
ごみの種類 分　　　別 ごみの種類 分　　　別 ごみの種類 分　　　別 ごみの種類 分　　　別

アイスノン（保冷剤） 燃えるごみ グローブ 燃えるごみ ブランコ（子供用） 分別してから出す　粗大ごみ（有料)

アイロン 金属類の日（小型家電リサイクル） 草刈機 粗大ごみ（有料) プランター（プラスチック） 燃えるごみ

網戸 枠は金属類の日、ナイロン網は燃えるごみ 釘 缶などに入れ「危険｣と表示し、金属類の日 タンス 粗大ごみ（有料) プリンター 金属類の日（小型家電リサイクル）

厚紙 古紙･紙パック 草ごみ・木くず(少量） 燃えるごみ（土、石を取り除いて） チャイルドシート 金属部を取外し、袋に入れば燃えるごみ 風呂釜 粗大ごみ（有料)

編み機 小型なら金属類の日　物により粗大ごみ（有料) 草ごみ・木くず(多量） 粗大ごみ（土、石を取り除いて）（有料) 茶わん ガラス・灰類 ヘアブラシ 燃えるものなら燃えるごみ

アルミ缶 金属類の日 車椅子 金属類の日 チラシ、広告 古紙･紙パック ベッド 粗大ごみ（有料)

アルミ箔（アルミホイル） 燃えるごみ 蛍光灯 金属類の日（小型家電リサイクル） ちり取り プラスチック製のものは燃えるごみ　金属製は金属ごみ ペットボトル ペットボトル回収ボックス

雨具（雨カッパ） 燃えるごみ　チャックなどの金属は取り除く 蛍光管 ガラス・灰類 使い捨てカイロ ガラス・灰類 ベビーカー 布類を取除き金属類の日

アダプター 金属類の日（小型家電リサイクル） 毛糸 燃えるごみ 机（家庭用） 粗大ごみ（有料) ベビーベッド 粗大ごみ（有料)

厚手のアルミ 金属類の日 計量はかり 小型なら金属類の日　それ以外は粗大ごみ（有料) 釣竿 分別してから出す ヘルメット FRP製はガラス・灰類　プラスチック製は燃える日

圧力鍋 金属類の日 劇薬 販売店へ相談 電気カミソリ 金属類の日（小型家電リサイクル） ヘルスメーター 金属類の日（小型家電リサイクル）

アルバム 金属を取り除いて燃えるごみ 化粧品びん ガラス・灰類 電気ポット 金属類の日（小型家電リサイクル） ボイラー 粗大ごみ（有料)

アンテナ 金属類の日 ゲーム機（本体） 金属類の日（小型家電リサイクル） ほうき 袋に入れば燃えるごみ

衣装ケース（プラスチック） 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) ゲームソフト 金属類の日（小型家電リサイクル） 包丁（安全措置をして） 缶などにいれ『危険』と表示し、金属類の日

椅子 種類により分別　大きい物は粗大ごみ（有料) げた箱 粗大ごみ（有料) 電気カーペット 金属類の日（小型家電リサイクル） 本 古紙･紙パック

一輪車 『不用品』と表示して金属類の日 剣山（安全措置をして） 缶などに入れ「危険｣と表示し、金属類の日 電子レンジ 金属類の日（小型家電リサイクル） ホットカーペット 金属類の日（小型家電リサイクル）

犬小屋（プラスチック） 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) ゴムホース ワイヤーなど入っていない物は燃えるごみ 電子オーブン 金属類の日（小型家電リサイクル） ホース（ビニール、ｺﾞﾑ） 燃えるごみ

衣類 燃えるごみ ゴルフクラブ アイアンなどは金属類の日 電卓 金属類の日（小型家電リサイクル） ホットプレート 金属類の日（小型家電リサイクル）

鋳物鍋 金属類の日 ゴルフバッグ 粗大ごみ（有料) 電球 ガラス・灰類 ポット 内側が金属は金属類の日、内がガラスの物はガラス・灰類

運動靴 金属を取り除いて燃えるごみ ゴムマット 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) テーブル 粗大ごみ（有料) ポンプ（家庭用） 金属類の日（小型家電リサイクル）

植木鉢（焼き物） ガラス・灰類 コーヒーメーカー 金属類の日（小型家電リサイクル） 電気温水器 小型家電リサイクル　大きい物は粗大ごみ（有料） 本棚 木製で袋に入れば燃えるごみ、入らなければ粗大ごみ（有料)

植木鉢（プラスチック） 燃えるごみ 米びつ 小さい物は金属類の日、それ以外は粗大ごみ（有料) 電子オルガン 小型家電リサイクル　大きい物は粗大ごみ（有料） ホーロー鍋 金属類の日

浮き輪、浮き袋 燃えるごみ こたつ 電気こたつは小型家電リサイクル 電気毛布 小型家電リサイクル 枕(そば殻、ビニール） 燃えるごみ

うちわ 燃えるごみ こたつ板（天板) 天板は袋に入れば燃えるごみ、それ以外は粗大ごみ(有料) デスクマット 燃えるごみ 万年筆 金属類の日

腕時計 金属類の日（小型家電リサイクル） 座椅子 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) テレビ 家電リサイクル まな板 燃えるごみ

乳母車 『不用品』と表示して金属類の日 時計 金属類の日（小型家電リサイクル） 麻雀パイ プラスチックなら燃えるごみ

ウオッシュレット 金属類の日（小型家電リサイクル） トースター 金属類の日（小型家電リサイクル） マッサージ器 金属類の日（小型家電リサイクル）大きい物は粗大ごみ(有料）

ウィンドファン（エアコン） 家電リサイクル 雑誌類 古紙･紙パック 戸棚 袋に入れば燃えるごみ、それ以外は粗大ごみ（有料) 魔法瓶 内側が金属は金属類の日、内がガラスの物はガラス・灰類

羽毛布団 袋に入れば燃えるごみ 入らなければ粗大ごみ（有料） 座布団 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) 土鍋 ガラス・灰類 ミシン 小型なら金属類の日、その他は粗大ごみ（有料)

鉛筆(色鉛筆含） 燃えるごみ サーフボード 粗大ごみ（有料) トレイ（白色トレイ） 燃えるごみ（スーパーなどの回収箱に戻す) ミシン（電気） 金属類の日（小型家電リサイクル）

エアコン 家電リサイクル 三輪車 『不用品』と表示して金属類の日 トレイ（白色トレイ以外） 燃えるごみ（スーパーなどの回収箱に戻す)

エレクトーン 小型家電リサイクル 大きい物は粗大ごみ(有料) サンダル 金属を取除き燃えるごみ ドライヤー 金属類の日（小型家電リサイクル）

延長コード 金属類の日（小型家電リサイクル） ＣＤディスク 燃えるごみ ドレッサー 粗大ごみ（有料) ミニカー 金属製なら金属類の日

鉛筆削り器（電動） 金属類の日（小型家電リサイクル） ＣＤラジカセ 金属類の日（小型家電リサイクル） ナイフ類（安全措置をして） 缶などに入れ『危険』と表示し、金属類の日 虫めがね ガラス製はガラス・灰類　プラスチック製は燃える日

オムツ（汚物は取り除く） 燃えるごみ 鍋 金属類の日 蒸し器（金属） 金属類の日

おもちゃ（木、プラスチック） 燃えるごみ に 人形ケース（大きさによる） プラスチックなら燃えるごみ、ガラスはガラス・灰類 蒸し器（木属） 燃えるごみ

おもちゃ（金属、焼き物） 金属は金属類の日　陶器はガラス・灰類　電池は外す ジュータン 粗大ごみ（有料) ぬ ぬいぐるみ（大きさによる） 燃えるごみ めがね ガラスものならガラス・灰類

オートバイ 販売店等で有料 瞬間湯沸機（家庭用） 金属類の日 粘土（工作用） ガラス・灰類 メジャー 金属製なら金属類の日、燃えるものなら燃えるごみ

オルガン 粗大ごみ（有料) 消火器 購入店に相談 毛布 切って袋に入れば燃えるごみ　入らなければ粗大ごみ（有料)

温水器（太陽熱式） 粗大ごみ（有料) ジョウロ（プラスチック） 燃えるごみ 物干し台・竿 約２ｍまでなら金属類の日　台は粗大ごみ（有料)

ガスボンベ 販売店で相談 食器棚 粗大ごみ（有料) ノート 燃えるごみ、見られても良い物は古紙･紙パック や やかん 金属類の日

鏡 ガラス・灰類 炊飯器・炊飯ジャー（家庭） 金属類の日（小型家電リサイクル） のこぎり 危なくないようにして「危険｣と表示して金属類の日 湯のみ茶碗 ガラス・灰類

カミソリ（安全措置をして） 缶などに入れ『危険』と表示し、金属類の日 スキー板・スノーボード 粗大ごみ（有料) 農薬 販売店へ 湯タンポ 金属製なら金属類の日、プラスチックなら燃えるごみ

カーペット 粗大ごみ（有料) スキーウェア 金属を取除き燃えるごみ バイク 販売店へ ライター（ガスを抜いて） 燃えるごみ、金属でできているものは金属ごみ

家具 粗大ごみ（有料) スキー靴 金属を取除き燃えるごみ ラジカセ 金属類の日（小型家電リサイクル）

傘 ナイロンは燃えるごみ、骨組みの金属は金属類の日 ステレオ 小型家電リサイクル　大きい物は粗大ごみ（有料） ラジオ 金属類の日（小型家電リサイクル）

ガラス破片 ガラス・灰類 ストーブ 油を抜いて金属類の日、大きい物は粗大ごみ（有料) バッテリー 粗大ごみ（有料) ランチジャー 内側が金属は金属類の日、内がガラスの物はガラス・灰類

カード類 ICチップは取り除き金属類の日、カードは燃えるごみ スピーカー（大きさによる） 小型家電リサイクル　大きい物は粗大ごみ（有料） ランドセル 金属を除いて燃えるごみ

ガスコンロ 金属類の日 リコーダー 燃えるごみ

ガスレンジ 金属類の日 バット（金属製） 金属類の日 リュックサック 金属を除いて燃えるごみ

カセットテープ、ケース 金属（ビス)は取り除き燃えるごみ スプレー缶（ガス抜きして） 金属類の日 パソコンディスプレイ PCリサイクル又は小型家電リサイクル 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル

皮製品（靴、カバン） 金属（ビス)は取り除き燃えるごみ スケート靴 金属類の日 パソコン（デスクトップ型） PCリサイクル又は小型家電リサイクル レジャーシート 燃えるごみ

乾燥剤 燃えるごみ スーツケース 粗大ごみ（有料) パソコン（ノート型） PCリサイクル又は小型家電リサイクル レンズ ガラス・灰類

乾電池 ガラス・灰類 扇風機 金属類の日（小型家電リサイクル） 発泡スチロール 燃えるごみ レコード盤 燃えるごみ

缶詰の缶 中を洗って金属類の日 洗濯機 家電リサイクル 針（安全措置をして） 缶などに入れ『危険』と表示し、金属類の日 レンジ台 粗大ごみ（有料)

カーテン 金属を取り除き燃えるごみ 生理用品 燃えるごみ 花火（水にぬらして） 燃えるごみ ロープ 燃えるごみ

キーボード 金属類の日（小型家電リサイクル） セメント ガラス・灰類 ピアノ 粗大ごみ（有料) 販売店に相談 ローラースケート 金属類の日（プラスチックを取除ければ外す）

脚立 金属類の日 船外機 購入店へ相談 ビーチパラソル ナイロンは燃えるごみ、骨組みは金属類の日

きゅうす 金属は金属類の日　陶器はガラス・灰類 洗面器 プラスチック製のものは燃えるごみ、金属製は金属ごみ ビデオデッキ 金属類の日（小型家電リサイクル）

金庫（手提げ金庫のみ） 金属類の日 掃除機 金属類の日（小型家電リサイクル） ビデオカメラ 金属類の日（小型家電リサイクル）

牛乳パック 中を洗い、切り開いて乾かし、古紙･紙パック ソファ-（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ入） 粗大ごみ（有料) ビデオテープ・ケース ビス等を取除き燃えるごみ

教科書 古紙･紙パック（名前など書いてる所は切り取る） タイヤ 粗大ごみ（有料) ビン（飲料用） リサイクルビン

キーホルダー 金属は金属類の日　陶器はガラス・灰類 太陽熱温水器 粗大ごみ（有料) ファンヒーター 金属類の日（油を抜く)（小型家電リサイクル）

空気入れ 金属は金属類の日　プラスチックは燃えるごみ タタミ 粗大ごみ（有料)

クッション 袋に入れば燃えるごみ　それ以外は粗大ごみ（有料) ダンボール 古紙･紙パック

エアコン（クーラー） 家電リサイクル 脱臭剤 燃えるごみ プラモデル 燃えるごみ

クレヨン・クレパス 燃えるごみ 体温計 電子式は金属類の日(小型家電リサイクル) 水銀は販売店へ フロッピーディスク 金属を取除き燃えるごみ
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『不用品』と表示して金属類の日　自転車は分解しない
でそのまま出す

布団
切り取って袋に入れば燃えるごみ、
入らなければ粗大ごみ   　　　　  　　　　（有料)

缶などに入れ『危険』と表示し、金属類の日ミシン針（安全措置をして）

猫の砂
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タオルケット
袋に入れば燃えるごみ、入らなければ粗大ごみ
（有料)
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内側が金属は金属類の日、内がガラスの物はガラス・
灰類

水筒（魔法瓶）

バット（木製）

袋に入れば燃えるごみ（金属は取除)　それ以外は粗大
ごみ（有料)
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袋に入れば燃えるごみ、それ以外は粗大ごみ（有料)

小型なら金属類の日、それ以外は粗大ごみ（有料)
ビニール類は外して燃える日

砂の表示が燃える物なら燃える日
表示のない物は灰･ガラスの日

た
ふ

せ

そ

え

き

金属類の日（小型家電リサイクル）
電球はガラス・灰類
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