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収集するごみ
ごみの種類 ごみの出し方

普
通
ご
み

ごみ袋に入るような長さ50㎝以下、
重さ30㎏以下のごみ

 

●透明・半透明の袋に入れて出す
●生ごみは水をよく切って出す
●刃物やガラス製品等は、危険のない
　よう、紙などで保護する

中
型
ご
み

ごみ袋に入らないような長さ150㎝以下、
重さ30㎏以下のごみ

●庭木の枝は、直径が10㎝以下に限る
●ふとんやじゅうたんは、1ｍ以下にた
　たんで、しっかりと縛る

資

源

紙

類

ダンボール ●金属を取り除き、折りたたむ
●紙ひもで縛って出す

紙パック ●中をすすいで、開いて乾かす
●紙ひもで縛る又は紙袋に入れて出す

その他紙製容器包装 　 ●プラスチック、ビニール等を取り除く
●紙ひもで縛る又は紙袋に入れて出す

新聞
（織り込みチラシ含む） ●紙ひもで縛る又は紙袋に入れて出す

雑誌
（教科書、ノート含む） ●紙ひもで縛って出す

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

ペットボトル
●ふたとラベルをはずし、中をすすいで
水を切って出す
（ふたとラベルは「その他プラ」に出す）

その他プラスチック
製容器包装

●中身を取り除き、きれいに洗って出す
（汚れているものは「普通ごみ」に出す）

缶
スチール缶

●中をすすいで、水を切って出す
アルミ缶

び

ん

無色びん ●中をすすいで、水を切って出す
（プラスチックのふたは「その他プラ」
へ、金属のふたは「普通ごみ」へ出す又
ガラス製品、化粧品のびん油びんは「普
通ごみ」に出す

茶色びん

その他びん

1

家庭ごみの出し方

紙おむつ

衣類布靴皮製品

ベルト

油類の
びん 革靴

セトモノ

ガラス製品

座布団

羽毛布団

扇風機

レンジ石油ファンヒーター

コンロ

小型ストーブ

炊飯器傘 風呂フタ

ダンボール

新聞

ペットボトル

アルミ缶アルミ缶
ジュース缶・ビール缶・ジュース缶・ビール缶・
アルミのフタアルミのフタ

スチール缶スチール缶
ジュース缶・ビール缶ジュース缶・ビール缶
缶詰・スチールのフタ缶詰・スチールのフタ

無色びん無色びん
飲料用びん飲料用びん

インスタントコーヒーインスタントコーヒー

茶色びん茶色びん
飲料用びん飲料用びん

栄養ドリンクびん栄養ドリンクびん
コーヒーパウダーびんコーヒーパウダーびん

その他びんその他びん
酒・ウイスキーびん酒・ウイスキーびん

その他プラスチック製容器包装

雑誌

紙パック

その他紙製
容器包装

封筒・ティッシュペーパー

湯沸かし
ポット生ごみ

ケチャップ
マヨネーズ

歯ブラシ
歯みがき
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ごみの種類 ごみの出し方

資

源

そ
の
他

蛍光管 ●購入した際の箱に入れて、「その他紙
製容器包装」の日に出す

電池 ●透明・半透明の袋に入れて、「その他
紙製容器包装」の日に出す

なべ、やかん等 ●透明・半透明の袋に入れて、「缶」の日
に出す

スプレー缶、
カセットボンベ

●使い切り、穴をあける
●透明・半透明の袋に入れ、袋を分けて
「缶」の日に出す

ライター
●ガスを抜く
●透明・半透明の袋に入れ、袋を分けて
「びん」の日に出す

収集しないごみ

処理できないごみ

ごみの種類 ごみの出し方

粗
大
ご
み

長さが150㎝、重さ
30㎏を超えるごみ

●雫石リサイクルセンター（七ツ森）へ
搬入するか、許可業者に依頼する

●搬入量が200㎏を超えるときや大型の
ものは滝沢センターへ搬入するか、許
可業者に依頼する

ごみの種類 ごみの出し方
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品

テレビ

●購入した家電小売店又は買い替えする
家電小売店に依頼する

●郵便局でリサイクル券を購入し、指定
引取場所へ搬入する

洗濯機

衣類乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

エアコン

適
正
処
理
困
難
物

バイク、バッテリー、
プロパンガスボンベ、
消火器、オイル・塗
装などの引火性の強
いもの、農機具、農
業用ビニール、農薬、
劇薬、充電式電池、
ボタン電池など

●販売店又は専門の処理業者へ相談する

家庭用パソコン（デスクトップ
本体、ディスプレイノートパ
ソコン※一体として販売されたマウス
キーボード、ケーブル含む）

●メーカーにリサイクルを依頼する

2

タンス

テレビ

洗濯機

冷凍庫
冷蔵庫

衣類乾燥機エアコン

イス

FF式温風ヒーター

机

自転車

蛍光管

やかん

なべ

スプレー缶
カセットボンベ

ライター

電池

雫石町ごみ分類表H27.11_最終_1214.indd   2雫石町ごみ分類表H27.11_最終_1214.indd   2 15/12/14   15:3615/12/14   15:36



3

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
ICレコーダ 普通ごみ
アイスクリームの容器（紙製） その他紙製容器包装 きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
アイスクリームの容器（プラスチック） その他プラスチック きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
アイスピック 普通ごみ 先端を保護して下さい
アイロン 普通ごみ
アイロン台 中型ごみ
アクセサリー 普通ごみ
アコーディオンカーテン 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
アタッシュケース（旅行かばん） 中型ごみ
油（食用） 普通ごみ 固めるか布に吸わせる（拠点回収にご協力ください）
油缶 「缶類」の日に出す 油をふき取って出す
油びん 普通ごみ
油ボトル（食用・プラ） 普通ごみ
雨具（合羽） 普通ごみ
網戸（枠）アルミ 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
網戸（枠）プラスチック 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
網戸（網のみ） 普通ごみ
アルミ缶 缶類
アルミ箔の鍋（鍋焼き容器） 普通ごみ
アルミホイルの芯 普通ごみ
アルミホイル 普通ごみ
アルミホイルの箱 その他紙製容器包装
アルミホイール（車用） 処理できないごみ 購入先に相談してください
安全ピン 普通ごみ
アンテナ（室内・屋外用） 中型ごみ
アンプ 中型ごみ
移植ベラ（金属） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
移植ベラ（プラスチック） 普通ごみ
衣装箱（収納箱） 中型ごみ
いす 中型ごみ
いす（ソファー） 持込する粗大ごみ
いちごなどのパック その他プラスチック
板ガラス 普通ごみ 50cm以下（危険のないように保護してください）
一輪車（スポーツ用） 中型ごみ
一輪車（運搬用） 持込する粗大ごみ

一斗缶（油、ペンキなど） 「缶類」の日に出す 中身は使い切る。
中身が入っているものは販売店、メーカーに相談

犬、猫のふん 普通ごみ 紙で包んでビニール袋に入れる
鋳物なべ（鉄器） 中型ごみ
衣類 普通ごみ 拠点回収にご協力ください
衣類乾燥機 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
色鉛筆 普通ごみ

インクカートリッジ 普通ごみ なるべく販売店などに設置している回収箱
に入れてください

インクジェット写真プリント用紙 普通ごみ
インクリボン 普通ごみ
インスタントラーメンの外袋 その他プラスチック
インスタントラーメンのスープの袋 普通ごみ

ごみ分類表

あ

い
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4

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
飲料パックのストローの袋 その他プラスチック
飲料用ペットボトル ペットボトル ふたとラベルは外してその他プラスチックへ出す
ウィスキーのびん びん類
うす 持込する粗大ごみ
植木台 中型ごみ
植木鉢 普通ごみ
植木用支柱 中型ごみ
浮き輪（水泳用） 普通ごみ

ウッドカーペット 中型ごみ 1ｍ四方にたたんでしばる
（たためないものは直接搬入）

腕時計 普通ごみ
乳母車（ベビーカー） 中型ごみ
羽毛布団 中型ごみ たたんでしばる（1.5m以下にして出して下さい）
エアコン 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
エアゾール缶 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、使い切って穴を開けてください
エアゾール缶のふた その他プラスチック
栄養ドリンクのびん びん類
液体洗剤の容器 その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
枝 中型ごみ 約１ｍに切り束ねる
枝きりはさみ 普通ごみ 刃を保護してください
絵の具チューブ（プラ）（金属） 普通ごみ
ACアダプタ 普通ごみ
FFヒーター（ストーブ） 持込する粗大ごみ
SDカード 普通ごみ
MDプレーヤ 普通ごみ
LED電球 普通ごみ 全体を保護してください
エレクトーン（電子卓上型） 持込する粗大ごみ
園芸用支柱 中型ごみ
エンジンオイル 処理できないごみ 購入先に相談してください
縁台 中型ごみ 高さ、幅、奥行き各1.5m未満にして
延長コード 普通ごみ
煙突 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
鉛筆 普通ごみ
鉛筆削り 普通ごみ
オイルエレメント 処理できないごみ 購入先に相談してください
オイル缶 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、中身は使い切る
オイルヒーター 中型ごみ 油を抜き取って出す
オイル容器（プラスチック製） 普通ごみ 中身は使い切る
王冠（ビールなど） 普通ごみ
応接セット（ソファー） 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
オーディオ機器 中型ごみ
オーディオラック 中型ごみ
オートバイ 処理できないごみ 購入先に相談してください
オーブントースター 中型ごみ
桶（木、プラスチック） 中型ごみ
おしゃぶり 普通ごみ
お玉（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、金属製以外は普通ごみへ
落ち葉、枯れ葉 普通ごみ

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

え

い

う

お
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5

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
お手拭の袋 その他プラスチック
おにぎりの外装フィルム その他プラスチック
おまる 中型ごみ
おむつ（紙おむつ，布おむつ） 普通ごみ 汚物は取り除いてください
オムツカバー 普通ごみ
おもちゃ 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみで収集します
オルガン 持込する粗大ごみ
オルガン（電子卓上式） 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
おろしがね（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、金属製以外は普通ごみへ
温水器 持込する粗大ごみ
温度計 普通ごみ
カーアンプ 普通ごみ
カーオーディオ
（CD、MD、DVD） 普通ごみ

カースピーカー 中型ごみ
カーテン 中型ごみ
カーテンレール 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
カーナビ 普通ごみ

カーペット 中型ごみ 1m四方にたたんでしばる
（たためないものは直接搬入）

カーボン紙 普通ごみ
貝殻 普通ごみ
懐中電灯 普通ごみ
カイロ（使い捨て） 普通ごみ
鏡 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみで収集します
額縁 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみで収集します
かご 普通ごみ
かさ 中型ごみ
かさ立て 中型ごみ
菓子の箱（紙製） その他紙製容器包装
菓子袋 その他プラスチック
菓子袋（紙製） その他紙製容器包装
菓子缶 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
加湿器 中型ごみ
ガスコンロ 中型ごみ ボンベをはずす
ガスボンベ 処理できないごみ 購入先に相談してください
ガスレンジ 中型ごみ 電池を抜き取って出す
カセットコンロ 中型ごみ 電池を抜き取って出す
カセットテープ 普通ごみ
カセットテープのケース 普通ごみ
カセットデッキ 中型ごみ
カセットボンベ 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、使い切って穴を開けてください
ガソリン 処理できないごみ 販売店またはガソリンスタンドに相談
カタログ 雑誌
カッター 普通ごみ 刃は厚手の紙に包み、危険と表示
カップラーメンのふた（紙） その他紙製容器包装 きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
カップラーメンの包装フィルム その他プラスチック
カップラーメンの容器（プラスチック製） その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）

ごみ分類表

お

か
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6

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
かつら 普通ごみ
家庭用生ゴミ処理機 中型ごみ
かなづち 普通ごみ
かばん 普通ごみ
花瓶 普通ごみ 厚手の紙などに包み危険と表示

「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
鎌 普通ごみ 刃を保護してください
紙おしぼり 普通ごみ
紙おむつ 普通ごみ 汚物は取り除いてください
紙おむつの外袋 その他プラスチック
紙くず 普通ごみ
紙コップ 普通ごみ
紙コップの入った袋 その他プラスチック
紙皿 普通ごみ
かみそり 普通ごみ 危険のないようにして下さい
紙ナプキン 普通ごみ
紙パック（中がアルミ箔） 普通ごみ
紙パック（中が白い、牛乳、ジュース用） 紙パック
紙袋 その他紙製容器包装
ガムの包み紙 その他紙製容器包装
カメラ 普通ごみ
火薬 処理できないごみ 販売店またはメーカーに相談
カラオケ演奏装置 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
カラーボックス 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ガラス製品 普通ごみ
ガラス片 普通ごみ
カレールーの箱 その他紙製容器包装
カレンダーの金具 普通ごみ
革靴 普通ごみ
革ジャンパー 普通ごみ
換気扇 中型ごみ
缶切り 普通ごみ
緩衝材 普通ごみ
乾燥剤 普通ごみ

乾電池 「その他紙」の日に
出す

別の袋で出す、充電式、ボタン電池は販売店
回収箱へ

キーボード（演奏用） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
木くず 中型ごみ 長さが50cm以下は、普通ごみ
木槌 普通ごみ
ギター 中型ごみ
キックボード 中型ごみ
キッチンスケール（はかり） 普通ごみ
脚立 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
キャリーケース 中型ごみ
きゅうす（金属） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、金属製以外は普通ごみへ
牛乳パック 紙パック
教科書 雑誌
鏡台 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

き

か
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7

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
き 金庫 中型ごみ 30kgを超えるものは直接搬入

空気入れ 中型ごみ
空気清浄機 中型ごみ
クーラーボックス 中型ごみ
釘 普通ごみ まとめて、保護して下さい
草刈り鎌 普通ごみ 刃を保護してください
草花 普通ごみ 乾燥させて出す
薬の外箱 その他紙製容器包装
薬の袋（紙） その他紙製容器包装
薬の袋（プラスチック） その他プラスチック
靴 普通ごみ
靴の空き箱 その他紙製容器包装
串 普通ごみ
クッション 中型ごみ
クリーニングの透明袋 普通ごみ
クリスタルガラス 普通ごみ
クレヨン 普通ごみ
クレンザーの容器 普通ごみ
グローブ 普通ごみ
軍手 普通ごみ
車、バイク 処理できないごみ 購入先に相談してください
車イス 持込する粗大ごみ

蛍光灯 「その他紙」の日に出す 購入時の箱に入れて出す、
または新聞に包み蛍光灯と表示

蛍光ペン 普通ごみ
携帯用電気ランプ 普通ごみ
計量はかり 普通ごみ
携帯電話機 普通ごみ ショップ等の自主回収にご協力下さい
化粧品の箱 その他紙製容器包装
化粧品のびん 普通ごみ
化粧品のプラスチック容器 普通ごみ
下駄箱 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ケチャップの容器 普通ごみ
血圧計 普通ごみ
結束用テープ 普通ごみ
玄関マット（織物） 中型ごみ
玄関マット（泥落とし） 中型ごみ
原付バイク 処理できないごみ 購入先に相談してください
剣道防具 中型ごみ
ゲームソフト 普通ごみ
ゲーム機（据え置き型、携帯型） 普通ごみ
健康器具 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
工具 普通ごみ
工具箱 普通ごみ 金属製は「缶類」の日に収集します
コートハンガー 普通ごみ
ゴーグル 普通ごみ
コーヒーのびん びん類
コーヒーパウダーのびん びん類

ごみ分類表
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
コーヒーメーカー 普通ごみ
氷まくら（アイスノン） 普通ごみ
ござ 中型ごみ
コタツ 中型ごみ 天板を含む
コタツ掛け毛布・布団 中型ごみ 小さくたたんで、しばってください
コップ 普通ごみ
コピー用紙 雑誌
コピー用紙の包装紙 その他紙製容器包装
ゴム製品 普通ごみ
ゴムホース 普通ごみ
ゴムボート 普通ごみ
ゴムマット 中型ごみ
米びつ 中型ごみ
ゴルフクラブ 中型ごみ
ゴルフバック 中型ごみ
ゴルフボール 普通ごみ
米の外袋（プラスチック製） その他プラスチック
米の外袋（紙製） 普通ごみ
コンポスト（たい肥化容器） 中型ごみ
サーフボード 持込する粗大ごみ
座椅子 中型ごみ
サイドボード 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
作業服 普通ごみ
酒の紙パック 普通ごみ
酒の箱 その他紙製容器包装
酒びん びん類
酒のワンカップ びん類
座敷ほうき 中型ごみ
座卓 持込する粗大ごみ
雑誌 雑誌
座布団 中型ごみ
皿（陶器） 普通ごみ
皿（プラスチック製） 普通ごみ
皿（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
皿洗い機（食器洗い機） 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
サラダ油のプラスチックボトル 普通ごみ
ざる（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
ざる 普通ごみ
サングラス 普通ごみ
サンダル 普通ごみ
三輪車 中型ごみ
シーツ 普通ごみ
シール 普通ごみ
事業系のごみ 持込するごみ 産業廃棄物は受け入れできません
CD 普通ごみ
CDプレーヤ 普通ごみ
CDのケース 普通ごみ
CS専用アンテナ 中型ごみ

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

こ

さ

し
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
CSデジタルチューナ 中型ごみ
下着類 普通ごみ
シチュールーの箱 その他紙製容器包装
七輪 中型ごみ
湿布 普通ごみ
湿布の袋 普通ごみ
自転車 持込する粗大ごみ
自転車（幼児用） 中型ごみ
自転車空気入れ 中型ごみ
自転車用タイヤ 中型ごみ
竹刀 中型ごみ
芝刈り機 持込する粗大ごみ
シャープペンシル 普通ごみ
ジャーポット 普通ごみ
写真 普通ごみ
ジャムのびん びん類
しゃもじ 普通ごみ
シャンプーの容器 その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
シャンプーの容器のポンプ部分 普通ごみ
ジューサー 普通ごみ
ジュース等の紙パック 紙パック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
シューズケース（ズック袋） 普通ごみ

じゅうたん 中型ごみ 1ｍ四方にたたんでしばる
（たためないものは直接搬入）

収納ケース（衣装ケース） 中型ごみ
シュレッダー 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
シュレッダー紙 普通ごみ
瞬間湯沸し器（給湯器含む） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
浄水器 普通ごみ
照明器具 中型ごみ
じょうろ 普通ごみ
じょうろ（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
除湿器 中型ごみ
除湿剤 普通ごみ
食器洗い乾燥機 中型ごみ
食器棚（木製） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
充電式電池 処理できないごみ 販売店の回収箱へ出してください
消火器 処理できないごみ 購入先に相談してください
障子 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
しょうゆのペットボトル ペットボトル きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
食品トレイ その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
食用油 普通ごみ 固めるか布に吸わせる（拠点回収にご協力ください）
シンナー類 処理できないごみ 販売店またはメーカーに相談
新聞紙 新聞紙
水槽 中型ごみ
水筒 普通ごみ
炊飯器 中型ごみ
スーツケース 中型ごみ

ごみ分類表
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
スキー板 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
スキーウェア 普通ごみ
スキー靴 普通ごみ
スキーグローブ 普通ごみ
スキーストック 中型ごみ
スケート靴 普通ごみ
スコップ 中型ごみ
すずり 普通ごみ
すだれ 中型ごみ たたんでしばる（1.5ｍ以上のものは直接搬入）
スタンプ台 普通ごみ
スチール缶 缶類
スチール整理棚 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ステレオ（コンポ） 普通ごみ 50㎝を超えるものは中型ごみ
ステレオ（一体型） 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ズック 普通ごみ
ストーブ（小型） 中型ごみ 電池と油を抜き取って出す
ストーブガード 中型ごみ
酢のびん びん類
スノーダンプ 中型ごみ
スノーボード 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
すのこ 中型ごみ
スパイクシューズ 普通ごみ
スピーカー 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
スプーン 普通ごみ
スプリング入りベッド 持込する粗大ごみ
スプレー缶 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、使い切って穴を開けてください
スプレー缶のキャップ その他プラスチック
滑り台（乳児用） 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
スポンジ 普通ごみ
ズボンプレッサー 中型ごみ
スマートフォン 普通ごみ ショップ等の自主回収にご協力下さい
炭 普通ごみ
スリッパ 普通ごみ
スリッパラック 普通ごみ 50㎝を超えるものは中型ごみ
石油ポンプ 普通ごみ 50㎝を超えるものは中型ごみ
石鹸（固形・粉末・液体） 普通ごみ
接着剤 普通ごみ
セトモノ類 普通ごみ
ゼリーの容器 その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
セロハンテープの箱 その他紙製容器包装
洗剤（粉末）の箱（紙製） その他紙製容器包装 きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
洗剤（粉末）の箱（プラスチック） その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
洗剤（液体）の容器 その他プラスチック
洗濯機 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
洗濯物干し竿 持込する粗大ごみ 1.5ｍ以下は中型ごみで収集します
栓抜き 普通ごみ
扇風機 中型ごみ
洗面器 普通ごみ

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

す

せ
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
せ 洗面台 持込する粗大ごみ

掃除機（小型） 中型ごみ
草履 普通ごみ
ソースの容器 その他プラスチック
ソファー（スプリング入り） 持込する粗大ごみ
ソファー（スプリング無し） 持込する粗大ごみ
ソファーベッド 持込する粗大ごみ
ソフトボール 普通ごみ
そり 中型ごみ
体温計（電子） 普通ごみ ボタン電池は販売店へ

体温計（水銀） 「その他紙」の日に
出す 全体を保護し別の袋で出す

体重計（ヘルスメーター） 中型ごみ
耐熱ガラス 普通ごみ
タイヤ 処理できないごみ 購入先に相談してください
タイル 普通ごみ
台車 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
タオルケット 普通ごみ
卓上ミシン 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
竹ほうき 中型ごみ
畳 持込する粗大ごみ
脱臭剤 普通ごみ
タッパー 普通ごみ
たばこの外装フィルム その他プラスチック
たばこの箱 その他紙製容器包装
卵パック その他プラスチック
たらい（金属） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
たらい（プラスチック） 中型ごみ 50cm以下は普通ごみで収集します
樽 中型ごみ 50cm以下は普通ごみで収集します
たわし 普通ごみ
タンス 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
タンブラー（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
タンブラー（金属製以外） 普通ごみ
段ボール 段ボール
地球儀 中型ごみ
地上デジタルチューナ 中型ごみ
チャイルドシート 中型ごみ
チューブ類 普通ごみ
チラシ 新聞紙
ちりとり 普通ごみ
（松葉 を除く） 普通ごみ
使い捨てカイロ 普通ごみ
机 持込する粗大ごみ
漬物石 持込する粗大ごみ
土 処理できないごみ
つっぱり棒 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみ
積み木（木、プラスチック） 普通ごみ
爪切り 普通ごみ

ごみ分類表
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
釣り糸 普通ごみ
釣り竿（カーボン、竹） 中型ごみ 1.5m以下にしてください
ティッシュペーパー 普通ごみ
ティッシュペーパーの箱 その他紙製容器包装 ビニールは取り除いてください
ティーパック 普通ごみ
DVDプレーヤー 中型ごみ
ポータブルDVDプレーヤー 普通ごみ
テーブル 持込する粗大ごみ
デジタルカメラ 普通ごみ
デジタルビデオカメラ 普通ごみ VHS式の大型カメラの場合は中型ごみ
デスクマット 中型ごみ
鉄アレイ 中型ごみ
テレビ 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
テレビ（車載用、携帯式のもの） 普通ごみ
テレビ台 中型ごみ 30kg、1.5mを超えるものは直接搬入
テレホンカード 普通ごみ
電気あんか 普通ごみ
電気温水器 持込する粗大ごみ
電気カーペット 中型ごみ
電気カミソリ 普通ごみ
電気スタンド（蛍光灯、電球式） 普通ごみ 蛍光灯、電球は取り外す
電気スタンド（LED式） 普通ごみ
電気ストーブ 中型ごみ 30kg、1.5mを超えるものは直接搬入
電気コード 普通ごみ
電気ドリル 普通ごみ
電気ポット 普通ごみ
電気マッサージ機 持込する粗大ごみ
電気毛布 中型ごみ
電球 普通ごみ 全体を保護してください
電子オルガン 持込する粗大ごみ
電子ピアノ 持込する粗大ごみ
電子レンジ 中型ごみ
天体望遠鏡 中型ごみ

電池（乾電池） 「その他紙」の日に
出す 別の袋で出す

電池（充電式電池） 処理できないごみ 販売店の回収箱へ出してください
電池（ボタン式電池） 処理できないごみ 販売店の回収箱へ出してください
電卓 普通ごみ
テント 中型ごみ
電動歯ブラシ 普通ごみ 電池は抜き取って出す
電話機 普通ごみ
電話帳 雑誌
トイレットペーパーの芯 普通ごみ
トイレ便座 中型ごみ
陶器 普通ごみ
トースター 中型ごみ
灯油 処理できないごみ 販売店またはガソリンスタンドにご相談ください
灯油用ポリタンク（20ℓまで） 中型ごみ 中身は使い切る

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
灯油用ポンプ 普通ごみ 電動式は電池をはずす

特殊薬品の容器（ガラス） 普通ごみ 必ず使い切って
（クレゾール､ ベンゼン､ シンナーなど）

特殊薬品の容器（プラスチック） 普通ごみ 必ず使い切って
（クレゾール､ ベンゼン､ シンナーなど）

時計 中型ごみ 50㎝以下は普通ごみ
トタン 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
土鍋 普通ごみ
ドライバー（ねじ回し） 普通ごみ
ドライヤー 普通ごみ
ドラム缶 処理できないごみ 購入先に相談してください
鳥かご 中型ごみ
豆腐のパック その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
塗料 処理できないごみ 購入先に相談してください
ドレッサー（鏡台） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ナイフ 普通ごみ 刃先を保護してください
苗床ポット 普通ごみ 家庭用に限ります（土はとってください）
苗箱（農業用） 処理できないごみ ＪＡなど購入先に相談してください
長靴 普通ごみ
ナット 普通ごみ
なべ 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
生ごみ 普通ごみ 水を切ってください
生花 普通ごみ
波板（トタン製・プラスチック製） 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
二段ベッド 持込する粗大ごみ
荷縄 普通ごみ
乳酸飲料のアルミふた 普通ごみ
庭木（枝） 中型ごみ 1m位に切ってください
庭木（幹） 持込する粗大ごみ 直径10cm以内は中型ごみで収集します
人形ケース 中型ごみ ゴミ袋に入るものは普通ごみ
ぬいぐるみ 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみ
縫い針 普通ごみ
布製品 普通ごみ
猫のトイレ砂 普通ごみ 二重の袋に入れる
猫・犬のふん 普通ごみ 紙で包むか、ビニール袋に入れる
ネット（果物や玉ねぎ等用） 普通ごみ
ネット（水切り用） 普通ごみ
寝袋 普通ごみ
練りわさび、からしのチューブ 普通ごみ
ねんど 普通ごみ
農機具 処理できないごみ 購入先に相談してください
農業用ビニール 処理できないごみ 廃プラ協議会の収集日に出してください
農薬・劇薬類 処理できないごみ 購入先に相談してください
ノート 雑誌
海苔の缶 「缶類」の日に出す
海苔の袋 その他プラスチック
HDD（ハードディスク） 普通ごみ
灰 普通ごみ 二重の袋に入れる

ごみ分類表
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
バイク 処理できないごみ 購入先に相談してください
パイプ椅子 中型ごみ
パイプハンガー 持込する粗大ごみ
パイプベッド 持込する粗大ごみ 30㎏以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
廃油 処理できないごみ 購入先に相談してください
バインダーファイル 普通ごみ
はかり（台所用） 普通ごみ
ハガキ 普通ごみ
バケツ（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
バケツ（プラスチック製） 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみ
ハサミ 普通ごみ
はしご（木製） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
はしご（金属製） 持込する粗大ごみ

パソコン 処理できないごみ 家庭系パソコンリサイクル対象、メーカーに
お問い合わせ下さい

パソコンラック 持込する粗大ごみ
パソコン用ケーブル
（パソコンに付属してきたもの） 処理できないごみ 家庭系パソコンリサイクル対象、メーカーに

お問い合わせ下さい
パソコン用ケーブル
（個別に購入したもの） 普通ごみ

バッテリー 処理できないごみ 購入先に相談してください
バット 中型ごみ
発泡スチロール 普通ごみ
花火 普通ごみ 火薬を使い切ってから
歯ブラシ 普通ごみ
歯磨きチューブ 普通ごみ
刃物 普通ごみ 刃を保護してください
針 普通ごみ 危険のないようにして下さい
針金 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
ハンガーラック 持込する粗大ごみ
パンフレット 雑誌
パンの袋 その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
ピアノ 持込する粗大ごみ
BSアンテナ 中型ごみ
ビー玉 普通ごみ
ビーチパラソル 中型ごみ 1.5mを超えるものは直接搬入
ビーチベッド 中型ごみ
ビールびん びん類
ピザの箱 普通ごみ
ビデオカメラ 普通ごみ
ビデオテープ 普通ごみ
ビデオデッキ 中型ごみ
ビニール合羽 普通ごみ
ビニールシート 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみ
ビニールテープ 普通ごみ
ビニールテーブルクロス 普通ごみ
ビニールひも 普通ごみ
ビニールプール 中型ごみ 1ｍ四方にたたんで縛れないものは直接搬入
ビニール袋 普通ごみ

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

は

ひ
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ごみ分類表

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
ビニール風呂敷 普通ごみ
火鉢 中型ごみ
肥料袋 処理できないごみ JAなど購入先に相談してください
びん（茶色） びん類
びん（無色） びん類
びん（農薬、劇薬のあきびん） びん類 中身が残っている場合は購入先に相談してください
びん（割れたもの） 普通ごみ 厚手の紙などに包み危険と表示
びんのふた 普通ごみ
ファクシミリ（電話機一体型含む） 中型ごみ
ファンヒーター 中型ごみ 30㎏、1.5mを超えるものは直接搬入
フィルム（ネガ） 普通ごみ
フィルムのケース その他プラスチック
封筒 普通ごみ
ふすま 持込する粗大ごみ
仏壇 処理できないごみ 仏具店にご相談ください
筆入れ 普通ごみ
ふとん 中型ごみ たたんでしばる（1.5m以下にして出して下さい）
ふとん乾燥機 中型ごみ
踏み台 中型ごみ
フライパン 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
ブラインド 中型ごみ
プラグ、ジャック 普通ごみ
プラスチック製の保存用袋類 普通ごみ
プラスチックの包装フィルム その他プラスチック
ブラシ 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ゴミ
プラモデル 普通ごみ
プラモデル部品の型枠 普通ごみ
フラワーポット 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ゴミ
プランター 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ゴミ
プリンター（家庭用のもの） 中型ごみ
ブルーレイレコーダー／プレイヤー 中型ごみ
ブルーレイポータブルプレイヤー 普通ごみ
フロッピーディスク 普通ごみ
フロッピーディスクのケース 普通ごみ
プロジェクター 中型ごみ
風呂敷（布製） 普通ごみ
風呂敷（ビニール製） 普通ごみ
風呂ふた 中型ごみ
風呂マット 中型ごみ
文庫本 雑誌
文房具 普通ごみ
ぶんちん 普通ごみ
ヘアドライヤー 普通ごみ
ヘアスプレーの缶 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す、使い切って穴をあけてください
ペット小屋 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ペット用トイレ 中型ごみ
ペット用トイレ砂 普通ごみ 二重の袋に入れる
ペットのふん 普通ごみ 二重の袋に入れる

ひ

ふ

へ
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その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール

品　　　名 分別区分 出　　し　　方
ペットボトル ペットボトル フタをはずし、軽く洗い、ラベルをはがす
ペットボトルのふた その他プラスチック
ペットボトルのラベル
（プラスチック製） その他プラスチック

ヘッドホン及びイヤホン 普通ごみ 電池式の場合は電池を抜き取る
ベッド 持込する粗大ごみ
ベッド枠（金属製・木製） 持込する粗大ごみ
ベニヤ板 中型ごみ 最長部1.5ｍ以上のものは直接搬入
ベビー椅子 中型ごみ
ベビーカー（乳母車） 中型ごみ
ベビーガード 中型ごみ 1.5m、30㎏を超えるものは直接搬入
ベビーゲート 中型ごみ 1.5m、30㎏を超えるものは直接搬入
ベビーバス 中型ごみ
ベビー布団 中型ごみ
ベビーラック 中型ごみ
ヘルスメーター（体重計） 中型ごみ
ベルト（ズボン） 普通ごみ
ヘルメット 普通ごみ
ペン 普通ごみ
ペンキ 処理できないごみ 販売店にご相談ください
ペンケース 普通ごみ
便座 中型ごみ 30㎏以上は直接搬入
ベンチ 持込する粗大ごみ
弁当の容器（持ち帰り用、紙製） 普通ごみ
弁当の容器（持ち帰り用、プラスチック製） その他プラスチック きれいに洗って出す（汚れているものは普通ごみ）
弁当箱（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
弁当箱（プラスチック製） 普通ごみ
ボイラー 処理できないごみ 販売店にご相談ください
ホイール（自動車用） 処理できないごみ 販売店にご相談ください
ほうき 普通ごみ 50cｍ以上は中型ごみ
芳香剤 普通ごみ
包装紙 その他紙製容器包装
包丁 普通ごみ 刃を保護してください
ホース 中型ごみ
ホースリール 中型ごみ
ポータブルトイレ 中型ごみ 30㎏以上は直接搬入

ホームタンク 処理できないごみ ホームタンク販売店、灯油販売店にご相談
ください

ボール 普通ごみ
ホーロー鍋 「缶類」の日に出す
ポケットゲーム機 普通ごみ 電池は抜き取って出す
歩行器（乳児用） 中型ごみ
歩行器（大人用） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ボタン式電池 処理できないごみ 販売店の回収箱へ出してください
補聴器 普通ごみ 電池を抜き取って出す
ポット（魔法瓶） 普通ごみ

ホットカーペット 中型ごみ 1m四方にたたんでしばる
（たためないものは直接搬入）

ホットプレート 中型ごみ

へ

ほ
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
ポテトチップスの紙筒 その他紙製容器包装
ポテトチップスの袋 その他プラスチック きれいに洗って出す。汚れているものは普通ごみ
哺乳びん 普通ごみ
ポラロイドカメラ 普通ごみ
ポラロイドフィルム 普通ごみ
ポリタンク 中型ごみ 中身は使い切ってから
ボルト 普通ごみ
保冷剤 普通ごみ
本 雑誌 紙ひもで縛る
本棚 持込する粗大ごみ
マーガリンの箱 その他紙製容器包装
マウス
（パソコンに付属してきたもの） 処理できないごみ 家庭系パソコンリサイクル対象、メーカーに

お問い合わせ下さい
マウス（個別に購入したもの） 普通ごみ
マガジンラック 持込する粗大ごみ
薪ストーブ（中型） 持込する粗大ごみ 灰は取り除いてください
マグネット（磁石） 普通ごみ
まくら（ピロー） 普通ごみ

間仕切りスクリーン 中型ごみ たたんでしばる
（1.5m以下にならないものは直接搬入）

マッサージ器（椅子型） 持込する粗大ごみ
マッサージ器（椅子型以外） 中型ごみ 1.5ｍ以上30㎏以上は直接搬入
マットレス 中型ごみ たたんでしばる（1.5m以下にしてください）
まな板 普通ごみ
松葉 中型ごみ
魔法ビン 普通ごみ
豆電球 普通ごみ 全体を保護してください
マヨネーズ容器 普通ごみ
ミシン 中型ごみ
味噌の袋 普通ごみ
味噌のプラスチック容器 その他プラスチック きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
ミニコンポ 中型ごみ
みりんのびん びん類

む むしろ 中型ごみ
めがね 普通ごみ
めがねケース 普通ごみ
メモリースティック 普通ごみ

モーター類（電気、機械、機器用等） 中型ごみ 燃料は抜いておく。
1.5ｍ以上、30㎏以上は直接搬入

モーター類（おもちゃ用等小型のもの） 普通ごみ
毛布 中型ごみ たたんでしばる（1.5m以下にしてください）
木材（直径10㎝以下1.5ｍ以下のもの） 中型ごみ 1ｍ以下に切りそろえて縛る
餅つき機 中型ごみ
モップ（柄） 中型ごみ

モニター（パソコン用） 処理できないごみ 家庭系パソコンリサイクル対象、メーカーに
お問い合わせ下さい

モニター
（車載用、携帯用の小型のもの） 普通ごみ

物置 処理できないごみ 購入先に相談してください

ほ
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品　　　名 分別区分 出　　し　　方
物干し竿 持込する粗大ごみ
物干し竿の台 持込する粗大ごみ
やかん 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
薬品 処理できないごみ 購入先に相談してください
焼き網 普通ごみ
USBフラッシュメモリー 普通ごみ
雪べら 中型ごみ
湯たんぽ（金属製） 「缶類」の日に出す 缶とは別に出す
湯たんぽ（プラスチック製） 普通ごみ
湯飲み茶わん 普通ごみ
湯沸しポット 普通ごみ
湯沸器 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
ヨーグルトのふた（紙） その他紙製容器包装 きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
ヨーグルトの容器（紙） その他紙製容器包装 きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
ヨーグルトのふた（プラ） その他プラスチック きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
ヨーグルトの容器（プラ） その他プラスチック きれいに洗って出す、汚れているものは普通ごみ
よしず 中型ごみ たたんでしばる（1.5ｍ以上のものは直接搬入）
ライター びん類の日に出す ガス等を抜き、別の袋で出す
ラジオ 普通ごみ
ラジカセ 普通ごみ 50cmを超えるものは中型ごみ
ラップの芯 普通ごみ
ラップの箱 その他紙製容器包装
ラティス（園芸用のフェンス等） 持込する粗大ごみ 最長部1.5ｍ以下は中型ごみ
ランチジャー（弁当箱） 普通ごみ
ランドセル 普通ごみ
リコーダー（笛） 普通ごみ
リモコン 普通ごみ
リヤカー 持込する粗大ごみ
冷蔵庫 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
冷凍庫 処理できないごみ 家電リサイクル法対象品目
レジ袋 その他プラスチック
レジャーシート 普通ごみ
レンガ（ガーデニング用） 持込する粗大ごみ 事業系は受け入れできません
レンジカバー（レンジフード） 普通ごみ
レンジ台 持込する粗大ごみ
ろうそく 普通ごみ
ロープ 普通ごみ
ローラースケート 普通ごみ
ロッカー 持込する粗大ごみ
ワイシャツの外装フィルム その他プラスチック
ワイシャツの台紙 その他紙製容器包装
輪ゴムの箱 その他紙製容器包装
ワゴン（手押しの荷台） 持込する粗大ごみ 30kg以下、1.5m以下は中型ごみで収集します
割り箸 普通ごみ
割り箸の袋 その他紙製容器包装
ワンカップびん びん類

その他紙製容器包装中型ごみ普通ごみ
その他プラスチックペットボトル

持ち込みする粗大ごみ缶類 びん類 処理できないごみ
雑誌新聞紙

紙パック段ボール
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