
ごみ分別早見表

1 IHクッキングヒーター 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

2 アイスクリームのスプーン・棒 燃やせるごみ

3 紙製 紙製容器包装

4 プラスチック製 プラスチック製容器包装

5 アイスノン 燃やせるごみ

6 アイスピック 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

7 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

8 金属製以外 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

9 アイロン 燃やせないごみ

10 アイロン台 粗大ごみ 一辺が50㎝以内のものは、燃やせないごみへ

11 飲料・食品用のもの 缶
一辺15㎝超の角缶、容量3リットル超の缶、飲料・食品用以外の缶は燃
やせないごみへ

12 飲料・食品用以外のもの 燃やせないごみ

13 化粧品用 びん類 マニキュアなど汚れが落ちないものは、陶磁器・ガラス類へ

14 食品・飲料用 びん類

15 農薬・劇薬用 陶磁器・ガラス類
・中身は空にして
・農薬、劇薬は市では処理しません

16 金属製・鉱物 燃やせないごみ

17 金属製以外 燃やせるごみ

18 アコーディオンカーテン 粗大ごみ ひもで縛って

19 足ふきマット（布製） 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます
・珪藻土の場合は燃やせないごみへ

20 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

21 金属製以外 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

22 アダプター（各種電気製品用） 燃やせないごみ

23 商品の台紙・紙箱 紙製容器包装

24 商品の台紙・紙箱以外 雑がみ

25 圧力鍋 燃やせないごみ

26 食用 燃やせるごみ 紙類等に染み込ませるか、固形剤で固めて

27 食用以外 市では処理しません 販売店へ相談してください

28 油紙 燃やせるごみ

29 缶 缶
・洗って、水気を切って
・一辺15㎝超の角缶、容量3ﾘｯﾄﾙ超の缶は、燃やせないごみへ

30 びん びん類
洗って、水気を切って
（油膜の付着は汚れとみなしません。）

31 プラスチック製 プラスチック製容器包装
洗って、水気を切って
（油膜の付着は汚れとみなしません。）

32 雨ガッパ、カッパ 燃やせるごみ
・一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます

No. 品名 分別区分

アイスクリームの容器

アイスボックス、クーラーボックス

空き缶

空きびん

アクセサリー

アタッシュケース

注意点

油

油（食用油）の容器

検索するときは、キーボードの「Cｔｒｌ」＋「F」の両方を押して下さい。

厚紙



No. 品名 分別区分 注意点

33 燃やせるごみ
・50㎝以内に切断してください
・工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

34 粗大ごみ
・2m以内に切断してください
・工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

35 燃やせないごみ
・50㎝以内に切断してください
・工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

36 粗大ごみ
・2m以内に切断してください
・工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

37 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

38 金属製以外 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください
クリーンセンターへ持ち込む場合でも、一辺50㎝以内に切断する必要が
あります
・漁網は、市では処理しません

39 編み機 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

40 網戸 粗大ごみ

41 アルバム 燃やせるごみ

42 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます

43 アルミ缶（飲料・食品用） 缶
・一辺15㎝超の角缶、容量3リットル超の缶、飲料・食品用以外の缶は燃
やせないごみへ

44 アルミサッシ 粗大ごみ 工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

45 アルミの容器（うどん、グラタンなど簡易アルミ鍋） 燃やせるごみ

46 アルミホイール（自動車用） 市では処理しません 販売店へ相談してください

47 アルミ箔 燃やせるごみ

48 芯 雑がみ

49 外箱 紙製容器包装 金属の刃は外して燃やせないごみへ

50 泡だて器 燃やせないごみ

51 アンカ 燃やせないごみ

52 金属製 燃やせないごみ

53 金属製以外 燃やせるごみ

54 安全ピン 燃やせないごみ

55 アンテナ 燃やせないごみ
・一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ
・工事に伴うものは、工事業者に処理を依頼してください

56 アンテナケーブル 燃やせないごみ 短く束ねて

57 アンテナ支柱 粗大ごみ

58 アンプ（ステレオ用） 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください

59 あんま機、マッサージ器 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

60 石 市では処理しません 工事業者又は販売店へ相談してください

61 紙製 雑がみ又はダンボール
・取っ手は外して、折りたたんで
・素材を確認し、雑がみとダンボールに分別してください。

62 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ

63 プラスチック製・木製 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ

64 金属製 燃やせないごみ

65 金属製以外 燃やせるごみ

66 金属製 粗大ごみ 一辺が50㎝以内のものは、燃やせないごみへ

67 金属製以外 粗大ごみ 一辺が50㎝内のものは、燃やせるごみへ

68 燃やせるごみ 一辺50㎝以内に切断してください。

69 粗大ごみ
粗大ごみとして処理される場合は、長さ2m以内、幅1.5m以内に切断してく
ださい。

網

アルミガード（レンジガード、コンロガード、油はねガード）

アルミホイル

安全靴

衣装箱

雨どい

樹脂製

金属製

移植ごて
（園芸用）

いす

板（厚さ5㎝以内のものに限る）



No. 品名 分別区分 注意点

70 イチゴパック プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

71 一輪車 粗大ごみ

72 一升びん びん類
できるだけ、集団回収（資源化推進事業）に出すか、販売店へ返却してく
ださい。

73 一斗缶 燃やせないごみ 中身は空にして

74 木製・プラスチック製 燃やせるごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

75 金属製 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

76 イヤホン 燃やせないごみ

77 注射針 市では処理しません 医療機関に相談してください。

78
点滴の袋・
チューブなど

燃やせるごみ

79 衣類
燃やせるごみ
又は古着・古布

・ファスナーや少量の金属はつけたまま出せます。
・古着・古布のクリーンセンターへの持込みによるリサイクルにご協力くだ
さい。

80 衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品

81 入れ歯 燃やせるごみ

82 色鉛筆 燃やせるごみ

83 金属製 燃やせないごみ

84 プラスチック製 プラスチック製容器包装

85 印鑑 燃やせるごみ

86 インクカートリッジ 燃やせるごみ できるだけ、販売店等での回収に協力してください。

87 インクリボン 燃やせるごみ

88 インスタントラーメンの調味料袋 燃やせるごみ きれいにできれば、プラスチック製容器包装へ

89 インスタントラーメンの袋・かやく袋 プラスチック製容器包装

90 紙製 紙製容器包装 洗って、水気を切って

91 プラスチック製 プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

92 インスタントラーメンの包装フィルム プラスチック製容器包装

93 紙製 紙製容器包装 洗って、水気を切って

94 プラスチック製 プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

95 インターホン 燃やせないごみ 電池は外して

96 インテリアライト 燃やせないごみ
・蛍光管、電球は外して
・一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ

97 ウインドブレーカー（ヤッケ）
燃やせるごみ
又は古着・古布

古着・古布のクリーンセンターへの持込みによるリサイクルにご協力くだ
さい。

98 燃やせるごみ 長さ50㎝以内に切断してください。

99 粗大ごみ 粗大ごみとして処理される場合は、長さ1m以内に切断してください。

100 燃やせないごみ 直径20㎝以内、長さ50㎝以内に切断してください。

101 粗大ごみ
粗大ごみとして処理される場合は、直径20㎝以内、長さ1m以内に切断し
てください。

102 植木ばさみ 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

103 陶磁器製 陶磁器・ガラス類 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ。

104 プラスチック製 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ。

105 植木鉢の土 市では処理しません 工事業者又は販売店へ依頼してください

106 ウエットスーツ 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます。

107 洗浄機付き 燃やせないごみ 工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

108 プラスチック製のみ 燃やせるごみ 工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

直径10㎝超

犬小屋

医療用品
（家庭から出たもの）

色鉛筆などのケース

インスタントラーメンのふた

インスタントラーメンの容器

植木の枝

直径10㎝以内

植木鉢

ウォシュレット（温水洗浄便座）・便座



No. 品名 分別区分 注意点

109 浮き輪 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます。

110 うちわ 燃やせるごみ

111 ウッドカーペット 燃やせるごみ
一辺50㎝以内に切断してください。切断できない場合は、たたんでひもで
縛り、粗大ごみへ

112 腕時計 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

113 乳母車 粗大ごみ

114 羽毛布団 粗大ごみ

・たたんでひもで縛ってください。
・燃やせるごみの指定袋に入るものは、「燃やせないごみ集積場所に出
せる可燃性粗大ごみ」として出すことができます。
・羽毛布団のリサイクルにご協力ください。

115 ウレタンマット 粗大ごみ 一辺50㎝以内のものは、燃やせるごみへ

116 エアキャップ（プチプチシート） プラスチック製容器包装

117 エアコン 家電リサイクル法対象品

118 エアゾール缶 スプレー缶類
・ガス抜きと穴あけを行って
・プラスチック製のふたはプラスチック製容器包装へ

119 エアマット 粗大ごみ

120 映写機 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

121 栄養ドリンクのビン びん類 金属製のふたは、燃やせないごみへ

122 液晶テレビ 家電リサイクル法対象品 液晶・プラズマ式・ブラウン管式テレビは、家電リサイクル法対象品

123 液晶モニター（パソコン用） 燃やせないごみ
できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。メーカーに回収を依
頼することもできます。

124 液体洗剤の容器 プラスチック製容器包装

125 SDカード 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

126 プラスチック製 燃やせるごみ きれいにできれば、プラスチック製容器包装へ

127 金属製 燃やせないごみ

128 紙製 紙製容器包装

129 プラスチック製 プラスチック製容器包装

130 FRP（繊維強化プラスチック）製品 市では処理しません
・FRP製品（船舶、浴槽等）は、市では処理できません。
・販売店へ相談してください。

131 FRP船 市では処理しません 販売店へ相談してください。

132 MD・MDケース 燃やせるごみ

133 MDプレーヤー 燃やせないごみ
・電池は外して
・できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください

134 エレクトーン 粗大ごみ

135 LED電球、LED蛍光管 陶磁器・ガラス類 割れたものは無色透明袋に入れて

136 園芸用支柱 燃やせないごみ
・長さ1m以内に切断してください。
・長さ2m以内に切断し、粗大ごみとして処理することもできます。

137 エンジンオイル 市では処理しません 販売店へ相談してください。

138 延長コード（テーブルタップ） 燃やせないごみ 短く束ねて

139 塩ビ管（塩ビパイプ） 燃やせるごみ
・長さ50㎝以内に切断してください。
・長さ2m以内に切断し、粗大ごみとして処理することもできます。
・工事に伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

140 鉛筆 燃やせるごみ

141 鉛筆削り（電動） 燃やせないごみ

142 オアシス 燃やせるごみ

143 オイル（自動車用など） 市では処理しません 販売店へ相談してください。

144 オイル缶 燃やせないごみ
・中身は空にして
・オイルは、市では処理できません。

145 オイルヒーター 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

146 王冠（びんのふた） 燃やせないごみ

絵の具入りチューブ

絵の具の箱



No. 品名 分別区分 注意点

147 オーディオ機器 燃やせないごみ
・できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。
・一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ。

148 木製 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

149 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

150 オートバイ 市では処理しません 販売店へ相談してください。

151 オーブントースター 燃やせないごみ

152 オーブンレンジ 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ

153 紙製 紙製容器包装

154 プラスチック製 プラスチック製容器包装

155 お菓子の缶 缶 一辺15㎝超の角缶、容量3リットル超の缶は燃やせないごみへ

156 陶磁器・ガラス 陶磁器・ガラス類 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

157 金属製 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

158
金属製・陶磁器・ガラス
以外

燃やせるごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

159 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

160 プラスチック製・木製 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

161 押しピン 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

162 金属製 燃やせないごみ

163 金属製以外 燃やせるごみ

164 落ち葉・枯れ葉 燃やせるごみ

165 お茶の葉の缶、茶筒（金属製） 缶

166 紙製 紙製容器包装

167 アルミ製 燃やせるごみ

168 プラスチック製 プラスチック製容器包装

169 おにぎりの外装フィルム プラスチック製容器包装 汚れは取り除いて

170 おの 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

171 帯 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます。

172 金属製 燃やせないごみ

173 金属製以外 燃やせるごみ

174 おまる（プラスチック製） 燃やせるごみ

175 おむつ 燃やせるごみ 汚物は取り除いて

176 おむつカバー 燃やせるごみ

177 金属製 燃やせないごみ 電池は外して

178 金属製以外 燃やせるごみ 電池で動くものは、電池を外して燃やせないごみへ

179 オルガン 粗大ごみ

180 オルゴール 燃やせないごみ

181 プラスチック製 燃やせるごみ

182 プラスチック製以外 燃やせないごみ

183 温水器 市では処理しません 販売店へ相談してください。

184 水銀 水銀体温計 割れないようにケースに入れて

185 電子 燃やせないごみ
・電池は外して
・できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

186 温冷庫 家電リサイクル法対象品 ポータブル冷蔵庫（車載含む）も対象

お盆

おもちゃ

おろし金

温度計

お茶の袋（真空パックなど）

オーディオラック

お菓子・パンなどの袋・箱

置物

桶

お玉（しゃくし）


