないように
貼って下さい。
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資源物
排出マナーを守り収集当日の朝８時までに出して下さい。
出す袋は透明か半透明のものを使用して下さい。

無料

小型家電
下記の対象品目を役場住民課保健衛生係までお持ち込み下さい。

無料

◆ （固定）電話機　　◆ ファクシミリ
◆ ビデオ・ＤＶＤ・ＢＤレコーダー及びプレーヤー
◆ ヘッドホン及びイヤホン　　◆ プリンター　　◆ 電動ミシン
◆ 電卓　　◆ 扇風機　　◆ 電気アイロン　　◆ ヘアドライヤー

乾電池、記録媒体、インクカートリッジは、取り外して下さい。
対象品目以外の引き取りはできません。また、業務用製品、法人からの対象品目は引き取り
できません。
回収対象とならないものは、従来どおりの方法（燃やせないごみ、粗大ごみ等）で出して下
さい。

※プラスチック製のふた・ラベルはプラスチック容器包装資源物、金属製のふたは、
　燃やせないごみです。
※かん・びん類・ペットボトルは中を水で洗い、しっかり乾かしてから出して下さい。

◆ かん（アルミ・スチール）
ジュースやビールのかん、かんづめやお菓子のかん、粉ミルクのかん、
ペットフードのかんなど、飲料用・食品用が対象です。油かんなど
汚れの落としにくいかんは「燃やせないごみ」で出して下さい。

◆ びん類
ジュースやお酒のびん、栄養剤のびん、コーヒーのびんなど。飲
料用・食品用が対象です。油などで汚れの落としにくいびんは「燃
やせないごみ」で出して下さい。

◆ ペットボトル　
　　 のついた飲料用・食品用容器。

　

◆ 紙類
◆ プラスチック製容器包装類　

　　のついた容器包装類
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村が収集しないごみ①
家電リサイクル法の対象品は、ごみステーションに出すことや、解体して岩内地方清掃センタ
ーに持ち込むことができません。

◆ エアコン
◆ テレビ（ブラウン管、液晶・プラズマテレビ）
◆ 冷蔵庫・冷凍庫
◆ 洗濯機・衣類乾燥機

村が収集しないごみ②
家庭用使用済みパソコン等電子機器は、村では収集しません。

◆ デスクトップパソコン
◆ ノートパソコン
◆ タブレットPC
◆ 携帯電話・スマートフォン

処分方法の例

①　購入した販売店または買い換えする店に依頼する。
②　北海道電機商業組合岩内支部に依頼する。
※収集運搬料・家電リサイクル料金は、依頼するお店などにお問い合わせ下さい。

処分方法の例

①メーカーへ直接回収の申し込みを行う。
②買い換えする店に依頼する。

不明な場合は、住民課保健衛生係　電話　０１３５－７６－５０１１　にお問い合わせ下さい。

※必ずデータを削除してから処分してください。
※リチウムイオンバッテリーは販売店や協力店の回収箱へ。
　破損すると火災の恐れがあります。
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村が収集しないごみ③
村では毒性のあるもの、危険性のあるもの、処理ができないものは収集処理しませんので、回
収・処理については専門の業者又は一般廃棄物収集運搬許可業者にお問い合わせ下さい。
※処理費の負担が必要です。

問い合わせ先　住民課保健衛生係　電話　０１３５－７６－５０１１

事業活動によって出るごみ（一般廃棄物）
　事業活動によって出るごみは、事業者の責任において処理することが法律で義務づけられ
ています。しかし、岩内地方清掃センターへの距離が遠いなど特別な事情を考え、事業者の
負担を軽減するため、村が収集しますので適正な処理に努めて下さい。

一時多量ごみ
※　引越しなど、一時的に多量のごみを処理する場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に処
理を依頼して下さい。
※　燃やせないごみ・粗大ごみについては、自ら処理施設に運ぶことができます。
※　専門業者や一般廃棄物収集運搬許可業者がわからない方は、下記にお問い合わせ下さい。

廃タイヤ・バッテリー・
自動車部品・ガソリン・
灯油・軽油・重油・オイル
消火器
原動機付自転車・
スクーター
プロパンガスボンベ
酸素ボンベ
ピアノ
ドラムかん
除雪機

ボタン・ニカド電池
リチウムイオン電池

劇薬・農薬
注射器・注射針（医療用）
廃自動車
犬や猫などの
小動物の死体

最寄のカーショップ、タイヤ販売店、ガソリンスタンド、
処理業者にお問い合わせください。

販売店などにお問い合わせ下さい。

販売店や協力店の回収箱へ。
※燃やせないごみに混ぜたり、電化製品に入れたままで
　ごみを出したとき、破損・出火でごみ収集車の火災に
　なることがありますので絶対にやめましょう。

販売店や処理業者にお問い合わせ下さい。

病院、薬局へお問い合わせ下さい。
販売店や解体業者にお問い合わせ下さい。

事前に役場に連絡してから岩内地方清掃センターへ直接
搬入してください。
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

あ ＩＨ（電磁）調理器 燃やせないごみ

アイスキャンデー
袋（プラ製） 資源物 きれいにして
紙箱（紙製） 資源物 きれいにして
棒（木製・プラ製） 燃やせるごみ

アイスクリーム
カップ（プラ製） 資源物 きれいにして
カップ（紙製） 資源物 きれいにして
へら（紙製・木製） 燃やせるごみ

アイスノン 燃やせるごみ
アイスピック 燃やせないごみ 紙などに包む
アイスボックス 燃やせないごみ
アイロン（電気） 小型家電 電気アイロン以外は燃やせないごみ
アイロン台 燃やせないごみ
アクセサリー(指輪、ブレスレット・ネックレス等) 燃やせないごみ
アコーディオンカーテン 粗大ごみ
アダプター (電源用) 燃やせないごみ
厚紙 資源物
圧力なべ 燃やせないごみ
穴開けパンチ 燃やせないごみ

油（食用）

油 燃やせるごみ 紙などにしみ込ませるか、凝固剤で固めて
かん 燃やせないごみ 汚れが落としにくいため
びん 燃やせないごみ 汚れが落としにくいため
容器（プラ製） 燃やせないごみ 汚れが落としにくいため
ふた（プラ製） 燃やせないごみ 汚れが落としにくいため

油こし紙 燃やせるごみ
油こし容器 燃やせないごみ
油差し 燃やせないごみ
雨ガッパ 燃やせるごみ

網
金属製
（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ

防風ネットなど 燃やせるごみ たたむなどしてしばること
編み機（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
網戸（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
編み針（木製） 燃やせるごみ 木製以外は燃やせないごみ
飴などの個包装（プラ製・紙製） 資源物 紙製は燃やせるごみ
アルバム（紙製・布製） 燃やせるごみ
アルミガード（ガスレンジ用） 燃やせないごみ
アルミかん（飲料・食品用） 資源物 中をすすいで（食品用はきれいにして）
アルミサッシ 粗大ごみ
アルミ皿・アルミ容器 燃やせないごみ

アルミホイル①
アルミホイル 燃やせないごみ
刃の部分（金属製） 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ

ごみ、資源物分別区分早見表 （50音順）
※一般的な具体例を示しています。（同種類のものでも、大きさや素材により分別が異なる場合があります。）
※0.1㎥とは、およそ縦50㎝×横50㎝×高50㎝と考えて下さい。� プラ製＝プラスチック製容器包装
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

あ アルミホイル②
紙の箱 資源物
芯（しん） 燃やせるごみ

アルミホイール 収集しないごみ 販売店に相談
泡立て器 燃やせないごみ
安全ピン 燃やせないごみ
アンテナ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
アンプ 燃やせないごみ
アンプル（ガラス製容器） 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

い
育毛剤

紙箱（紙製） 資源物
容器（プラ製） 資源物 きれいにして
びん 燃やせないごみ 飲料・食品用でないため

スプレーかん 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

ふた（プラ製） 資源物 きれいにして
衣装箱・衣装ケース（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
移植ゴテ 燃やせないごみ

椅子（1ｍを超えるものまたは0.1㎥を超え
るもの） 粗大ごみ

板 「木」の欄参照
いちごパック・表面フィルム 資源物 きれいにして
一輪車（スポーツ用） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ

一升びん
びん 資源物

中をすすいで（食品用はきれいにして乾
かしてから）汚れを落としにくいもの、
飲料用、食品用以外は燃やせないごみ

ふた 燃やせないごみ プラ製は資源物
一斗かん（ベールかん、オイルかんを含む） 燃やせないごみ 中身は完全に抜く
井戸用ポンプ（家庭用） 粗大ごみ
犬小屋（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
犬の首輪 燃やせるごみ

医薬品
びん 燃やせないごみ 飲料・食品用でないため
容器（プラ製・紙製） 資源物

衣類 燃やせるごみ
イヤホン 小型家電
衣類乾燥機 収集しないごみ ６ページを参照
衣類乾燥機台 粗大ごみ
入れ歯 燃やせないごみ
色鉛筆 燃やせるごみ
色紙（雑紙） 燃やせるごみ
印鑑（木製） 燃やせるごみ 木製以外は燃やせないごみ
インクカートリッジ 燃やせないごみ できるだけ販売店の回収箱へ

インスタント食品①

袋（プラ製） 資源物 きれいにして
袋（紙製） 資源物 きれいにして
ふた（プラ製） 資源物 きれいにして
ふた（紙製） 資源物 きれいにして
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

い インスタント食品②
容器（プラ製） 資源物 きれいにして
容器（アルミ製） 燃やせないごみ
トレー（プラ製） 資源物 きれいにして

インターホン 燃やせないごみ
インパクトレンチ・ドライバー 燃やせないごみ バッテリーは必ず抜く

飲料製品

びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
かん 資源物 中をすすいで乾かしてから

紙パック 資源物 内側がアルミ加工されているものは燃や
せるごみ

ペットボトル 資源物 中をすすいで乾かしてから
ラベル 資源物 ペットボトルと分けて

口付きアルミパック
（プラ製） 資源物 きれいにして

ふた（プラ製） 資源物 プラ製以外は燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

う ウィスキー
びん・かん 資源物 中をすすいで乾かしてから
ペットボトル 資源物 中をすすいで乾かしてから
ふた 燃やせないごみ プラ製は資源物

植木の枝 「木」の欄参照
植木鉢 燃やせないごみ
ウエス 燃やせるごみ

ウェットティッシュ
ウェットティッシュ 燃やせるごみ
容器（プラ製） 資源物

ウォーターベッド 粗大ごみ 水を抜いて

ウォッシャー液
容器（プラ製） 資源物 きれいにして
容器（プラ製以外） 燃やせないごみ

うがい薬の容器（プラ製) 資源物 中をすすいで乾かしてから
浮輪・浮袋 燃やせるごみ
うす（臼　木製) 粗大ごみ 石うすは収集しないごみ
うちわ 燃やせるごみ
ウッドカーペット 粗大ごみ
腕時計 燃やせないごみ
乳母車（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
運動靴 燃やせるごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

え エアーエレメント 燃やせないごみ
エアコン 収集しないごみ ６ページを参照
エア・コンプレッサー 収集しないごみ 販売店に相談

エアーゾール
スプレーかん 燃やせないごみ�

(危険物)
使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

キャップ（プラ製） 資源物 金属製は燃やせないごみ
液晶テレビ 収集しないごみ ６ページを参照
エキスパンダー 燃やせないごみ
ＳＤカード（記録媒体） 燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

え 枝 「木」の欄参照

絵の具

チューブ（プラ製） 燃やせるごみ 汚れが落としにくいため
チューブ（金属製） 燃やせないごみ
箱（紙製） 資源物
パレット（プラ製） 燃やせないごみ

エプロン 燃やせるごみ
ＭＯ・ＭＤ（ケースを含む） 燃やせないごみ
ＭＤレコーダー 燃やせないごみ
衣紋掛け 燃やせないごみ
エレキギター（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
エレクトーン 粗大ごみ
延長コード（家庭配線用） 燃やせないごみ コードは50㎝以内に切断する
煙突（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
塩ビ管（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
鉛筆 燃やせるごみ
鉛筆削り 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

お オイルヒーター 粗大ごみ
応接用いす 粗大ごみ
オーディオラック（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
オートバイ（50ccを含む） 収集しないごみ 販売店に相談
オーブントースター 燃やせないごみ
オーブンレンジ（0.1㎥を超えるもの） 燃やせないごみ

オイル
（車・機械用）

オイル 収集しないごみ 販売店に相談
かん、その他の容器 燃やせないごみ 中身は完全に抜く

置き時計 燃やせないごみ
おけ 燃やせないごみ

おしぼり
おしぼり 燃やせるごみ
袋（プラ製） 資源物

おしゃぶり 燃やせないごみ
落ち葉 燃やせるごみ

斧（おの）
斧の柄（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ

斧の刃 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

おふろマット 燃やせるごみ
お盆 燃やせないごみ
おまる 燃やせないごみ 必ず洗浄する
おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流して
おむつカバー 燃やせるごみ
おもちゃ 燃やせないごみ
折りたたみかさ 燃やせないごみ
オルガン 粗大ごみ
オルゴール 燃やせないごみ
温水洗浄機付き便座 燃やせないごみ
おろし金 燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

か ガーゼ 燃やせるごみ
カーナビ 燃やせないごみ
カーテン 燃やせるごみ
カーテンレール（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
カード類 燃やせるごみ

カーペット（芯）

カーペット
（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ

芯（しん）
（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ

カーマット（ゴム製も含む） 燃やせるごみ
貝殻 燃やせるごみ
懐中電灯・ランタン 燃やせないごみ

カイロ（使い捨て）
カイロ 燃やせるごみ

（危険物）
使用済のものに限る（他のごみと分けて
可燃の指定袋に入れて出す）

袋（プラ製） 資源物

鏡（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ 紙などに包む
１ｍを超えるものは粗大ごみ

鍵 燃やせないごみ
額縁 燃やせないごみ ガラスは紙などに包む
角材 「木」の欄参照
家具類（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
傘・傘立て 燃やせないごみ
加湿器 燃やせないごみ

菓子類

箱（プラ製・金属製） 資源物 一斗かんは燃やせないごみ
箱（紙製） 資源物 きれいにして
袋（プラ製・紙製） 資源物 きれいにして
包装紙・銀紙（紙製） 資源物 きれいにして
かん・びん 資源物 一斗かん（18ℓ）は燃やせないごみ
上げ底・中仕切り（プラ製） 資源物

ガスコンロ、ガスレンジ 燃やせないごみ 乾電池を取り出して
ガスレンジマット（アルミ箔製） 燃やせないごみ
ガス台（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ガスボンベ（LP） 収集しないごみ 販売店に相談

カセット式ガスボン
ベ

カセット式ガスボンベ 燃やせないごみ
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

キャップ（プラ製） 資源物
カセットテープ 燃やせるごみ プラスチックケースは燃やせないごみ
カセットデッキ 燃やせないごみ
ガソリン携行かん 燃やせないごみ 中を乾燥させる
カッターの刃 燃やせないごみ 紙などに包む

カット綿
カット綿 燃やせるごみ
包装紙（プラ製） 資源物

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

お おわん 燃やせないごみ
温度計 燃やせないごみ 水銀式は危険物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

か カッパ（化学繊維のもの・ゴム・ビニール製） 燃やせるごみ
カップ（ガラス・金属・せともの・プラ製） 燃やせないごみ

カップめん

容器（プラ製） 資源物 きれいにして（アルミ製は燃やせないごみ）
外装フィルム（プラ製） 資源物 きれいにして
ふた（プラ製・紙製） 資源物 きれいにして
具・スープの袋（プラ製） 資源物 きれいにして

かつら（つけ毛） 燃やせるごみ
金ぐし 燃やせないごみ 紙などに包む
かなづち 燃やせないごみ
かばん 燃やせるごみ 金属製は燃やせないごみ
画板 燃やせないごみ
画びょう 燃やせないごみ 紙などに包む
花びん 燃やせないごみ 木製は燃やせるごみ
壁紙（紙製） 燃やせるごみ
鎌 燃やせないごみ 紙などに包む
かまぼこの板 燃やせるごみ
紙おむつ 燃やせるごみ 汚物はトイレに流して
紙くず 燃やせるごみ
紙コップ 燃やせるごみ
紙皿 燃やせるごみ
かみそり 燃やせないごみ 紙などに包む
髪の毛 燃やせるごみ
紙粘土 燃やせるごみ
紙パック（牛乳パックなど） 資源物 内側がアルミ加工されているものは燃やせるごみ
紙袋 資源物
紙やすり 燃やせるごみ

紙類

新聞紙（チラシを含む） 資源物
雑誌、書籍、カタログ 資源物
ダンボール 資源物 ガムテープ・金属は取り外す
雑紙 燃やせるごみ
紙製容器 資源物 きれいにして

ガム
ガム 燃やせるごみ
容器・包装（プラ製） 資源物 １枚ごとの包装を含む
容器・包装（紙製） 資源物 １枚ごとの包装を含む

ガムテープ 燃やせるごみ
カメラ本体・ケース・レンズ 燃やせないごみ
画用紙 燃やせるごみ

カラーボックス（１ｍを超えるものまたは
0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ １ｍまたは0.1㎥以内は燃やせないごみ

カラオケセット（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
ガラス（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ 紙などに包む

ガラスクリーナー（スプレー式） 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

枯葉 燃やせるごみ
カレンダー 燃やせるごみ 金属は取り外して燃やせないごみへ
革類 燃やせるごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

か 管楽器（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
換気扇（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
かん切り 燃やせないごみ

緩衝材・梱包材
発泡スチロール 資源物 隙間に詰め込む粒状タイプは燃やせるごみ
プラ製 資源物

かんづめのかん 資源物 きれいにして
乾燥機（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ 衣類乾燥機は６ページを参照
乾燥剤 燃やせるごみ

乾電池
乾電池 燃やせないごみ 充電式電池・ボタン電池は販売店などへ
外装フィルム（プラ製） 資源物

感熱紙 燃やせるごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

き キーボード（楽器）（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
キーボード（パソコン用） 燃やせないごみ
キーホルダー 燃やせないごみ

木

木の枝（径３㎝程度） 燃やせるごみ 長さ50㎝以内とし径30㎝程度に束ねる
竹（園芸用） 燃やせるごみ 長さ50㎝以内とし径30㎝程度に束ねる
木の幹（径10㎝程度） 燃やせないごみ 長さ１ｍ以内とし径30㎝程度に束ねる
角材（１辺10㎝程度） 燃やせないごみ 長さ１ｍ以内とし径30㎝程度に束ねる
タルキ 燃やせないごみ 長さ１ｍ以内とし径30㎝程度に束ねる
板 燃やせないごみ １辺が１ｍ以内とし径30㎝程度に束ねる
木製品 燃やせないごみ １辺が50㎝以上１ｍ以内

ギター（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
キックボード 燃やせないごみ
キッチンタオル 燃やせるごみ
キッチンペーパー 燃やせるごみ
キッチンマット 燃やせるごみ
着物 燃やせるごみ
脚立（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
キャッシュカード 燃やせるごみ
キャップ（ふた）（プラ製） 資源物 プラ製以外は燃やせないごみへ

キャラメル
箱、包み紙（紙製） 資源物
外装フィルム（プラ製） 資源物

急須（きゅうす） 燃やせないごみ 割れた物は紙などに包む

牛乳

紙パック 資源物 中をすすいで乾かしてから
びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
ストローの袋（プラ製） 資源物
ふた（紙製） 資源物
ストロー 燃やせるごみ

教科書 資源物
鏡台（化粧台）（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
霧吹き 燃やせないごみ
金庫（耐火式） 粗大ごみ 扉を開けることができる状態にする
銀行の紙袋 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

く 空気入れ 燃やせないごみ

空気清浄機
空気清浄機
（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ

フィルター（紙製） 燃やせるごみ 紙製以外は燃やせないごみ
クーラーボックス（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
くぎ 燃やせないごみ 紙などに包む
草刈り鎌 燃やせないごみ 紙などに包む
草刈り機（刈払機） 粗大ごみ
草・花・葉 燃やせるごみ 土は落とす、多量は乾燥させる

鎖類 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

串（金属製・プラ製） 燃やせないごみ 木製、竹製は燃やせるごみへ
くし・ブラシ 燃やせないごみ

薬類
錠剤・カプセル 燃やせるごみ
包装シート（プラ製） 資源物
容器・ふた（プラ製） 資源物

口紅の容器（プラ製) 資源物 金属製は燃やせないごみ

靴
革製・布製・ゴム製 燃やせるごみ 安全靴は燃やせないごみ
空き箱（紙製） 資源物
中敷 燃やせるごみ

クッキングヒーター 燃やせないごみ
靴墨のチューブ（プラ製） 燃やせないごみ 汚れを落としにくいため

靴下
靴下 燃やせるごみ
靴下の外袋（プラ製） 資源物

クッション 燃やせるごみ
クッションフロア（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
グラスウール 燃やせるごみ 少量に限る

クラッカー（爆竹） 燃やせるごみ
（危険物）

水に浸し、発火しないよう他のごみと分
けて可燃の指定袋に入れて出す

クリアーファイル 燃やせるごみ
クリアーブック 燃やせるごみ
クリーニングのポリ袋 燃やせるごみ 商品でないものを入れた袋のため
クリップ 燃やせないごみ
グリル鍋 燃やせないごみ
車いす 粗大ごみ 電動車いすは販売店に相談
クレジットカード 燃やせるごみ

クレヨン
クレヨン 燃やせるごみ
箱（プラ製・紙製） 資源物

グロー球 燃やせないごみ
グローブ 燃やせるごみ
くわ 燃やせないごみ
軍手 燃やせるごみ

16

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

け 蛍光管・電球
蛍光管・電球 燃やせないごみ 購入時の紙製容器や新聞紙に包む
外箱（紙製） 資源物



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

こ 碁石 燃やせないごみ
鯉のぼり 燃やせるごみ

紅茶
かん 資源物
個別包装紙（紙製） 資源物
ティーバッグ 燃やせるごみ

コーキングガン 燃やせないごみ コーキング剤ははずす

コークス 燃やせるごみ
（危険物）

水に浸し、発火しないよう他のごみと分
けて可燃の指定袋に入れて出す

コート掛け（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
コードリールドラム 燃やせないごみ コードを外して50㎝以内に切る

コーヒー

コーヒーかす 燃やせるごみ
かん・びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
紙フィルター 燃やせるごみ
ふた（プラ製・紙製） 資源物
包装用フィルム（プラ製） 資源物

コーヒーメーカー 燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

け 蛍光ペン 燃やせないごみ
携帯電話 燃やせないごみ できるだけ販売店へ､ バッテリーを外す
毛糸 燃やせるごみ
軽油 収集しないごみ 販売店に相談
計量カップ 燃やせないごみ
ケーキ・お菓子のアルミはく 燃やせないごみ
ケーブル（延長コードなど） 燃やせないごみ 50㎝以内に切る

ゲーム機（家庭用）

ゲーム機・ゲームソフト 燃やせないごみ 携帯ゲーム機はバッテリーを外す
箱（紙製） 資源物
発泡スチロール 資源物
包装用フィルム（プラ製） 資源物

毛皮製品（ムートンを含む） 燃やせるごみ
劇薬・農薬 収集しないごみ 販売店や処理業者へ
消しゴム 燃やせるごみ
化粧品携帯ポーチ（プラ製） 燃やせるごみ

化粧品
外箱（プラ製・紙製） 資源物
びん 燃やせないごみ 飲料・食品用でないため
容器のふた（プラ製） 資源物 きれいにして

化粧台（鏡台）（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
げた箱（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ケチャップのチューブ・ふた（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから
血圧計 燃やせないごみ

けん引ロープ（プラ製・麻製） 燃やせるごみ
50㎝以内に切る
金属製については他のごみと分けて不燃
の指定袋に入れて出す

玄関マット(金属製･プラ製） 燃やせないごみ 室内用は燃やせるごみ
剣山 燃やせないごみ 紙などに包む
顕微鏡 燃やせないごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

こ ござ 燃やせるごみ １ｍまたは0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
こたつ・こたつ板 粗大ごみ
コップ 燃やせないごみ ガラス製は紙などに包む
コップ型のびん（日本酒など） 資源物 中をすすいで乾かしてから

粉石けん
粉石けん 燃やせるごみ
容器（プラ製・紙製） 資源物

粉ミルクのかん 資源物 きれいにして
碁盤（木製） 燃やせないごみ
コピー機（家庭用） 粗大ごみ １ｍまたは0.1㎥以内は燃やせないごみ
コピー用紙 資源物 ホチキスや金具をはずす
ごみ箱 燃やせないごみ
ゴム管 燃やせるごみ 50㎝以内に切断する

ゴムホース
ゴムホース 燃やせるごみ 50㎝以内に切断する
リール 燃やせないごみ

ゴムボート 燃やせるごみ
ゴム手袋・ゴム長靴 燃やせるごみ
米袋（ポリ袋・紙袋） 資源物
コルク抜き 燃やせないごみ 紙などに包む
ゴルフボール 燃やせるごみ
ゴルフクラブ・バッグ 粗大ごみ バッグは燃やせるごみの収集日に出す
コンクリート片 燃やせないごみ １辺が30㎝以内　20㎏程度

コンタクトレンズ
コンタクトレンズ 燃やせないごみ
保存液容器（プラ製） 資源物

コンテナボックス（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
コンパス 燃やせないごみ
コンパネ・ベニヤ板（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ 長さ1.5ｍ以内にする
コンビニ弁当の容器（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから

コーンフレーク
箱（紙製） 資源物
袋（プラ製） 資源物

コンポ（ミニコンポ） 燃やせないごみ 袋に入りきらいない場合は粗大ごみ
コンポスト容器（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
梱包用バンド（プラ製） 燃やせるごみ
コンロ 燃やせないごみ ガスコンロは乾電池を取り出して
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

さ サーキュレーター（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
サイクリングマシーン 粗大ごみ
座いす 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
在宅医療関係廃棄物 収集しないごみ かかりつけの病院に相談
サイドボード 粗大ごみ
財布 燃やせるごみ
材木類 「木」の欄参照
魚を干す網かご 燃やせないごみ

酒パック
パック（紙製） 燃やせるごみ 内側がアルミ加工されているため
ふた（プラ製） 資源物

座卓（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

さ 雑誌・本 資源物
雑草 燃やせるごみ 多量は乾かして（土は落とすこと）
座布団 燃やせるごみ
サーフボード 粗大ごみ
皿（陶器製・ガラス製・プラ製） 燃やせないごみ 割れたものは紙などに包む

サラダ油
サラダ油 燃やせるごみ 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固めて
容器（プラ製） 燃やせないごみ 汚れを落としにくいため

サランラップ

ラップ 燃やせるごみ
箱（紙製） 資源物
芯（しん） 燃やせるごみ
刃（金属製） 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ

ざる（金属製・プラ製） 燃やせないごみ
三角コーナー（金属製・プラ製） 燃やせないごみ
三脚（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
サングラス 燃やせないごみ
参考書・教科書 資源物 雑誌と一緒に出す
酸素ボンベ 収集しないごみ 販売店に相談
サンダル 燃やせるごみ
残飯 燃やせるごみ 十分水を切る
三輪車（子供用） 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

し シーツ（敷布） 燃やせるごみ
ＣＤ（ケースを含む） 燃やせないごみ
ＣＤラジカセ 燃やせないごみ
シート（レジャー用） 燃やせるごみ
シール（台紙を含む） 燃やせるごみ
ジーンズ 燃やせるごみ

シェーバー

シェーバー
（電気かみそり） 燃やせないごみ バッテリーを外す

洗浄カートリッジ 燃やせないごみ�
(危険物)

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

磁石（マグネット） 燃やせないごみ
下敷き 燃やせるごみ
しちりん 燃やせないごみ
湿気取り器（使い捨て） 資源物 中をすすいで
室内用物干し 燃やせないごみ

湿布剤
湿布剤 燃やせるごみ
袋（プラ製） 資源物
フィルム（プラ製） 資源物

辞典 資源物 雑誌と一緒に
自転車（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ 電動自転車は販売店に相談
自転車用空気入れ 燃やせないごみ
自動車部品 収集しないごみ 販売店に相談

竹刀・木刀 燃やせるごみ 50㎝以内に切断すること。50㎝を超え
１ｍ以内は燃やせないごみ。
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

し 芝刈り機 粗大ごみ
蛇口 燃やせないごみ
ジャッキ 粗大ごみ
ジャージ 燃やせるごみ
シャープペンシル 燃やせないごみ
写真 燃やせるごみ
ジャムのびん 資源物 きれいにして
しゃもじ 燃やせないごみ
シャンプーのボトル・ポンプ部分 資源物 きれいにして
週刊誌 資源物
ジューサー 燃やせないごみ
ジュースのかん・びん・紙パック・ペットボトル 資源物 中をすすいで乾かしてから
じゅうたん 粗大ごみ
充電器(家庭用） 燃やせないごみ
充電式電池 収集しないごみ 販売店など協力店の回収箱へ
収納箱（衣装ケース） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
重油 収集しないごみ 販売店や処理業者に相談
朱肉 燃やせないごみ
シュラフ（寝袋） 燃やせるごみ
ジュラルミンケース 燃やせないごみ
シュレッダーにかけた紙 燃やせるごみ
瞬間湯沸器 燃やせないごみ 1ｍまたは0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
ジョイントマット 燃やせるごみ
消火器 収集しないごみ 販売店に相談
将棋盤 燃やせないごみ
定規 燃やせないごみ
障子 粗大ごみ
浄水器 燃やせないごみ
しょうのう（防虫剤） 燃やせるごみ
照明器具（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
じょうろ 燃やせないごみ
食品トレイ（プラ製） 資源物 きれいにして

食用油

食用油 燃やせるごみ 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固めて

かん・びん・
プラスチックボトル 燃やせないごみ 汚れを落としにくいため

容器のふた 燃やせないごみ 汚れを落としにくいため
除湿器 燃やせないごみ
除雪機 収集しないごみ 販売店に相談
食器 燃やせないごみ 木製は燃やせるごみ
食器洗い乾燥機（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
ジョンバ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
新聞紙（チラシを含む） 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

す スーツケース（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ 0.1㎥以内は燃やせないごみ
スーパーの袋（レジ袋） 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

す 水槽（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
水中メガネ 燃やせないごみ
水筒 燃やせないごみ
炊飯器 燃やせないごみ
図鑑 資源物 紙以外のものは取り除く
スキー 粗大ごみ １ｍ以内は燃やせないごみ
スキーウェア 燃やせるごみ
スキーキャリア（1ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
スキー靴 燃やせないごみ
スキーケース 燃やせるごみ
スクーター 収集しないごみ 販売店に相談
スケート靴 燃やせないごみ
スケートボード 燃やせないごみ
スケール（プラ製・金属製） 燃やせないごみ
スコップ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
寿司桶 燃やせないごみ
スス（煙突などの） 燃やせるごみ 少量に限る
すずり 燃やせないごみ
すだれ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
スタンド照明器（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
スタンプ台 燃やせないごみ
スチールかん（飲料・食用品） 資源物 中をすすいで乾かしてから
スチール棚（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
スチールホイール 収集しないごみ 販売店に相談
ステープラー（ホッチキス） 燃やせないごみ
ステップマシーン（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ステレオセット 燃やせないごみ

ストッキング
ストッキング 燃やせるごみ
外袋（プラ製） 資源物
中身の台紙 資源物

ストーブ（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 灯油は完全に抜き、電池を取り出して
（0.1㎥を超えるものは粗大ごみ）

ストロー
ストロー 燃やせるごみ
袋（プラ製・紙製） 資源物

スナック菓子の袋（プラ製・紙製） 資源物
スニーカー 燃やせるごみ
スノーダンプ 粗大ごみ
スノーブラシ 燃やせないごみ
スノーヘルパー 燃やせないごみ
スノーボード（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ
すのこ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
スパナ（工具類） 燃やせないごみ
スピーカー（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ

スプーン
（プラ製・金属製） 燃やせないごみ
袋（プラ製・紙製） 資源物

スプリングマットレス 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

す スプレーかん
スプレーかん 燃やせないごみ�

(危険物)
使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

キャップ（プラ製） 資源物

スポンジ
スポンジ 燃やせるごみ
外袋（プラ製） 資源物

ズボンプレッサー（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
スポンジマット（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
スパゲッティの外袋（プラ製） 資源物

炭
炭 燃やせるごみ
紙袋 燃やせるごみ

スライサー 燃やせないごみ
スリッパ 燃やせるごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

せ 製氷皿 燃やせないごみ
制服 燃やせるごみ
整理だんす（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

生理用品
生理用品 燃やせるごみ

外装・個装
（プラ製・紙製） 資源物

セーター 燃やせるごみ

石油ストーブ・石油ファンヒーター 燃やせないごみ 灯油は完全に抜き、電池を取り出して
（0.1㎥を超えるものは粗大ごみ）

石けんの外箱・個装（プラ製・紙製） 資源物
接着剤のチューブ（プラ製） 燃やせないごみ 汚れを落としにくいため
ゼリーのカップ（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから
セロハン 燃やせるごみ

セロハンテープ

セロハンテープ 燃やせるごみ
紙箱 資源物
袋（プラ製） 資源物
芯（しん） 燃やせるごみ
刃の部分 燃やせないごみ 紙製の刃は燃やせるごみ

洗剤
洗剤 燃やせるごみ 液体は紙か布にしみこませて
容器（プラ製・紙製） 資源物 きれいにして乾かしてから

洗剤の計量カップ・計量スプーン 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ
洗車ブラシ 燃やせないごみ
洗濯かご（プラ製） 燃やせないごみ
洗濯機 収集しないごみ ６ページを参照
洗濯ネット 燃やせるごみ
洗濯のりの容器（プラ製） 資源物 中をすすいで乾かしてから
洗濯ばさみ 燃やせないごみ
栓抜き 燃やせないごみ
扇風機（１ｍ以内のもの） 小型家電
洗面器 燃やせないごみ
洗面化粧台 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

そ ソースの容器（びん・プラ製）
ふた（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから

ソーセージ
袋（プラ製） 資源物
個別包装材（プラ製） 燃やせるごみ 汚れを落としにくいため

造花 燃やせるごみ

掃除機
掃除機 燃やせないごみ
紙パック 燃やせるごみ

ソファー・ソファーベッド 粗大ごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

た 体温計
水銀式 燃やせないごみ�

(危険物)
他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

デジタル式 燃やせないごみ
体重計 燃やせないごみ

耐火金庫 粗大ごみ 中を確認するため扉は開けることができる状態
にする（50㎏を超えるものは収集しないごみ）

タイヤ 収集しないごみ 販売店に相談
タイヤのホイール 収集しないごみ 販売店に相談

タイヤのホイールキャップ・チェーン 燃やせないごみ チェーンは他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

タイル 燃やせないごみ 少量に限る

ダイレクトメール
チラシ類 資源物 新聞紙と一緒に
封筒（紙製） 燃やせるごみ
封筒（プラ製） 燃やせるごみ 商品でないものを入れているため

タオル・タオルケット 燃やせるごみ
竹 「木」の欄参照
竹ぼうき（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ 50㎝以内に切断すると燃やせないごみ
たたみ 粗大ごみ １回の排出量は３枚まで
脱衣かご 燃やせないごみ
脱酸素剤（菓子などに入っているもの） 燃やせるごみ
脱臭剤（冷蔵庫用など） 燃やせないごみ
タッパー 燃やせないごみ
建具（戸・サッシ等） 粗大ごみ
タルキ 「木」の欄参照

タバコ
吸いがら 燃やせるごみ
箱・包紙（紙製） 資源物
外装フィルム（プラ製） 資源物

卵
殻 燃やせるごみ
ケース（プラ製・紙製） 資源物

タマネギを入れた網・ネット（プラ製） 資源物

たも網
網 燃やせるごみ
柄（取っ手） 燃やせないごみ

たれのボトル（びん・プラ製） 資源物 きれいにしてから乾かして
たわし（プラ製・金属製） 燃やせないごみ
タンス（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
タンスシート 燃やせるごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

た 丹前（たんぜん） 燃やせるごみ

ダンベル（鉄アレイ） 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

ダンボール 資源物 ガムテープ・金具は取り外す
単行本 資源物 雑誌と一緒に

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ち チェスト（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

チェーン 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

地球儀 燃やせないごみ
チャイルドシート（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ

茶

茶殻 燃やせるごみ
茶殻入れ 燃やせないごみ
茶こし 燃やせないごみ
かん・ペットボトル 資源物 中をすすいでから乾かして
茶の袋(プラ製） 資源物 アルミ製は燃やせないごみ

茶だんす（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
茶箱（外は木で中はアルミニウムのもの） 燃やせないごみ
茶わん 燃やせないごみ 割れたものは紙などに包む

チャッカマン 燃やせないごみ�
(危険物)

完全に使い切り、他のごみと分けて不燃
の指定袋に入れて出す

注射器・注射針（医療用） 収集しないごみ 病院・薬局へ

調味料
容器・包装紙（プラ製） 資源物 きれいにして
容器・包装紙（紙製） 資源物

彫刻刀 燃やせないごみ 紙などに包む
調理台（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
チラシ 資源物 新聞紙と一緒に
ちり紙 燃やせるごみ
ちりとり 燃やせないごみ
珍味の袋・トレイ（プラ製） 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

つ ついたて（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
通帳 燃やせるごみ
つえ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ

使い捨てライター 燃やせないごみ
(危険物)

完全に使い切り、他のごみと分けて不燃
の指定袋に入れて出す

机（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
漬物用樽（木製・プラ製） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ

漬物用おもし 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

つっぱり棚・棒（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
つめ切り 燃やせないごみ
釣り糸（テグス） 燃やせるごみ
釣りざお(１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

つ 釣り針 燃やせないごみ 新聞紙等に包む

つるはし
柄（１ｍ以内のもの） 燃やせるごみ

金属部分 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

て ディスプレイ（パソコン用） 収集しないごみ ６ページ参照

ティッシュペーパー

ティッシュペーパー 燃やせるごみ
外装フィルム 資源物
箱（紙製） 資源物

取り出し口のフィルム
（プラ製） 資源物

Ｔ字カミソリ（替刃含む） 燃やせないごみ 新聞紙等に包む
ティーバッグ 燃やせるごみ
ＤＶＤ（ケースを含む） 燃やせないごみ
ＤＶＤプレイヤー 小型家電
テーブル（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
テーブルクロス 燃やせるごみ
テーブルタップ 燃やせないごみ
手紙 燃やせるごみ
テグス（釣り糸） 燃やせるごみ
手提げ金庫 燃やせないごみ
デジタルカメラ 燃やせないごみ 小型バッテリー電池は抜いて専門店の回収箱へ
デジタルビデオカメラ 燃やせないごみ 小型バッテリー電池は抜いて専門店の回収箱へ
デスクマット（ゴム製） 燃やせるごみ プラスチック製は燃やせないごみ
手帳 燃やせるごみ

鉄アレイ（ダンベル） 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

デッキブラシ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
鉄筋（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ（最長1.5ｍまで）
鉄パイプ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ（最長1.5ｍまで）
鉄柵類（１辺が１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ（最長1.5ｍまで）
鉄板（１辺が１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ（最長1.5ｍまで）
手ぬぐい 燃やせるごみ
手袋 燃やせるごみ

テレビ
テレビ 収集しないごみ ６ページを参照
アンテナ（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ

テレビ台 粗大ごみ
テレビゲーム機 燃やせないごみ
テレホンカード 燃やせるごみ

電気カーペット
（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

電気コード

電気コード 燃やせないごみ 50㎝以内に切る

包装パック
（プラ製・紙製） 資源物

包装パックの中の台紙 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

て 電気こたつ（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
電気コンロ（クッキングヒーターを含む） 燃やせないごみ
電気製品の空箱（ダンボール） 資源物
電気ストーブ(電気パネルヒーターを含む） 燃やせないごみ
電気ひげそり 燃やせないごみ バッテリーを外す
電気ポット 燃やせないごみ
電気毛布（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
電球 燃やせないごみ 購入時の紙製容器や新聞紙に包む
電子オルガン 粗大ごみ
電子タバコ 燃やせないごみ バッテリーを外す
電子辞書 燃やせないごみ
電子手帳 燃やせないごみ
電子レンジ（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ
電子レンジ台（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
電磁調理器（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
天体望遠鏡（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
電卓 小型家電

電池
乾電池 燃やせないごみ
ボタン電池 収集しないごみ 販売店など協力店の回収箱へ
充電式電池 収集しないごみ 販売店など協力店の回収箱へ

テント（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
電動式ランニングマシン 粗大ごみ
電動歯ブラシ 燃やせないごみ
天ぷら油 燃やせるごみ 紙等にしみこませるか、凝固剤で固めて
天ぷらガード 燃やせないごみ
電話機 小型家電 子機はバッテリーを外す
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

と 戸（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ドア 粗大ごみ
ドアノブ 燃やせないごみ
砥石（といし） 燃やせないごみ

トイレットペーパー
外装フィルム（プラ製） 資源物
芯（しん） 燃やせるごみ

トイレシート(ペット用） 燃やせるごみ 汚物は取り除いて
トイレブラシ 燃やせないごみ
透析バッグ（点滴バッグ） 燃やせるごみ 針付は病院や薬局へ返却
豆腐のパック・ふた（プラ製） 資源物 きれいにして
灯油 収集しないごみ 販売店や処理業者に相談

灯油タンク
（20Ｌ） 燃やせないごみ 中身は完全に抜く（90Ｌは粗大ごみ）
屋外用（490Ｌ） 収集しないごみ 販売店に相談

灯油ポンプ 燃やせないごみ
陶器 燃やせないごみ 割れたものは紙などに包む
トースター 燃やせないごみ
時計 燃やせないごみ
トタン（１ｍを超えるもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ（最長1.5ｍまで）



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

と 戸棚（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
土鍋 燃やせないごみ 割れたものは紙などに包む
ドライバー (工具類） 燃やせないごみ
ドライヤー 燃やせないごみ ヘアドライヤーは小型家電
ドラムかん 収集しないごみ 販売店に相談

ドラムコード
（延長コード）

コード 燃やせないごみ コードは50㎝以内に切断する
ドラム 燃やせないごみ

鳥かご 燃やせないごみ

塗料

塗料 燃やせるごみ 紙か布にしみこませて
空缶 燃やせないごみ 中身が完全に入っていないもの
キャップ（プラ） 資源物

スプレーかん 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

ドリル
ドリル 燃やせないごみ 電動式はバッテリーを外し、販売店へ
ドリルの刃 燃やせないごみ 紙などに包む

ドリンクのびん
びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
びんのふた（金属製） 燃やせないごみ

トレイ・食品トレイ（プラ製） 資源物
ドレッサー（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ドレッシングのびん（ノンオイル） 資源物 きれいにして
トロフィー（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

に ニカド電池 収集しないごみ 販売店などの協力の店回収箱へ
二段ベッド 粗大ごみ
ニッケル水素電池 収集しないごみ 販売店などの協力店の回収箱へ
ニッパー 燃やせないごみ

入浴剤
かん・ふた 燃やせないごみ プラ製は資源物
個別包装（プラ製） 資源物

庭木 「木」の欄参照

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

な ナイフ 燃やせないごみ 紙などに包む
苗木のプラ製ポット 燃やせるごみ 汚れが落ちにくいため
長靴 燃やせるごみ
中仕切り（菓子など）（プラ製・紙製） 資源物
流し台（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

ナタ 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

納豆の容器（プラ製） 資源物 きれいにして
鍋（アルミ製・鉄製） 燃やせないごみ

鍋焼きうどん
アルミ容器 燃やせないごみ
外装フィルム（プラ製） 資源物

生ごみ 燃やせるごみ 水をよく切って
生花 燃やせるごみ
なわとび 燃やせるごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ぬ ぬいぐるみ 燃やせるごみ
縫い針 燃やせないごみ 紙などに包む
布 燃やせるごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ね ネガ 燃やせるごみ
ネクタイ 燃やせるごみ
ねこ車（作業用台車） 粗大ごみ
ねじ 燃やせないごみ
ネット（たまねぎ・みかんなどに使用） 資源物
寝袋（シュラフ） 燃やせるごみ
練りカラシ・練りワサビのチューブ 資源物 きれいにして乾かしてから
粘土 燃やせないごみ 紙粘土は燃やせるごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

の ノート 燃やせるごみ
ノートパソコン 収集しないごみ ６ページ参照
農機具 収集しないごみ 販売店や処理業者へ
農薬 収集しないごみ 販売店や処理業者へ
のこぎり 燃やせないごみ 紙などに包む
ノミ 燃やせないごみ 紙などに包む
のりのかん 資源物

のりの佃煮
びん 資源物 中をすすいで
ふた（金属製） 燃やせないごみ

糊（のり）の容器（プラ製） 資源物 きれいにして

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

は パークゴルフ用品（クラブ・ボール） 燃やせないごみ

バーベキューコンロ
（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

ハーモニカ 燃やせないごみ
灰 燃やせるごみ
ハイザー（米びつ）（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
排尿パック 燃やせるごみ 汚物はトイレに流して
パイプいす（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
パイプハンガー（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
パイプベッド 粗大ごみ
バインダー 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ
はがき 燃やせるごみ
はかり（料理用・ヘルスメーター等） 燃やせないごみ
はく製（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 燃やせるごみ
白熱球 燃やせないごみ 購入時の紙製容器や新聞紙に包む
ハケ（木製）（塗装用など） 燃やせるごみ 木製以外は燃やせないごみ
バケツ 燃やせないごみ
ハサミ 燃やせないごみ 紙などに包む
はしご（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

は バスタオル 燃やせるごみ

パソコン
パソコン 収集しないごみ ６ページを参照
ディスプレイ 収集しないごみ ６ページを参照
キーボード 燃やせないごみ

パソコンラック（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

バターの容器
容器（プラ製） 資源物 きれいにして
箱・包紙（紙製） 資源物

はたき 燃やせないごみ

発煙筒 燃やせないごみ�
(危険物)

水に浸し発火しないよう、他のごみと分
けて不燃の指定袋に入れて出す

バッグ 燃やせるごみ
バッテリー 収集しないごみ 販売店などへ
バット（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
発泡スチロール製容器（緩衝材・トレイ・魚箱） 資源物 きれいにして

バドミントン
ラケット 燃やせないごみ
シャトル（羽根） 燃やせるごみ

花ござ（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ １ｍまたは0.1㎥以内は燃やせるごみ

花火 燃やせるごみ
（危険物）

水に浸し、発火しないよう、他のごみと
分けて可燃の指定袋に入れて出す

パネルヒーター（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ

歯ブラシ
歯ブラシ 燃やせないごみ
包装パック（プラ製） 資源物
包装パックの台紙（紙製） 資源物

パフ（化粧用） 燃やせるごみ
歯磨き粉 チューブ 資源物 きれいにして（紙箱は資源物）
パラソル（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
バラン（弁当用の緑色の仕切り） 燃やせるごみ
針（裁縫用など） 燃やせないごみ 紙などに包む
針金 燃やせないごみ 50㎝以内に切断する
ハンガー（木製） 燃やせるごみ 木製以外は燃やせないごみ

ばんそうこう
ばんそうこう 燃やせるごみ
個別包装（プラ製） 資源物

はんだ 燃やせないごみ
はんだごて 燃やせないごみ
パンチ（穴あけ） 燃やせないごみ
パンプス 燃やせるごみ
ハンマー 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ひ ピアノ 収集しないごみ 販売店に相談
ビー玉 燃やせないごみ
ビーチパラソル（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ

ビール

かん・びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
ケース 燃やせないごみ できるだけ購入した販売店へ
サーバー 燃やせないごみ
ふた 燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ひ ＢＳアンテナ 燃やせないごみ
ＢＳチューナー 燃やせないごみ
ひげ剃り（かみそり） 燃やせないごみ 紙などに包む
ビデオカメラ 燃やせないごみ
ビデオテープ 燃やせるごみ プラスチックケースは燃やせないごみ
ビデオデッキ 小型家電
ひな壇 粗大ごみ
ひな人形 燃やせるごみ
ビニールかさ 燃やせないごみ
ビニール袋 燃やせるごみ
ビニールシート（家庭菜園用） 燃やせるごみ
ビニール手袋 燃やせるごみ
火ばさみ 燃やせないごみ
ひも 燃やせるごみ

肥料
肥料 燃やせるごみ 家庭菜園用（汎用品）に限る
肥料袋（プラ製） 資源物 きれいにして、家庭菜園用（汎用品）に限る

ピンセット 燃やせないごみ

びん類
（飲料用・食品用）

びん 資源物 中をすすいで乾かしてから（汚れを落としに
くいもの、飲料・食品用以外は燃やせないごみ）

ふた 燃やせないごみ プラ製は資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ふ ファイル 燃やせるごみ 金属が付いているものは燃やせないごみ
ファクシミリ 小型家電
ファックス用紙（感熱紙） 燃やせるごみ
ファンヒーター（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ

フィルム
フィルム・ネガ 燃やせるごみ
筒型ケース（プラ製） 資源物

ブースターケーブル（自動車用品） 燃やせないごみ 50㎝以内に切断する
風船 燃やせるごみ
封筒 燃やせるごみ
プール（ビニール製遊戯具） 燃やせるごみ
フォーク 燃やせないごみ 木製は燃やせるごみ
ふきん 燃やせるごみ
ふすま（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ

ふた
金属製 燃やせないごみ
コルク 燃やせるごみ
プラ製 資源物 きれいにして

ブックカバー 燃やせるごみ
筆 燃やせるごみ
筆入れ（筆箱） 燃やせないごみ 布製は燃やせるごみ
筆ペン 燃やせないごみ
不凍液の容器（プラ製） 資源物 中をすすいで乾かしてから
布団（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
布団カバー 燃やせるごみ
布団乾燥機 燃やせないごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ふ 布団たたき 燃やせないごみ
布団袋 燃やせるごみ
フライパン 燃やせないごみ
ブラインド（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ぶら下り健康器 粗大ごみ
ブラシ 燃やせないごみ
プラスチック製収納箱（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥以上は粗大ごみ
プラモデル 燃やせないごみ
フラワースタンド（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ブランコ（子供用遊具） 粗大ごみ
プランター（プラ製・木製） 燃やせないごみ
ふりかけ（袋・容器）（プラ製） 資源物 きれいにして
プリンター 小型家電

プリン
外装フィルム（プラ製） 資源物
台紙 資源物
容器・ふた（プラ製） 資源物 きれいにして

ブルーシート 燃やせないごみ
風呂いす 燃やせないごみ
風呂釜 粗大ごみ 灯油は完全に抜く
風呂のふた 燃やせないごみ 木製は「木」の欄参照
ブロック（れんがを含む） 燃やせないごみ
フロッピーディスク（ケースを含む） 燃やせないごみ
プロパンガスボンベ 収集しないごみ 販売店に相談

文化たきつけ 燃やせるごみ
（危険物）

水に浸し、発火しないよう、他のごみと
分けて可燃の指定袋に入れて出す

文鎮（ぶんちん） 燃やせないごみ

噴霧器（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥以上は粗大ごみ
エンジン付きは販売店に相談

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

へ
ヘアスプレー

ヘアスプレー 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

外装フィルム（プラ製） 資源物
キャップ（プラ製） 資源物

ヘアピン 燃やせないごみ
ヘッドホン 小型家電

ベッド

木製 粗大ごみ

スチール製
（パイプ製を含む） 粗大ごみ

二段ベッド 粗大ごみ
ウォーターベッド 粗大ごみ 水をぬいて
スプリングマットレス 粗大ごみ

ペットシート 燃やせるごみ 汚物は取り除いて
ペットの運搬ケース（ケージ） 燃やせないごみ
ペットの小屋（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ペットの砂 燃やせるごみ 汚物は取り除いて
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

へ
ペットボトル

（飲料・酒・みりん・しょ
う油用） 資源物 中をすすいで

ラベル 資源物 ペットボトルと分けて
ふた（プラ製） 資源物 金属製は燃やせないごみ

ペットの死体（犬、ねこ等の小動物） 収集しないごみ ７ページを参照
ベニヤ板・コンパネ（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ 1.5ｍ以内にする
ベビーダンス（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ベビーカー（1ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ベビーチェア 燃やせないごみ
ベビーバス（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ベビーベッド 粗大ごみ
へら 燃やせないごみ
ヘルスメーター 燃やせないごみ
ベルト 燃やせるごみ 金属製は燃やせないごみ
ヘルパー（車用） 燃やせないごみ
ヘルメット 燃やせないごみ

ペンキ

ペンキ 燃やせるごみ 紙か布にしみ込ませて
かん 燃やせないごみ 中身が完全に入っていないもの

スプレーかん 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

スプレーかんのキャップ 資源物
便器 燃やせないごみ 必ず洗浄する
便座 燃やせないごみ 必ず洗浄する
ペンチ 燃やせないごみ
弁当の容器（コンビニ等の）（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから
弁当箱 燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ほ ボイラー 粗大ごみ 灯油は完全に抜く
ホイール（自動車用部品） 収集しないごみ 販売店に相談
ホイールキャップ 燃やせないごみ
ほうき 燃やせないごみ 木製は燃やせるごみ
望遠鏡（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
帽子 燃やせるごみ
包丁 燃やせないごみ 紙などに包む
防腐剤 燃やせるごみ
ボウリングの球 燃やせないごみ
ボウル（調理用）（プラ製・金属製） 燃やせないごみ
ホース 燃やせるごみ 50㎝以内に切断する
ホースリールの台 燃やせないごみ

ホームタンク
20ℓ 燃やせないごみ
90ℓ 粗大ごみ 490ℓは販売店に相談

ホームベーカリー 燃やせないごみ
ポール（園芸用）（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
ボール（野球・サッカーなど） 燃やせるごみ
ボールペン 燃やせないごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ほ ポケットティッシュの袋（プラ製） 資源物
歩行器（子供用遊具・１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ
ポスター 資源物
ボストンバッグ 燃やせるごみ
ボタン 燃やせるごみ 金属製は燃やせないごみ
ボタン電池 収集しないごみ 販売店などの協力店の回収箱へ
ホッチキス 燃やせないごみ
ポット 燃やせないごみ
ホットカーペット（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ホットプレート 燃やせないごみ
ボタン電池 収集しないごみ 販売店などの協力店の回収箱へ
ホッチキス 燃やせないごみ
ポット 燃やせないごみ
ホットカーペット（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ホットプレート 燃やせないごみ
ボディブラシ 燃やせないごみ 木製は燃やせるごみ
ポテトチップスの袋・紙かん・ふた 資源物
ほ乳びん 燃やせないごみ
骨（食品残渣） 燃やせるごみ
保冷剤 燃やせるごみ
ポリタンク 燃やせないごみ
ホワイトボード（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ
本・雑誌 資源物
本立て（ブックエンド） 燃やせないごみ
本棚（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
ボンドの容器 燃やせるごみ

ポンプ（ポリタンクから灯油・水などを汲む
もの）（プラ製） 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ま マーカーペン 燃やせないごみ

マーガリン
銀紙 燃やせるごみ 汚れを落としにくいため
箱・包紙（紙製） 資源物
容器（プラ製） 資源物 きれいにして

麻雀卓（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
麻雀パイ 燃やせないごみ
麻雀マット 燃やせるごみ
マイク 燃やせないごみ コードは50㎝以内に切断する

マウス
マウス 燃やせないごみ
マウスパッド 燃やせるごみ

巻き尺（メジャー） 燃やせないごみ
マグネット 燃やせないごみ
まくら・まくらカバー 燃やせるごみ

マジック
（サインペンなど）

マジック 燃やせないごみ
ケース（プラ製） 資源物
外箱 資源物
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ま マッサージ機（椅子型） 粗大ごみ
マット（足ふきマット） 燃やせるごみ
マットレス（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

マッチ 燃やせるごみ
（危険物）

水に浸し、発火しないよう、他のごみと
分けて可燃の指定袋に入れて出す

まな板（木製･プラ製） 燃やせないごみ
ママさんダンプ（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ

マヨネーズのチューブ・キャップ・外袋
（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

み みかんなどの網・ネット・袋（プラ製） 資源物
ミキサー 燃やせないごみ
ミシン（0.1㎥以内のもの） 小型家電 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ
水切りかご（プラ製・金属製） 燃やせないごみ
水切りネット 燃やせるごみ
水まくら（氷まくら） 燃やせるごみ 金具は燃やせないごみ
みその容器（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから
ミニコンポ 燃やせないごみ
ミニディスク（ＭＤ） 燃やせないごみ
みりんの容器 資源物 中をすすいで乾かしてから
耳かき（木製） 燃やせるごみ 木製以外は燃やせないごみ
ミルクかん 資源物 きれいにして乾かしてから

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

む 虫かご 燃やせないごみ
虫ピン 燃やせないごみ 紙などに包む
虫メガネ 燃やせないごみ
むしろ 燃やせるごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

め 名刺（雑紙） 燃やせるごみ
名刺のケース（プラ製） 資源物
メガネ・メガネケース 燃やせないごみ
目薬の携帯ケース・容器（プラ製） 資源物
目覚まし時計（卓上） 燃やせないごみ
メジャー（巻尺） 燃やせないごみ

綿棒
綿棒 燃やせるごみ
容器（プラ製） 資源物

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

も 毛布（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ
木炭 燃やせるごみ
木馬（子供用遊具） 燃やせないごみ
餅つき器（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ
物干しざお（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

も 物干し台（コンクリート） 粗大ごみ １回の排出は２個まで
物干し台の支柱（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

や やかん 燃やせないごみ
焼き鳥の竹くし 燃やせるごみ 紙などに包む
焼肉用アミ 燃やせないごみ

野球用品
グローブ・ボール 燃やせるごみ
バット 燃やせないごみ

薬品（農薬・劇薬等） 収集しないごみ 購入店、取扱店、製造メーカーに相談
野菜の包装袋・外装フィルム（プラ製・紙製） 資源物 紙製は燃やせるごみ
やすり 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ら ライター 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

ライター用オイル 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

ライター用ガス 燃やせないごみ�
(危険物)

使い切り、他のごみと分けて不燃の指定
袋に入れて出す

ラグマット（１ｍを超えるもの） 粗大ごみ １ｍ以下は燃やせるごみ
ラケット 燃やせないごみ
ラジオ・ラジカセ 燃やせないごみ

ラップ

ラップ 燃やせるごみ
芯（紙製） 燃やせるごみ
外箱 資源物
刃（金属製） 燃やせないごみ 紙製は燃やせるごみ

ランタン（ランプ） 燃やせないごみ 油は完全に抜く

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ゆ ＵＳＢメモリなどの記録媒体 燃やせないごみ
郵便受け 燃やせないごみ
浴衣 燃やせるごみ
床暖房パネル 粗大ごみ
湯たんぽ 燃やせないごみ
ゆりかご（１ｍ以内のもの） 燃やせないごみ １ｍを超えるものは粗大ごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

よ 浴槽（ステンレス製・プラスチック製） 粗大ごみ
浴槽のふた 燃やせないごみ
洋だんす（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
洋服 燃やせるごみ

ヨーグルト

容器（びん・プラ製・紙製） 資源物
外装フィルム（プラ製） 資源物
台紙（紙製） 資源物
ふた（プラ製・紙製） 資源物 アルミ製は燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ら ランドセル 燃やせるごみ
ランニングマシーン 粗大ごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

り リード線（ブースターケーブル） 燃やせないごみ 50㎝以内に切断する
リール（釣り具） 燃やせないごみ
リコーダー（たて笛） 燃やせないごみ
リチウムイオン電池 収集しないごみ 購入店、取扱店、製造メーカーに相談
リップクリームの容器（プラ製） 燃やせないごみ

リビングボード
（１ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

リモコン 燃やせないごみ 電池は必ず抜く
リヤカー 粗大ごみ
リュックサック 燃やせるごみ
料理くず 燃やせるごみ
リンスの容器・ポンプ部分（プラ製） 資源物 きれいにして
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

る ルアー 燃やせないごみ 釣り糸は燃やせるごみ

ルーズリーフ
ノート 資源物
バインダー 燃やせるごみ 金具は外して燃やせないごみ

ルーフボックス 粗大ごみ
ルーペ・虫めがね 燃やせないごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

れ 冷却まくら 燃やせるごみ
冷水器 燃やせないごみ
冷蔵庫 収集しないごみ ６ページを参照
冷凍庫・冷凍ストッカー・冷凍冷蔵庫 収集しないごみ ６ページを参照

冷凍食品
パック（プラ製） 資源物 きれいにして
外箱（紙製） 資源物

冷凍庫用脱臭剤 燃やせないごみ
レインコート 燃やせるごみ
レコード・レコードプレーヤー 燃やせないごみ
レシート 燃やせるごみ
レジ袋 資源物
レジャーシート 燃やせるごみ

レトルト食品
パック（プラ製） 資源物 きれいにして
外箱（紙製） 資源物

れんが 燃やせないごみ １回の排出は20㎏まで
レンジガード 燃やせないごみ
レンジ台（0.1㎥以内のもの） 燃やせないごみ 0.1㎥を超えるものは粗大ごみ

品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ろ ろうそく 燃やせるごみ
ロッカー 粗大ごみ



品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

わ ワープロ
ワープロ 燃やせないごみ
インクリボン 燃やせるごみ

ワイシャツ

ワイシャツ 燃やせるごみ
外袋（プラ製） 資源物

フック・蝶キーパー・サ
ポーター（プラ製・紙製） 資源物

ワイパー 燃やせないごみ

ワイヤーロープ 燃やせないごみ
（危険物）

他のごみと分けて不燃の指定袋に入れて
出す

ワイングラス 燃やせないごみ 割れたものは紙などに包む

ワイン
びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
ふた（コルク） 燃やせるごみ
ふた（金属製） 燃やせないごみ

輪ゴム
輪ゴム 燃やせるごみ
外箱（紙製） 資源物

ワゴン（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

わさび

チューブ・キャップ
（プラ製） 資源物 きれいにして乾かしてから

外箱（紙製） 資源物
かん 資源物

綿 燃やせるごみ
和ダンス（1ｍまたは0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ

ワックス
ワックス 燃やせるごみ 液体は紙か布にしみ込ませて
かん 燃やせないごみ

割りばし
割りばし 燃やせるごみ
外袋（プラ製・紙製） 資源物

ワンカップ
びん 資源物 中をすすいで乾かしてから
ふた（プラ製） 資源物 プラ製以外は燃やせないごみ
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品　　　　　　目 分　　　別 摘　　　　要

ろ ロープ 燃やせるごみ 50㎝以内に切断する
ローボード（0.1㎥を超えるもの） 粗大ごみ
ローラースケート 燃やせないごみ
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岩内地方清掃センターの利用について

ごみの出し方等
○岩内地方清掃センターには、曜日ごとの収集物に限らず、開場時間内であれば
常時持ち込むことができます。

ごみ処理手数料
○５０㎏まで４００円
（５０㎏を超える場合、１０㎏ごとに８０円を加えた額とします。）

住所
○岩内町字敷島内715番地４　　電話　０１３５－６２－６２５１

受け入れ日時
○月曜～金曜（土・日・祝日・年末年始は休み）　９：００～１６：４５
　※設備点検のため毎月1回燃やせないごみ・粗大ごみを受け入れ出来ない日が

あります。（詳しくは、広報折り込み「広報カレンダー　かもエナジー」でご
確認下さい。）

　※指定ごみ袋、ごみ処理券は必要ありません。

搬入禁止のもの
○産業廃棄物　○有毒性、感染性のあるもの　○引火性、揮発性のあるもの
○液状、泥状のもの
○家具、寝具類及び電気、ガス石油機器類で、縦0.9ｍ、横0.6ｍ、長さ1.5ｍを
超えるもの
○住宅、物置、車庫等の解体材で1回の搬入量が400㎏を超えるもの
○金属塊又は金属が組み合わさったもの及び金属板類で厚さが2.3㎜を超えるもの
○関係町村で分別収集している資源物
○小動物の死がいで１匹20㎏を超える物又は１回の搬入量が40㎏を超える物及
び事業活動に伴うもの
○特定家庭用機器　○使用済自動車　○指定再資源化製品　○特定一般廃棄物
○その他岩内地方清掃センターでは処理できない又は処理業務に支障をきたす恐
れのある廃棄物



神恵内村役場住民課保健衛生係
☎ ０１３５－７６－５０１１

お問い合わせ先

ボランティア清掃ごみの無料収集
◆ボランティア清掃専用袋（無料）を配付します。
　住民課保健衛生係までお申し込み下さい。
◆集めたごみの収集について
　町内会などの団体や個人が集めたごみは、村が収集します。事前に
清掃日、清掃場所、収集方法などについてご連絡下さい。

不法投棄は絶対にいけません。
◆近年、不法投棄が多発し、地域の生活環境が悪化したり、美観を損
ねるなど問題が生じており、その対応に苦慮しております。
◆不法投棄をすると処罰（５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰
金又はこれの併科）を受けることがあります。

不適正焼却は禁止です。
◆廃棄物の不適正な焼却は法令により禁止されています。
◆野外焼却はもちろん、基準に満たない焼却炉で廃棄物を燃やしても
いけません。
◆違反すると処罰（５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金又は
これの併科）を受けることがあります。
※農業や宗教上の行事を営む上でのやむを得ない焼却は除かれます。
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