
品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分
アイスノン 可燃ごみ アルミ箔(アルミホイル) 不燃ごみ 衣類 可燃ごみ
アイロン コードを根元から切断 不燃ごみ あんか コードを根元から切断 不燃ごみ 衣類乾燥機 家電リサイクル法 禁止
アイロン台 粗大ごみ 安全靴 可燃ごみ 入れ歯 不燃ごみ
アコーディオンカーテン 分解が必要 粗大ごみ 安全ピン 不燃ごみ インクカートリッジ 可燃ごみ
足ふきマット 可燃ごみ 1m以下 不燃ごみ インスタント食品の容器 カップ麺等 可燃ごみ

家庭用 粗大ごみ 1m以上 粗大ごみ 飲料ビン 中を濯いでキャップをはずす 再資源化物

工業用 禁止 ５０cm以下 不燃ごみ 飲料用缶 中を濯いでキャップをはずす 再資源化物

５０cm以下 不燃ごみ ５０cm以上 粗大ごみ ウイスキーのびん 中を濯いでキャップをはずす 再資源化物

５０cm以上 粗大ごみ あんま機 分解が必要 粗大ごみ ウインドファン コードを根元から切断 粗大ごみ
５０cm以下 可燃ごみ 石・岩 禁止 ウォシュレット コードを根元から切断 粗大ごみ
５０cm以上 粗大ごみ 衣装ケース 粗大ごみ プラスチック製 可燃ごみ

油（機械油） 禁止 椅子 粗大ごみ プラスチック製以外 不燃ごみ
油（食用） 固める又は布等に染み込ませる 可燃ごみ 板（少量に限る） 1m以内に切断 粗大ごみ 浮き輪 可燃ごみ
油紙・油とり紙 可燃ごみ 一輪車（スポーツ用） 粗大ごみ 臼 禁止
雨具（カッパ） 可燃ごみ 一輪車（ねこ） 1～2台 粗大ごみ 腕時計 不燃ごみ
雨戸 1日６枚まで 粗大ごみ 一升瓶 中を濯いでキャップをはずす 再資源化物 乳母車 分解が必要 粗大ごみ
網 可燃ごみ 一斗缶 中身を使いきってから 不燃ごみ 羽毛布団 1日5枚まで 粗大ごみ
編み機 家庭用に限る 粗大ごみ 犬小屋 粗大ごみ 運動靴 可燃ごみ
網戸 1日６枚まで 粗大ごみ 犬猫・糞処理剤 可燃ごみ エアコン 家電リサイクル法 禁止
アルバム 可燃ごみ イヤホン 不燃ごみ 映写機(家庭用） 粗大ごみ
アルミ缶(飲料用） 中を濯ぐ 再資源化物 医療廃棄物 禁止 液晶テレビ 家電リサイクル法 禁止
アルミサッシの枠 1日６枚まで 粗大ごみ 医薬品（錠剤ケース等） 医療器具は禁止 可燃ごみ 不燃ごみ枝切ばさみ（刃の部分に新聞紙や布を巻いてください）

ごみと再資源化物の出し方　　一覧表（５０音順）
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※原則袋に入らないものは粗大ゴミです。
※家電製品はコードを根元から切断して下さい。
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※下記の分別区分の禁止表示の物について
　 は、他法令による処理または処理困難物の
　 ため、専門業者に依頼して下さい。
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「３Ｒ」に取り組みましょう！！

家庭用生ごみ処理機・処理容器の
補助制度を利用しましょう！！

収集日程表

※粗大ごみにつきましては、広報で配布している市民カレンダーをご参照ください。

１．Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース） ：廃棄物の発生抑制

◎必要ない物は買わない、もらわない

◎買い物にはマイバッグを持参する

２．Ｒｅｕｓｅ （リユース） ：再使用

◎詰め替え用の製品を選ぶ

◎いらなくなった物を譲り合う

３．Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）：再資源化

◎ごみを正しく分別する

◎ごみを再生して作られた製品を利用する

【 問合先 】

都留市役所 地域環境課 環境政策室

TEL : 0554-43-1111（内線171・172・173）

大月都留広域事務組合

（まるたの森クリーンセンター）
TEL : 0554-20-2651

ごみを出す時は、

決められた日の朝８時までに、

決められた場所へ出しましょう

「３０・１０運動」に取り組みましょう！！

都留市では、生ごみの自家処理を促進することに

より、ごみ処理の減量化と生ごみの土壌化による

資源の再利用を図るため、生ごみ処理機具を購

入した者に対して、補助金を交付いたします。
補助額：購入費の１／２以内の額（限度額あり）

食品ロスについて、農林水産省によると国民一人あたり、毎日お茶碗
一杯のご飯が食べられずに捨てられているとのことです。そこで注目さ
れているのが宴会等での「３０・１０運動」です。

「宴会が始まると席を離れてお酒をついだりつがれたりという状況に
なり、その結果、手をつけられないまま大量の食べ残しが出てしまいま
す。そこで、まずは乾杯から最初の３０分は席について料理を楽しむ、
そして、お開き前の１０分間は自分の席に戻って料理を残さず食べま
しょう。」というのが「３０・１０運動」です。

「３切り運動」に取り組みましょう！！
３切りとは「使い切り・食べきり・水切り」を示します。

家庭ごみのうち約半分が「生ごみ」、また「生ごみ」には約８０％の「水」

が含まれていると言われています。

◎「必要な食材を、必要な時に、必要な量だけ」を心がけ、買ったものは

使い切りましょう

◎料理は必要な量だけ作りましょう
◎生ごみを捨てるときは、水分をできるだけ切って、減量しましょう

火曜日 木曜日 土曜日

毎　月

毎週 第2回目火曜日 　・飲料用の 　・飲料用の 　・新　　聞

月・水・金 毎　月 　 ガラスビン類 　　アルミ缶

第2回目木曜日 　・牛乳パック 　　スチール缶 　・雑　　誌

毎　月

第4回目火曜日 　・ペットボトル 　・段ボール

毎　月 　・危険物

第4回目木曜日

月曜日 水曜日 金曜日

毎　月

毎週 第1回目水曜日 　・飲料用の 　・飲料用の 　・新　　聞

火・木・土 毎　月 　 ガラスビン類 　　アルミ缶

第1回目月曜日 　・牛乳パック 　　スチール缶 　・雑　　誌

毎　月

第3回目水曜日 　・ペットボトル 　・段ボール

毎　月 　・危険物

第3回目月曜日

中央一～二丁目
上谷一～三丁目

川棚

地区 可燃ごみ 不燃ごみ
再資源化物・危険物　毎月第1回目・第3回目

　・白色の食品トレイ

境・鹿留・桂町

夏狩・十日市場
上谷四丁目

田原一～二丁目

田原三～四丁目
上谷五～六丁目
（含む区域外）

三　　吉
開　　地

四日市場（瀬中）

宝・羽根子・つる五丁目
四日市場（除く瀬中）
月見ヶ丘・古川渡一部
（四日市場より禾生歩道橋まで）

　・白色の食品トレイ

小形山・田野倉
九鬼・川茂・盛里

井倉・古川渡

地区 可燃ごみ 不燃ごみ
再資源化物・危険物　毎月第2回目・第4回目

中央三～四丁目
つる一～四丁目
下谷一～四丁目

祝日は収集しま
せん。ただし、
祝日により２度
収集が休みの場
合は２度目を収
集します。

祝日は収集しま
せん。ただし、
祝日により２度
収集が休みの場
合は２度目を収
集します。



品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分
絵の具(中身を使いきったもの） 材質により可燃 不燃ごみ 可燃ごみ ござ 50cm×50cmに切る 可燃ごみ
MD・MO 可燃ごみ 紙袋 再資源化物 こたつ・こたつ板 粗大ごみ
LEDライト 不燃ごみ ガムテープ 可燃ごみ 金属製 不燃ごみ
エレクトーン コードを根元から切断 粗大ごみ カメラ 不燃ごみ プラスチック・木製 可燃ごみ
園芸肥料・腐葉土 自己処理して下さい 禁止 火薬類 禁止 コート掛け 粗大ごみ
エンジン 禁止 カラーボックス 粗大ごみ 子供遊具 滑り台、ブランコ等 粗大ごみ
エンジンオイル 禁止 カラオケセット コードを根元から切断 粗大ごみ 粉ミルク缶・粉ココア缶 不燃ごみ
延長コード 不燃ごみ ガラス 紙などに包み割れ物と表示 不燃ごみ 碁盤 厚さ7cmまで 可燃ごみ
煙突（トタン製） １メートル以内に切断 粗大ごみ ガラスコップ 紙などに包み割れ物と表示 不燃ごみ 家庭用 粗大ごみ
鉛筆削り 不燃ごみ ガラス戸 1日６枚まで 粗大ごみ 事務用 禁止
オイル 禁止 ガラス容器 花瓶・灰皿等 不燃ごみ コーヒー瓶 不燃ごみ
オイル缶 オイルは禁止 不燃ごみ 枯れ葉・枯れ草 １日に可燃袋１個～２個程度 可燃ごみ コーヒーメーカー コードを根元から切断 不燃ごみ
オイルヒーター コードを根元から切断 粗大ごみ 革製品 可燃ごみ ゴム手袋 可燃ごみ
応接セット 分解が必要 粗大ごみ 瓦 禁止 ゴムボート（レジャー用） 50cm×50cm以下に切る 可燃ごみ
おがくず 可燃ごみ 缶 飲料用以外 不燃ごみ 米びつ 粗大ごみ

（金属製） 不燃ごみ 簡易焼却炉 禁止 金属製 不燃ごみ
（金属製以外） 可燃ごみ 換気扇 コードを根元から切断 不燃ごみ 金属製以外 可燃ごみ

落ち葉 １日に可燃袋１個～２個程度 可燃ごみ 乾電池 不燃ごみ ゴルフクラブ 不燃ごみ
オーディオ機器 コードを根元から切断 粗大ごみ 危険物 ゴルフバック 粗大ごみ
オーディオラック 粗大ごみ 機械部品 禁止 ゴルフボール 可燃ごみ
オートバイ 禁止 木くず 可燃ごみ コンクリートがら 禁止
オーブントースター コードを根元から切断 不燃ごみ ギター 粗大ごみ コンクリートブロック 禁止
オーブンレンジ コードを根元から切断 粗大ごみ 少量（１回に２袋まで） 可燃ごみ コンプレッサー 禁止
おまる 可燃ごみ 多量（1m以下に切断） 粗大ごみ コンポスト容器 粗大ごみ
オムツ 汚物は取り除く 可燃ごみ 楽器 粗大ごみ 座椅子 分解が必要 粗大ごみ

金属製 不燃ごみ パソコン機器 不燃ごみ サイドボード 粗大ごみ
金属製以外 可燃ごみ 着物 可燃ごみ 材木類 （丸太は不可） 7cm角×50cmに切る。 粗大ごみ

オモリ（釣り具、鉛製） 不燃ごみ 脚立 粗大ごみ 魚の箱 分解が必要 可燃ごみ
オルガン コードを根元から切断 粗大ごみ キャットフードの缶 不燃ごみ 酒パック 可燃ごみ
温水器 禁止 キャリーバック 粗大ごみ 雑誌 再資源化物

温水洗浄機便座 コードを根元から切断 粗大ごみ 急須 不燃ごみ 座卓 粗大ごみ
温度計 不燃ごみ 給湯器（ﾎﾞｲﾗｰ） 禁止 殺虫剤 禁止
温度計(水銀） 危険物 給湯器具 粗大ごみ 殺虫剤スプレー 必ず穴を開ける 不燃ごみ
懐中電灯 電池は外す 不燃ごみ 手動式 可燃ごみ 座布団カバー 可燃ごみ
買い物袋（レジ袋） 可燃ごみ 電動式（電池は外す） 不燃ごみ 座布団等の中身 可燃ごみ
カイロ（使い捨て） 可燃ごみ 牛乳パック 水で濯ぎ、切り開いて乾燥 再資源化物 サーフボード 粗大ごみ
鏡 不燃ごみ 教科書 再資源化物 皿 不燃ごみ
家具 粗大ごみ 鏡台 粗大ごみ 金属製 不燃ごみ
角材（少量に限る） 1m以内・直径7cm 粗大ごみ 金庫 禁止 金属製以外 可燃ごみ
学習机 粗大ごみ 金庫（手提げ金庫） 不燃ごみ サンダル 可燃ごみ
額縁 材質により可燃 不燃ごみ 金属くず 大量であれば専門業者 不燃ごみ 残飯 水分を切って下さい 可燃ごみ

骨組み 不燃ごみ 金属製板 大きさ等により専門業者 粗大ごみ 三輪車 粗大ごみ
布、ビニール 可燃ごみ 金属製食器 不燃ごみ 磁気マット 不燃ごみ

傘立て 粗大ごみ 空気入れ 不燃ごみ 磁石 不燃ごみ
菓子缶 不燃ごみ 空気清浄機 コードを根元から切断 粗大ごみ 下着 可燃ごみ
加湿器(家庭用） コードを根元から切断 粗大ごみ 釘 危険のないように出してください 不燃ごみ 七輪 粗大ごみ

紙製 再資源化物 草 １日に可燃袋１個～２個程度 可燃ごみ シーツ 可燃ごみ
金属製 不燃ごみ 草刈機 粗大ごみ 室外機（エアコン） 家電リサイクル法 禁止

ガスコンロ 粗大ごみ 鎖 太さによって専門業者 不燃ごみ 湿布 可燃ごみ
ガスストーブ 粗大ごみ 薬（処方されたもの） 可燃ごみ CD・レーザーディスク 可燃ごみ
ガス台 粗大ごみ プラスチック製 可燃ごみ CDプレイヤー 不燃ごみ
ガスボンベ 禁止 アルミ製 不燃ごみ 自転車 粗大ごみ
ガス湯沸かし器 粗大ごみ 薬瓶 不燃ごみ シート（車・自転車のカバー） ３０ｃｍ以下に切断 可燃ごみ
ガスライター ガスを抜く　 不燃ごみ くだものネット 可燃ごみ 自動車 禁止
ガスレンジ 電池は外す 粗大ごみ 靴 可燃ごみ 自動車部品 禁止
ガスレンジ(オーブン） 電池は外す 粗大ごみ 靴下 可燃ごみ 竹刀 粗大ごみ
ガーゼ 可燃ごみ 組立式家具 カラーボックス類 粗大ごみ エンジン式 禁止
カセットガスボンベ 必ず穴を開ける 危険物 組立式物置 禁止 電動・手押し式 粗大ごみ
カセットコンロ 不燃ごみ クーラー(エアコン） 家電リサイクル法 禁止 じゅうたん ３分の１に切断 粗大ごみ
カセットテープ 可燃ごみ クーラーバック 布製は可燃ごみ 不燃ごみ ジャッキ 油圧式は持ち込みのみ 不燃ごみ
カセットデッキ コードを根元から切断 不燃ごみ クーラーボックス 粗大ごみ シャッター 禁止
楽器 粗大ごみ 車椅子 分解が必要 粗大ごみ シャベル（金属製） 小さいものは不燃 粗大ごみ
カッターの刃 危険のないように出してください 不燃ごみ グローブ 可燃ごみ シャープペンシル 可燃ごみ
かつら 可燃ごみ クレヨン・クレパス 可燃ごみ ジャムの瓶 不燃ごみ
カップ麺の容器 可燃ごみ 鍬（くわ） 正柄は、可燃ごみ 不燃ごみ しゃもじ 木製、プラスチック製 可燃ごみ
家庭用ボイラー 禁止 蛍光灯 不燃ごみ 車両用ルーフボックス 持ち込み
カーテン  可燃ごみ 携帯電話 本体 不燃ごみ シャンプー等の容器 可燃ごみ
カーテンレール 粗大ごみ 携帯電話の電池 取り外し可能なリチウムイオン電池 危険物 週刊誌 再資源化物

金網 不燃ごみ 携帯用発電機 禁止 ジューサー コードを根元から切断 不燃ごみ
かなづち 不燃ごみ 化粧品のプラスチック容器 中身を使いきってから 可燃ごみ ジュースパック 可燃ごみ

５０cm以下 可燃ごみ 化粧品のビン 中身を使いきってから 不燃ごみ 充電器 本体 不燃ごみ
５１cm以上 粗大ごみ 下駄箱 粗大ごみ 充電器本体 取り外し可能なリチウムイオン電池 危険物

鞄・ハンドバッグ（皮製） 金具は取り外し不燃に 可燃ごみ 血圧計（水銀） 危険物 収納ケース 粗大ごみ
花瓶 不燃ごみ 血圧計 コードを根元から切断 不燃ごみ 瞬間湯沸器 粗大ごみ
壁紙 細かく切断 可燃ごみ ゲームソフト 可燃ごみ 消火器 禁止
カーペット ３分の１に切断 粗大ごみ 金属製 不燃ごみ 将棋駒 可燃ごみ
カーボン用紙 可燃ごみ 金属製以外 可燃ごみ 将棋盤 厚さ7cmまで 可燃ごみ
鎌 不燃ごみ 健康器具 コードを根元から切断 粗大ごみ 焼却炉 禁止
釜 不燃ごみ 建築資材 禁止 障子戸 １日６枚まで 粗大ごみ
紙オムツ 汚物はトイレへ 可燃ごみ 原付バイク 禁止 錠前 不燃ごみ
紙コップ 可燃ごみ 碁石 不燃ごみ ５０cm以下 不燃ごみ
かみそり Ｔ字型かみそりも含む 不燃ごみ 耕耘機 禁止 ５１cm以上 粗大ごみ
かみそりの刃 危険のないように出してください 不燃ごみ 工具 不燃ごみ 金属製 不燃ごみ
紙粘土 多量な場合は、少量に分ける 可燃ごみ ゴーグル 可燃ごみ プラスチック製 可燃ごみ
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コップ

紙パック(アルミ箔等でコーティングされているもの）
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（中身の入っていないもの）
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こ

こ

木の枝（直径7cm以下）

ごみ箱

か

おたま

き

キーボード

玄関マット

おもちゃ類

傘（分解が必要）

え

菓子箱

お

か

く

け

乾電池（リチウムイオン電池）



品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分
白色 再資源化物 ソファーベッド 分解が必要 粗大ごみ 電源アダプター 不燃ごみ
白色以外 可燃ごみ ソーラー温水器 禁止 電子レンジ コードを根元から切断 粗大ごみ

食用油 固める又は布等に染み込ませる 可燃ごみ そり 粗大ごみ 電子レンジ台 粗大ごみ
食用油缶 不燃ごみ 水銀式 危険物 天体望遠鏡 粗大ごみ
食用油瓶 不燃ごみ 電池式 不燃ごみ 電卓 不燃ごみ
除湿機 コードを根元から切断 粗大ごみ 体重計 不燃ごみ マンガン、アルカリ等 不燃ごみ
除湿剤 水を捨てて 可燃ごみ 耐熱ガラス 不燃ごみ リチウムイオン電池 危険物
除雪機 禁止 タイヤ・ホイール 禁止 テント 粗大ごみ

木製・プラスチック 可燃ごみ タイヤチェーン 不燃ごみ 天ぷら油 固める又は布等に染み込ませる 可燃ごみ
上記以外 不燃ごみ タイル 禁止 電話機(携帯本体を含む） 不燃ごみ

食器洗い乾燥機 業務用を除く 粗大ごみ ダイレクトメール ビニール袋は可燃ごみ 再資源化物 電話台 粗大ごみ
食器乾燥機 業務用を除く 粗大ごみ タオル 可燃ごみ 電話帳 再資源化物

食器棚 粗大ごみ タオルケット 可燃ごみ ドア（家庭用） 材質によって専門業者 粗大ごみ
シルバーカー 分解が必要 粗大ごみ 卓球台 粗大ごみ トイレカバー 可燃ごみ
シンナー 禁止 卓上コンロ 不燃ごみ トイレットペーパーの芯 可燃ごみ
新聞紙 再資源化物 竹材 1ｍ以内に切断 可燃ごみ 陶磁器 不燃ごみ

５０cm以下 不燃ごみ 畳（建物の取り壊し時は不可） １日６枚まで 粗大ごみ 銅製品 不燃ごみ
５１cm以上 粗大ごみ 脱脂綿 可燃ごみ 灯油 禁止

水道パイプ（少量に限る） 塩化ビニール管 可燃ごみ タッパウエアー 可燃ごみ 金属 粗大ごみ
炊飯機 コードを根元から切断 不燃ごみ タッパー容器 可燃ごみ プラスチック（50cm以下） 可燃ごみ
スカート 可燃ごみ 脱臭剤 可燃ごみ 時計（置時計・掛時計） 電池は外す 不燃ごみ
姿見 粗大ごみ 建具 １日６枚まで 粗大ごみ 土砂 禁止
スキー板・ストック 粗大ごみ 棚 粗大ごみ トースター コードを根元から切断 不燃ごみ
スキーキャリア 粗大ごみ たばこの吸殻、外箱 可燃ごみ 戸棚 粗大ごみ
スキー靴 粗大ごみ たばこ（可燃式） 危険物 トタン 禁止
スキャナー（家庭用） コードを根元から切断 不燃ごみ ＰＣリサイクルマーク有 禁止 土鍋 不燃ごみ
スケート靴 不燃ごみ ＰＣリサイクルマーク無 不燃ごみ ドライバー 不燃ごみ
スケートボード 不燃ごみ 卵の殻 可燃ごみ ドライヤー コードを根元から切断 不燃ごみ
スコップ（金属製） 小さいものは不燃 粗大ごみ 卵のパック 可燃ごみ ドラム缶 禁止
すずり 不燃ごみ 金属製 不燃ごみ トランク 粗大ごみ

５０cm以下 可燃ごみ 金属製以外 可燃ごみ 塗料 禁止
５１cm以上 粗大ごみ タンス 粗大ごみ 塗料缶 中身を使いきってから 不燃ごみ

スチール缶 中を濯いでキャップをはずす 再資源化物 ダンボール 再資源化物 金属製 不燃ごみ
スチール机 粗大ごみ ダンベル 持ち込み 金属製以外 可燃ごみ
スーツ 可燃ごみ チェーン 不燃ごみ ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

５０cm以下 不燃ごみ チェーンソー 粗大ごみ ドレッシングの瓶 不燃ごみ
５１cm以上 粗大ごみ チャイルドシート 粗大ごみ 不燃ごみ

ステレオ コードを根元から切断 粗大ごみ 茶筒缶 不燃ごみ 長靴 可燃ごみ
ストーブ 必ず灯油を抜く 粗大ごみ 陶器製・金属製 不燃ごみ 流し台 粗大ごみ
ストーブガード 粗大ごみ 上記以外 可燃ごみ 納豆の容器 可燃ごみ
ストッキング 可燃ごみ 注射器・注射針 禁止 鍋 不燃ごみ
砂 禁止 調理台 粗大ごみ 生ごみ 水分を切って下さい 可燃ごみ
すのこ 粗大ごみ チラシ 再資源化物 生ごみ処理機 コードを根元から切断 粗大ごみ
スノーボード 粗大ごみ ついたて 粗大ごみ 生ごみ処理容器 粗大ごみ
スピーカー コードを根元から切断 粗大ごみ 杖 粗大ごみ 鍋焼きうどんのアルミ容器 不燃ごみ
スプリング ベッド・ソファー等 粗大ごみ 使い捨てカイロ 可燃ごみ 少量（１回に２袋まで） 可燃ごみ
スプレー缶 必ず穴を開ける 危険物 机(金属･木製） 粗大ごみ 多量（1m以下に切断） 持ち込み

金属製 不燃ごみ 土 禁止 人形 可燃ごみ
金属製以外 可燃ごみ 積木 木製・プラスチック製 可燃ごみ 人形ケース 粗大ごみ

すべり台（幼児用） 粗大ごみ 爪きり 不燃ごみ ５０cm以下 可燃ごみ
スポンジ 可燃ごみ 釣り糸 可燃ごみ ５１cm以上 粗大ごみ
ズボンプレッサー コードを根元から切断 粗大ごみ 釣り竿ケース 可燃ごみ 縫い針 不燃ごみ
スマートフォン 不燃ごみ 釣竿 可燃ごみ ぬか 可燃ごみ
炭 禁止 釣り針 不燃ごみ 布類 30cm位に切断 可燃ごみ
スリッパ 可燃ごみ 釣りのオモリ 不燃ごみ ネオン管 不燃ごみ
生花 可燃ごみ ツルハシ 粗大ごみ ネガフィルム 可燃ごみ
生理用品 可燃ごみ Ｔシャツ 可燃ごみ ネクタイ 可燃ごみ
石油 禁止 ティッシュペーパー 可燃ごみ 猫の砂 少量ずつ 可燃ごみ
石油ストーブ 必ず灯油を抜く 粗大ごみ ティッシュペーパーの箱 ビニールは可燃ごみ 再資源化物 ネジ 不燃ごみ
石油ファンヒーター 必ず灯油を抜く 粗大ごみ ＤＶＤ 可燃ごみ 寝袋 可燃ごみ

手動式 可燃ごみ 手押し車 分解が必要 粗大ごみ 粘着テープ 可燃ごみ
電動式（電池は外す） 不燃ごみ 手提げ袋（紙製） 再資源化物 粘土(教材用） 可燃ごみ

石膏ボード 禁止 鉄アレイ 持ち込み 農機具(エンジン付き） 禁止
瀬戸物 不燃ごみ 鉄筋棒（建築廃材は禁止） 少量に限る 粗大ごみ 農業用ビニール 50cm以下に切る 可燃ごみ
セロハン紙 可燃ごみ 鉄線 少量に限る 不燃ごみ 農薬 禁止
セーター 可燃ごみ 鉄パイプ（少量に限る） 直径7cm、1.5m以内に切断 粗大ごみ のこぎり 不燃ごみ
線香 可燃ごみ 鉄板（バーベキュー用） 粗大ごみ ノート 再資源化物

金属製 不燃ごみ テニスボール 可燃ごみ ノート型パソコン 資源有効利用促進法 禁止
金属製以外 可燃ごみ 木製 可燃ごみ ノート型ワープロ コードを根元から切断 不燃ごみ

洗濯機 家電リサイクル法 禁止 木製以外 不燃ごみ 海苔の佃煮のガラス瓶 不燃ごみ
金属製 不燃ごみ テーブル 粗大ごみ 葉 １日に２袋まで 可燃ごみ
プラスチック製 可燃ごみ テーブルクロス 布製・ビニール製 可燃ごみ 灰 禁止

栓抜き 不燃ごみ 手袋 可燃ごみ バイク 禁止
扇風機 コードを根元から切断 粗大ごみ テレビ 家電リサイクル法 禁止 パイプハンガー 粗大ごみ

金属製 不燃ごみ テレビ台 粗大ごみ パイプベッド 粗大ごみ
プラスチック製 可燃ごみ 電気カーペット コードを根元から切断 粗大ごみ 廃油類 禁止
５０cm以下 不燃ごみ 電気アンカ コードを根元から切断 不燃ごみ バインダー 金属部分は不燃ごみ 可燃ごみ
５１cm以上 粗大ごみ 電気カミソリ 不燃ごみ はかり 不燃ごみ

造花 可燃ごみ 電気カミソリ 取り外し可能なリチウムイオン電池 危険物 はがき 再資源化物

双眼鏡 不燃ごみ 電気こたつ コードを根元から切断 粗大ごみ 白熱灯、白熱電球 不燃ごみ

５０cm以下 不燃ごみ 不燃ごみ 爆発危険物 禁止

５１cm以上 粗大ごみ 電気ポット コードを根元から切断 不燃ごみ 金属製 不燃ごみ
草履 可燃ごみ 電気毛布 コードを根元から切断 粗大ごみ プラスチック製 可燃ごみ
ソファー 分解が必要 粗大ごみ 電球 不燃ごみ 箱(ダンボール製） 再資源化物
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品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分 品　 名 出し方のポイント等 分別区分

はさみ 不燃ごみ ヘアブラシ 可燃ごみ ミニチュアカー 不燃ごみ

金属製 不燃ごみ ヘアスプレー缶 必ず穴を開ける 不燃ごみ 耳かき 可燃ごみ

金属製以外 可燃ごみ ベット 分解が必要 粗大ごみ プラスチック製 可燃ごみ

ハシゴ 粗大ごみ ペット小屋 粗大ごみ 金属製 不燃ごみ

パソコン（モニタ・本体） 資源有効利用促進法 禁止 ペットボトル 濯いでキャップを外す 再資源化物 虫めがね 不燃ごみ

パソコンプリンター 家庭用 不燃ごみ ペットボトルのキャップ 再資源化物 麦わら帽子 可燃ごみ

発炎筒（使用済） 可燃ごみ ヘッドホン コードを根元から切断 不燃ごみ 名刺 可燃ごみ

バック 金属部分は不燃ごみ 可燃ごみ ベット用マットレス 分解が必要 粗大ごみ メガネ 不燃ごみ

バッテリー 禁止 ペット用おむつ・シート 汚物は取り除く 可燃ごみ 目薬の容器 可燃ごみ

発電機 禁止 ペット用のトイレ砂 可燃ごみ メジャー 不燃ごみ

金属製 不燃ごみ ペーパータオル 可燃ごみ メダル（徽章） 不燃ごみ

金属製以外 可燃ごみ ベビーカー 分解が必要 粗大ごみ メモ用紙 再資源化物

発泡スチロール 可燃ごみ ベビーダンス 粗大ごみ メモリーカード（SD・USB） 不燃ごみ

花火（使用済み） 可燃ごみ ベビーバス 粗大ごみ 毛布 可燃ごみ

花火（未使用） 十分に水に浸してください 可燃ごみ ベビーベット 粗大ごみ モーター（大型・特殊） 禁止

パネルヒーター コードを根元から切断 不燃ごみ ベルト 金属部分は不燃ごみ 可燃ごみ ５０cm以下 不燃ごみ

歯ブラシ 可燃ごみ ヘルメット 可燃ごみ ５１cm以上 粗大ごみ

バーベキューコンロ 不燃ごみ 便器 粗大ごみ モップ 可燃ごみ

バーベル 粗大ごみ ペン 可燃ごみ プラスチック製以外 禁止

歯磨き粉のチューブ 中身を使いきってから 可燃ごみ ペンキ 禁止 プラスチック製 粗大ごみ

刃物（刃の部分に新聞紙や布を巻いてください） 不燃ごみ ペンキ缶 中身を使いきってから 不燃ごみ 物干し竿 粗大ごみ

針（注射針は不可） 不燃ごみ 便座 粗大ごみ 物干し台 禁止

針金 不燃ごみ ベンチ（家具） 粗大ごみ やかん 不燃ごみ

金属製 不燃ごみ ペンチ（工具） 不燃ごみ 野球のグローブ 可燃ごみ

金属製以外 可燃ごみ 金属製 不燃ごみ 野球のボール 可燃ごみ

絆創膏 可燃ごみ 金属製以外 可燃ごみ 薬品類（農薬など） 禁止

はんてん 可燃ごみ ボイラー 禁止 浴衣 可燃ごみ
ハンドバッグ 金属部分は不燃ごみ 可燃ごみ 自動車・バイク用 禁止 金属製 不燃ごみ
パンフレット 再資源化物 自転車・一輪車用 粗大ごみ 金属製以外 可燃ごみ
ピアノ 禁止 防水加工紙（壁紙など）50cm×50cmに切る 可燃ごみ ゆりかご 粗大ごみ
ひげ剃り 不燃ごみ 望遠鏡 不燃ごみ 湯沸かし器(ボイラーを除く） 粗大ごみ
ビーチマット 可燃ごみ ほうき 袋に入らなければ粗大ごみ 可燃ごみ 洋ダンス 粗大ごみ
ビデオカメラ 不燃ごみ 帽子 可燃ごみ 洋服ダンス 粗大ごみ
ビデオデッキ コードを根元から切断 不燃ごみ 包装紙 再資源化物 プラスチック・木製 粗大ごみ
ビデオテープ 可燃ごみ 包帯 可燃ごみ ホーロー・ステンレス 禁止
ビニールクロス 可燃ごみ 防虫剤 可燃ごみ よしず ５０cm以下に切断 可燃ごみ
ビニールシート 粗大ごみ 包丁（刃の部分に新聞紙や布を巻いてください） 不燃ごみ ライサー（米びつ） 粗大ごみ
ビニールテープ 可燃ごみ 包丁研ぎ器 不燃ごみ ライター ガスを使い切る 危険物
ビニール袋 可燃ごみ プラスチック 可燃ごみ ラケット 材質により可燃 不燃ごみ
ビニールホース 1m以内に切断 可燃ごみ 金属製 不燃ごみ ラジオ 不燃ごみ
火鉢 不燃ごみ ボウリングの球 禁止 ラジカセ コードを根元から切断 不燃ごみ

飲料用（濯いでキャップを外す） 再資源化物 歩行器 粗大ごみ ラップの芯 可燃ごみ
飲料用以外 不燃ごみ ホース 1ｍ以下に切断 可燃ごみ ラップフィルム 可燃ごみ

ビンのふた・栓 不燃ごみ ポスター 可燃ごみ ラミネートチューブ 可燃ごみ
便箋 再資源化物 ホースリール 粗大ごみ ランドセル 可燃ごみ
ファイル 金属部分は不燃ごみ 可燃物 ポータブルDVDプレイヤー 不燃ごみ ランチジャー（弁当用） 不燃ごみ
ファックス機 コードを根元から切断 不燃ごみ ボタン電池 不燃ごみ リコーダー 可燃ごみ

感熱紙 可燃物 ポット（魔法びん） コードを根元から切断 不燃ごみ リチウムイオン電池 充電式電池 危険物
感熱紙以外 再資源化物 ホットカーペット コードを根元から切断 粗大ごみ リビングボード 粗大ごみ

ファンヒーター 必ず灯油を抜く 粗大ごみ ホットプレート コードを根元から切断 不燃ごみ リモコン 不燃ごみ
封筒 ビニールは可燃ごみ 再資源化物 ガラス製 不燃ごみ リヤカー 分解が必要 粗大ごみ
風鈴 不燃ごみ プラスチック製 可燃ごみ ５０cm以下 可燃ごみ
フェンス 禁止 ポリタンク 中身を抜く 可燃ごみ ５１cm以上 粗大ごみ

金属製 不燃ごみ ポリ袋 可燃ごみ リール（釣り具） 不燃ごみ
金属製以外 可燃物 ボール（スポーツ用品） 可燃ごみ ルアー(釣り具） 不燃ごみ

服 可燃物 ボール紙 再資源化物 ルームランナー コードを根元から切断 粗大ごみ
付せん紙 可燃物 ボルト・ナット 多量の場合は専門業者へ 不燃ごみ 冷却シート 可燃ごみ
仏壇 大きさにより解体が必要 持ち込み ボールペン 可燃ごみ 冷却枕 可燃ごみ
フロッピーディスク 可燃ごみ 保冷剤 可燃ごみ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル法 禁止
筆 可燃ごみ ホーロー鍋 不燃ごみ レインコート 可燃ごみ
布団  １日５枚まで 粗大ごみ 本 再資源化物 レコード盤 可燃ごみ
布団カバー 可燃ごみ 本棚（金属・木製） 粗大ごみ レコードプレーヤー コードを根元から切断 不燃ごみ
布団乾燥機 コードを根元から切断 粗大ごみ 本箱 粗大ごみ レシート 可燃ごみ
布団綿 少量で袋に入る程度 可燃ごみ マイク 不燃ごみ レジ袋 可燃ごみ
フライパン 不燃ごみ マウス(パソコン用） 不燃ごみ レジャーシート 可燃ごみ
ブラインド 粗大ごみ マグネット 不燃ごみ レトルト食品パック 可燃ごみ
ぶら下がり健康機 粗大ごみ まくら 可燃ごみ レンガ 禁止
プラスチック製品 可燃ごみ 麻雀台（全自動を除く） 全自動は専門業者へ 粗大ごみ レンジ（ガス・電子） コードを根元から切断 粗大ごみ
ブランコ（幼児用） 粗大ごみ 麻雀パイ 可燃ごみ レンジ台 粗大ごみ
ブランデーのびん 濯いでキャップを外す 再資源化物 イス型以外（コードを根元から切断） 不燃ごみ 老眼鏡 不燃ごみ

プラスチック・木製 可燃ごみ イス型（分解が必要） 粗大ごみ ろうそく 可燃ごみ
上記以外 不燃ごみ マッチ（使用済） 可燃ごみ ロッカー 粗大ごみ

プリンター コードを根元から切断 粗大ごみ マッチ（未使用） 十分に水に浸してください 可燃ごみ ロープ 1ｍ以下に切断 可燃ごみ
ブルーシート 袋に入るように切る 可燃ごみ マットレス  ３分の１に切断 粗大ごみ ローラースケート 不燃ごみ
ブルーレイディスク 可燃ごみ 窓ガラス 粗大ごみ ワープロ 不燃ごみ

プラスチック・木製 粗大ごみ まな板 可燃ごみ ワイシャツ 可燃ごみ
上記以外 禁止 マニキュアの瓶 不燃ごみ ワイヤー 不燃ごみ

風呂釜 禁止 豆電球 不燃ごみ ワインセラー 粗大ごみ
風呂敷 可燃ごみ マヨネーズの容器 可燃ごみ 輪ゴム 可燃ごみ
ブロック 禁止 ミキサー コードを根元から切断 不燃ごみ 綿 可燃ごみ
風呂のふた 粗大ごみ ミシン(家庭用） コードを根元から切断 粗大ごみ ワックス缶 中身を使いきってから 不燃ごみ
プロパンガスボンベ 禁止 ５０cm以下 不燃ごみ 割り箸 可燃ごみ
風呂用マット 可燃ごみ ５１cm以上 粗大ごみ 割れた瓶 紙などに包み割れ物と表示 不燃ごみ
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