
一般的な品目についての区分です。素材や大きさによってこの表にあるごみの種別が異なる場合があります。

資源・ごみ分別辞典資源・ごみ分別辞典

※　処理困難ごみは市では取扱いできません。購入店、取扱店や専門業者に相談してください。
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品目 分別区分 出し方・注意事項

あ
アルバム（金属部分があるもの） 燃やせないごみ

アルミコーティング袋（菓子・冷凍食品用） プラスチック 中身を残さない（汚れている場合は燃やすごみ）

アルミホイル（食品・台所用） 燃やすごみ

い

石・砂（ペット用含む）・土・ブロック 処理困難ごみ ※

衣装ケース 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものはプラスチック

一斗缶（24cm × 24cm35cm） 燃やせないごみ 中身を全て使い切って、袋に入れて出す（オイル、ペンキ等は不可）

医療器具（家庭用） 処理困難ごみ 医療機関に返却する（在宅医療用の輸液パックやカテーテルチューブ等は燃やすごみ）

う

植木鉢（焼き物） 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

ウォーターサーバー 処理困難ごみ ※

うす（木製・石製） 処理困難ごみ ※

ウレタンマット（ジョイントマット） 燃やすごみ 一辺が 50cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

え

エアコン 家電リサイクル対象物 くわしくは 10 ページ

ＭＤ 燃やせないごみ

エレクトーン 粗大ごみ

エンジンオイル（液体状のもの） 処理困難ごみ ※

お

オイルヒーター 粗大ごみ

オーブントースター 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

お菓子の箱 紙（雑紙）

おむつ 燃やすごみ 汚物はトイレに流してから出す

おもちゃ（ビニール・プラスチック） プラスチック 金具、金属など異物が分離できないものは燃やせないごみ（電池が外せないものは有害ごみ）

オルガン 粗大ごみ

温水洗浄便座 粗大ごみ 一辺が 50cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

か

カーテン 布

カーペット 粗大ごみ 一辺を 50cm 以下に切ったものは燃やすごみ

カイロ（使い捨て） 燃やすごみ

掛布団 粗大ごみ 45 リットル袋（透明又は半透明）に入る場合は燃やすごみ

傘 燃やせないごみ 分解した場合は、布は燃やすごみ、ビニールはプラスチック

ガスコンロ（ガステーブル） 粗大ごみ

カセットコンロ用ガスボンベ 有害ごみ 透明袋に入れて出す

カセットテープ プラスチック

カップ麺のプラスチック容器 プラスチック ざっと洗ってから出す

カバン 燃やすごみ 金属部分は燃やせないごみ（金属部分取り除けないものは燃やせないごみ）

壁紙（クロス） 処理困難ごみ ※

紙パック（牛乳パックなど飲料用） 紙（紙パック） アルミ箔のあるものは燃やすごみ

革製品 燃やすごみ 金属部分は燃やせないごみ（金属部分取り除けないものは燃やせないごみ）

カメラ 燃やせないごみ 電池は取り除いて有害ごみ

かわら 処理困難ごみ ※

感熱紙（レシートなど） 燃やすごみ

き
着物（和服） 布

キャップ（スチール製、アルミ製） 缶
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品目 分別区分 出し方・注意事項

き
キャップ（プラスチック製） プラスチック

金庫（据え置き型） 処理困難ごみ ※

金庫（手提げ型） 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

く

クーラーボックス 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

空気入れ（自転車・ボール用） 燃やせないごみ

薬（投薬、家庭用） 燃やすごみ

靴 燃やすごみ 金具・金属など異物が分離できないものは燃やせないごみ

車椅子 粗大ごみ

車椅子（電動式） 処理困難ごみ ※

け

蛍光灯・電球 有害ごみ 透明袋に入れて出す

珪藻土製品（バスマット等） 燃やせないごみ 透明袋に入れて出す （アスベスト使用製品について、詳しくは市のホームページをご覧ください）

携帯電話 燃やせないごみ 電池は取り除いて透明袋に入れて出す （充電式電池が外せないものは有害ごみ）

携帯用ガスボンベ（キャンプ用） 有害ごみ 透明袋に入れて出す

化粧品のビン びん 乳白色のものは燃やせないごみ

こ

コイン型リチウム電池 有害ごみ 透明袋に入れて出す

ゴム手袋 燃やすごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフボール 燃やすごみ

コンクリートブロック 処理困難ごみ ※

コンプレッサー 処理困難ごみ ※

さ
雑紙（ざつがみ） 紙（雑紙） 紐で縛って出す（小さいものは大きな紙にはさんで縛る）

座布団 燃やすごみ 45 リットル袋（透明又は半透明）に入らない場合は粗大ごみ

し

ＣＤ プラスチック

シート（家庭菜園用） 燃やすごみ 一辺を 50cm 以下に切って出す　※家庭から出たものに限る。

敷布団 粗大ごみ

磁石 燃やせないごみ

七輪 処理困難ごみ ※

自転車（電動自転車も含む） 粗大ごみ

自動車部品 処理困難ごみ ※

芝刈り機（家庭用） 粗大ごみ

ジャッキ（自動車用、油圧式含む） 処理困難ごみ ※

充電式機器（電池なし） 燃やせないごみ 充電式電池をはずせないものは有害ごみ

充電式電池（ニカド、ニッケル、リチウムイオン） 有害ごみ 販売店や公共施設の回収ボックスも利用可（11 ページ）

消火器 処理困難ごみ 消火器リサイクル推進センター　03-5829-6773

照明器具 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ

食用油（固めたもの） 燃やすごみ 液状のものは受入できません。布や吸着マットに染み込ませてください

食用油のペットボトル プラスチック 中身は全て使い切り、中をざっと洗ってから出す

食器（皿、小鉢など） 燃やせないごみ

す

水槽 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以上のものは粗大ごみ

炊飯器 燃やせないごみ 一升炊き以上は粗大ごみ

スーツケース 粗大ごみ

スキー板・ストック・スキー靴・スノーボード 粗大ごみ

硯（すずり） 燃やせないごみ

スティックのり プラスチック 中身は使い切る（中身が残っている場合は燃やすごみ）
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品目 分別区分 出し方・注意事項

す

ステレオ 粗大ごみ

ストッキング 燃やすごみ （リサイクルできないため）

砂（ペット用含む）・土・石・ブロック 処理困難ごみ ※

スプレー缶 燃やせないごみ 中身は全て使い切る（穴開けはしないでください）

スポンジ 燃やすごみ

せ

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油は全て使い切る

石こう ( ボード・歯型・工作等 ) 処理困難ごみ ※

セメント 処理困難ごみ ※

洗濯機（衣類乾燥機） 家電リサイクル対象物 くわしくは 10 ページ

扇風機 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ

洗面器（プラスチック製） プラスチック 金属製のものは燃やせないごみ

洗面台（陶器・ホーロー製） 処理困難ごみ ※

そ 掃除機 粗大ごみ

た

体温計（水銀） 有害ごみ 透明袋に入れて出す

体温計（電子） 燃やせないごみ 電池は取り除いて有害ごみ （充電式電池が外せないものは 有害ごみ）

耐火金庫 処理困難ごみ ※

体重計 燃やせないごみ 電池は取り除いて有害ごみ （充電式電池が外せないものは 有害ごみ）

タイヤ（車・バイク） 処理困難ごみ ※

ダウンジャケット 燃やすごみ 綿や羽毛入りの服は燃やすごみ

畳 処理困難ごみ ※

卓球台 処理困難ごみ ※

タブレット端末 小型家電・PCリサイクル くわしくは 6 ページ、10 ページ

卵のパック プラスチック 紙製のものは雑紙

段ボール 紙（段ボール） 一回の収集で 3 束まで（大量の段ボールは一時多量ごみとして業者に依頼してください）

ち
チャイルドシート 粗大ごみ

チューブ類（マヨネーズ・からし等） プラスチック ざっと洗ってから出す（汚れが残っているものは燃やすごみ）

注射器・注射針等 処理困難ごみ 医療機関等へ返却する（絶対にごみ集積所に出さない）

つ
漬け物石 処理困難ごみ ※

土・砂（ペット用含む）・石・ブロック 処理困難ごみ ※

て

ＤＶＤ（ディスク） プラスチック

電子機器 燃やせないごみ 充電式電池が外せないものは有害ごみ

電子タバコ（加熱式タバコ） 有害ごみ 透明袋に入れて出す

電子ピアノ 粗大ごみ 脚が取り外せるもの （ピアノは処理困難ごみ）

電子レンジ 粗大ごみ

電池 有害ごみ 透明袋に入れて出す

電動自転車 粗大ごみ

電話機 燃やせないごみ

と
灯油 処理困難ごみ ※

ドラム缶 処理困難ごみ ※

塗料 処理困難ごみ ※

な
長靴（ゴム製） 燃やすごみ 金属が分離できないものは燃やせないごみ

なべ 燃やせないごみ

なみ板（プラスチック） 処理困難ごみ ※

ぬ ぬいぐるみ（人形） 燃やすごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ
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品目 分別区分 出し方・注意事項
ぬ 布 布 汚れの付いていないもの（汚れたものは燃やすごみ）

ね
粘土（紙粘土・油粘土） 燃やすごみ

粘土（石こう粘土） 燃やせないごみ

の
農薬の容器（びん） 燃やせないごみ 中身を全て使い切って、透明袋に入れて出す

農薬 処理困難ごみ ※

は

バイク（原付を含む） 処理困難ごみ 二輪車リサイクルコールセンター　050-3000-0727 へ

バイクの部品 処理困難ごみ ※

バケツ（プラスチック製） プラスチック 24cm×24cm×35cm以下のもの、それ以上は粗大ごみ　金属製のものは燃やせないごみ

パソコン 小型家電・PCリサイクル くわしくは 6 ページ

発炎筒 処理困難ごみ ※

バッテリー（自動車・バイク用） 処理困難ごみ ※

バット（野球・ソフトボール用） 燃やせないごみ

発砲スチロール プラスチック

花火 燃やすごみ 火薬を水で濡らしてから出す

歯ブラシ 燃やすごみ

ひ

ビーズクッション 燃やすごみ 袋に入れて「中身ビーズクッション」と記載すること

ピアノ 処理困難ごみ ※

ビデオテープ プラスチック

ビニールのひも（梱包用） プラスチック 50cm 以下に束ねて（切って）出す

ビニール製包装材 プラスチック （食品などが入っていた袋）

ふ

ファックス（家庭用） 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は使い切ってから出す

仏壇 粗大ごみ

布団 粗大ごみ 45 リットル袋（透明又は半透明）に入る場合は燃やすごみ

フタ（スチール製・アルミ製） 缶

フタ（プラスチック製） プラスチック 金属製のものは燃やせないごみ

フライパン 燃やせないごみ

プランター（プラスチック製） プラスチック 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

プリンター（家庭用） 粗大ごみ

フローリングワイパー 燃やせないごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のもの、それ以上は粗大ごみ

プロパンガスボンベ 処理困難ごみ ※

へ

ヘルメット 燃やせないごみ

ペンキ缶（家庭用・一斗缶未満） 処理困難ごみ 中身を全て使い切れば 資源ごみ（缶）

便器（陶器製） 処理困難ごみ ※

ペットのトイレ（シリカゲル状のもの） 燃やすごみ フンは取り除いてから出す （砂のトイレは処理困難ごみ）

ベビーカー 粗大ごみ

ほ

ボーリングの玉 処理困難ごみ ※

ホース（ゴム製） 燃やすごみ 50cm 以下に切って出す

包丁 燃やせないごみ 紙などに包んで、「キケン」書いて出す

ボタン電池 有害ごみ 販売店などの回収箱にも出すことができます

ホットカーペット 粗大ごみ

ポット 燃やせないごみ

ポリタンク（18リットル用） プラスチック 18 リットルを超えるものは粗大ごみ

保冷剤 燃やすごみ
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品目 分別区分 出し方・注意事項

ま

枕 燃やすごみ

マットレス 粗大ごみ

まな板（樹脂製） プラスチック

まな板（木製） 燃やすごみ

マニキュアのびん 燃やせないごみ 中身を取り除いて（使い切って）透明袋に入れて出す

マルチシート（農業用） 処理困難ごみ ※

み ミシン 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ

め メガネ 燃やせないごみ

も

毛布 布 綿入りのものは燃やすごみ（45 リットル袋に入らない場合は粗大ごみ）

木炭 燃やすごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台 粗大ごみ コンクリート部分、石台は処理困難ごみ

モバイルバッテリー 有害ごみ 充電を使い切ってから、透明袋に入れて出す

や
やかん 燃やせないごみ

薬品類（劇・毒薬） 処理困難ごみ ※

ゆ 湯沸器 粗大ごみ

よ
養生シート（家庭用） 燃やすごみ 一辺を 50cm 以下に切って出す

養生シート（建設業用・塗装業用） 処理困難ごみ ※

浴槽（ステンレス・ホーロー・FRP製） 処理困難ごみ ※

ら

ライター（使い捨て含） 有害ごみ 中身を全て使い切ってから、透明袋に入れて出す

ラケット（テニス等） 燃やせないごみ

ラジカセ 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ

ラップ 燃やすごみ

ランドセル 燃やせないごみ 金属部分を取り除けば燃やすごみ

り
リチウムイオン電池 有害ごみ 販売店や公共施設の改修ボックスも利用可（11 ページ）

リヤカー 処理困難ごみ ※

れ

レンガ 処理困難ごみ ※

冷凍庫 家電リサイクル対象物 くわしくは 10 ページ

冷蔵庫 家電リサイクル対象物 くわしくは 10 ページ

レコード盤 燃やすごみ

レジャーシート 燃やすごみ 一辺を 50cm 以内に切って出す

レトルト食品の袋 プラスチック 汚れが残っているものは燃やすごみ

わ
ワックス（液体） 処理困難ごみ ※

ワックス（個体） 燃やすごみ

ワープロ 粗大ごみ 24cm × 24cm × 35cm 以下のものは燃やせないごみ


