
 

 

 

 

この分別表には主な品目を掲載しています。不明な点はお問い合わせください。 

 

 

 

品名 分類 備考 

あ アイロン 不燃ごみ  

 アイロン台 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 アイロンプリント紙 可燃ごみ  

 油（車のオイルなど） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 油（食用油） 可燃ごみ 
布や紙にしみこませるか、市販

の凝固剤などで固める 

 雨がっぱ 可燃ごみ  

 網戸 粗大ごみ  

 アルバム 可燃ごみ  

 アルミはく・ホイル 可燃ごみ  

 アンテナ 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

い 衣装ケース（金属製） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 衣装ケース（木製・樹脂製） 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 いす（金属製） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 いす（木製・樹脂製） 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 一輪車（ねこ） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 一輪車（遊具） 粗大ごみ  

 犬小屋 粗大ごみ  

 衣類 布類 夏物は、回収場所へ出す 

う 植木棚 粗大ごみ  

 植木鉢 不燃ごみ プラスチック製は、「可燃ごみ」 

 ウエットスーツ 可燃ごみ  

 
ウォシュレット（洗浄機能

付き便座） 
粗大ごみ 自分で外したもの 

 浮き輪 可燃ごみ  

 うす（臼） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

え エアキャップ（プチプチの

緩衝材） 
可燃ごみ  

    

    

    

ごみ分別表（50音順） 

問合せ先 ◆真鶴町税務町民課 ☎0465-68-1131 

 ◆湯河原美化センター☎0465-63-3472 
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品名 分類 備考 

え エアコン（室内機・室外

機） 
×収集できません 

リサイクル対象品（12 ページ参

照） 

 ACアダプター 不燃ごみ  

 枝 可燃ごみ 
直径５㎝、長さ 50 ㎝未満に切

り、小さく束ねる 

 絵の具 可燃ごみ  

 
エレクトーン（電子オルガ

ン） 
×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 エンジンオイル ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 塩ビ管 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 鉛筆削り 不燃ごみ  

お オイル（エンジン用） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 オイルヒーター 粗大ごみ  

 オートバイ（部品含む） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 オーブントースター 不燃ごみ  

 オーブンレンジ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 汚泥 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 お盆（トレー）（金属製） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 
お盆（トレー）（木製・樹脂

製） 
可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 
おもちゃ（木製・プラスチ

ック製） 
可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 オルガン ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 温度計 不燃ごみ 
水銀使用のものは、紙袋などに

入れて「水銀」と書く 

 温風ヒーター 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

か カーテン 可燃ごみ 金具は、「不燃ごみ」 

 カーテンレール 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 カーペット 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 貝殻 可燃ごみ  

 懐中電灯 不燃ごみ 電池は抜く 

 カイロ（金属製） 不燃ごみ  

 カイロ（使い捨て） 可燃ごみ  

 鏡 不燃ごみ 
危ないので紙などに包んで、

「鏡」と書く 

 額（金属製） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

    

    

    
 16 



品名 分類 備考 

か 
額（木製） 可燃ごみ 

50㎝以上は、「粗大ごみ」 

ガラスは外して「不燃ごみ」 

 かご 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

 傘 不燃ごみ 
布、ビニール部分は、「可燃ご

み」 

 加湿器 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 菓子箱 新聞・雑紙 金属製は、「カン」 

 
ガスボンベ（プロパンガ

ス） 
×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ガス湯沸器 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ガスレンジ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 カセットコンロ（本体） 不燃ごみ 
カセットボンベは外して「不燃

ごみ」へ 

 カセットテープ 可燃ごみ  

 カセットデッキ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 カセットボンベ 不燃ごみ 中身を使い切ってください 

 カタログ（紙製） 新聞・雑紙  

 カップラーメンの容器 可燃ごみ  

 家庭用農機具 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 かばん（布・革製） 可燃ごみ 金具は、「不燃ごみ」 

 画びょう 不燃ごみ 
危ないので紙などに包んで「画

びょう」と書く 

 釜 不燃ごみ  

 紙おむつ（布おむつ含む） 可燃ごみ 汚物は取り除く 

 カミソリ 可燃ごみ 
プラスチック製で、使い捨ての

もの 

 
紙パック（牛乳などの飲

料用） 
紙パック 洗って、開いて、ひもでしばる 

 紙袋 新聞・雑紙  

 
カメラ（ビデオカメラも含

む） 
不燃ごみ  

 カラーボックス 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 カラオケセット ×収集できません  

 ガラス（ガラスくず） 不燃ごみ 
危ないので、紙などに包んで

「ガラス」と書く 

 カレンダー（紙製） 新聞・雑紙 金具は、「不燃ごみ」 
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品名 分類 備考 

か 瓦（かわら） ×収集できません 専門の処理業者へ 

 カン（飲み物、缶詰のカン） カン 中身を取り除いてよく洗う 

 
カン（飲み物、缶詰のカン

以外） 
不燃ごみ 

一斗缶、ペンキ缶など（事業系

のものは収集しません）中身は

使い切る 

 換気扇 不燃ごみ  

 乾燥剤 可燃ごみ  

 
乾電池（アルカリ・マンガ

ン） 
不燃ごみ 

透明な袋に入れる 

ボタン電池、ニカド電池などは、

販売店へ 

 感熱紙 可燃ごみ FAX紙などの感熱紙 

き キーボード（楽器） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 キーボード（パソコン用） 不燃ごみ  

 木くず 可燃ごみ 家庭から出るもののみ 

 ギター 粗大ごみ ケースを含む 

 木箱 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 脚立 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 キャップ（ふた）（金属製） 不燃ごみ  

 キャップ（ふた）（樹脂製） 可燃ごみ  

 給湯器 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ  

 キルティング 可燃ごみ 中が綿状の衣類 

 金庫（耐火用） ×収集できません 専門の処理業者へ 

 金庫（手持ち） 不燃ごみ  

く 空気入れ 不燃ごみ  

 空気清浄機 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 クーラー ×収集できません 
リサイクル対象品（12 ページ参

照） 

 クーラーボックス 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 釘類（ねじを含む） 不燃ごみ 
危ないので、紙袋などに入れて

「釘」と書く 

 草 可燃ごみ 
土は必ず取り除いて乾燥させ

る 

 草刈り機（エンジン式） ×収集できません  

 靴（皮、布製） 可燃ごみ  

 靴下 可燃ごみ  
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品名 分類 備考 

く クッション 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 クリアファイル 可燃ごみ  

 車いす 粗大ごみ  

 クレヨン 可燃ごみ  

 グローブ 可燃ごみ  

 グローランプ 不燃ごみ  

け 

蛍光灯 不燃ごみ 

水 

で濡らした新聞紙などに包ん

で、ひとまとめにする 

 珪藻土バスマット 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 携帯電話 不燃ごみ 販売店でも回収 

 毛糸 可燃ごみ  

 ゲーム機 不燃ごみ  

 化粧品容器（スプレー缶） 不燃ごみ 中身を使い切ってください 

 化粧品容器（ビン） 不燃ごみ ビンには出さない 

 
化粧品容器（プラスチッ

ク） 
可燃ごみ  

 化粧用コットン 可燃ごみ  

 下駄箱 粗大ごみ  

 健康器具類 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 建設廃材 ×収集できません 産業廃棄物処理業者へ 

 鍵盤ハーモニカ 不燃ごみ  

こ ゴーグル 可燃ごみ  

 ござ 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 こたつ 粗大ごみ こたつ板も含む 

 こたつぶとん 粗大ごみ ３枚まで１品扱い 

 コップ 不燃ごみ 紙コップは、「可燃ごみ」 

 コピー機 ×収集できません プリンターは、「不燃ごみ」 

 ゴム類 可燃ごみ  

 米の袋 可燃ごみ 紙製は、「新聞・雑紙」 

 ゴルフクラブ 粗大ごみ ゴルフバッグを含む 

 ゴルフボール 可燃ごみ  

 コンクリート ×収集できません 専門の処理業者へ 

 梱包ひも 可燃ごみ  

さ サーフボード 粗大ごみ  

 座いす 粗大ごみ  
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品名 分類 備考 

さ 雑誌 新聞・雑紙 ひもでしばる 

 殺虫剤（カン） 不燃ごみ 中身を使い切ってください 

 座布団 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 サマーベッド 粗大ごみ  

 皿 不燃ごみ 
紙皿、発砲スチロール皿は、「可

燃ごみ」 

 三角コーナー 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

 サンダル 可燃ごみ  

 三輪車 粗大ごみ  

し シーツ 布類  

 CD（コンパクトディスク） 可燃ごみ  

 
CD ケース（プラスチック

製） 
可燃ごみ  

 シール・シール台紙 可燃ごみ  

 辞書・辞典 新聞・雑紙 ひもでしばる 

 下着 布類 汚れたものは「可燃ごみ」 

 湿布 可燃ごみ  

 
自転車（電動自転車も含

む） 
粗大ごみ  

 自動車部品 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 芝刈り機 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 写真 可燃ごみ  

 シャンプーなどの容器 可燃ごみ  

 ジューサー（ミキサー） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 じゅうたん 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 シュレッダーくず 可燃ごみ  

 消火器（使用済も含む） ×収集できません 

販売店や専門の処理業者へ 

日報防災（63-0119、有料・持

ち込み） 

 定規 可燃ごみ  

 浄水器 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 浄水器（カートリッジ） 可燃ごみ 金属を含むものは、「不燃ごみ」 

 照明器具 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 除湿器 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 除湿剤及びその容器 可燃ごみ  

 書棚、書庫類 粗大ごみ  
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品名 分類 備考 

し 食器洗い機 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 食器棚 粗大ごみ  

 人工芝 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 シンナー ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

す 水槽 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 水筒 不燃ごみ プラスチック製は、「可燃ごみ」 

 炊飯器・炊飯ジャー 不燃ごみ  

 スーツケース 粗大ごみ 
50 ㎝未満は、「可燃ごみ」（金

属製は、「不燃ごみ」） 

 スキー・スノーボード 粗大ごみ 板・ストック・靴を含む 

 
スキー・スノーボードウェ

ア 
可燃ごみ  

 スキー靴 不燃ごみ  

 スケート靴 不燃ごみ  

 硯（すずり） ×収集できません  

 すだれ 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 スチール製引き出し 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 ステレオ（ミニコンポ） 粗大ごみ スピーカーとセット 

 ストーブ 粗大ごみ 灯油、電池は抜く 

 ストッキング 可燃ごみ  

 すのこ 粗大ごみ 50㎝未満は、「可燃ごみ」 

 スパイク 可燃ごみ 
金具の外せるものは外し「不燃

ごみ」へ 

 スピーカー 粗大ごみ 
２つで１品扱い  50㎝未満は、

「不燃ごみ」 

 スプレー缶 不燃ごみ 中身を使い切ってください 

 滑り台 粗大ごみ  

 スポンジ 可燃ごみ  

 ズボンプレッサー 粗大ごみ  

 炭 可燃ごみ  

 スリッパ 可燃ごみ  

 スロットマシン ×収集できません 専門の処理業者へ 

せ 
請求書 新聞・雑紙 

カーボン紙、感熱紙は、「可燃

ごみ」 

 製氷機 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 精米機 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 
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品名 分類 備考 

せ セーター 可燃ごみ  

 石膏ボード ×収集できません 専門の処理業者へ 

 瀬戸物 不燃ごみ  

 セロファン 可燃ごみ  

 洗剤容器（紙製） 可燃ごみ  

 
洗剤容器（プラスチック

製） 
可燃ごみ  

 洗濯機 ×収集できません 
リサイクル対象品（12 ページ

参照） 

 
洗濯ばさみ（プラスチッ

ク製） 
可燃ごみ  

 扇風機 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 洗面器（プラスチック製） 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

 洗面台 粗大ごみ 陶器製は、専門業者へ 

そ ぞうきん 可燃ごみ  

 掃除機 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 ソーラー温水器 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ソファー 粗大ごみ  

た 
体温計 不燃ごみ 

水銀使用のものは、紙袋などに

入れて「水銀」と書く 

 台車 粗大ごみ  

 体重計 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 タイヤ（自転車用） 可燃ごみ  

 タイヤ（バイク、自動車用） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 タイヤホイール ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 タイル 不燃ごみ 建築廃材を除く 

 ダウンジャケット 可燃ごみ  

 タオル、タオルケット 布類  

 竹 可燃ごみ 
50 ㎝未満に切り、小さく束ね

て 

 畳 ×収集できません 
美化センターに直接搬入または

専門の処理業者へ 

 脱臭剤 可燃ごみ  

 タッパー 可燃ごみ  

 卵パック 可燃ごみ  

 タンス 粗大ごみ  
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品名 分類 備考 

た 断熱材 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 ダンボール ダンボール たたんでひもでしばる 

ち チェーン 不燃ごみ  

 チャイルドシート 粗大ごみ  

 茶箱 粗大ごみ  

 ちゃぶ台 粗大ごみ  

 茶碗 不燃ごみ  

 注射器、注射針 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ちょうちん 可燃ごみ  

 チラシ 新聞・雑紙  

つ ついたて 粗大ごみ  

 使い捨てライター 可燃ごみ 
中身を使い切る（大量の場合は

ご連絡ください） 

 机 粗大ごみ 
学習机はイスとセットで「粗大ご

み」 

 漬け物石 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 土（砂利も含む） ×収集できません 専門の処理業者へ 

 釣り竿 不燃ごみ  

て Tシャツ 布類  

 ＤＶＤ 可燃ごみ  

 ＤＶＤプレーヤー 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ティッシュペーパーの箱 新聞・雑紙 
取り出し口のビニールをはが

し、ビニールは、「可燃ごみ」 

 テーブル 粗大ごみ  

 手紙 新聞・雑紙  

 鉄板 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 手ぬぐい 布類  

 手袋 可燃ごみ  

 テレビ ×収集できません 
リサイクル対象品（12 ページ参

照） 

 テレビ台 粗大ごみ  

 電気温水器 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 電気カーペット 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 電気コード・ケーブル 不燃ごみ  

 電気スタンド 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 電気ヒーター 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 
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品名 分類 備考 

て 電気毛布 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 電球 不燃ごみ 
水で濡らした新聞紙などに包ん

で、ひとまとめにする 

 電子オルガン ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 電子ピアノ ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 電子レンジ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 電卓 不燃ごみ  

 
電池（アルカリ・マンガ

ン） 
不燃ごみ 透明な袋に入れる 

 テント 可燃ごみ 骨（金属製）は、「不燃ごみ」 

 電動チェーンソー 不燃ごみ 

50㎝以上は、「粗大ごみ」 

（エンジン付きは販売店や専門

の処理業者へ） 

 電話機 不燃ごみ 電池は抜く 

と 樋（とい・とよ） ×収集できません 専門の処理業者へ 

 トイレットペーパーの芯 新聞・雑紙  

 トイレブラシ 可燃ごみ  

 陶器類 不燃ごみ  

 灯油 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 灯油用ポリタンク 可燃ごみ ふたを外す 

 灯油用ポンプ 可燃ごみ 電動式は、電池を抜く 

 トースター 不燃ごみ  

 時計 不燃ごみ 電池は抜く 

 戸棚 粗大ごみ  

 トタン ×収集できません 専門の処理業者へ 

 トナー ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 土鍋 不燃ごみ  

 ドライヤー 不燃ごみ  

 ドラム缶 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 トランク 粗大ごみ  

 ドレッサー 粗大ごみ  

な 長靴 可燃ごみ  

 流し台 粗大ごみ 陶器製は、専門業者へ 

 鍋 不燃ごみ  

 生ごみ 可燃ごみ  

に 人形 可燃ごみ 陶器製は、「不燃ごみ」 
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品名 分類 備考 

に 人形ケース 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ  

ね ネガ（写真用） 可燃ごみ  

 ネクタイ 可燃ごみ  

 粘土（工作用） 可燃ごみ  

の 農機具 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 農薬 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ノート 新聞・雑かみ  

 ノートパソコン ×収集できません 
リサイクル対象品（13 ページ

参照） 

は バーベル 粗大ごみ  

 ハーモニカ 不燃ごみ  

 灰 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 灰皿 不燃ごみ  

 パイプ（鉄） 粗大ごみ  

 バインダー 可燃ごみ 金具は、「不燃ごみ」 

 はがき 新聞・雑紙 圧着はがきは、「可燃ごみ」 

 はく製 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 バケツ 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

 はさみ 不燃ごみ 
危ないので、紙などに包んで

「はさみ」と書く 

 はしご 粗大ごみ  

 
パソコン（ディスプレイ含

む） 
×収集できません 

リサイクル対象品（13 ページ

参照） 

 鉢 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 パチンコ台 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 発煙筒 可燃ごみ 湿らせる 

 バッテリー（自動車用） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 
バッテリー（自動車用以

外） 
不燃ごみ  

 バット（金属製） 不燃ごみ  

 バット（木製） 可燃ごみ  

 発泡スチロール 可燃ごみ  

 花火 可燃ごみ 湿らせる 

 歯ブラシ 可燃ごみ  

 歯磨きチューブ 可燃ごみ  
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品名 分類 備考 

は 
刃物 不燃ごみ 

危ないので、紙などに包んで

「刃物」と書く 

 パラソル 粗大ごみ  

 針 不燃ごみ 

危ないので、紙などに包んで

「針」と書く 

（ただし、医療用注射針は、病院

に戻す） 

 針金 不燃ごみ  

 ハンガー 不燃ごみ プラスチック製は、「可燃ごみ」 

 パンフレット 新聞・雑紙  

ひ ピアニカ（鍵盤ハーモニ

カ） 
不燃ごみ  

 ピアノ ×収集できません 販売店か専門の回収業者へ 

 PPバンド 可燃ごみ  

 
ひげ剃り（プラスチック

製） 
可燃ごみ  

 ビデオカメラ 不燃ごみ  

 ビデオテープ 可燃ごみ  

 ビデオデッキ 不燃ごみ  

 ビニール（農業用） ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ビニールクロス 可燃ごみ 
事業系のものは、専門の処理

業者へ 

 ビニールシート 可燃ごみ  

 ビニールトタン ×収集できません 専門の処理業者へ 

 ビニールひも 可燃ごみ  

 ビニールプール 可燃ごみ  

 ビニール袋 可燃ごみ  

 
ビニールポット（花の苗

用） 
可燃ごみ 洗って土を落とす 

 ビン ビン 中身を抜きすすぐ 

ふ ファックス（家庭用） 不燃ごみ  

 ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は抜いて、灯油を使い切る 

 フィルム（写真現像用） 可燃ごみ  

 封筒 新聞・雑紙  

 フェンス 粗大ごみ 
ビニールの巻いてあるフェン

スは、専門の処理業者へ 
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品名 分類 備考 

ふ 不織布 可燃ごみ  

 仏壇 粗大ごみ  

 ふとん 粗大ごみ ３枚まで１品扱い 

 ふとん乾燥機 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ふとん干し 粗大ごみ  

 フライパン 不燃ごみ  

 ブラインド ×収集できません 
専門の処理業者へ（木製のもの

は、「粗大ごみ」） 

 ブランコ 粗大ごみ  

 プランター 可燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 プリンター 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ブルーシート 可燃ごみ 50㎝未満にたたんでしばる 

 プレハブ（物置用） 粗大ごみ 解体する 

 ブロック ×収集できません 専門の処理業者へ 

 フロッピーディスク 可燃ごみ  

 風呂マット 可燃ごみ  

 風呂用品 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

へ ヘアスプレー缶 不燃ごみ 中身を使い切る 

 ベッド 粗大ごみ  

 ペットの砂 可燃ごみ  

 ペットボトル ペットボトル 

中身を抜き、キャップ・ラベルを

外し、すすぐ 

食用油、非食品の入っていたも

のは、「可燃ごみ」 

 ヘッドホンステレオ 不燃ごみ  

 ベッドマット 粗大ごみ  

 ベビーカー 粗大ごみ  

 ベビーベッド 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ベルト 可燃ごみ 
金具部分は外せるものは外し

「不燃ごみ」へ 

 便器 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 ペンキ ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 ペンキ缶 不燃ごみ 家庭から出るもののみ 

 便座（暖房便座含む） 粗大ごみ 自分で外したもの 

ほ ボイラー（湯わかし器） 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 包装紙 新聞・雑紙  
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品名 分類 備考 

ほ 防虫剤 可燃ごみ  

 防虫剤の容器 可燃ごみ  

 防虫スプレー 不燃ごみ 中身を使い切る 

 包丁 不燃ごみ 
危ないので、紙などに包んで

「包丁」と書いて袋に入れる 

 ボウリングのボール ×収集できません 販売店へ 

 ホース 可燃ごみ  

 ボール 可燃ごみ  

 ボールペン 可燃ごみ  

 ポスター（紙製） 新聞・雑紙  

 ホチキス 不燃ごみ  

 ポット 不燃ごみ  

 ホットカーペット 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 ホットプレート 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ほ乳びん 可燃ごみ  

 ポリ容器 可燃ごみ  

 保冷剤 可燃ごみ  

 本 新聞・雑紙 ひもでしばる 

 本棚 粗大ごみ 
50 ㎝未満で木製は、「可燃ご

み」、金属製は、「不燃ごみ」 

 ポンプ（井戸用） 粗大ごみ 電動は、専門の処理業者へ 

ま まくら 可燃ごみ  

 まくら木 ×収集できません 専門の処理業者へ 

 マッサージチェア 粗大ごみ  

 マッチ 可燃ごみ 湿らせる 

 マットレス 粗大ごみ  

み ミシン 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 水まくら 可燃ごみ  

め メガネ 不燃ごみ  

 メモ帳 新聞・雑紙  

 
メモリーカード・メモリー

スティック 
可燃ごみ  

も 毛布 可燃ごみ  

 物置 粗大ごみ 解体する 

 物干し竿 粗大ごみ ２本まで１品扱い 
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品名 分類 備考 

も 
物干し台 粗大ごみ 

２個まで１品扱い（土台のコン

クリートは、収集不可） 

や やかん 不燃ごみ  

ゆ 湯わかし器 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

よ 洋服掛け 粗大ごみ  

 ヨーグルトの容器 可燃ごみ  

 浴槽 ×収集できません 販売店や専門の処理業者へ 

 よしず 粗大ごみ  

ら ライター（使い捨て） 可燃ごみ 必ず使い切る 

 ラケット 可燃ごみ 金属製は、「不燃ごみ」 

 ラジオ・ラジカセ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ラップ 可燃ごみ 
箱・芯は、「新聞・雑紙」、金属の

刃は、「不燃ごみ」 

 ラミネート 可燃ごみ  

 ランドセル 可燃ごみ  

り リコーダー（縦笛） 可燃ごみ  

 リモコン 可燃ごみ 電池は抜く 

る ルームランナー 粗大ごみ  

れ 冷・温風機 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 冷蔵庫・冷凍庫 ×収集できません 
リサイクル対象品（12 ページ

参照） 

 レコード 可燃ごみ  

 レシート 可燃ごみ  

 レジ袋 可燃ごみ  

 レンガ ×収集できません 専門の処理業者へ 

 レンジ台 粗大ごみ 50㎝未満は、「不燃ごみ」 

 練炭（レンタン） 可燃ごみ  

わ ワープロ 不燃ごみ 50㎝以上は、「粗大ごみ」 

 ワゴン 粗大ごみ  

 綿、綿入りのもの 可燃ごみ  
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