
5 0音別ごみ分別早見表
「 あれ？、 これはどの分別？」 って思うことありませんか？

そんなちょっと考えてしまうときに役立つ、 50音別に分類した早見表です。

※すべての品目に対応しているものではありませんので、 わからない場合はお問い合せく ださい。

「 あ行」 から順番に表示してあります。

同じ品名でも材質が異なるものがあります。

分別の方法や注意事項が記載されています。

詳し く はガイド ブッ クを参照してく ださい。

集積所を汚さないよう

ごみの種類に応じた

ごみ袋に入れて出そう ！

各ページの下段に下記の特記事項が記載されて

います。

[※1 ]： 指定ごみ袋（ 45 L） に入らないものを分解した場合

には、 片手で簡単に持てる程度の重さ で、 長さ １

ｍ程度（ 太さ ５ cm 程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク （ 金属等を含まない） は、 指定

ごみ袋（ 45 L） に入れば「 燃えるごみ」 へ出す。 入

らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ ｍ以上のものは「 持ち込みごみ」。

分別の種類を明記し たものです。材質に

よって出し方が異なりますので注意してく

ださい。

詳しく はガイドブックを参照してく ださい。

： 燃えるごみ可燃

： 燃えないごみ不燃

： 危険ごみ危険

： 蛍光管蛍光管

： 市で回収・ 処理できないもの処理不可

： 家電４ 品目家電

： 資源物資源

： 充電式小型家電充小電

： 処理施設へ直接持ち込むもの持込

： 小型家電小電
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[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

あ アイス枕 可燃

アイロン 不燃

アイロン台

不燃 金属：脚

可燃 プラ製：脚

可燃 台部分 金属部分は外して「 燃えないごみ」

アコーディ オンカーテン 持込

あぜシート 処理不可 プラ製 農業で使用するものは産廃

油（ 食用の廃油など） 可燃 固化するか紙、布などみ染み込ませて出す

油（ 灯油、ガソリ ンなど） 処理不可 販売店か処理業者へ

油ボト ル（ 食用） 資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

アルバム 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

アルミ ホイル（ 台所用） 可燃

アンテナ 不燃 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

い

衣装ケース

不燃 金属製 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

可燃 木製 ［ ※1］

可燃 プラ製 ［ ※2］

イス
不燃 金属製 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

可燃 木製 ［ ※1］

衣類（ 着物や帯含む） 資源 古着類 きれいにして出す（ P.1 2参照）

衣類乾燥機 家電 家電リサイクル法による（ P.1 8参照）

飲料用　 紙パッ ク（ 500m l以上） 資源 牛乳パッ ク 中を洗って開き乾かして、十字にしばって出す（ P.1 1参照）

う
植木鉢（ フラワーポッ ト 等）

不燃 陶磁器製 土は取り除く

可燃 プラ製 土は取り除く ［ ※2］

浮輪（ 水泳用） 可燃

え エアコン（ 家庭用） 家電 家電リサイクル法による（ P.1 8参照）

LED電球 不燃

延長コード 不燃 ひもでしばる

お オイルヒーター 持込

王冠（ キャッ プ）
不燃 金属製

資源 プラ製

オート バイ 処理不可 販売店か処理業者へ（ リサイクル）

おたま
不燃 金属製

可燃 プラ製・木製

おまる（ プラスチッ ク製） 可燃 プラ製 きれいにして出す ［ ※2］

おむつ（ カバー、布、紙おむつ） 可燃 汚物は取り除く

おもちゃ
不燃 金属製 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

可燃 プラ製・木製 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）金属部分は外して「 燃えないごみ」

温度計（ 水銀） 蛍光管 （ P.1 9参照）

か カーテン 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

カーボン紙 可燃

貝殻 可燃

懐中電灯 不燃 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

カイロ（ 使い捨て） 可燃

鏡 不燃 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

傘 不燃 布部分と金属部分に分別できる場合は分別にご協力く ださい

加湿器 不燃

菓子箱
不燃 金属製

資源 雑誌・雑紙 紙袋や十字にしばるなどして出す（ P.1 1参照）

菓子袋
資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

可燃 紙製 汚れているもの

ガスボンベ（ LPガス） 処理不可 販売店か処理業者へ

カセッ ト コンロ 不燃 カセッ ト ボンベは危険ごみ（ P.1 9参照）

カセッ ト テープ 可燃

カーナビ（ ポータブル） 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

カセッ ト ボンベ 危険 （ P.1 9参照）※キャップは資源物（ プラスチッ ク容器・袋）

カッ パ（ 雨具） 可燃

カッ プ麺容器
資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

可燃 紙製

かばん（ バッ ク） 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

花びん
不燃 ガラス・陶磁器製

可燃 プラ製 ［ ※2］

鎌 不燃 取れる「 柄」は、「 燃えるごみ」※厚紙などに包み「 刃物」と表示して出す

紙袋 資源 雑誌・雑紙 紙以外の部分は取り外す（ P.1 1参照）※防水加工されたものは「 燃えるごみ」

カメ ラ、デジタルカメ ラ 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）※電池のあるものは外す
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[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

か ガラス 不燃 飛散しないよう 袋に入れる※厚紙などに包み「 ガラス」と表示して出す［ ※3］

缶
資源 アルミ 中をきれいにして出す（ P.1 3参照）

不燃 スチール 中を空にして出す

緩衝材（ 発泡スチロール・ シート ） 資源 プラ製 プラマークを確認する（ P.1 5参照）

乾燥剤（ 食品用） 可燃

感熱紙 可燃

き キーボード（ 楽器） 不燃 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

ギター（ 三味線など含む） 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

脚立、はしご

不燃 小型：金属製 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

可燃 小型：木製 ［ ※1］

持込 大型

急須 不燃

牛乳パッ ク 資源 牛乳パック 中を洗って開き乾かして、十字にしばって出す（ P.1 1参照）

キャリーバッ ク 不燃

鏡台（ ド レッサー） 持込

金庫
持込 耐火 扉を開けた状態で持ち込み

不燃 手提げ

く クーラーボッ クス 可燃 プラ製 ［ ※2］

釘 不燃 安全な状態で出す

草刈機の替え刃 不燃 厚紙などに包み「 刃物」と表示して出す　 農業に使う ものは産廃

く し（ ヘアブラシ）
不燃 金属製

可燃 プラ製・木製

串
不燃 金属製 安全な状態で出す

可燃 プラ製・木竹製

靴

可燃 布・皮・ ゴム 金属部分は外して「 燃えないごみ」

可燃 スキー・ボード 金属部分は外して「 燃えないごみ」

不燃 ローラースケート・スケート

く つ下 資源

車椅子 不燃 「 ごみ」と表示して出す

グローブ（ スポーツ用） 可燃

鍬（ く わ）
可燃 木製部分 ［ ※1］

不燃 金属部分 ［ ※3］

け 蛍光管 蛍光管 購入時の箱に入れて出す（ P.1 9参照）割れていたら透明袋に入れて出す

蛍光灯器具 不燃 蛍光管は取り外して蛍光管回収へ

携帯オーディ オ（ M D 、CD 、カセッ ト ） 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

携帯電話（ スマート フォン含む）

小電 本体 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

可燃 充電用ホルダー

不燃 アダプター 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

ケーブル・ コード 類（ 電源、PC用等） 不燃 ※小型家電の付属品の場合は回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

ゲーム機器（ 家庭用） 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

ゲームソフト 可燃

化粧品の容器（ 香水等）
資源 空ビン 中をきれいにして出す（ P.1 3参照）

資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

血圧計
不燃 デジタル 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

蛍光管 水銀

玄関マッ ト
不燃 金属製

可燃 布・ ナイロン・ ゴム製

健康器具（ 金属製、電気式） 不燃 ［ ※3］

こ こたつ

※こたつ布団は「 燃えるごみ」

不燃 電機部分

可燃 板・脚・土台 ［ ※1］

ゴム（ 輪、手袋、ホース） 可燃

米袋
資源 プラ製 （ P.1 5参照）

資源 雑誌・雑紙 （ P.1 1参照）

ゴルフクラブ 不燃

ゴルフバッ ク・ ボール 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

コンクリート（ ブロッ ク ） 持込 最終処分場へ。　 事業活動に伴う ものは、処理不可（ 産廃）

さ
サイド ボード

持込 木製 ［ ※1］

持込 金属・ガラス ［ ※3］

酒パッ ク（ 中が銀色のもの） 可燃

ざる（ ボウル）
不燃 金属製

可燃 プラ製・竹製

三角コーナー
不燃 金属製

可燃 プラ製
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[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

し シーツ 資源 布類 きれいにして出す（ P.1 2参照）

CD（ LD、DVD、BL） 可燃

磁石 不燃

七輪（ しちりん） 不燃

湿気取り（ ケース） 資源 プラ製 （ P.1 5参照）

湿気取り（ 乾燥剤） 可燃

自転車（ 電動含む） 不燃 「 ごみ」と表示して出す　「 バッテリー」は取り外して別回収（ P.7参照）

写真 可燃

シャンプーボト ル 資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

ジューサー（ ミ キサー） 不燃

じゅう たん 可燃 1m程度に折りたたんで十字にしばる

充電式電池 充小電 販売店のリサイクルボッ クス等へ

収納ケース
不燃 金属製

可燃 プラ製 金属部分は外して「 燃えないごみ」

シュレッダー（ 紙） 可燃 ［ ※2］

消火器 処理不可 販売店か処理業者へ

照明器具 不燃 飛散しないよう に袋に入れる　 蛍光管は蛍光管回収へ ［ ※3］

除湿器 持込 業務用ではないもの。　 事前にクリーンセンターへ問い合わせ

食器
不燃 陶磁器・金属製

可燃 プラ製・木製 ［ ※2］

じ ょ う ろ
不燃 金属製

可燃 プラ製

シルバーカー（ 歩行補助） 不燃 必要としている人に譲りまし ょ う（ リ ユース） ［ ※3］

人工芝 可燃 土は取り除く

シンナー類 処理不可 販売店か処理業者へ

新聞紙 資源 新聞紙 十字にしばって出す（ 折込チラシ含む）（ P.1 1参照）

す
水槽

不燃 ガラス製 飛散しないよう 袋に入れる ［ ※3］

可燃 プラ製 ［ ※2］

水筒
不燃 金属製、魔法びん

可燃 プラ製 ［ ※2］

炊飯器（ ガス、電気） 不燃

スーツケース 不燃 ［ ※3］

図鑑 資源 雑誌・雑紙 十字にしばって出す（ P.1 1参照）

スキー板、スノ ーボード 持込

スキーウェア 資源 古着 きれいにして出す（ P.1 2参照）

スコッ プ
不燃 金属、木製複合品 木製部分は取り外して「 燃えるごみ」　 安全な状態で出す

可燃 プラ製 ［ ※2］

ステレオ（ コンポ） 不燃

スト ッキング 可燃

スト ロー 可燃

すのこ 可燃 プラ製・木製 ［ ※1］［ ※2］

スパイクシューズ 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

スプーン
不燃 金属製

可燃 プラ製・木製 ［ ※2］

スプレー缶 危険 必ず「 燃えないごみ」と別に区分する。（ P.1 9参照）

すべり台（ 家庭用） 可燃 プラ製・木製 ［ ※1］［ ※2］［ ※3］

炭 可燃

せ
整理棚（ 収納棚）

不燃 金属製 ［ ※3］

可燃 プラ製・木製 ［ ※1］［ ※2］

生理用品 可燃

セーター 資源 古着 きれいにして出す（ P.1 2参照）

石油ファンヒーター、スト ーブ 不燃 燃料は空にする　 電池は外して「 危険ごみ」（ P.1 9参照）

石油（ 給油）ポンプ
可燃 手動式

不燃 電池式 電池は外す（ P.1 9参照）

洗剤容器
可燃 紙製

資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

洗濯機 家電 家電リサイクル法による（ P.1 8参照）

洗濯バサミ 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

剪定枝 可燃 （ P.6参照）※直接持ち込む場合は、太さ 1 2 cm以内、2m未満の長さにする［ ※1］

扇風機 不燃

洗面器
不燃 金属製

可燃 プラ製 ［ ※2］

そ
掃除機

不燃 ごみは取り除く

充小電 充電式 ごみは取り除く

32



[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

そ 双眼鏡 不燃

ソファー 持込

た
体温計（ 温度計含む）

蛍光管 水銀

不燃 デジタル

体重計 不燃 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

タ イヤ（ 自転車、一輪車用） 可燃 タイヤ部分のみ、金属部分は「 燃えないごみ」

タイヤ（ 自動車、自動二輪車用） 処理不可 販売店か処理業者へ

タイヤチェーン
不燃 金属製

可燃 プラ製・ ゴム製 金属部分は外して「 燃えないごみ」

タイル 不燃 事業活動で出たものは産廃

タオル、タオルケッ ト 資源 布類 きれいにして出す（ P.1 2参照）

脱臭剤 可燃

卵のパック 資源 プラ製

樽、桶 可燃 プラ製・木製 ［ ※1］［ ※2］

たわし
不燃 金属製

可燃 プラ製

タンス 持込 金属部は取り外して「 燃えないごみ」

ダンベル（ 鉄アレイなど）
持込 金属製

可燃 プラ製 中身（ 水・砂など）を抜く

ダンボール 資源 ダンボール 折りたたんで、十字にしばって出す（ P.1 1参照）

ち チャイルド シート 不燃 必要としている人に譲りまし ょ う（ リ ユース）

茶筒
不燃 金属製

可燃 プラ製、木竹製

注射針（ 医療用等） 処理不可 病院か処理業者へ

調味料容器
資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

資源 空ビン 中をきれいにして出す。プラスチッ クキャッ プは「 プラスチッ ク容器・袋」

チラシ（ 折込広告） 資源 新聞紙 新聞紙と折込広告を十字にしばって出す（ P.1 1参照）

つ 机（ テーブル） 持込 金属製・木製 金属部は取り外して「 燃えないごみ」

釣り竿
不燃

可燃 竹製 ［ ※1］

て テレビ 家電 ブラウン管式・液晶 家電リサイクル法による（ P.1 8参照）

テレビ台

不燃 ガラス 厚紙に包んで「 ガラス」と表示して出す

不燃 金属製 ［ ※3］

可燃 木製 ［ ※1］

電気カーペッ ト 可燃 1m程度に折り たたんで十字にしばる。コード 部分は取り外して「 燃えないごみ」

電気スタンド 不燃 蛍光管は蛍光管回収へ

電球（ 白熱球等） 不燃

電子レンジ（ オーブン） 不燃

電卓 不燃

電池（ 乾電池、ボタン電池） 危険 （ P.1 9参照）

テント
不燃 金属：骨組み等 ［ ※3］

可燃 布部分 金属部分は取り外して「 燃えないごみ」

電話機（ FAX付き含む） 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

と
灯油ポンプ

可燃 手動式

不燃 電池式 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

ト ースター 不燃

時計
不燃 金属製 革・ プラスチッ ク部分は「 燃えるごみ」　 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

可燃 木製・ プラ製 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）　 金属部分は取り外して「 燃えないごみ」

戸棚（ 木製） 持込 金属・ガラス部分は外して「 燃えないごみ」

土鍋 不燃

ド ライヤー 不燃

塗料 可燃 紙や布などに染み込ませて出す　 事業活動で出たものは産廃

ト レー
資源 白色ト レー きれいにして出す（ P.1 0参照）

資源 プラ製 きれいにして出す（ P.1 5参照）

な ナイフ 不燃 厚紙などに包み「 刃物」と表示して出す

苗箱 処理不可 プラ製 農業で使用するものは産廃

苗ポッ ト 資源 プラ製 プラマークを確認する（ P.1 5参照）　 土は取り除く

長靴（ ゴム長） 可燃

生ごみ（ 残飯等） 可燃 水分を切って出す

生ごみ処理機（ 電気式） 不燃 中を空にして出す

生ごみ処理容器（ コンポスト ） 可燃

に
人形

不燃 金属製・陶器製

可燃 プラ製・木製
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[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

ぬ ぬいぐるみ 可燃 大きなものは細かく して指定袋に入れる

ぬか 可燃

ね ネクタイ 資源 布類

粘土 可燃

の ノ ート 資源 雑誌・雑紙 十字にしばって出す（ P.1 1参照）

ノ ート パソコン 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

農薬及び農薬類の容器、農機具、資材 処理不可 販売店か処理業者へ

ノ コギリ 不燃 柄の部分は取り外して「 燃えるごみ」　 厚紙などに包み「 刃物」と表示して出す

は
バインダー

資源 紙製 金属部分は外して「 燃えないごみ」

可燃 プラ製 金属部分は外して「 燃えないごみ」

はかり 不燃 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

バケツ
不燃 金属製

可燃 プラ製 ［ ※2］

ハサミ 不燃 厚紙などに包み「 刃物」と表示して出す

バス（ 風呂）マッ ト 可燃

パソコン 小電 パソコンリサイクルもし く は回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

ハード ディ スク 小電 回収ボッ クスによる回収にご協力く ださい（ P.1 6参照）

バッ テリー 処理不可 販売店か処理業者へ

バッ ト（ 野球用具）
不燃 金属製

可燃 プラ製・木製

発泡スチロール（ 箱類） 資源 プラ製 プラマークを確認する（ P.1 5参照）

花火 可燃 水につける

歯ブラシ 可燃

針（ 画鋲含む） 不燃 安全な状態で出す

針金 不燃

パレッ ト 処理不可 産廃

ハンガー
可燃 プラ製・木製 金属部分は外して「 燃えないごみ」 ［ ※2］

不燃 金属製

ひ ピアノ 処理不可 販売店か処理業者へ

ビーチパラソル 不燃 布部分と金属部分に分別できる場合は分別にご協力く ださい

ビデオカメ ラ 小電 回収ボックスによる回収にご協力く ださい（ P.16参照）　 充電池は販売店のリサイクルボッ クスへ

ビデオテープ 可燃

ビデオデッキ 不燃

ビニールシート 可燃 農業用は産廃

ビニール紐（ PPバンド ） 可燃

ビン（ 空ビン）

資源 飲料・油・錠剤等 口金、コルク、キャッ プ等は取り外し 、水洗い。色別に分別して出す

資源 一升瓶・ ビール 販売店に引取ってもらう（ リ ユース）「 資源物（ ビン類）」の日に出す（ リ サイクル）

不燃 シンナー・塗料等 事業に伴う ものは産廃

ふ 風鈴 不燃

布団 可燃 1m程度に折り たたんで十字にしばる。大量にある場合は「 持ち込みごみ」

ブラインド 持込

フラワーポッ ト
不燃 陶磁器製 土は取り除く

可燃 プラ製・木製 土は取り除く ［ ※2］

プランター
不燃 陶磁器製 土は取り除く

可燃 プラ製・木製 土は取り除く ［ ※2］

プリ ンター（ 家庭用） 不燃 インクカート リ ッ ジは販売店回収もご利用く ださい

ブロッ ク 持込 最終処分場へ持ち込む。　 事業に伴う ものは、産廃

風呂のフタ 可燃 ［ ※2］

ヘ ベッ ド 持込

ペッ ト のフン床 可燃

ペッ ト ボト ル 資源 ペッ ト ボト ル 中をきれいにして出す（ P.1 0参照）

ペッ ト ボト ルキャッ プ、ラベル 資源 プラ製 キャッ プ・ ラベルは「 プラスチッ ク容器・袋」（ P.1 5参照）

ベビーカー（ シルバーカー） 不燃 必要としている方に譲りまし ょ う（ リ ユース）

ベビーバス 可燃 プラ製 ［ ※2］

ベルト 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

ヘルメ ッ ト 可燃

ペンキ 可燃 紙、布などに染み込ませて出す　 事業に伴う ものは産廃

弁当の容器（ コンビニ弁当等） 資源 プラ製 きれいにして出す（ P.1 5参照）

弁当箱
不燃 金属製

可燃 プラ製・木製

ほ ほう き 可燃 金属部分は外して「 燃えるごみ」

包装紙 資源 雑誌・雑紙 紙袋や十字にしばるなどして出す（ P.1 1参照）

包丁 不燃 厚紙に包み「 刃物」と表示して出す

ホース（ ゴム、ビニール） 可燃
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[※1 ]：指定ごみ袋（ 4 5 L）に入らないものを分解した場合には、片手で簡単に持てる程度の重さで、長さ １ m程度（ 太さ 5㎝程度）にして、しばって出せます。

[※2 ]： 単一プラスチッ ク（ 金属等を含まない）は、指定ごみ袋（ 45L）に入れば「 燃えるごみ」へ出す。入らなければ「 燃えないごみ」。

[※3 ]： １ m以上のものは「 持ち込みごみ」。

音別 品　 名 分別 材質など 出し方のポイント

ほ ボール（ スポーツ、玩具） 可燃

ボールペン
不燃 金属製

可燃 プラ製

ホッ チキス（ 本体、針） 不燃

ポッ ト（ 魔法びん、電気） 不燃

哺乳ビン
不燃 耐熱ガラス製 ゴム部分は「 燃えるごみ」

可燃 プラ製

ポリ タンク 可燃 プラ製 中を空にして出す ［ ※2］

ポリバケツ 可燃 プラ製 ［ ※2］

保冷剤 可燃

本（ マンガ本、辞書、絵本、文庫本など） 資源 雑誌・雑紙 十字にしばって出す（ P.1 1参照）

本棚
持込 金属製

持込 木製 金属・ガラス部分は取り外して「 燃えないごみ」

ま まく ら 可燃

マッサージ器
不燃 小型（ 足用、肩用）

持込 椅子型

マッ ト レス
持込 スプリング入り

可燃 スプリングなし

まな板 可燃

万年筆 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

み ミ キサー（ ジューサー） 不燃

ミ シン（ 足踏み、電動） 不燃 ［ ※3］

む
蒸し器

不燃 金属製

可燃 木製

め

メ ガネ

（ サングラス、虫眼鏡、ルーペ含む）

不燃 金属製

可燃 プラ製

不燃 レンズ： ガラス製

可燃 レンズ： プラ製

メ ジャー（ 計測用）
不燃 金属部分

可燃 プラ部分

も 毛布 資源 布類 きれいにして出す（ P.1 2参照）

モッ プ 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

物干し（ 洗濯バサミ ） 不燃 金属製

物干し（ つり下げ型） 可燃 プラ製 金属部分は外して「 燃えないごみ」 ［ ※2］

物干し竿
不燃 金属製 ［ ※3］

可燃 プラ製・竹製 ［ ※1］［ ※2］

物干し台

不燃 金属製 ［ ※3］

可燃 プラ製 長さ 1m未満で小型のもの ［ ※2］

持込 コンクリート

や やかん 不燃

薬品及び薬品類の缶、びん等の容器 処理不可 販売店か処理業者へ

ゆ
湯たんぽ

不燃 金属製

可燃 プラ製

よ よしず 可燃 ［ ※1］

ら ライター 危険 （ P.1 9参照）

ラケッ ト
（ テニス、バド ミ ント ン、卓球）

不燃 金属製

可燃 木製・ カーボン

ラジオ、ラジカセ（ M D、CD ） 不燃

ラッ プフィ ルム
可燃 家庭食品用

資源 プラ製 きれいにして出す（ P.1 5参照）

ランド セル 可燃 金属部分は外して「 燃えないごみ」

ランプ 不燃 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）　 燃料は空にする

り リモコン 不燃 電池は外して危険ごみ（ P.1 9参照）

リヤカー 持込

れ 冷蔵庫、冷凍庫 家電 家電リサイクル法による（ P.1 8参照）

レコード（ CD、LD、D VD、BL） 可燃

レト ルト 食品の袋、容器 資源 プラ製 中をきれいにして出す（ P.1 5参照）

レンガ 持込 事業に伴う ものは、産廃

ろ ローソク 可燃

ロープ 可燃 布・ プラ製

わ ワープロ 不燃

綿 可燃
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