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ごみの分け方・出し方ごみの分け方・出し方ごみの分け方・出し方
平成28年度から

ごみ収集の一部が変更になります。
大型ごみ（有料収集） ごみ袋の色指定
平成28年度5月から大型ご
みの収集は事前予約制（有
料）になります。

袋に入れてごみを出すとき
は、透明・半透明のごみ袋で
お出しください。
平成29年2月からは黒色半
透明・不透明の袋で出され
たごみは
収集しません。
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中身の見える
45ℓまでの

ポリ袋に入れて

燃やすごみ燃やすごみ

よく水を切って

ケースも含む 十分乾燥させて

先のとがったものは
紙などに包んで「危険」と表示

食用油は新聞紙
などにしみこませて

生ごみ

革製品

紙おむつ

リサイクルできない紙･布類 汚れの落ちないプラスチック製容器包装

処理の際、機械にテープが
からまるので燃やすごみ

ビデオテープ・カセットテープ

ビニール･ゴム類

アルミ箔の付いた紙パック、防水加工紙、
写真、圧着はがき、汚れた紙など
破れたり、汚れている衣類

軽くすすいで汚れの取れないパックやカップなど

プラスチック製品（容器包装以外）

乾燥剤、使い捨てカイロ、アルミホイルなど

割りばし･竹串･保冷剤など

代表的なもの

週2回（　　）・（　　）曜日

汚物は取り除いて
トイレに流して処理

ぬいぐるみ・プラスチック製のおもちゃ
一辺40cm以上のものは
大型ごみへ

一辺40cm未満で
直径5cm未満のもの
枝は直径30cmまでに束ねて

　 マークの付いていないもの
タッパー、CD、CDケースなど

金具が付いているものは
燃やさないごみへ

落ち葉・草･枝類

それ以外の紙・布は P11へ
プラスチック製容器包装
（　 マークの付いているもの）は P3へ

収集曜日は「地区別収集日程一覧」（P1）で確認して記入してください

一辺40cm未満・可燃性のもの

はく

燃
や
す
ご
み

栄根・下加茂
久代・東久代

寺畑・南花屋敷
加茂

小花・小戸
栄町・花屋敷

中央町・美園町
絹延町・出在家町
丸の内町・滝山町
鴬の森町・萩原
火打・松が丘町　
霞ヶ丘・日高町
花屋敷山手町
満願寺町

萩原台・鴬が丘　
鼓が滝・湯山台　
鴬台・南野坂

新田・矢問　
矢問東町・西多田
錦松台・多田院
多田院多田所町　
多田院西・緑台

平野・多田桜木　
東多田・向陽台　
水明台・清流台

石道・虫生・赤松
柳谷・芋生・若宮
清和台・けやき坂

大和・見野
東畦野・東畦野山手
長尾町

西畦野・下財町　
一庫・国崎・黒川
美山台・丸山台　
山原・緑が丘　
山下町・笹部　

種別
収集区域 燃やすごみ

毎 週
火・金曜日

毎 週
火・金曜日

燃やさないごみ
有害ごみ

第１・３
月曜日

第１・３
火曜日

第１・３
火曜日

第１・３
火曜日

第１・３
火曜日

第１・３
水曜日
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木曜日
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木曜日

第１・３
木曜日

第１・３
金曜日

第１・３
金曜日

第１・３
金曜日

第１・３
金曜日

大型ごみ 紙・布ペットボトル
プラスチック製容器包装

ビン

第２・４
月曜日

第２・４
月曜日

第２・４
月曜日

第２・４
月曜日
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火曜日
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第２・４
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カン

毎 週
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毎 週
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毎 週
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毎 週
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月曜日
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地区別収集日程一覧（ごみカレンダー）地区別収集日程一覧（ごみカレンダー）
※収集該当日が祝日であっても、収集を実施します。
※「第1・3火曜日」とは、その月の1回目と3回目の火曜日をいいます。
※年末年始の収集日は変更になることがあります。詳しくは広報かわにし12月号でお知らせします。 

地区別収集日程一覧（ごみカレンダー）
地

区

別
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キャップとラベルは
プラスチック製容器包装

ペットボトルペットボトル 週1回　水曜日

飲料ボトル
しょうゆ加工品（めんつゆ）など みりん、みりん風調味料など

しょうゆ･酒類

代表的なもの

食酢・調味酢 調味料

出し方出し方

ペットボトル回収用ネットの利用方法ペットボトル回収用ネットの利用方法

QQ

4

プラスチック製容器包装の汚れはどれくらい落とせばよいですか？
Ａ．中身を使い切って、残り水などで軽くすすいでください。

QQ納豆の容器など軽くすすいで、汚れの取れないものはどうしたらよいですか？
Ａ．燃やすごみに出してください。

注意 中身が残っていると
リサイクルできません。

燃やすごみへ

注意

キャップをはずして ラベルをはがして 中を軽くすすいで つぶしてかさを減らして
※キャップの口のリングは取る必要はありません。

回収用ネットに直接入れるか、
中身の見える45ℓまでのポリ袋に入れて

ペットボトルとプラスチック製容器包装は別々に回収しています。
ごみステーションには、ペットボトルと混ざらないよう、それぞれ分
けて出してください。

プラスチック製容器包装の出し方 Q&Aプラスチック製容器包装の出し方 Q&A

ペットボトル プラスチック製容器包装

この識別マークの付いているボトルこの識別マークの付いているボトル

川西市では、ペットボトルのリサイクルを効率よく行うためネットの無料貸出しをしています。
ネットに入れる際は、キャップとラベルをはずして袋に入れず直接ネットに入れてください。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
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プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装

袋類

週1回　水曜日

代表的なもの

パック類トレイ類
食品や総菜などの容器、仕切りトレイなど 卵、果物、弁当などのパック 菓子、食品などの袋

シャンプー、洗剤などの容器
中身が残っていると収集できません カップめん、ヨーグルトなどの容器 野菜、果物などを包んだネット

ネット類カップ類
ボトル類

歯磨き粉やわさびなどのチューブ

チューブ類
ペットボトルやビンなどのふた
ペットボトルのラベル

ふた･キャップ類

商品の梱包に使われる
「プチプチ」と呼ばれるものなど

緩衝材

購入時に食品や総菜などを
包んでいるラップ

ラップ類

家電製品などの商品の梱包に
使用されたものや生鮮食品の
保冷の容器など（40cm以上でも可）

発泡スチロール

注意

商品が入っていたものや、商品を包んであったもので、中の
商品を出したり、使うと不要になるプラスチック製の容器や包装

「プラマーク」の
付いている製品
「プラマーク」の
付いている製品

出し方出し方
●中身は空にして、軽くすすぐ
●軽くすすいでも汚れのとれない
　ものは燃やすごみへ
●値段シールなど取れないものは、
　無理に取る必要はありません。

一辺40cm未満→燃やすごみ
一辺40cm以上→大型ごみ

（例）洗面器、タッパー→燃やすごみ
　　衣装ケース、プランター→大型ごみ

　　マークの付いていないプラスチック製
　　のものは、プラスチック製容器包装では
　　ありません

※汚れているものは燃やすごみへ 中身の見える
45ℓまでの

ポリ袋に入れて

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
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器
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広 告
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燃やさないごみ燃やさないごみ
有害ごみと同じ日

筒型乾電池は有害ごみへ

小型家電製品

陶磁器類
電球、鏡、ガラスの食器、ガラスコップ、割れたビンなど
蛍光管は有害ごみへ

使い切って
水につける

（40cm未満のもの） 土は取り除いて

刃物は紙に包んで
「危険｣と書いて

中身は
空にして

ガラス製品・電球

月2回 第（　）・（　）　曜日

代表的なもの

ライター、金属の付いたおもちゃ、鍋焼きうどんの鍋、一斗カン、
ペンキのカン、ビンのフタなど

金属類・金属の付いているもの

携帯電話は
販売店へ
携帯電話は
販売店へ

一辺40cm未満・不燃性のもの

●割れたものは紙･袋などに包んで「割れ物」と書いて
●一見して金属が付いていないように見える場合は、「金属付」と書いて注意

中身の見える
45ℓまでの

ポリ袋に入れて

燃
や
さ
な
い

ご

み

広 告
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有害ごみ有害ごみ

筒型乾電池

月2回　第(　)･(　)　　曜日

以下の三種類

電球型蛍光管も

水銀式体温計・水銀式血圧計蛍光管

注意
●蛍光管や水銀式体温計は破損防止のため、購入時のケースや袋などに入れて出してください。
●割れたものは紙・袋などに包んで「割れ物」と書いて

※燃やさないごみ
　に混ぜないこと

燃やさないごみと同じ日

QQ 40cm以上の蛍光管は大型ごみですか？
Ａ．40cm以上でも蛍光管は有害ごみです。

QQ電子血圧計は何の日ですか？
Ａ．40cm未満なら燃やさないごみ、40cm以上なら大型ごみです。

QQ小型充電式電池やボタン電池、電動自転車用のバッテリーは何の日ですか？
Ａ．市では収集できません。販売店にお問い合わせください。

有害ごみの出し方 Q&A有害ごみの出し方 Q&A

中身の見える
45ℓまでの

ポリ袋に入れて

有
害
ご
み
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●中身は空にして、
　軽くすすぐ

出し方出し方

カ　ンカ　ン

飲料カン

月2回　第(　)･(　)　　曜日

代表的なもの

スプレーカン、カセットコンロのガスボンベ食品用のカン

注意
●上記以外のカンは燃やさないごみへ
　（例）ペンキのカン、一斗カン、
●鍋焼きうどんの鍋、
　ビンのふた（金属製）は燃やさないごみへ

海苔、お茶、缶詰などのカン
（40cm以上でも可）

殺虫剤や整髪料などのスプレーカン
中身を完全に使い切ってください

穴を開ける必要は
ありません

中身の見える
45ℓまでの

ポリ袋に入れて

カ

ン
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経口薬品のビン 化粧品のビン

代表的なもの

食品･調味料･食用油のビン飲料ビン

色別に袋に入れずそのまま回収容器へ

無色 茶色 その他の色

無色のビン 茶色のビン 無色、茶色以外の色のビン

ビールビンや一升ビンは
できるだけ購入店に返却を！
ビールビンや一升ビンは
できるだけ購入店に返却を！

注意
●上記以外のビンは燃やさないごみへ
●割れたものは燃やさないごみへ
●ふた（金属製）→燃やさないごみ
●ふた（プラスチック製）
　　→プラスチック製容器包装

台風など風の強い日は回収容器の配布はしません。
袋に入れて出してください。

ビ　ンビ　ン 月2回　第(　)･(　)　　曜日

①無色のビン 
②茶色のビン 
③その他の色のビンに
　分けて回収容器へ

出し方出し方
●ふたをはずす
●中身は空にして、軽くすすぐ
●ラベルや注ぎ口は無理に外す必要はありません

ビ

ン



大型ごみ大型ごみ
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事前予約制で有料収集:祝日を含む月～金曜日
単品で一辺40cm以上の（可燃性・不燃性）もの

処理手数料

対象となる大型ごみと処理手数料
家具や自転車、家電製品《ただし、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは除く》な
ど。1辺の長さは、一番長い箇所（長辺）で判断します。

丸めたもの、畳んだものは、
その状態で最も長いところ
を測ってください。

•家電リサイクル対象品（エアコン、テレビ、洗濯機、
　衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫）

•パソコンリサイクル対象品
•事業系のごみ・市で収集できないごみ

長辺　＝　縦、横、高さで最も長い部分

ゴルフクラブや傘など
棒状のものは、違う種類
でも10本までまとめる
ことができます。

下のごみは「大型ごみ」の日には、出せません

40cm～1.0m未満 300円
1.0m～2.0m未満 600円
2.0m以上 900円

（300円処理券×1枚）
（300円処理券×2枚）
（300円処理券×3枚）

13ページをご覧ください。

13ページをご覧ください。

14ページをご覧ください。

「剪定枝」の出し方について「剪定枝」の出し方について
植木や剪定枝は、その長さや直径（厚み）によって、処理できないものや収集日が変わって
くるものがあります。
次のとおり分類しますので、「剪定枝」を出されるときは、次の分類にあてはめてそれぞれ
の収集日に出してください。なお、束ねる際は、直径30cmまでに束ねてください。

剪定枝粉砕機を貸し出ししています
ごみとして出さずに
土壌改良材などに！

長さ40cm未満
直径（厚み）5cm未満

燃やすごみ
（無料）

長さ40cm未満
直径（厚み）
5cm以上15cm未満

燃やさないごみ
（無料）

長さ40cm以上1m未満
直径（厚み）
5cm以上15cm未満

大型ごみ
（有料）

長さ1m以上もしくは
直径（厚み）15cm以上

収集できません
（許可業者へ）

長辺

長辺

長辺 長辺

家庭から出る植木などの剪定枝をチップ化できる「剪定枝粉砕機」を、川西市民に無料で貸し出ししてい
ます。電話で事前に予約が必要です。職員が運搬し、使用方法等を説明します。
※粉砕できる太さは直径3.5cmまでです。　※貸出期間は概ね4日以内となります。

大
型
ご
み

予約から収集までの流れ
1. 予約する
収集希望日の1ヵ月前から予約を受け付けます。
業務時間外の送信は翌日の受付になります。年末・年始の受付業務は市広報誌などでお知らせします。

2. 受付番号をお知らせします
受付内容を確認し、こちらから処理券（シール）に記入する受付番号と必要枚数をお知らせしま
す。※ファクスやインターネットの場合は、確認に日数がかかることがあります。

5. 収集します
収集時間は当日の予約状況によるためお約束できませんが、当日中に必ず収集します。
立ち会いは不要です。

こんな時は…
※引っ越しなどで一度に大量にごみが出る際には臨時ごみ（P.12）をご利用ください。
※国崎クリーンセンターへ直接搬入もできます。詳しくはP.14をご参照ください。
※ごみを家の中から運び出しが困難な場合は公益社団法人川西市シルバー人材センターがごみ出しを
行っています（有料）。‡758-6234

3. 処理券を購入する

4. 当日、ごみを出す
①処理券（シール）に受付番号と収集日を記入して、ごみに直接貼ってください。
②収集当日の午前8時30分までに、予約時に決められた場所にごみを出しておいてく
ださい。※処理券の台紙（控え）は、収集が終わるまで保管してください。

予約に必要な事項（ファクスで予約の場合はこちらの事項を記入して送信してください）
❶氏名　❷住所　❸日中連絡がつく電話番号　❹出したい日（月～金、祝日含む）
❺排出場所：収集員は建物の中へは入れませんので、2トンダンプ車が横付けできる建物の外の場所
❻出したいごみの全ての品目と一番長い箇所（長辺か径）の長さ　❼ごみの数量

①電話で予約
‡764-5379
受付時間：月～金曜日
　　　　　（祝日含む）
　　　　　午前8時30分
　　　　　～午後4時

②ファクスで予約
ファクス：764-5399
ファクス・インターネットは
送信後、こちらから確認の連絡が
とれるまで予約は完了しません。
余裕を持って送信してください。

③インターネットで予約
http://s-kantan.com/
oogata-kawanishi-u/
2次元コードを読み
取ることができる
場合は、右のコードを
ご利用ください。

処理券（シール）を、スーパー、コンビニ、行政センターなど市指定の取扱店
（所）で購入してください。
（取扱店（所）は美化推進課までお問い合わせください。市ホームページでも公開しています。）
※処理券の払い戻しはできません。破損や紛失などした場合でも再発行はできません。
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紙･布紙･布 月2回　第(　)･(　)　　曜日

代表的なもの

発泡スチロールは外してプラスチック製容器包装へ

注意

紙：ひも掛けして

雑誌類
シュレッダーごみと貼り紙をして

段ボール
折り込みチラシも

新聞

処理した紙くずなど
 本、紙パック、包装紙、菓子箱など

衣類

タオル･シーツ・カーテンなど

地域の集団回収に
ご協力を！

地域の集団回収に
ご協力を！

布：中身の見える
　 45ℓまでの
　 ポリ袋に入れて

自治会や子ども会など地域で集団
回収に取り組んでいる場合は、でき
るだけ集団回収に協力しましょう。

リサイクルできない紙・布類（40cm未満
の座布団、敷物）は燃やすごみ（P2）へ

牛乳パックはなるべく購入店の回収箱へ

古紙類（三種類に分けてそれぞれひもでしばって） 布類（中身の見えるポリ袋に入れて）

雨の日はできるだけ次の収集日へ

古着として再使用します

紙

・

布

12

引越しや植木の葉刈りなどで、多量のごみが出る場合は臨時の収集を申し込んでください。
2トンダンプ車1台相当量まで1万円　★2トンダンプ車が横付けできる場所まで搬出してください。
当日立会いのもと現金でお支払いください。

《申込先》美化推進課 ‡744－1124

臨時ごみ〈有料・予約制〉 

サポート収集〈登録制〉

納棺される段ボール箱などは動物の体形にあった小さいものでお願いします。
当日立会いのもと現金でお支払いください。
■月曜日から金曜日の午前中に申し込んでください。引き取りは午後になります。
 成犬等1匹あたり 3,600円
 猫、鳥等1匹あたり 3,000円
 　　　　 （斎場使用料も含む）
　《申込先》美化推進課 1744－1124

■川西市斎場へ直接持ち込むこともできます。　　斎場使用料　1,800円
　川西市斎場　川西市柳谷字鷹尾山柿木谷10-1　‡799－0331

犬や猫などが亡くなった場合〈有料・申込制〉

（注）料金等については平成28年2月現在のものであり、今後変更される場合があります

（高齢者・障がい者の戸別収集）

ごみステーションまでごみを持ち出すことができない一人暮らしの高齢者や障がい者を対象に、以下の条件
に基づき戸別に収集を実施します。
＜対象となる方＞次のすべての要件を満たす方
①一人暮らしの方
②ごみステーションまでごみを持ち出すことができない方（近隣や親族の協力を得られる場合は除く）
③介護保険の要介護度2以上で65歳以上の方、または身体障がい者手帳の障がいの程度が1級もしくは2級の方
※③に該当される方のみで構成されている世帯も対象となります。

登録申し込みについて
美化推進課へお申し込みください。申請書類を審査のうえ、決定します。
□申込みは、本人以外に親族や介護に関わっている方などからもできます（本人の同意が必要）。
□収集するごみは、通常どおりの分別が必要です。
□家の中には入りませんので、道路に面した場所に出していただきます（収集は午後からになります）。

《問い合わせ先》 美化推進課　‡744－1124

川西市シルバー人材センターでは、家の中からのごみ出しを行っています（有料）。
《問い合わせ先》　公益社団法人川西市シルバー人材センター　‡758－6234

臨
時
ご
み
・

サ
ポ
ー
ト
収
集



（注）料金等については平成28年2月現在のものであり、今後変更される場合があります
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市で収集できないごみ

バッテリー

直径（厚さ）15cm以上
の木・枝

ピアノドラムカン消火器（※）自動車・バイク部品、タイヤ

瓦、畳、建具、
建築廃材

ブロック、
セメント、コンクリート

砂、土、石
（漬物石、砥石）

商店、飲食店、病院、工場、会社などの事業所や事務所から事業活動によって発生するごみは、量の多少に関わらず、
自己の責任において処理することが義務付けられています。家庭用のごみステーションに出すことはできません。

代表的なもの

●販売店などに引き取りを依頼する（有料の場合があります）
●市の許可業者に収集を依頼する（有料）
　川西市のホームページもしくは美化推進課にお問い合わせください。
※消火器については、美化推進課へお問い合わせください。

処分方法

●市の許可業者に収集を依頼する（有料）
　川西市のホームページもしくは美化推進課にお問い合わせください。
●国崎クリーンセンターへ直接、事業者が持ち込む（有料・予約制　10ｋｇにつき 80円）
　《申込先》国崎クリーンセンター ‡744－7280

処分方法

●直接メーカーの受付窓口に回収を申し込む
　リサイクル料金を支払ったうえで、郵便局＊に持ち込むか
戸口回収を依頼して引渡してください。

＊簡易郵便局を除く

●ＰＣリサイクルマークが付いているものは、排出時に消費
者が新たに費用を負担する必要はありません。
※自作パソコンや事業撤退メーカーなどの
　パソコンの受付窓口
　パソコン3Ｒ推進協会　http://www.pc3r.jp/
　‡03－5282－7685

処分方法

家庭系パソコン

●小型家電回収業者に申し込む
　詳細は川西市が協定を締結している
小型家電回収業者のリネットジャパ
ン（株）のホームページをご確認くだ
さい。

処理困難物、危険物、有害物、法律でリサイクルが決められているもの

と

事業系のごみ

市
で
収
集

で
き
な
い
ご
み
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市で収集できないごみ

処分方法
●以前購入した販売店か、買い替えをする販売
店にリサイクル料金と収集運搬料金を支払っ
て引き取りを依頼してください。

●引越しなどで購入した店が遠方であったり、廃
業して店がなくなっている、どこで購入したか
わからない場合

　《問い合わせ先》 美化推進課 ‡744－1124

●搬入：月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時まで
　　　（祝日可）
●料金：10kgにつき80円
※持込みごみの予約は必ず前日までにしてください。なお、予約
は組合事務局の執務時間内（月曜日から金曜日の午前9時から
正午と午後0時45分から午後5時30分、祝日・年末年始は除
く）にお願いします。
※当日の持込みごみの受付は行っておりません。
《申込先》猪名川上流広域ごみ処理施設組合
　　　　　国崎クリーンセンター
　　　　　川西市国崎字小路13番地
　　　　　‡744－7280

国崎クリーンセンターへの持込み〈有料・予約制〉

テレビ（ブラウン管･液晶・プラズマ）、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機、エアコン

家電リサイクル対象品目

メーカーごとのリサイクル料金は家電リサイクル券センターのホームページに掲載されています。
≫ http://www.rkc.aeha.or.jp

排出者が支払う料金の例

収集運搬料金
販売店の収集運搬料金
は店頭掲示などの方法に
より公表されています。

＋
プラス

リサイクル料金(消費税別)
エアコン･････････1,500円
テレビ･･･････････2,700円
冷蔵庫、冷凍庫･･･4,600円
洗濯機･･･････････2,400円
衣類乾燥機･･･････2,400円

山下

妙見口

日生中央
一庫ダム

川西北陵高校

川西市

猪名川町

豊能町

能勢町

宝塚市

池田市

知明湖

一
庫
公
園

能
勢
電
鉄
妙
見
線

能勢電鉄日生線

国崎クリーン
センター

新こうじ橋

笹ヶ谷トンネル

郷内トンネル

文

川西能勢口駅

川西池田駅
阪急宝塚線

川西市役所

阪神高速池田線
池田木部出口

173

176176

477

173

423

猪名川

（注）料金等については平成28年2月現在のものであり、今後変更される場合があります
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

あ
アイスキャンディーの棒 可燃

アイスクリームの容器・包装・
ふた（紙製） 可燃

アイスクリームの容器・包装・
ふた（プラスチック製） プラ すすいで出す

アイスクリーム用使い捨てス
プーン 可燃

アイスノン 可燃
アイスピック 不燃 紙に包んで「危険」と表示
アイロン 不燃
アイロン台 大型
アイロンプリントの紙 可燃
アイロン用のりの容器（スプ
レー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

アイロン用のりの容器（プラ
スチック製） プラ すすいで出す

アコーディオンカーテン 大型
足拭きマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
アタッシュケース 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
アダプター（電気充電器） 不燃

油（食用） 可燃 布・新聞などにしみこませるか
凝固剤などで固める

油こし紙 可燃
油こし容器 不燃
雨合羽（レインウェア） 可燃
雨戸・網戸 禁止 販売店、専門業者へ相談
編み機 大型
網戸のアミ（金属製） 不燃
網戸のアミ（プラスチック製） 可燃
アミ・ネット（タマネギ・ミカン
など） プラ

アルカリ乾電池 有害
アルバム 可燃
アルミサッシ 禁止 販売店、専門業者へ相談
アルミ製ガスレンジ用フェン
ス 不燃

アルミ箔鍋（うどん・ラーメン
など） 不燃

アルミホイール（車用） 禁止 販売店、専門業者へ相談
アルミホイル・アルミ箔 可燃
アルミホイルの紙箱・芯 紙・布 雑誌類　芯はつぶして出す
アルミホイルの容器のカッ
ター部分（紙製） 可燃

アルミホイルの容器のカッ
ター部分（金属製） 不燃

泡立て器 不燃
アンカ 不燃
安全靴 不燃
アンプ 大型
あんま機（椅子型） 大型

あんま機（マッサージャー） 不燃 電池は「有害ごみ」
４０cm以上は「大型ごみ」

い
石 禁止 専門業者へ相談
衣装ケース（紙製） 紙・布 段ボール

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
衣装ケース（金属製・プラス
チック製） 大型

椅子 大型
一輪車（遊具） 大型

一升ビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

一斗缶 不燃 内容物は出して
犬小屋 大型
犬・猫トイレ用の砂
（紙製などの可燃性のもの） 可燃 汚物は取ってから

イヤホーン 不燃
衣類乾燥機 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照

入れ歯 可燃 金属を含むものは「燃やさないご
み」

入れ歯接着剤のチューブ 可燃

色紙（いろがみ） 紙・布 雑誌類
金色、銀色は「燃やすごみ」

インクカートリッジ（インクリ
ボン） 可燃 できるだけ販売店の回収箱へ

う
ウイスキーのビン ビン できるだけ販売店へ返す

すすいで出す
ウインドサーフィンボード 大型
ウインドファン 大型
ウインドブレーカー 紙・布 古布類
植木（苗）ポット プラ すすいで出す
植木の葉 可燃

植木鉢（陶磁器製） 不燃 土は取り除いてから
４０cm以上は「大型ごみ」

植木鉢（プラスチック製） 可燃 土は取り除いてから
４０cm以上は「大型ごみ」

ウエットスーツ 可燃
ウォシュレット 大型
うす 禁止 専門業者へ相談
腕時計 不燃
ウレタンマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
運動靴 可燃

え
エアコン 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
エキスパンダー 不燃
枝（長さ４０㎝以上・直径５㎝
以上15㎝未満） 大型 長さは1m以内に切って

直径30cmまでに束ねて
枝（長さ４０㎝未満・直径５㎝
未満） 可燃 直径30cmまでに束ねて

枝（長さ４０㎝未満・直径５㎝
以上15㎝未満） 不燃 直径30cmまでに束ねて

枝（直径１５㎝以上） 禁止 専門業者へ相談
エタノール（容器も含む） 禁止 販売店、専門業者へ相談
絵の具のチューブ 可燃
エプロン 紙・布 古布類
絵本 紙・布 雑誌類
ＭＤ（ケースを含む） 可燃
ＭＤプレイヤー 不燃
エレクトーン 大型
園芸用支柱（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
園芸用支柱（プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

可燃

カン

不燃

ビン

大型

プラ

有害

ペット

燃やすごみ

カン

燃やさないごみ

ビン

大型ごみ

プラスチック製容器包装

有害ごみ

ペットボトル

紙・布

禁止

紙・布

収集できないもの

この表は一般的な具体例を示したものです。
同じ品目のものでも、大きさや素材により分別
区分が異なる場合があります。
ご不明な点は美化推進課へお問い合わせくだ
さい。
●美化推進課　‡744－1124
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
園芸用ビニール 可燃

エンジンオイル 可燃 市販のオイル処理用品などにし
みこませて

エンジンオイルのカン 不燃 中のオイルはよくきって
延長コード（電気コード） 不燃
鉛筆 可燃
鉛筆削り 不燃

お
オイルヒーター 大型
王冠（ビンのふた） 不燃
オーディオセット（コンポ） 大型
オーディオボード 大型
オーディオラック 大型
オートバイ・オートバイの部
品 禁止 販売店、専門業者へ相談

オーブン 大型
オーブントースター 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
押入ダンス 大型
落ち葉 可燃

お茶の葉の容器（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

お茶の葉の容器（プラスチッ
ク製） プラ

おにぎりの外装フィルム プラ
帯 紙・布 古布類
おぼん（金属製） 不燃
おぼん（木製・プラスチック
製） 可燃

おまる（ホーロー製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
おまる（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
おむつ 可燃 汚物はトイレに流す
おむつカバー 可燃

おもちゃ（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
電池は「有害ごみ」

おもちゃ（木製・プラ製） 可燃

４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」
電池は「有害ごみ」

おもり（釣り道具） 不燃

折り紙 紙・布 雑誌類
金色、銀色は「燃やすごみ」

折込み広告（チラシ） 紙・布 新聞と一緒に

折り詰め容器（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

折り詰め容器（プラスチック
製） プラ すすいで出す

オルガン 大型
オルゴール 不燃
おろし金（金属製・陶磁器製） 不燃
おろし金（プラスチック製） 可燃
おわん（金属製・陶磁器製） 不燃
おわん（木製・プラスチック
製） 可燃

温水器（電気・ソーラーなど） 禁止 販売店、専門業者へ相談
温度計・湿度計（水銀使用） 有害
温度計・湿度計（水銀不使用） 不燃
温度計・湿度計（デジタル式） 不燃
温冷庫（ポータブル） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

か
カーコンポ（ステレオ） 不燃
カーテン 紙・布 古布類
カーテンレール（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
カーテンレール（木製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
カードゲーム 可燃
カーナビゲーション 不燃
カーペット 大型 ４０cm未満は「燃やすごみ」

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
カーボン紙 可燃
貝殻 可燃
海水パンツ 紙・布 古布類
懐中電灯 不燃 筒型乾電池は「有害ごみ」
買い物カート 大型
カイロ（金属製） 不燃
カイロ（使い捨て） 可燃
鏡 不燃
学習机 大型
額縁（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

額縁（木製・プラスチック製） 可燃 ガラスは「燃やさないごみ」
４０cm以上は「大型ごみ」

かご（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
かご（木製・プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
傘 大型 ４０cm未満は「燃やさないごみ」
傘立て 大型
飾り棚 大型
加湿器 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
菓子などのアルミコーティン
グの袋（プラスチック製） プラ 中身を空にして

菓子などの缶 カン

菓子などの箱・袋・中仕切り
（紙製） 紙・布

雑誌類　雑誌などにはさんで
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

菓子などの箱・袋・中仕切り
（プラスチック製） プラ 中身を空にして

菓子などの箱（木製） 可燃
ガス台 大型
ガステーブルコンロ 大型 電池は「有害ごみ」
ガスボンベ（ＬＰ） 禁止 販売店、専門業者へ相談
ガス湯沸かし器（小型瞬間湯
沸かし器） 大型 電池は「有害ごみ」

ガスレンジ 大型 電池は「有害ごみ」

カセットコンロ 不燃 ボンベは使い切ってから「カン」
電池は「有害ごみ」

カセットテープ・テープケース 可燃
カセットデッキ 大型 電池は「有害ごみ」

カセットボンベ カン 穴は開けずに必ず使い切って

カセットボンベのキャップ プラ
ガソリン 禁止 販売店、専門業者へ相談
カタログ 紙・布 雑誌類
カッターシャツ 紙・布 古布類
カッターナイフ 不燃 紙に包んで「危険」と表示
カップめんなどの外装フィル
ム プラ

カップめんなどの調味料袋 プラ
すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

カップめんなどの容器・ふた
（プラスチック製） プラ すすいで出す

カップめんなどの容器・ふた
（紙製） 可燃

蚊取り線香 可燃
蚊取り線香（電気式） 不燃
かなづち 不燃

かばん 不燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていなければ
「燃やすごみ」

画板 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
花瓶（金属製・陶磁器製・ガラ
ス製） 不燃

花瓶（木製・プラスチック製） 可燃
紙 紙・布 雑誌類
紙おむつ 可燃 汚物はトイレに流す
紙おむつの外装 プラ
紙コップ 可燃
紙皿 可燃
かみそり 不燃 紙に包んで「危険」と表示
かみそり（電気式） 不燃
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
紙粘土 可燃
紙箱 紙・布 雑誌類

紙パック 紙・布 雑誌類　
洗って、開いて、乾かして

紙パック（内側がアルミ箔の
もの） 可燃

紙袋 紙・布

雑誌類（紙製以外の取っ手は外
す）
ビニール加工のものは「燃やすご
み」

ガムテープ 可燃

カメラ 不燃 電池は「有害ごみ」、小形充電式
電池は販売店へ

画用紙 紙・布 雑誌類
カラーボックス 大型

からしなどのチューブ容器 プラ
すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

ガラス（板） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ガラス製のコップ・食器 不燃
枯れ葉 可燃

カレンダー（紙製） 紙・布 雑誌類
金属部分は「燃やさないごみ」

革ジャンパー・コート 紙・布 古布類
かわら 禁止 販売店、専門業者へ相談

缶（飲食用・スプレー缶・カセッ
トコンロのガスボンベ） カン

内容物は出して、飲食用缶はすす
いで出す
一斗缶は「燃やさないごみ」

缶（上記以外の缶） 不燃 内容物は出して
換気扇 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
換気扇カバー・フィルター（金
属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

換気扇カバー・フィルター（紙
製・プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

カン切り 不燃
緩衝材（梱包用の詰め物）
（紙製） 紙・布 雑誌類

緩衝材（梱包用の詰め物）
（プラスチック製） プラ

乾燥剤 可燃
乾電池（筒型乾電池） 有害
感熱紙 可燃
缶ビールのケース（紙製） 紙・布 段ボール
缶ビールのマルチパック
（６本入りパック） 可燃

き
木（長さ40㎝以上直径５㎝
以上１５㎝未満） 大型 長さは1m以内に切って

直径30cmまでに束ねて
木（長さ４０㎝未満直径５㎝
未満） 可燃 直径30cmまでに束ねて

木（長さ40㎝未満直径５㎝
以上１５㎝未満） 不燃 直径30cmまでに束ねて

木（直径１５㎝以上） 禁止 専門業者へ相談
キーボード 大型
キーホルダー 不燃
ギター 大型
キッチンガード（アルミ） 不燃
キッチンガード（金属製） 不燃
キッチンペーパー 可燃
キッチンマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
木の根 禁止 専門業者へ相談
着物 紙・布 古布類
脚立 大型
キャッシュカード 可燃
キャップ・ふた（金属製） 不燃
キャップ・ふた（プラスチック
製） プラ

キャビネット 大型
キャリア（自動車用） 大型

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
急須 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」

牛乳パック 紙・布 雑誌類　
洗って、開いて、乾かして

牛乳ビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

牛乳ビンのふた（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
牛乳ビンのふた（プラスチッ
ク製） プラ

教科書 紙・布 雑誌類
鏡台 大型

業務用のごみ 禁止 自らの責任で適正に処理してくだ
さい

きり 不燃 紙に包んで「危険」と表示
金庫（片手で提げられるも
の） 不燃

金庫（耐火金庫） 禁止 販売店、専門業者へ相談

く
空気入れ 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
空気清浄機 大型
空気清浄機のフィルター 可燃
クーラー（エアコン） 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
クーラーボックス 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
釘 不燃 紙に包んで「危険」と表示
草 可燃 土は落として
草刈りかま 不燃 紙に包んで「危険」と表示
草刈り機 大型
草刈り機の替え刃 不燃 紙に包んで「危険」と表示
くさり（金属製） 不燃
くさり（プラスチック製） 可燃
串（金属製） 不燃 紙に包んで「危険」と表示
串（竹製・プラスチック製） 可燃 紙に包んで「危険」と表示
櫛（金属製） 不燃
櫛（木製・プラスチック製） 可燃
薬（錠剤・カプセル等） 可燃
薬（錠剤・カプセル等）の包装
材（紙製） 可燃

薬（錠剤・カプセル等）の包装
材（プラスチック製） プラ

薬（飲み薬）のビン ビン すすいで出す
薬（飲み薬以外）のビン 不燃

薬の入っていた袋・容器（紙
製） 紙・布

雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

薬の入っていた袋・容器（プラ
スチック製） プラ

果物などのクッション材（紙
製） 紙・布 雑誌類

果物などのクッション材（プ
ラスチック製） プラ

果物などのネット袋 プラ
口紅の容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから
口紅の容器（プラスチック製） プラ 中身は取り除いてから
クッション 可燃
クッションカバー 可燃
靴 可燃
靴下 紙・布 古布類
靴下の外袋（プラスチック
製） プラ

靴下の中台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
靴の空き箱 紙・布 雑誌類
靴の型くずれ防止用詰め物
（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで

靴の型くずれ防止用詰め物
（プラスチック製） プラ

靴の中敷き 可燃
靴べら（金属製） 不燃 40cm以上は「大型ごみ」
靴べら（プラスチック製） 可燃 40cm以上は「大型ごみ」

靴用クリームのチューブ 可燃
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
靴用クリームの容器（金属
製） 不燃

靴用クリームの容器（プラス
チック製） 可燃

グラス 不燃
クラッカー（パーティーグッ
ズ） 可燃 未使用のものは十分水に濡らす

クリアファイル 可燃
クリーニングの中台紙 紙・布 雑誌類
クリーニングのハンガー（金
属製） 不燃

クリーニングのハンガー（プ
ラスチック製） 可燃

クリーニングの袋 可燃
車椅子 大型
クレヨン・クレパス 可燃
クレヨン・クレパスのケース
（プラスチック製） プラ

クレヨン・クレパスのケース
（紙製） 紙・布 雑誌類

グロー球（点灯管） 不燃
グローブ 可燃
くわ 大型
くん煙殺虫剤の容器（金属
製） 不燃

くん煙殺虫剤の容器（プラス
チック製） プラ

け
蛍光管 有害 買い換えの際のケースに入れて

４０cm以上でも「有害ごみ」

蛍光灯（照明器具） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
蛍光管は取り外して「有害ごみ」

蛍光ペン 可燃
計算機 不燃 電池は「有害ごみ」
携帯電話 不燃 できるだけ販売店へ
毛糸 可燃 衣類は「紙・布」に出す
計量カップ（金属製） 不燃
計量カップ（プラスチック製） 可燃

ケーキの紙箱 紙・布 雑誌類
汚れているものは「燃やすごみ」

ケーブル 不燃

ゲーム機 不燃 筒型乾電池は「有害ごみ」、ボタン
電池は電気店等の回収箱へ

ゲームソフト（カセット式） 不燃
ゲームソフト（ＣＤタイプ） 可燃
毛皮 紙・布 古布類
消しゴム 可燃
化粧品の外箱（紙製） 紙・布 雑誌類
化粧品の外箱（プラスチック
製） プラ

化粧品のビン ビン 内容物を取り除いて、すすいで出す
化粧品の容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから

化粧品の容器（スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

化粧品の容器（プラスチック
製） プラ 中身は取り除いてから

化粧品の容器のふた（金属製） 不燃
化粧品の容器のふた（プラス
チック製） プラ

下駄 可燃
下駄箱 大型
ケチャップの外袋 プラ
ケチャップのビン ビン 内容物は出して、すすいで出す
ケチャップの容器（プラス
チック製） プラ すすいで出す

汚れが取れない場合は「燃やすごみ」
ケチャップの容器のふた（金
属製） 不燃 すすいで出す

ケチャップの容器のふた（プ
ラスチック製） プラ すすいで出す

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
血圧計（水銀式） 有害
血圧計（電子式） 不燃 電池は「有害ごみ」
毛抜き 不燃
玄関マット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
健康器具 大型 ４０cm未満は「燃やさないごみ」
剣山 不燃 紙に包んで「危険」と表示
剣道着 可燃
剣道の防具 大型

こ
こいのぼり 可燃
こいのぼりのポール 大型
コード 不燃
コート（衣類） 紙・布 古布類　ダウンコートは燃やすごみ
コードリール 不燃
コーナーボード 大型
コーヒーカップ（陶磁器製・ガ
ラス製） 不燃

コーヒーカップ（プラスチック
製） 可燃

コーヒーのビン ビン すすいで出す
コーヒーのビンのふた プラ
コーヒーフィルター 可燃
コーヒーメーカー 不燃
氷枕 可燃
氷枕の留め具 不燃
固形燃料（着火剤） 可燃 水に濡らす
ござ 大型
こたつ 大型
こたつ布団 大型
コップ（金属製・陶磁器製・ガ
ラス製） 不燃

コップ（プラスチック製） 可燃
粉ミルクの缶 カン
碁盤（厚み15㎝未満） 大型
碁盤（厚み15㎝以上） 禁止 販売店、専門業者へ相談
コピー機（家庭用） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
コピー用紙 紙・布 雑誌類
呉服 紙・布 古布類
コミック本 紙・布 雑誌類
ごみ箱（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」、「不用品」の貼り紙をする
ごみ箱（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」、「不用品」の貼り紙をする
ゴム 可燃
ゴム手袋 可燃

ゴムホース 可燃 ばらけないようにしっかりくくる
か、できるだけ短く裁断してから

ゴムボート 大型
米びつ 大型

米袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

米袋（プラスチック製） プラ
コルク栓 可燃
コルク抜き 不燃
ゴルフクラブ 大型
ゴルフバック 大型
ゴルフボール 可燃
コンクリート 禁止 専門業者へ相談
コンクリートブロック 禁止 専門業者へ相談
コンセント 不燃
コンタクトレンズ 可燃
コンタクトレンズの収納ケー
ス 可燃

コンタクトレンズ（使い捨て）
の容器 プラ

コンバイン 禁止 販売店、専門業者へ相談
コンパクト 不燃
コンポ 大型
コンポスト 大型
コンロ 大型 電池は「有害ごみ」
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

さ
サーフボード 大型 長いものは2m以内に切って
サイクリングマシーン 大型
座椅子 大型
サイドボード 大型
財布 可燃
裁縫箱 可燃 中身は取り除いてから
サインペン（金属製） 不燃
サインペン（プラスチック製） 可燃
竿（釣り竿） 大型
竿（物干し竿） 大型
魚焼き網 不燃
魚焼き器 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
作業服 紙・布 古布類

酒類のビン ビン
一升ビンはできるだけ販売店へ
返す
すすいで出す

酒類の容器（紙パック） 紙・布 雑誌類
酒類の容器（紙パック・内側が
アルミ箔のもの） 可燃

酒類の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

酒類の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

酒類の容器のキャップ（金属製） 不燃

酒類の容器のキャップ（プラ
スチック製） プラ

座敷テーブル（座卓） 大型
サッカーボール 可燃
サッシ 禁止 販売店、専門業者へ相談
雑誌 紙・布 雑誌類
殺鼠剤（ネズミ駆除用） 禁止 販売店、専門業者へ相談

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器
（紙製） 紙・布

雑誌類
必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器
（金属製・ガラス製） 不燃

必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器
（プラスチック製） 可燃

必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから

殺虫剤 禁止 販売店、専門業者へ相談

殺虫剤（家庭用スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

殺虫剤の容器（紙製） 紙・布

雑誌類
必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

殺虫剤の容器（金属製・ビン
製） 不燃

必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから

殺虫剤の容器（プラスチック
製） 可燃

必ず内容物は取り除いて、容器内
にわずかでも残留物が残らない
ようにしてから

座布団 大型
座布団カバー 紙・布 古布類
皿（紙製・プラスチック製） 可燃
皿（金属製・陶磁器製・ガラス
製） 不燃

ざる（金属製） 不燃
ざる（竹製・プラスチック製） 可燃

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
サンダル 可燃
残土 禁止 専門業者へ相談
残飯 可燃 水をよく切ってから
三輪自転車 大型
三輪車 大型

し
シーツ 紙・布 古布類　綿入りのものは可燃
ＣＤ（ケースを含む） 可燃
ＣＤの外装フィルム プラ
ＣＤの歌詞カード 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ＣＤの外箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ＣＤプレイヤー 不燃
シート（バイク・車などの座
席） 禁止 販売店、専門業者へ相談

シート（レジャー用） 可燃
ジーンズ・ジーパン 紙・布 古布類
地下足袋 可燃
色紙（しきし） 紙・布 雑誌類

事業者のごみ 禁止 自らの責任で適正に処理してくだ
さい

磁石 不燃

辞書・辞典 紙・布 雑誌類
ビニールカバーは取り外してから

下着・肌着 紙・布 古布類
下敷 可燃
七輪 不燃
湿気取り 可燃 中の水は捨ててから
湿布 可燃

湿布剤の外箱・袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

湿布剤の表面のフィルム プラ
自転車 大型

自転車（電動） 大型 バッテリーは取り外して、販売店、
専門業者へ相談

自動車部品（タイヤ・ホイー
ル・シート・ハンドル・マフラー・
エアロパーツなど）

禁止 販売店、専門業者へ相談

竹刀 大型
芝刈り機 大型
芝刈り機の替え刃 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ジャー（炊飯器） 不燃
ジャージ（トレーニングウェ
ア） 紙・布 古布類

シャープペンシル（金属製） 不燃
シャープペンシル（プラス
チック製） 可燃

シャープペンシルの芯 可燃
シャープペンシルの芯の容
器 プラ 中身は取り除いてから

ジャケット（上着） 紙・布 古布類
写真 可燃
写真のネガ 可燃
シャツ類（Ｔシャツ・Yシャツ・ブ
ラウス・ポロシャツ） 紙・布 古布類

シャベル（ショベル） 大型
しゃもじ（木製・プラスチック
製） 可燃

ジャングルジム（子供用遊具） 大型
シャンデリア 大型
ジャンパー 紙・布 古布類
シャンプー容器・詰め替え袋 プラ すすいで出す
ジューサー・ミキサー 不燃
シューズケース 可燃

ジュースの紙パック 紙・布 雑誌類
洗って、開いて、乾かして

ジュースの紙パック（内側が
アルミ箔のもの） 可燃
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
ジュースのカン カン すすいで出す
ジュースのビン ビン すすいで出す

ジュースの容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

ジュースの容器

 このマーク
プラ すすいで出す

週刊誌・月刊誌 紙・布 雑誌類
じゅうたん 大型
充電器 不燃
充電式電池 禁止 電気店等の回収箱へ
柔道着 可燃
柔軟剤の容器・詰め替え袋 プラ すすいで出す
収納ケース 大型
収納棚 大型
収納ラック 大型
朱肉の容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから
朱肉の容器（プラスチック
製） 可燃

シュレッダー（家庭用） 不燃 40cm以上は「大型ごみ」

シュレッダーにかけた紙 紙・布
雑誌類　
「シュレッダーごみ」と張り紙をし
て

消火器 禁止 販売店、専門業者へ相談
定規（金属製） 不燃
定規（木製・プラスチック製） 可燃
将棋の駒 可燃
将棋盤（厚み15㎝未満） 可燃

将棋盤（厚み15㎝以上） 禁止 販売店、専門業者へ相談

障子 禁止 販売店、専門業者へ相談

障子紙 可燃
消臭剤 可燃
消臭剤の容器（ガラス製） 不燃 中身は取り除いてから
消臭剤の容器（プラスチック
製） プラ 中身は取り除いてから、すすいで

出す
消臭スプレー（スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って
消臭スプレー（プラスチック
製） プラ 使い切って

賞状 紙・布 雑誌類
浄水器 不燃

浄水器フィルター 可燃 金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

焼酎のビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

しょうのう 可燃
照明器具 大型 蛍光管は外して「有害ごみ」

しょうゆの紙パック 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

しょうゆのビン ビン すすいで出す

しょうゆの容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

しょうゆの容器

 このマーク
プラ すすいで出す

じょうろ（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
じょうろ（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ショートパンツ 紙・布 古布類
食卓テーブル 大型
食品トレイ プラ すすいで出す

食用油 可燃 布・新聞などにしみこませるか凝
固剤などで固める

食用油の缶 カン 中の油をよく切って
一斗缶は「燃やさないごみ」

食用油のビン ビン 中の油をよく切って

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
食用油のプラスチック製ボト
ル プラ 中の油をよく切って

除湿機 大型
除湿剤 可燃
除湿剤の容器 プラ すすいで出す
除草剤 禁止 販売店、専門業者へ相談
除草剤の容器（金属製・ビン
製） 不燃 容器の中を３回以上洗浄してから

除草剤の容器（プラスチック
製） プラ 容器の中を３回以上洗浄してから

書棚 大型
食器（金属製・陶磁器製・ガラ
ス製） 不燃

食器（紙製・木製・プラスチッ
ク製） 可燃

食器乾燥機 大型
食器洗浄機 大型
食器棚 大型
ショッピングカート 大型
人工芝 大型

シンナー類 禁止 販売店、専門業者へ相談

新聞 紙・布 新聞
芯（トイレットペーパー、ラッ
プ等） 紙・布 雑誌類　つぶして出す

す
吸いがら 可燃 消火を確認してから
水槽（ガラス製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
水槽（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
水中めがね（ガラス製） 不燃
水中めがね（プラスチック製） 可燃
水筒（ステンレス製・魔法瓶） 不燃
水筒（プラスチック製） 可燃
炊飯器 不燃
スーツ 紙・布 古布類
スーツケース・トランク 大型
スカート 紙・布 古布類
姿見 大型

図鑑 紙・布 雑誌類
ビニールカバーは取り外してから

スキー板 大型
スキーウエア 可燃
スキー靴 不燃
スキーストック 大型
スキャナー（家庭用） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
スクーター（原動機付き自転
車） 禁止 販売店、専門業者へ相談

スケート靴 不燃
スケートボード 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
スコップ（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
スコップ（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
寿司などの中仕切り（緑色の
プラスチックフィルム） 可燃

すずり（石製） 禁止 専門業者へ相談
すずり（プラスチック製） 可燃
すだれ 大型
スタンドミラー 大型
スタンプ台（金属製） 不燃
スタンプ台（プラスチック製） 可燃
スチール製物置 大型 解体したものに限る
スティックのりの容器 プラ 中身は取り除いてから
ステッパー（健康器具） 大型
ステレオ 大型
ステレオラック 大型
ステンレスパイプ柵 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ストーブ（石油・ガス・電気） 大型 電池は「有害ごみ」
灯油は必ず抜く

ストーブガード（フェンス） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
ストッキング 可燃
ストッキングの外袋（プラス
チック製） プラ

ストッキングの中台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ストップウォッチ 不燃
ストロー 可燃
ストローの袋（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ストローの袋（プラスチック
製） プラ

砂 禁止 専門業者へ相談

スナック菓子などの袋（紙
製） 紙・布

雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

スナック菓子などの袋（プラ
スチック製） プラ 中身は取り除いてから

スニーカー 可燃
スノーボード 大型
スノーボードブーツ 可燃 金具付は「燃やさないごみ」
すのこ 大型

酢（食酢・調味酢）の紙パック 紙・布 雑誌類　
洗って、開いて、乾かして

酢（食酢・調味酢）の紙パック
（内側がアルミ箔のもの） 可燃

酢（食酢・調味酢）のビン ビン すすいで出す

酢（食酢・調味酢）の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

酢（食酢・調味酢）の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

酢（食酢・調味酢）の容器のふ
た（金属製） 不燃

酢（食酢・調味酢）の容器のふ
た（プラスチック製） プラ

スパイクシューズ（金属付） 不燃
スパイクシューズ（金属なし） 可燃
スパナ 不燃
スピーカー 大型
スプーン（金属製・陶磁器製・
ガラス製） 不燃

スプーン（木製・プラスチック
製） 可燃

スプリングマットレス 大型

スプレー缶 カン 穴は開けずに必ず使い切って

スプレー缶のキャップ プラ
スポンジ 可燃
ズボン 紙・布 古布類
ズボンプレッサー 大型
炭（木炭） 可燃
スライサー 不燃
すりこぎ棒 可燃
スリッパ 可燃
すりばち 不燃
スレート 禁止 専門業者へ相談

せ
生花 可燃
整髪料のビン ビン すすいで出す
整髪料の容器（金属製） 不燃

整髪料の容器（スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

整髪料の容器（プラスチック
製） プラ すすいで出す

整髪料の容器のキャップ プラ
制服 紙・布 古布類

精米機 禁止 販売店、専門業者へ相談

精米機（家庭用） 不燃 40cm以上は「大型ごみ」

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
整理ダンス 大型

清涼飲料水の紙パック 紙・布 雑誌類　
洗って、開いて、乾かして

清涼飲料水の紙パック（内側
が銀色のもの） 可燃

清涼飲料水のカン カン すすいで出す

清涼飲料水のビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

清涼飲料水の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

清涼飲料水の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

生理用品 可燃
生理用品の外装・個包装 プラ
セーター 紙・布 古布類
セイロ（木製） 可燃
石けん 可燃
石けんの個袋（紙製） 紙・布 雑誌類
石けんの個袋（プラスチック
製） プラ

石けんの外箱（紙製） 紙・布 雑誌類
石膏ボード 禁止 専門業者へ相談
接着剤 可燃
接着剤の紙箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
接着剤のチューブ 可燃
接着剤の容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから
接着剤の容器（プラスチック
製） 可燃

せともの 不燃
背広 紙・布 古布類
セメント 禁止 専門業者へ相談
セメントの袋 可燃
セラミックヒーター 大型
セロハン紙 紙・布 雑誌類
セロハンテープ 可燃
セロハンテープの芯 紙・布 雑誌類　つぶして出す
セロハンテープの箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
線香 可燃
線香立て 不燃
線香の箱（紙製） 紙・布 雑誌類
洗剤の計量カップ（スプー
ン） 可燃

洗剤の容器（紙製） 紙・布 雑誌類
洗剤の容器（プラスチック
製） プラ 中身を取り除いてから、すすいで

出す
洗車用ブラシ 可燃
扇子 可燃
洗濯板（木製・プラスチック
製） 可燃

洗濯機 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
洗濯ネット 可燃
洗濯のりの容器（スプレー
缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

洗濯のりの容器・キャップ（プ
ラスチック製） プラ すすいで出す

洗濯ばさみ（金属製） 不燃

洗濯ばさみ（プラスチック製） 可燃 金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

洗濯物干し（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

洗濯物干し（プラスチック製） 可燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

剪定枝（長さ４０㎝以上・直径
５㎝以上１５㎝未満） 大型 長さは1m以内に切って

直径30cmまでに束ねて
剪定枝（長さ４０㎝未満・直径
５㎝未満） 可燃 直径30cmまでに束ねて

剪定枝（長さ４０㎝未満・直径
５㎝以上１５㎝未満） 不燃 直径30cmまでに束ねて
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
剪定枝（直径１５㎝以上） 禁止 専門業者へ相談

剪定ばさみ 不燃 紙に包んで「危険」と表示
４０cm以上は「大型ごみ」

栓抜き 不燃
扇風機 大型
洗面器（金属製） 不燃
洗面器（木製・プラスチック
製） 可燃

そ
造花 可燃 金属素材が混じっていれば「燃や

さないごみ」
双眼鏡 不燃
ぞうきん 可燃
掃除機 大型
掃除機用ごみパック 可燃
草履 可燃
ソースのビン ビン すすいで出す
ソースの容器 プラ すすいで出す
ソースの容器のふた（金属
製） 不燃 すすいで出す

ソースの容器のふた（プラス
チック製） プラ すすいで出す

ソーラーシステム 禁止 販売店、専門業者へ相談
ソファー 大型
そろばん 可燃

た
体温計（水銀式） 有害 紙に包んで「危険」と表示
体温計（デジタル式） 不燃
耐火金庫 禁止 販売店、専門業者へ相談
体重計・体脂肪計 不燃
タイツ 可燃
台所マット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
タイマー 不燃 電池は「有害ごみ」
タイヤ（自転車） 大型
タイヤ（バイク、車） 禁止 販売店、専門業者へ相談
タイヤチェーン 不燃
タイヤホイール 禁止 販売店、専門業者へ相談
太陽熱温水器 禁止 販売店、専門業者へ相談
タイル 禁止 販売店、専門業者へ相談
田植機 禁止 販売店、専門業者へ相談
ダウンコート 可燃
タオル 紙・布 古布類
タオル掛け（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
タオル掛け（木製・プラスチッ
ク製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

タオルケット 紙・布 古布類
高枝切りバサミ 大型

卓上コンロ 不燃 ボンベは使い切ってから「カン」
電池は「有害ごみ」

竹串 可燃 紙に包んで「危険」と表示
竹ぼうき 大型
畳 禁止 販売店、専門業者へ相談
卓球台 大型
卓球のラケット 可燃
脱脂綿 可燃
脱臭剤（活性炭など） 可燃
脱臭剤（活性炭など）の容器
（プラスチック製） プラ 中身を取り除いてから、すすいで

出す
タッパー（密封容器） 可燃
建具 禁止 販売店、専門業者へ相談
たばこの内側のアルミ箔（銀
紙） 可燃

たばこの外装フィルム プラ
たばこの紙箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
たばこの吸い殻 可燃 消火を確認してから
足袋 可燃
タブレット（PCリサイクル
マーク付） 禁止 P13を参照

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
タブレット（その他） 不燃
卵のパック（紙製） 紙・布 雑誌類
卵のパック（プラスチック製） プラ
たらい（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
たらい（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

たわし（金属製） 不燃
たわし（プラスチック製） 可燃
単行本 紙・布 雑誌類
段差ブロック（コンクリート
製） 禁止 販売店、専門業者へ相談

段差ブロック（プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

タンス 大型
ダンベル 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

段ボール 紙・布 段ボール
４０cm以上でも「紙・布」

ち
チェスト 大型
チェーン（金属製） 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」
チェーンソー（家庭用） 大型

地球儀 不燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていなければ
「燃やすごみ」

チャイルドシート 大型
茶がら 可燃 水をよく切ってから
茶こし（金属製） 不燃
茶こし（プラスチック製） 可燃
チャッカマン 不燃 使い切った後、水に濡らしてから
ちゃぶ台 大型
茶碗（金属製・陶磁器製・ガラ
ス製） 不燃

茶碗（プラスチック製） 可燃

チューブ容器類・キャップ（プ
ラスチック製） プラ

すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

彫刻刀 不燃 紙に包んで「危険」と表示
調味料のビン ビン すすいで出す

調味料の容器（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

調味料の容器（缶） カン すすいで出す
一斗缶は「燃やさないごみ」

調味料の容器（陶磁器製） 不燃 中身は取り除いてから
調味料の容器（木製） 可燃

調味料の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

調味料の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

調味料の容器のキャップ（金
属製） 不燃

調味料の容器のキャップ（プ
ラスチック製） プラ

チョコレートのアルミ箔 可燃
チラシ 紙・布 新聞と一緒に
ちり紙 可燃
ちりとり（金属製） 不燃
ちりとり（プラスチック製） 可燃

つ
つい立て 大型
杖 大型
杖（折りたたみ） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
使い捨てカイロ 可燃
机 大型
漬物石（プラコーティング含
む） 禁止 販売店、専門業者へ相談
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
土 禁止 専門業者へ相談
つっぱり棒 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
つまようじ 可燃 紙に包んで「危険」と表示
積み木（木製・プラスチック製） 可燃
詰め替えパック・ボトル（プラ
スチック製） プラ

爪切り 不燃
釣り糸 可燃
釣り竿 大型

て
Tシャツ 紙・布 古布類
ＤＶＤ（ケースを含む） 可燃
ＤＶＤの外装フィルム プラ
ＤＶＤの外箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ＤＶＤの同封カード 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ＤＶＤプレイヤー 大型
DVDデッキ 大型
庭園灯 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
低周波治療器 不燃 電池は「有害ごみ」
ティッシュ 可燃

ティッシュの紙箱 紙・布
雑誌類
取り出し口のビニールは外して
「プラスチック製容器包装」

テーブル 大型
テーブルクロス 可燃
テープレコーダー 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
手押し車 大型
手鏡 不燃

手提げ袋（紙製） 紙・布

雑誌類（紙製以外の取っ手は外
す）
ビニール加工のものは「燃やすご
み」

手提げ袋（プラスチック製） 可燃

デジタルカメラ 不燃 電池は「有害ごみ」
小形充電式電池は販売店へ

デジタル血圧計 不燃 電池は「有害ごみ」
デジタル体温計 不燃
デスクマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
手帳 可燃
鉄アレイ 不燃
鉄筋 禁止 専門業者へ相談
鉄板（資材用） 禁止 販売店、専門業者へ相談
鉄板（調理用） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
テニスボール 可燃
テニスラケット 大型
手ぬぐい 紙・布 古布類
手袋 可燃
テレビ 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
テレビアンテナ 大型
テレビプロジェクション 大型
テレビ台 大型
テレホンカード 可燃
電化製品等の緩衝材（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
電化製品等の緩衝材（発泡
スチロール製） プラ

電気温水器 禁止 販売店、専門業者へ相談
電気（ホット）カーペット・電気
マット 大型

電気カミソリ 不燃 電池は「有害ごみ」
電気コード 不燃
電気コードの包装パック（プ
ラスチック製） プラ

電気コードの包装パック（台
紙） 紙・布

雑誌類　雑誌などにはさんで
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

電気炊飯器 不燃
電気スタンド 大型
電気ストーブ 大型

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
電気ドリル 不燃
電気ポット 不燃
電気毛布 大型
電球型蛍光管 有害
電球（白熱球） 不燃
電源アダプター 不燃
電子オルガン 大型
電子辞書 不燃
電磁調理器 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
電子手帳 不燃
電子ピアノ 大型
電子レンジ 大型
天体望遠鏡 大型
電卓（卓上電子計算機） 不燃
電池（乾電池） 有害
電池（充電式電池） 禁止 電気店等の回収箱へ
電池（ボタン型電池） 禁止 電気店等の回収箱へ
テント 大型
点灯管（グロー球） 不燃
電動工具類（家庭用） 不燃

電動自転車 大型 バッテリーは取り外して、販売店、
専門業者へ相談

電動歯ブラシ 不燃 電池は「有害ごみ」
電動ベッド 大型
電話機 不燃
電話帳 紙・布 雑誌類

と
ドア（とびら） 禁止 販売店、専門業者へ相談
砥石 禁止 販売店、専門業者へ相談
トイレットペーパーの芯 紙・布 雑誌類　つぶして出す
トイレットペーパーの外袋
（プラスチック製） プラ

トイレブラシ 可燃
陶磁器類 不燃
籐製家具 大型
豆腐のパック プラ すすいで出す
灯油 禁止 販売店、専門業者へ相談
灯油の容器（缶） 不燃 必ず中身は取り除いてから
灯油の容器（ポリタンク） 可燃 必ず中身は取り除いてから
トースター 不燃
時計 不燃
土砂 禁止 販売店、専門業者へ相談
戸棚 大型
トタン板（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

トタン板（樹脂製） 可燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

徳利 不燃
土鍋 不燃
ドライバー 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ドライヤー 不燃
ドラム缶 禁止 販売店、専門業者へ相談
ドラムセット 大型
トランクス 紙・布 古布類
トランシーバー 不燃 電池は「有害ごみ」
鳥かご 大型
塗料 可燃 布・新聞などにしみこませる
塗料の容器（金属製） 不燃 必ず中身は取り除いてから
塗料の容器（スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って
塗料の容器（ビン） 不燃 必ず中身は取り除いてから
ドリンク剤のビン ビン すすいで出す
ドリンク剤のビンのキャップ
（金属製） 不燃

ドリンク剤のビンのキャップ
（プラスチック製） プラ

トレイ（金属製） 不燃

トレイ（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
トレイ（プラスチック製食品ト
レイ） プラ すすいで出す

トレーニングウェア 紙・布 古布類
ドレッサー 大型
ドレッシングなどのビン ビン すすいで出す

ドレッシングなどの容器
（ノンオイルタイプ）

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

ドレッシングなどの容器

 このマーク
プラ すすいで出す

ドレッシングなどの容器の
キャップ（金属製） 不燃

ドレッシングなどの容器の
キャップ（プラスチック製） プラ

トロフィー 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
どんぶり（陶磁器製） 不燃
どんぶり（プラスチック製） 可燃

な
ナイフ｠（包丁） 不燃 紙に包んで「危険」と表示
苗木用のポット プラ すすいで出す
長靴 可燃
流し台 禁止 販売店、専門業者へ相談
ナタ 不燃 紙に包んで「危険」と表示
捺染紙（アイロンプリントの
紙） 可燃

納豆の容器（紙製） 可燃

納豆の容器（プラスチック
製） プラ

すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

鍋 不燃
鍋敷き（金属製・陶磁器製・ガ
ラス製） 不燃

鍋敷き（木製・プラスチック
製・布製） 可燃

鍋つかみ 可燃
生ごみ 可燃 水をよく切ってから
生ごみ処理機（電気式） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
生ごみ処理容器（プラスチッ
ク製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

波板（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

波板（樹脂製） 可燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

縄 可燃

縄跳び 可燃 金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

に
ニカド電池（充電式電池） 禁止 電気店等の回収箱へ
ニス 可燃 布・新聞などにしみこませる
ニスの容器（金属製） 不燃 必ず中身は取り除いてから

ニスの容器（スプレー缶） カン 穴は開けずに必ず使い切って

ニスの容器（ビン） 不燃 必ず中身は取り除いてから
二段ベッド 大型
ニッケル水素電池（充電式電
池） 禁止 電気店等の回収箱へ

日本酒のビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

乳酸菌飲料の紙パック 紙・布 雑誌類　
洗って、開いて、乾かして

乳酸菌飲料のカン カン すすいで出す
乳酸菌飲料のビン ビン すすいで出す

乳酸菌飲料の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

乳酸菌飲料の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

乳酸菌飲料の容器のふた
（金属製） 不燃

乳酸菌飲料の容器のふた
（プラスチック製） プラ

乳酸菌飲料の容器のふた
（アルミ箔製） 可燃

入浴剤 可燃
入浴剤の缶 不燃
入浴剤の袋（プラスチック
製） プラ すすいで出す

人形 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
人形ケース（ガラス製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
人形ケース（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ぬ
ぬいぐるみ 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
布おむつ 可燃

ね
ネガ 可燃
ネクタイ 紙・布 古布類
ねじ（ビス） 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ネズミ捕り器（金属製） 不燃
ネズミ捕り（シート状） 可燃
ネッカチーフ 紙・布 古布類
ネット（園芸用など） 可燃 「不用品」の貼り紙をする
寝袋 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ねんど 可燃

の
農薬 禁止 販売店、専門業者へ相談
ノート 紙・布 雑誌類
ノートパソコン 禁止 Ｐ13を参照

のこぎり 不燃 紙に包んで「危険」と表示
４０cm以上は「大型ごみ」

海苔のカン カン すすいで出す
海苔の容器（ガラス製） ビン すすいで出す
海苔の容器（プラスチック
製） プラ すすいで出す

海苔の容器のふた（金属製） 不燃
海苔の容器のふた（プラス
チック製） プラ

海苔の個包装（プラスチック
製） プラ

糊の容器（プラスチック製） プラ すすいで出す
のれん 可燃
ノンカーボン紙 紙・布 雑誌類

は
歯 可燃 金属を含むものは「燃やさないご

み」
バーベキューコンロ 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
バーベキューテーブルセット 大型
バーベル 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ハーモニカ 不燃
灰 可燃 水で湿らせてから
バイク・バイクの部品 禁止 販売店、専門業者へ相談
灰皿（金属製・陶磁器製・ガラ
ス製） 不燃

灰皿（木製・プラスチック製） 可燃
パイプ（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
パイプ（プラスチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
パイプ椅子 大型
パイプハンガー 大型
パイプベッド 大型

廃油（エンジンオイル） 可燃 市販のオイル処理用品などにし
みこませて
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

ふ
ファイル（紙製） 紙・布 雑誌類

金具は外して「燃やさないごみ」
ファイル（プラスチック製） 可燃 金具は外して「燃やさないごみ」
ファクシミリ 不燃
ファンシーケース 大型
ファンデーションのケース
（鏡付） 不燃

ファンデーションのケース
（鏡なし） プラ 中身は取り除いてから

ファンヒーター（石油･ガス） 大型 灯油は必ず抜く
フィルター（空気清浄機・換
気扇など） 可燃

フィルム（カメラ用） 可燃
フィルム（カメラ用）の紙箱 紙・布 雑誌類
フィルム（カメラ用）のケース プラ
フィルム（商品包装用） プラ
風船 可燃

封筒 紙・布 雑誌類　セロハンの窓は取り除
いて「燃やすごみ」

笛（金属製） 不燃
笛（木製・プラスチック製） 可燃
フェルト 可燃
フォーク（金属製） 不燃
フォーク（木製・プラスチック
製） 可燃

ふきん 可燃
ふすま 禁止 販売店、専門業者へ相談
ふた・キャップ（金属製） 不燃
ふた・キャップ（プラスチック
製） プラ

腹筋台 大型

仏壇 大型 できるだけ販売店で引き取っても
らう

筆 可燃
筆箱（金属製） 不燃
筆箱（木製・プラスチック製） 可燃
布団 大型
布団カバー 紙・布 古布類
布団乾燥機 大型
布団たたき 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
布団袋 可燃
布団干し 大型
踏み台（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
踏み台（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

腐葉土 禁止 販売店、専門業者へ相談

腐葉土の袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

腐葉土の袋（プラスチック
製） プラ

内容物は出して、すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

フライ返し（金属製） 不燃
フライ返し（プラスチック製） 可燃
フライパン 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ブラインド 大型
ブラウス 紙・布 古布類
ぶら下がり健康機 大型
ブラシ（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ブラシ（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

プラスチック製包装フィルム プラ
プラモデル 可燃
プラモデルの紙箱 紙・布 雑誌類
フラワースタンド（金属製・陶
磁器製・ガラス製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

フラワースタンド（木製・プラ
スチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
ブランコ（こども用品） 大型

プランター（陶磁器製） 不燃 土は取り除いてから
４０cm以上は「大型ごみ」

プランター（木製・プラスチッ
ク製） 可燃 土は取り除いてから

４０cm以上は「大型ごみ」
フリース（衣類） 紙・布 古布類
プリンター（パソコン用） 大型
プリント（学校などの配布物） 紙・布 雑誌類
プリントゴッコ 不燃
プリンのカップ（アルミ箔製） 可燃
プリンのカップ（金属製・ガラ
ス製・陶磁器製） 不燃 すすいで出す

プリンのカップ（プラスチック
製） プラ すすいで出す

プリンの外装フィルム プラ
プリンの中台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
プリンのふた（アルミ箔） 可燃
プリンのふた（プラスチック
製） プラ

ブルーシート 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
フローリングカーペット 大型
風呂釜 禁止 販売店、専門業者へ相談
プロジェクター 大型
風呂敷 紙・布 古布類
ブロック（おもちゃ）（木製・プ
ラスチック製） 可燃

ブロック（コンクリート） 禁止 販売店、専門業者へ相談
フロッピーディスク 不燃
フロッピーディスクのケース 可燃
風呂の椅子 可燃
風呂のふた 大型
風呂のマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
プロパンガスボンベ 禁止 販売店、専門業者へ相談
文庫本 紙・布 雑誌類
噴霧器（家庭用） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
文鎮 不燃

へ
ヘアスプレー（金属製） カン 穴は開けずに必ず使い切って
ヘアスプレーのキャップ（プ
ラスチック製） プラ

ヘアスプレーの外装フィルム プラ
ヘアドライヤー 不燃
ヘアバンド 可燃
ヘアピン 不燃
ベッド 大型
ペットシート 可燃
ペットの小屋 大型
ペットのトイレ用砂（紙製な
どの可燃性のもの） 可燃 汚物は取ってから

ペットフードの紙箱 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

ペットフードの缶 カン すすいで出す

ペットフードの袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

ペットフードの袋（プラスチッ
ク製） プラ

ヘッドホーン 不燃

ペットボトル ペット キャップ・ラベルを外して
すすいで出す

ペットボトルのキャップ プラ
ペットボトルのラベル プラ
ベッドマットレス 大型
ベニヤ板 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ベビーカー 大型
ベビータンス 大型
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

廃油（食用油） 可燃 布・新聞などにしみこませるか凝
固剤などで固める

廃油（石油・ガソリン） 禁止 販売店、専門業者へ相談

バインダー（文房具） 可燃 金属部分が取れないものは「燃や
さないごみ」

はがき 紙・布
はがき（圧着はがき） 可燃
はかり 不燃
白熱球 不燃
刷毛 可燃
バケツ（金属製） 不燃 「不用品」の貼り紙をする
バケツ（プラスチック製） 可燃 「不用品」の貼り紙をする
ハサミ 不燃 紙に包んで「危険」と表示
箸（金属製） 不燃
箸（木製・プラスチック製） 可燃
はしご 大型
バスタオル 紙・布 古布類
バスブーツ 可燃
バスマット 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
パソコン 禁止 Ｐ13を参照
パソコン（ディスプレイ一体
型） 禁止 Ｐ13を参照

パソコンデスク 大型
パソコンプリンター 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
パソコン用ディスプレイ 禁止 Ｐ13を参照
パソコンラック 大型
はたき 可燃
鉢（金属製・陶磁器製・ガラス
製） 不燃

鉢（木製・プラスチック製） 可燃

バッグ 不燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属素材が混じっていなければ
「燃やすごみ」

バッテリー（自転車・バイク・車
用など） 禁止 販売店、専門業者へ相談

バッテリー（充電式電池） 禁止 販売店、専門業者へ相談
バット（調理用）（金属製） 不燃
バット（調理用）（プラスチッ
ク製） 可燃

バット（野球用） 大型

発泡スチロール プラ
汚れているものは、すすいで出す
４０cm以上でも「プラスチック製
容器包装」

バドミントンシャトルコック 可燃
バドミントンラケット 大型

花火 可燃 未使用・使用にかかわらず、十分
水に濡らしてから

花火の外袋 プラ
花火の台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
歯ブラシ 可燃

歯ブラシの包装パック（紙
製） 紙・布

雑誌類　雑誌などにはさんで
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

歯ブラシの包装パック（プラ
スチック製） プラ

歯磨きチューブ（プラスチッ
ク製） プラ

すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

パラボラアンテナ 大型
バラン（寿司などの中仕切り
の緑色のプラスチックフィル
ム）

可燃

針金 不燃
ハンガー（金属製） 不燃

ハンガー（木製・プラスチック
製） 可燃 金属部分が取れないものは「燃や

さないごみ」

ハンガーラック 大型
ハンカチ 紙・布 古布類

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

飯切り（寿司桶） 可燃
４０cm以上は「大型ごみ」
金属部分が取れないものは「燃や
さないごみ」

飯ごう 不燃
半紙 可燃
半ズボン 紙・布 古布類
絆創膏 可燃
パンチ（文具） 不燃
はんてん 可燃
ハンドクリームの容器（金属
製） 不燃 中身は取り除いてから

ハンドクリームの容器（ガラ
ス製） ビン 中身は取り除いて、すすいで出す

ハンドクリームの容器（プラ
スチック製） プラ 中身は取り除いてから

ハンドバッグ 不燃
ハンドルカバー 可燃

パンの外袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

パンの外袋（プラスチック製） プラ
パンフレット 紙・布 雑誌類
パン焼き機 不燃

ひ
ピアノ 禁止 販売店、専門業者へ相談
ＢＳ・ＣＳアンテナ 大型
ＢＳ・ＣＳチューナー 大型
ＰＨＳ 不燃 できるだけ販売店へ返す
ヒーター 大型
ビーチサンダル 可燃
ビーチパラソル 大型
ビート板 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ビールケース（缶ビール） 紙・布 段ボール
ビールケース（びんビール） 大型 できるだけ販売店へ返す
ビールのマルチパック（缶
ビールの６本入りパック） 可燃

ビールビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

ビールビンのふた 不燃
ひげそり（Ｔ字など） 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ひげそり（Ｔ字など）の替え刃 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ひげそり（電気式） 不燃 電池は「有害ごみ」

ピザの紙箱 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

ビデオカメラ 不燃 電池は「有害ごみ」　
ビデオテープ・テープケース 可燃
ビデオデッキ 大型
ビニール（商品包装など） プラ
ビニールテープ・ひも 可燃

ビニールホース 可燃 ばらけないようにしっかりくくる
か、できるだけ短く裁断してから

百科事典 紙・布 雑誌類
ビニールカバーは取り外してから

肥料 禁止 販売店、専門業者へ相談

肥料袋（紙製） 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

肥料袋（布製） 可燃 必ず中身は取り除いてから

肥料袋（プラスチック製） プラ
内容物は出して、すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

ビン（飲食用・化粧品） ビン
内容物は出して、すすいで出す
ビールや一升ビンなどのリターナ
ブルビンは販売店へ

ビン（上記以外） 不燃
ビン（割れたもの） 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ビンのふた（金属製） 不燃
ビンのふた（プラスチック製） プラ
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
マニキュアのビン 不燃 中身は取り除いてから
マフラー（襟巻き） 紙・布 古布類
マフラー（バイク・車用など） 禁止 販売店、専門業者へ相談
魔法瓶 不燃
豆電球 不燃

マヨネーズの容器 プラ
すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

マヨネーズのふた プラ すすいで出す
マヨネーズの外袋 プラ
マンガン乾電池 有害
万年筆 不燃
マンホールのふた 禁止 販売店、専門業者へ相談
万歩計 不燃 電池は「有害ごみ」

み
ミキサー 不燃
ミシン 大型
水着 紙・布 古布類
水切りかご（金属製） 不燃
水切りかご（プラスチック製） 可燃
水差し（金属製・陶磁器製・ガ
ラス製） 不燃

水差し（プラスチック製） 可燃
耳かき（金属製） 不燃
耳かき（木製・プラスチック製） 可燃

みりん類の紙パック 紙・布
雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

みりん類のビン ビン すすいで出す

みりん類の容器

 このマーク
ペット すすいで出す

キャップ・ラベルを外して

みりん類の容器

 このマーク
プラ すすいで出す

みりん類の容器のキャップ
（金属製） 不燃

みりん類の容器のキャップ
（プラスチック製） プラ

む
蒸し器（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
蒸し器（木製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
虫取り網（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
虫取り網（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

虫取りかご（金属製） 不燃
虫取りかご（プラスチック製） 可燃
虫眼鏡 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」
無線機 大型

め
名刺 紙・布
めがね 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」
めがねケース（金属製） 不燃
めがねケース（皮革製・布製・
プラスチック製） 可燃

メガホン（プラスチック製） 可燃
目薬の携帯ケース・容器 プラ
メジャー（巻き尺）（金属製） 不燃
メジャー（巻き尺）（プラス
チック製） 可燃

綿棒 可燃
綿棒の容器（プラスチック
製） プラ

も
毛布 大型

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
餅つき機（電気） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
モップ 大型
物置 大型 解体したものに限る
物干し（洗濯物干し）（金属
製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

物干し（洗濯物干し）（プラス
チック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

物干し竿 大型
物干し台（コンクリート台は
除く） 大型 コンクリート台は市では収集でき

ません。専門業者へ相談
門扉 禁止 販売店、専門業者へ相談

や
やかん 不燃
薬品・農薬類 禁止 販売店、専門業者へ相談
野菜などの外装フィルム プラ
野菜などの結束テープ 可燃
やすり（金属製） 不燃
やすり（紙製） 可燃

ゆ
郵便受け（ポスト）（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
郵便受け（ポスト）（木製・プラ
スチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

浴衣 紙・布 古布類
湯たんぽ（金属製） 不燃
湯たんぽ（プラスチック製） 可燃
ユニホーム 可燃
湯飲み茶碗 不燃
ゆりかご 大型
湯沸かしポット 不燃

よ
容器のキャップ（アルミ箔製） 可燃
容器のキャップ（金属製） 不燃
容器のキャップ（プラスチッ
ク製） プラ

洋酒のビン ビン できるだけ販売店へ返す
すすいで出す

ヨーグルトの外装フィルム プラ
ヨーグルトの台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ヨーグルトのふた（アルミ箔） 可燃
ヨーグルトのふた（プラス
チック製） プラ

ヨーグルトの容器（紙製） 可燃
ヨーグルトの容器（プラス
チック製） プラ すすいで出す

よしず 大型

ら
ライター 不燃 燃料は必ず使い切って、水に濡ら

して

ライト 不燃 電池は「有害ごみ」
ラケット（卓球） 可燃
ラケット（テニス･バドミント
ン） 大型

ラジオ 不燃
ラジカセ 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ラック 大型
ラッピングフィルム（商品包
装用） プラ

ラップ（食品ラップ） 可燃

ラップケース（紙箱） 紙・布 雑誌類
金属製の刃は「燃やさないごみ」

ラップの芯 紙・布 雑誌類　つぶして出す
ラベル（ペットボトル） プラ
ランドセル 不燃
ランニングマシーン 大型
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品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
ベビーチェアー 大型
ベビーバス 大型
ベビーベッド 大型
ヘルスメーター 不燃 電池は「有害ごみ」

ベルト 可燃 金属部分は取り外して「燃やさな
いごみ」

ヘルメット 不燃
ペンキ 可燃 布・新聞などにしみこませる
ペンキのカン（中身のないも
の） 不燃 必ず中身は取り除いてから

ペンキのスプレー缶（中身の
ないもの） カン 穴は開けずに必ず使い切って

ペンケース 可燃 金属素材が混じっていれば「燃や
さないごみ」

便座･温水便座 大型 洗ってから出す
便座カバー 可燃
ベンジン 禁止 販売店、専門業者へ相談
ペンチ 不燃
弁当・総菜の容器（紙製） 可燃
弁当・総菜の容器（プラスチッ
ク製） プラ すすいで出す

弁当・総菜の容器の外装フィ
ルム プラ

弁当箱（金属製） 不燃
弁当箱（木製・プラスチック
製） 可燃

ほ
ホイール（バイク・車用など） 禁止 販売店、専門業者へ相談
ボイラー 禁止 販売店、専門業者へ相談
ホイル（アルミホイル・アルミ
箔） 可燃

望遠鏡 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
望遠レンズ 不燃
ほうき 大型
芳香剤などのケース（金属
製・陶磁器製・ガラス製） 不燃 必ず中身は取り除いてから

芳香剤などのケース（プラス
チック製） プラ すすいで出す

帽子 紙・布 古布類
防水加工紙 可燃
包装紙（紙製） 紙・布 雑誌類
包装フィルム（商品用） プラ
包帯 可燃
防虫剤 可燃
防虫剤のケース（プラスチッ
ク製） プラ

防虫シート 可燃
包丁 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ボウリングの球 禁止 販売店、専門業者へ相談
ボウル（金属製・ガラス製） 不燃
ボウル（木製・プラスチック
製） 可燃

ホース（ビニール・ゴム） 可燃
ホースリール（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ホースリール（プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ポータブルトイレ 大型 洗ってから出す
ポータブルプレーヤー 不燃
ポーチ 可燃
ホーロー鍋 不燃
ボードゲーム 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ホームベーカリー 不燃
ボール（野球・サッカー・バ
レー・テニス・ゴルフなど） 可燃

ボール紙 紙・布 雑誌類
ボールペン（金属製） 不燃
ボールペン（プラスチック製） 可燃
墨汁 可燃 布・新聞などにしみこませる
墨汁の容器 プラ すすいで出す

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
木刀 大型
ポケットティッシュの包装フィ
ルム プラ

ポケットティッシュの中台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
歩行器 大型
ポスター 紙・布 雑誌類
ポスターカラー 可燃 布・新聞などにしみこませる
ポスターカラーの容器（ガラ
ス製） 不燃 中身は取り除いてから

ポスターカラーの容器（プラ
スチック製） プラ

すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

ポスト（郵便受け）（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ポスト（郵便受け）（木製・プラ
スチック製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ボストンバッグ 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ボタン型電池 禁止 電気店等の回収箱へ
補聴器 不燃
ホッチキス 不燃
ポット 不燃
ホットプレート 大型
ほ乳ビン（ガラス製） 不燃
ほ乳ビン（プラスチック製） 可燃
ポラロイドカメラ 不燃 電池は「有害ごみ」
ポリタンク 可燃 必ず中身は取り除いてから
ポリバケツ 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
ボルト・ナット 不燃
保冷剤 可燃
ポロシャツ 紙・布 古布類
ホワイトボード 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
本 紙・布 雑誌類
本立て（金属製） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
本立て（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

本棚 大型
ボンド 可燃
ボンドの紙箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ボンドのチューブ 可燃
ボンドの容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから
ボンドの容器（プラスチック
製） 可燃

ボンベ（ＬＰ・高圧） 禁止 販売店、専門業者へ相談

ボンベ（カセットコンロ用） カン 穴は開けずに必ず使い切って

ま
マーガリンの外箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
マーガリンの容器 プラ ふきとって出す
マーガリンの容器のふた プラ ふきとって出す
マーガリンの容器の内ふた
（アルミ箔） 可燃

麻雀卓 大型
麻雀パイ 可燃
麻雀マット 可燃
マイク 不燃 電池は「有害ごみ」
マウス（パソコン用） 不燃
マウスパッド 可燃
枕 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
枕カバー 紙・布 古布類
マスカラ 可燃
マッサージチェアー 大型
マッサージャー 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

マッチ・マッチ箱 可燃 未使用のものは十分水に濡らし
てから

マットレス 大型

窓あき封筒 紙・布
雑誌類　
セロハンの窓は取り除いて「燃や
すごみ」

まな板（木製・プラスチック
製） 可燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
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収集されたごみのゆくえとリサイクル収集されたごみのゆくえとリサイクル
焼　却 焼却エネルギーは

発電などに有効利用

アルミ鋳物製品等
鉄製品・建築材料等

修理して再使用

アルミカン等
鉄製品・建築材料等

茶色のビン等

無色のビン等

舗装用材料等

繊維、シート
飲料用ボトル等

物流用パレット
建材等

新聞紙
菓子箱、絵本等
ダンボール箱
中古衣料（古着）
ウエス等

アルミやガラス
水銀等

燃やすごみ ごみピット

燃やさないごみ 破砕機

破砕機

破袋・
除袋

選別

破袋・
選別

可燃物

鉄
アルミ

ごみピット

鉄・アルミ
選別圧縮

圧縮・
梱包

圧縮・
梱包

ダンピング
ボックス

不燃粗大
ピット

可燃粗大
ピット

カン類
ピット

茶ビンヤード

無色
ビンヤード

その他
ビンヤード

ペットボトル
ヤード

プラスチック
ピット

紙・布類
ヤード

有害ごみ
ヤード

大型ごみ

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド

カン

ビン

ペットボトル

プラスチック製
容器包装

紙・布

有害ごみ

焼　却

資源化

焼　却

再　生

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

不適物の確認、除去

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方

り
リール（釣り用） 不燃
リコーダー 可燃
リチウムイオン電池（充電式
電池） 禁止 電気店等の回収箱へ

リチウム電池（使い切り電池） 有害
リモコン（家電製品） 不燃 電池は「有害ごみ」
リュックサック 可燃
料理くず 可燃

る
ルアー 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ルーペ 不燃 プラスチック製は「燃やすごみ」
ルームエアコン 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
ルームランナー 大型

れ
冷温庫（ポータブル） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」
冷蔵庫・冷凍庫 禁止 家電４品目、Ｐ14を参照
冷凍食品の外袋（プラスチッ
ク製） プラ

冷凍食品の外箱・中トレイ（紙
製） 紙・布

雑誌類
アルミやプラスチックなどで加工
しているものは「燃やすごみ」

冷凍食品の中トレイ（プラス
チック製） プラ

すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

冷風機・冷風扇 大型
レインコート（雨合羽） 可燃
レコードジャケット 紙・布 雑誌類
レコード盤 可燃
レコードプレイヤー 大型
レジャーシート 可燃

レトルトパック（カレーなど） プラ
すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

レトルトパックの外箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
れんが 禁止 販売店、専門業者へ相談
れんげ（陶磁器製） 不燃
れんげ（プラスチック製） 可燃

品　　　目 区 分 取扱い ・ 出し方
レンジ台 大型
レンジフード（油除け） 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ろ
ろうそく 可燃
ロープ 可燃
ローラースケート 不燃

わ
ワープロ 不燃 ４０cm以上は「大型ごみ」

ワープロのインクリボン 可燃 できるだけ販売店の回収箱に返
してください

Yシャツ 紙・布 古布類
Yシャツの衿部分の固定サ
ポーター（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで

Yシャツの衿部分の固定サ
ポーター（プラスチック製） プラ

Yシャツの外袋 プラ
Yシャツの中台紙 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ワインのビン ビン すすいで出す
輪ゴム 可燃
輪ゴムの紙箱 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
ワゴン 大型

わさびなどのチューブ容器 プラ
すすいで出す
汚れが取れない場合は「燃やすご
み」

和紙 可燃
わた 可燃
和ダンス 大型

ワックス 可燃 液体のものは、布・新聞などにしみ
こませる

ワックスの容器（金属製） 不燃 中身は取り除いてから
ワックスの容器（プラスチッ
ク製） プラ 中身は取り除いてから

和服 紙・布 古布類
割りばし 可燃
割りばしの袋（紙製） 紙・布 雑誌類　雑誌などにはさんで
割りばしの袋（プラスチック
製） プラ

割れたビン 不燃 紙に包んで「危険」と表示
ワンピース 紙・布 古布類
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ごみを減らそう

もう一度使おう

きちんと分けて
リサイクル

ごみを減らそう

もう一度使おう

きちんと分けて
リサイクル

ごみを減らそう

もう一度使おう

きちんと分けて
リサイクル

発生抑制

educe
リデュース

再使用

euse
リユース

euseeuse

再生利用

ecycle
リサイクル

ecycleecycle

1

2

3

educeeduce



①収集日の朝8時30分までに
ごみは、前日から出すと地域の環境を悪くしますので、当日の朝8時30分までに出してください。
なお、収集車が到着する時刻は、ごみ量や道路工事など諸般の事情により、日によって変わることも
あります。

②決められた場所に
ごみステーションは、利用する皆さんで当番を決めるなどして管理されています。決められた人が、決
められた場所に、決められたものを置く場所です。いつもきれいなごみステーションにしましょう。

③きちんと分別して
燃やすごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトル、燃やさないごみ、有害ごみ、ビン、カン、大型ごみ、
紙・布に分けて収集します。
一人ひとりが自分の出すごみに責任をもち、ルールとマナーを守りましょう。

¡ごみの減量･リサイクルについて ¡剪定枝粉砕機の貸し出しについて
¡再生資源集団回収奨励金制度について ¡まちづくり出前講座「ごみ学習会」について
¡生ごみ処理機等購入費助成制度について ¡リユース情報誌「り・ぼ・ん」について

¡家庭ごみの収集について ¡ごみステーションについて
¡臨時ごみについて ¡地域清掃について
¡ごみステーションへの不法投棄について ¡し尿の処理について
¡犬･猫などの死体収集について

執務時間
午前8時20分～午後4時50分

ごみ収集業務 ‡744-1124

ごみ減量業務 ‡744-1170

平成28年4月

川西市

川西市のごみ減量スローガン

発行／川西市美化環境部　平成28年4月
〒666-0011 川西市出在家町1番11号
ホームページアドレス／http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/

「保存版ごみの分け方・出し方」1部を発行する経費は約27.1円です。

ごみ出しのルール

美化推進課お問い合わせ先一覧
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