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ごみの分別一覧
ごみの材質や大きさによって分別区分が変わることがあります。	 	
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品　目　名 分別区分 備　　考

あ ＩＨクッキングヒーター 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

アイロン 小型家電製品

アイロン台 燃えないごみ

アタッシュケース 粗大ごみ

油（食用油） 燃えるごみ
紙や布に染み込ませるか凝固剤で固めてくだ
さい

網戸 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

アルバム 燃えるごみ

アルミサッシ 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

アルミホイル（使用済み） 燃えるごみ 汚れていないものは燃えないごみ

安全靴 燃えないごみ

安全ピン 燃えないごみ

アンテナ（テレビ用） 小型家電製品

アンプ 小型家電製品

い 石 燃えないごみ
漬物石2～ 3個、小石は1袋（20リットルの
袋に入る程度）

衣装ケース 粗大ごみ

椅子 粗大ごみ

一輪車（スポーツ用・ねこぐるま） 粗大ごみ

一升びん 空きびん

一斗缶 燃えないごみ 中身を空にしてください

イヤホン 小型家電製品

衣類乾燥機 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

医療系廃棄物 出せない 医療機関に相談してください	㊟4ページ参照

入れ歯 燃えないごみ

衣類 衣類 9ページ参照

インクカートリッジ（プリンター用） 燃えるごみ 販売店でも回収しています

インクリボン（ワープロなど） 燃えないごみ カセットテープと同じ扱いです

インターホン 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

う ウォータージャグ 粗大ごみ 大小に限わらず粗大ゴミ

植木鉢（陶磁器類） 燃えないごみ

植木鉢（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

え エアコン（室内・室外・ウインドタイプ） 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

エアコンプレッサー 小型家電製品 事業所で使用していたものは出せません
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品　目　名 分別区分 備　　考

え エアポンプ（電動式） 小型家電製品 事業所で使用していたものは出せません

エアポンプ（プラスチック製） 燃えるごみ

ＳＤカード 小型家電製品 データを消してください

絵の具チューブ（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

ＭＤ（ケースも含む） 燃えるごみ

ＬＥＤ電球 燃えないごみ

エレキギター 粗大ごみ

エレクトーン 粗大ごみ

エンジンオイル（自分で交換したもの） 燃えるごみ 紙や布に染み込ませてください

延長コード 小型家電製品

塩ビ管 燃えるごみ
1ｍ以下に切ってください																																																													
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

鉛筆削り（電気式） 小型家電製品

お オイル缶（一斗缶） 燃えないごみ
中身を空にしてください
事業所で使用していたものは出せません

オイルヒーター 粗大ごみ

オーディオ機器 小型家電製品

オートバイ（原動機付自転車含む） 出せない 販売店にご相談ください

オーブントースター 小型家電製品

お菓子の箱（金属製：１辺の長さが30㎝以
下）

空き缶 これを超えるものは燃えないごみ

おけ（金属製） 燃えないごみ

おけ（プラスチック・木製） 燃えるごみ

押しピン（画鋲） 燃えないごみ

落ち葉 燃えるごみ

帯 燃えるごみ 1ｍ以下に切ってください	

おまる（プラスチック製） 燃えるごみ

おむつ（紙・布製） 燃えるごみ 汚物を取り除いてください

おもちゃ（機械内蔵） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

おもちゃ（プラスチック・木製） 燃えるごみ

おもり（釣り用） 燃えないごみ

オルガン 粗大ごみ

オルゴール 燃えないごみ

温水洗浄式便座 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

温度計（水銀式） 水銀使用物

温度計（電子式） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

温冷庫（ポータブル） 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

か カーステレオ 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

カーテン 粗大ごみ １ｍ以下に切れば燃えるごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

か カーナビ・カーテレビ 小型家電製品

カーペット（電気式含む） 粗大ごみ

カーボン紙 燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

買物袋（スーパーのレジ袋） 容器包装プラスチック

カイロ（使い捨て） 燃えるごみ

鏡 水銀使用物

鍵 燃えないごみ

額縁（木・プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

掛け軸 燃えるごみ

傘（折りたたみ含む） 燃えないごみ

火災報知器（住宅用） 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

加湿器 小型家電製品

ガスコンロ（家庭用） 小型家電製品

ガスボンベ 出せない 販売店にご相談ください

ガスマット（レンジ用アルミホイル） 燃えないごみ

ガス湯沸かし器（家庭用） 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

カセットコンロ 小型家電製品 ボンベは取り外してください

カセットコンロ用ガスボンベ（カートリッ
ジ式）

燃えないごみ 使いきってから屋外にて穴をあけてください

カセットテープ 燃えないごみ

ガソリン携行缶 燃えないごみ
中身を空にしてください（中身はガソリンス
タンドへご相談ください）

活性炭（冷蔵庫の消臭用） 燃えるごみ

合羽 燃えるごみ

カップめんの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 汚れがとれないものは燃えるごみ

金づち（ハンマー・トンカチ） 燃えないごみ

加熱式たばこ 水銀使用物

カバン 燃えるごみ

花びん（ガラス・陶器） 燃えないごみ

鎌 燃えないごみ

カミソリ及びカッター 燃えないごみ

神棚 出せない 販売店にご相談ください

紙粘土 燃えるごみ

紙パック（飲料用） 紙類 中が銀紙のものは燃えるごみ

紙袋 紙類

カメラ（デジタルカメラ） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

カメラフィルム（ネガフィルム） 燃えるごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

か 蚊帳（かや） 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケ機器（家庭で使っていたもの） 小型家電製品

ガラス（コップ・食器） 燃えないごみ

ガラス戸（サッシ戸） 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

軽石 燃えないごみ

カレンダー 紙類
金属・プラスチック部分は取り除いてくださ
い

革製品 燃えるごみ

瓦（予備品など少量に限る） 燃えないごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

換気扇 小型家電製品

緩衝材（プラスチックのシート状で凹凸が
あるもの）

容器包装プラスチック 通称「プチプチ」など

乾燥剤 燃えるごみ

乾電池 水銀使用物

感熱紙 燃えるごみ

き キーボード（楽器・パソコン用） 小型家電製品

ギター（ケース含む） 粗大ごみ

木の根 粗大ごみ 長さ２ｍ以下、太さ１５㎝以下のもの

着物 燃えるごみ

脚立（金属製） 粗大ごみ

キャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック

キャリーバッグ 粗大ごみ

教科書 紙類

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ

金庫（耐火庫） 粗大ごみ

く 空気入れ（自転車など） 燃えないごみ

空気清浄機 小型家電製品

クーラーボックス 粗大ごみ

くぎ 燃えないごみ

草 燃えるごみ

草刈り機（刈り払い機） 粗大ごみ

くさり（金属製） 燃えないごみ

薬（飲み薬） 燃えるごみ

靴（くつ） 燃えるごみ 安全靴、スケート靴は燃えないごみ

クッション 燃えるごみ

クリップ（金属製） 燃えないごみ

熊手 粗大ごみ

車椅子 粗大ごみ
個人で使用していたもの
事業所で使用していたものは業者に引き取っ
てもらってください
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品　目　名 分別区分 備　　考

く クレヨン 燃えるごみ

グローブ（野球用） 燃えるごみ

鍬 粗大ごみ

け
蛍光灯 水銀使用物

割れないように箱等に入れるなどして出して
ください	
割れた場合は燃えないごみ

珪藻土マット 燃えないごみ

携帯型音楽プレーヤー 小型家電製品 データを消してください

携帯電話 小型家電製品 データを消してください

ゲーム機（家庭用ゲーム機・ゲームソフト）小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

劇薬 出せない 販売店にご相談ください

化粧品のびん 燃えないごみ

化粧品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

下駄箱 粗大ごみ

血圧計（水銀式） 水銀使用物

血圧計（電子式） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

玄関マット 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

建築廃材 出せない
13ページ参照　産業廃棄物処理業者にご相
談ください

剣山 燃えないごみ

原動機付自転車 出せない 販売店にご相談ください

剣道の防具 粗大ごみ

こ 碁石 燃えないごみ

こいのぼり 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

こいのぼりの竿（木製） 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

こいのぼりの竿（アルミ製） 粗大ごみ

高圧洗浄機 小型家電製品 事業所で使用していたものは出せません

コードリール（ドラム） 小型家電製品

コーヒーメーカー 小型家電製品 ガラスポットの部分は燃えないごみ

ござ 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

こたつ 粗大ごみ

こたつ布団 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

コップ（ガラス・金属製） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ

粉ミルクの缶 空き缶

碁盤 粗大ごみ

コピー機（家庭用） 小型家電製品

ゴムホース 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

ゴムボート 粗大ごみ

米（古米） 燃えるごみ

米びつ 粗大ごみ

米袋（紙製） 燃えるごみ ビニール製は容器包装プラスチック
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品　目　名 分別区分 備　　考

こ ゴルフクラブ 燃えないごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフボール 燃えるごみ

コンセントプラグ 小型家電製品

コンパネ（合板） 粗大ごみ 事業所で使用していたものは出せません

さ サーフボード 粗大ごみ

座いす 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

座卓 粗大ごみ

サッカーボール 燃えるごみ 空気を抜いて出してください

座布団 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

皿（陶磁器・金属製） 燃えないごみ

ざる（金属製） 燃えないごみ

サングラス（ガラスレンズ） 燃えないごみ プラスチックレンズのものは燃えるごみ

サンダル 燃えるごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

ＣＤ（ケースも含む） 燃えるごみ

シェーバー（ひげ剃り） 水銀使用物 電池式の物は小型家電製品

磁石 燃えないごみ

七輪 燃えないごみ

自転車 粗大ごみ

芝刈り機 粗大ごみ エンジン式のものは販売店にご相談ください

シャープペンシル（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

蛇口（水道） 燃えないごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

写真 燃えるごみ

ジャッキ（車用） 燃えないごみ

砂利 燃えないごみ 1袋（20リットルの袋に入る程度）

絨毯（ジュータン） 粗大ごみ

充電器 小型家電製品

充電式電池 水銀使用物 又は無料回収店へ（9・10ページ参照）

消火器 出せない 13ページ参照

将棋盤 粗大ごみ 厚さ3㎝以内は燃えるごみ

障子戸 粗大ごみ

浄水器（電気式のもの） 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

照明器具（かさ） 小型家電製品 蛍光灯は水銀使用物

ジョーロ（金属製） 燃えないごみ

ジョーロ（プラスチック製） 燃えるごみ

食用油 燃えるごみ
紙や布に染み込ませるか凝固剤で固めてくだ
さい
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品　目　名 分別区分 備　　考

し 除湿器（家庭用） 小型家電製品

除湿剤 燃えるごみ

除雪機 出せない 販売店にご相談ください

食器洗い乾燥機（家庭用） 小型家電製品

食器棚 粗大ごみ

シルバーカー 粗大ごみ

シニアカー（電動車いす） 粗大ごみ バッテリーを外してください

人工芝 燃えるごみ 大きいものは粗大ごみ

す 水槽（ガラス製） 燃えないごみ 縦40㎝横60㎝以上のものは、粗大ごみ

水槽（プラスチック製） 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

水筒（金属製・魔法瓶） 燃えないごみ プラスチック製は燃えるごみ

炊飯器（炊飯ジャー） 小型家電製品

スーツケース 粗大ごみ

姿見 粗大ごみ

スキー・スノーボード 粗大ごみ

スキー・スノーボード靴 燃えるごみ

スキーウエア 燃えるごみ

スキーキャリア 粗大ごみ

スケートボード 粗大ごみ

スケール（金属製） 燃えないごみ コンベックス・金尺など

スコップ 粗大ごみ

硯（すずり） 燃えないごみ

すだれ 粗大ごみ

スタンド（照明用） 小型家電製品 蛍光灯は水銀使用物

スタンプ台（金属製） 燃えないごみ

ステレオ・スピーカー 小型家電製品

ストーブ（石油・電気・ハロゲン・カーボン）小型家電製品 燃料タンクを空にしてください

ストーブ（石炭・まき式） 粗大ごみ

ストック（スキー・ウォーキング用等） 燃えないごみ

砂 燃えないごみ 1袋（20リットルの袋に入る程度）

スノーダンプ・スコップ 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

スパイクシューズ 燃えるごみ

スピーカー 小型家電製品

スプレー缶 燃えないごみ 使いきってから屋外にて穴をあけてください

すべり台（幼児用） 粗大ごみ

ズボンプレッサー 小型家電製品

炭 燃えるごみ

せ せっけん 燃えるごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

せ 石膏ボード 出せない
13ページ参照　解体撤去・処分を含めて産
業廃棄物処理業者にご相談ください

セメント 燃えないごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

セラミックヒーター 小型家電製品

洗剤容器（紙製） 燃えるごみ

洗剤容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

洗濯機 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

洗濯ばさみ（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

洗濯物干し台及びポール 粗大ごみ

剪定枝 燃えるごみ 長さ50㎝以下、太さ６㎝以下のもの

剪定ばさみ 燃えないごみ

扇風機（ウインドファン含む） 小型家電製品

洗面器（プラスチック製） 燃えるごみ

洗面器（金属製） 燃えないごみ

洗面台（家庭用） 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

そ 双眼鏡（本体が金属のもの） 燃えないごみ

掃除機 小型家電製品

ソファー 粗大ごみ

そり（子供用） 粗大ごみ

た 体温計（水銀式） 水銀使用物

体温計（電子式） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

台車 粗大ごみ

体重計（電子式） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

タイヤ（自転車・スポーツ用一輪車・ねこ
ぐるま）

粗大ごみ

タイヤ（自動車用・バイク用・重機用・農
機具用）

出せない 販売店にご相談ください

タイヤカバー 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

タイヤチェーン（金属製） 燃えないごみ ゴム製のものは燃えるごみ

タイヤホイール（自動車用・バイク用） 出せない 販売店にご相談ください

太陽光発電システム 出せない 施工業者又はメーカーにご相談ください

太陽熱温水器 出せない 施工業者又はメーカーにご相談ください

タイル（予備品など少量に限る） 燃えないごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

竹ぼうき 粗大ごみ ごみ袋に入るものは可燃ごみ

卓上コンロ 燃えないごみ

畳（たたみ） 粗大ごみ
発生場所につき、１日10枚まで
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

卓球台 粗大ごみ

脱臭剤 燃えるごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

た タブレット端末 小型家電製品 データを消してください

卵パック（紙製） 燃えるごみ

卵パック（プラスチック製） 容器包装プラスチック

樽（木・プラスチック製） 粗大ごみ

垂木（たるき） 燃えるごみ 長さ50㎝以下、太さ６㎝以下のもの

たわし（金属製） 燃えないごみ

単管パイプ（金属製） 粗大ごみ 事業所で使用していたものは出せません

タンス 粗大ごみ

段ボール 紙類 6ページ参照

ダンベル 燃えないごみ

ち
チェンソー 小型家電製品

縦40㎝、横60㎝、高さ30㎝未満のもの燃料
を抜いてくださいそれ以外の大きなものは粗
大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶碗（陶器類） 燃えないごみ

注射器の針 出せない
医療機関又は薬局に引き取ってもらってくだ
さい

つ 机 粗大ごみ

漬物石（2～ 3個） 燃えないごみ 事業所で使用していたものは出せません

土 燃えないごみ 1袋（20リットルの袋に入る程度）

釣り糸 燃えるごみ

釣り竿（グラスロッド・カーボンロッド） 燃えないごみ

釣り竿（竹製） 燃えるごみ

て ディスプレイ 小型家電製品

DVD 燃えるごみ

DVDプレーヤー 小型家電製品

テーブル 粗大ごみ

デスクマット 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

テニスボール 燃えるごみ

テレビ 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

テレビ台 粗大ごみ

電気ポット 小型家電製品

電気毛布 粗大ごみ

電磁調理器 小型家電製品
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

電子レンジ 小型家電製品

電子タバコ 水銀使用物

電卓 小型家電製品

電池（乾電池・充電式・ボタン型・リチウ
ムイオン）

水銀使用物 9・10ページ参照

テント（キャンプ用・オーニング用） 粗大ごみ

点灯管 燃えないごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

て 電動車いす 粗大ごみ バッテリーを外してください

電動工具類（縦40㎝横60㎝高さ30㎝未満）小型家電製品
事業所で使用していたものは出せません	
縦40㎝横60㎝高さ30㎝以上のものは粗大ご
み

電話機 小型家電製品

と 砥石 燃えないごみ

同軸ケーブル（家電製品用ケーブル） 小型家電製品

灯油タンク（金属製） 粗大ごみ
中身を空にしてください（中身はガソリンス
タンドへご相談ください）

トースター 小型家電製品

時計（腕時計・置き時計） 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

戸棚 粗大ごみ

トタン板 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

ドライヤー 小型家電製品

ドラム缶 粗大ごみ 中身を空にしてください

塗料の缶 燃えないごみ 中身を空にしてください

鳥かご（木製、プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

泥（庭掃除などで集めたもの） 燃えないごみ 1袋（20リットルの袋に入る程度）

トロ箱（発泡スチロール製） 容器包装プラスチック
汚れているものは燃えるごみ	
木製のものは粗大ごみ

な ナイフ 燃えないごみ

苗箱（農業用） 出せない 農協又は販売店にご相談ください

長靴 燃えるごみ

流し台 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

鍋 燃えないごみ

波板 粗大ごみ
田んぼの畔などの農業用は農協又は販売店に
ご相談ください

に 入浴剤 燃えるごみ

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ

縫い針 燃えないごみ

ね ネット（みかんなど） 容器包装プラスチック

寝袋 燃えるごみ

粘土 燃えないごみ

の 農機具 出せない 農協又は販売店にご相談ください

農業用ハウス（シート・パイプ） 出せない 農協又は販売店にご相談ください

農薬 出せない 農協又は販売店にご相談ください

ノートパソコン 小型家電製品
データを消してください	
バッテリーは取り除き水銀使用物へ

のこぎり 燃えないごみ

飲み薬のびん 空きびん

は バーベキュー用網がね・鉄板（縦40㎝横60㎝未満）燃えないごみ 縦40㎝横60㎝以上のものは、粗大ごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

は 灰（燃えがら） 燃えないごみ 袋に入れて出してください

バイク 出せない 販売店にご相談ください

剥製（はくせい） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

廃油（食用油） 燃えるごみ
紙や布にしみ込ませるか凝固剤で固めてくだ
さい

バケツ（金属製） 燃えないごみ

バケツ（プラスチック製） 燃えるごみ

はさみ 燃えないごみ

パソコン（デスクトップ型・ノート型） 小型家電製品 データを消してください

パソコンディスプレイ（液晶式・ブラウン
管）

小型家電製品 液晶式・ブラウン管式どちらも可

鉢（植木鉢・陶器等焼き） 燃えないごみ

鉢（プラスチック製） 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

発炎筒（車載用、未使用品） 出せない 販売店にご相談ください

バッテリー（鉛蓄電池） 出せない 販売店にご相談ください

バット（金属製） 燃えないごみ

バット（木製） 燃えるごみ

発泡スチロール（緩衝材） 容器包装プラスチック

花火 燃えるごみ
使っていないものは水に浸してから出してく
ださい

歯ブラシ 燃えるごみ 電動のものは電池を取り除き、小型家電製品

針（縫い針） 燃えないごみ

針金 燃えないごみ

ハンガー（金属製） 燃えないごみ

ハンガー（木製・プラ製） 燃えるごみ

パンチ（文具・穴あけ） 燃えないごみ

ハンマー（金属製） 燃えないごみ

ひ ピアニカ 燃えるごみ

ピアノ 出せない 販売店にご相談ください

ビー玉 燃えないごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビデオカメラ 小型家電製品 電池は取り除き水銀使用物へ

ビデオテープ 燃えないごみ

ビデオデッキ 小型家電製品

ひな壇・ひな人形 粗大ごみ 人形は燃えるごみ

ビニールシート（農業用） 出せない 農協又は販売店にご相談ください

ビニールホース（水道用） 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

肥料（家庭菜園、園芸用） 燃えるごみ

肥料の袋（ビニール製） 容器包装プラスチック 洗ってください

ふ ファイル 燃えるごみ
金属部分が取り外せるものは、取り外して燃
えないごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

ふ ファンヒーター 小型家電製品 燃料タンクを空にしてください

笛（プラスチック製） 燃えるごみ 金属製は燃えないごみ

ふすま 粗大ごみ

プチプチシート（包装緩衝材） 容器包装プラスチック

仏壇 出せない 販売店にご相談ください

布団 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ

ふとん乾燥機 小型家電製品

フライパン 燃えないごみ

ブラインド 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

プラスチックケース 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

ブランコ（幼児用） 粗大ごみ

プランター 燃えるごみ ごみ袋に入らないものは粗大ごみ

プリンター（インクジェット式・レーザー
式）

小型家電製品 事業所で使用していたものは出せません

ブルーシート 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

ブルーレイディスク 燃えるごみ

ブルーレイレコーダ 小型家電製品

プレジャーボート 出せない 販売店にご相談ください

ブロック（おもちゃ） 燃えるごみ

ブロック（コンクリート） 燃えないごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

フロッピーディスク 燃えるごみ

風呂のふた 粗大ごみ

風呂のマット（浴室用） 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

プロパンガスボンベ 出せない 販売店にご相談ください

へ ペーパータオル 燃えるごみ

ベッド 粗大ごみ

ペットのくさり 燃えないごみ

ペットの首輪 燃えるごみ

ペットのリード 燃えないごみ 布製などで1ｍ以下に切れば燃えるごみ

ペット小屋（犬・猫） 粗大ごみ

ペットの死骸 出せない 羽咋斎場で処理できます（☎22-0420）

ペットのふん 燃えるごみ

ベッドのマットレス 粗大ごみ

ペットボトルのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ヘッドホン 小型家電製品

ペット用トイレの砂（紙製） 燃えるごみ

ペット用トイレの砂（砂） 燃えないごみ 袋に入れて出してください

ベニヤ板（コンパネ） 粗大ごみ
業者が施工した場合は、業者に引き取っても
らってください

ベビーカー 粗大ごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

へ ベビーバス 粗大ごみ

ヘルスメーター 小型家電製品 乾電池は取り除いてください

ベルト（バンド） 燃えるごみ 金具は取らなくても構いません

ヘルメット 燃えるごみ

ペンキ 燃えるごみ 紙や布に染み込ませてください

便器（ポータブル） 粗大ごみ

便座 粗大ごみ 自分で取り外したものに限る

ほ ホイールキャップ 燃えないごみ

ほうき 燃えるごみ

包装紙 紙類

防虫剤 燃えるごみ

包丁 燃えないごみ

ホース 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

ポータブル電源（ポータブル蓄電池） 水銀使用物 9・10ページ参照

ホームベーカリー 小型家電製品

ボウリングの玉 燃えないごみ

歩行器（幼児用） 粗大ごみ

ホッチキス（ステープラ） 燃えないごみ

ポット（魔法瓶） 燃えないごみ

ポット（電気） 小型家電製品

ホットプレート 小型家電製品

ほ乳びん（ガラス製） 燃えないごみ

ポリタンク 粗大ごみ 大小にかかわらず粗大ごみ

ポリバケツ 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

ボール（燃える材質のもの） 燃えるごみ

ボールペン 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本 紙類

本棚 粗大ごみ

ま 薪ストーブ 粗大ごみ

マッサージチェアー 粗大ごみ

マッチ 燃えるごみ
使っていないものは水に浸してから出してく
ださい

窓ガラス（割れたガラス） 燃えないごみ

まな板 燃えるごみ

豆炭 燃えるごみ

み ミキサー 小型家電製品

ミシン 小型家電製品 足踏みミシンは粗大ごみへ

ミルクの缶 空き缶

む 虫眼鏡 燃えないごみ

め 眼鏡（ガラスレンズ） 燃えないごみ
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品　目　名 分別区分 備　　考

め 眼鏡（プラスチックレンズ） 燃えるごみ

メジャー（金属製・ビニール製） 燃えないごみ

メダル（金属製） 燃えないごみ

も 毛布 粗大ごみ 指定袋に入れば燃えるごみ

木材 粗大ごみ
長さ２ｍ以下、太さ15㎝（角材の場合は対
角で15㎝）以下のもの

木片 燃えるごみ 長さ50㎝以下、太さ６㎝以下のもの

餅つき器（家庭用） 小型家電製品

モップ 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台 粗大ごみ

モバイルバッテリー 水銀使用物 9・10ページ参照

や やかん 燃えないごみ

薬品 出せない 販売店にご相談ください

野球ボール 燃えるごみ

ゆ USBメモリ 小型家電製品 データを消してください

雪かき棒（スノーブラシ・ワイパー） 粗大ごみ ごみ袋に入るものは燃えるごみ

ユニットバス 出せない 施工業者又はメーカーにご相談ください

よ 浴槽 出せない 施工業者又はメーカーにご相談ください

よしず 粗大ごみ

鎧兜（よろいかぶと） 粗大ごみ

ら ライター（金属製） 燃えないごみ ガスを使い切ってください

ライター（プラスチック製） 燃えるごみ ガスを使い切ってください

ラケット 粗大ごみ

ラジオ 小型家電製品 電池は取り除き、水銀使用物へ

ラジカセ 小型家電製品 電池は取り除き、水銀使用物へ

ラック 粗大ごみ

ラップの芯 燃えるごみ

ランチジャー 燃えないごみ

ランドセル 燃えるごみ

り リール（釣り竿用） 燃えないごみ

リール（ホース用） 粗大ごみ 大小にかかわらず粗大ごみ

リコーダー 燃えるごみ

リモコン 小型家電製品 電池は取り除き、水銀使用物へ

リヤカー（大八車） 粗大ごみ

る ルアー（疑似餌） 燃えないごみ

ルームランナー 粗大ごみ

れ 冷水機（ウォータークーラー） 出せない 販売店にご相談ください

冷蔵庫 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

冷凍庫 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

冷温庫・保冷庫 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品



3434 羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方

品　目　名 分別区分 備　　考

れ 冷風機 小型家電製品

冷風扇 小型家電製品

レインコート 燃えるごみ

レコード 燃えるごみ

レジ袋 容器包装プラスチック

レンガ 燃えないごみ

ろ ローソク 燃えるごみ

ロープ 燃えるごみ １ｍ以下に切ってください

ローラースケート 燃えないごみ

わ ワープロ 小型家電製品

ワイヤーロープ 燃えないごみ

ワイン庫 出せない 12ページ参照　家電リサイクル法の対象品

割れたびん 燃えないごみ



3535羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方



3636 羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方



3737羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方



3838 羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方羽咋郡市　家庭ごみの分け方・出し方・減らし方


