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・ごみは決められた日の朝8時までに出してください。

・決められた収集日以外には出さないでください。

・可燃ごみ・ペットボトルは町指定ごみ袋、空き缶・空きびん・不燃ごみは町指定

コンテナに入れて出してください。
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ペットボトル 紙　　類 粗大系ごみ 町で収集しないごみ
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・水切りを十分にしてください。

燃やせるごみ　[町指定ごみ袋]

生ごみ類 紙くず類

剪定枝類 プラスチック類

トレー・発砲スチロール

その他

布・皮革・ゴム類

出し方
の
注意

・紙おむつは汚物を取り除いて
ください。

・新聞、チラシ、段ボールなど
は紙類に出してください。

出し方
の
注意

・土を落とし、よく乾燥させて
ください。

・枝、木切れなどは長さ50cm
以下、太さ7cm以下にして
ください。

出し方
の
注意

・金属のふたは取り外して燃え
ないごみに出してください。

出し方
の
注意

・発泡スチロールは砕いてから
町指定ごみ袋に入れてくだ
さい。

出し方
の
注意

・ロープは長さ30cm以下に切ってから出してください。
・天ぷら油などは紙などに染み込ませるか、凝固剤で固めてから出してくだ

さい。

出し方
の
注意

9

燃えないごみ　[町指定コンテナ]

陶磁器類 金属類

ガラス類

電球・蛍光灯

その他

・先が鋭く危険なものは、新聞
などで包んでください。

・金属類であっても大きさに
よって粗大系ごみとして回
収する場合があります。

 詳しくはごみ分別辞典をご覧
ください。→ 　 ページへ

出し方
の
注意

・ガラスの破片は厚紙などに包
んでください。

出し方
の
注意

・塗料缶は中身を取り除き、拭き取りがされている場合のみ、不燃ごみとし
て回収します。それ以外は業者引取として扱います。

出し方
の
注意
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・水で軽くすすいでください。
・異物を入れないでください。
・カセットボンベやスプレー缶

は、中身を使い切り、穴を開
けてください。

・缶は円柱形で、直径10cm以
内、長さ20.5cm以内のもの
に限ります。これ以上のサイ
ズは粗大系ごみに出してくだ
さい。

資源ごみ

空き缶[町指定コンテナ]

出し方
の
注意

・水で軽くすすいでください。
・異物を入れないでください。
・油瓶、割れた瓶、薬品関係、
耐熱ガラス瓶および金属製
のふたは燃えないごみに出
してください。

空きびん[町指定コンテナ]

出し方
の
注意

・水で軽くすすいでください。
・異物を入れないでください。
・キャップはペットボトルと一

緒に町指定ごみ袋に入れて出
してください。

ペットボトル[町指定ごみ袋]

出し方
の
注意

・紙パックは開いて洗い、乾か
してから出してください。

・各種類に分け、紙ひもで十字
に縛ってください。ビニール
袋やビニールひもは使用しな
いでください。

・紙袋に入れないで出してくだ
さい。

・防水加工された紙、圧着はが
き、印画紙の写真、感光紙、感
熱紙、臭いのついた紙などは
可燃ごみに出してください。

紙類 [紙ひもで結ぶ]

出し方
の
注意

粗大系ごみ

家具 調理器具

ストーブなど

小型家電

その他

・受け入れ可能な大きさは、幅80cm×長さ200cm×高さ120cm以下ま
でとなります。

・石油ストーブ、油タンク、一斗缶などは内容物を完全に抜き取ってくだ
さい。

・特定家電はリサイクルの対象となりますので町では回収しません。
　→ 町で収集しないごみ　　ページへ
・食器棚などのガラスがついているものは、ガラス部分を外して出してくだ

さい。外したガラスは燃えないごみへ出してください。

出し方
の
注意

6

灯油は抜く
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町で収集しないごみ

家屋解体による木くず

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、テレビ、衣類乾燥機、PC

・個人で家屋等を解体して出た木くずは、クリー
ン・ペア・はまなすに自己搬入してください。

・横浜町役場町民課で解体を開始する前に申請を
する必要があります。町役場の担当者が解体現場
で確認・撮影を行い、搬入の許可書を出します。
クリーン・ペア・はまなすへ搬入する際に許可書
を提示してください。

・木くずは以下の長さにしてください。
　丸太直径15cm、長さ1.5m以下
　角材一辺15cm、長さ1.5m以下

・これらの家電製品は家電リサイクル法の対象物
です。販売店や廃棄物取扱業者などに依頼して
ください。

・パソコンは資源有効利用促進法に基づきリサイ
クルの対象となりますので、メーカーに回収を
申し込んでください。

事業系ごみ（事業系一般廃棄物）

・商店、飲食店などの事業所の事業活動に伴って発生する一般廃棄物は、家庭ごみ
に分類されないので町では収集しません。処理施設へ自己搬入するか、収集運搬
許可業者に依頼してください。

危険物・有害物・処理が困難な物

危険物

引っ越しなどによる一時大量ごみ

産業廃棄物

・引っ越しや買い替えなどにより、一時的に多
量に出るごみは、分別し各処理施設へ自己搬
入するか、収集運搬許可業者に依頼して処理
をするようお願いします。

・農業や漁業から出た廃棄物、建築廃材、医
療廃棄物などは産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物処理業者に依頼し、適正に処理
してください。

プロパンガスボンベ・バッテリー・消火
器・耐火金庫・廃油・塗料缶類・薬品
類・感染性廃棄物など

処理が困難な物
タイヤ・バイク・農機具・農業用ビニー
ル・生木など

有害物
ニッカド電池・ボタン電池など

販売店や廃棄物処理業者に依頼してください。
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横浜町
ごみ分別辞典
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至六ヶ所村

至野辺地町

巫子沼

●はまなすドライブイン

　風の丘
●ファーム

　インターファーム㈱
●横浜農場

24

横浜町　
一般廃棄物　
最終処分場●

郵便局●

●ヨコハマ
　物産

吹越駅

自己搬入について

クリーン・ペア・はまなす
☎ 0175-68-2508
〒039-3212 上北郡六ヶ所村尾駮字家ノ後12-159

月～金曜日 8:30~16:30
土曜日 8:30~12:00及び
 13:00~16:30
※年末年始は休業

可燃・資源（缶、びん、ペットボトル、紙類）・粗大ごみ

利用
日時

・区分ごとに分別をしてから搬入してく
ださい。

・家屋解体によるごみを搬入する際は、
搬入許可書の提示が必要となります。
解体前に町役場で届出を申請して許
可書をもらってください。

注意
事項

10kgあたり30円
小動物の死体は1000円／箱
※幅高さ長さともに45cm以内の段ボールに入る
　大きさのみ対象

料金

横浜町一般廃棄物最終処分場
☎ 0175-78-2721
〒039-4156 横浜町字雲雀平81-1

水曜日～土曜日　8:30～16:30
※12月29日〜1月3日は休業

不燃ごみ

利用
日時

10kgあたり30円料金
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考

あ

アーム付き電気スタンド 粗大系 電球は不燃ごみへ

アイスノン 可　燃

アイスボックス 粗大系

アイロン 本体、台 粗大系

アコーディオンカーテン 粗大系

厚紙類 色紙、紙パック 紙　類

油（食用） 紙、プラスチック容器 可　燃 紙か布に染み込ませるか凝固剤を使用

網 金網（バーベキュー用）、たも網 粗大系

網戸 粗大系

ビニール網 可　燃

編み機 粗大系

編み針 金属 不　燃

木製、プラスチック製 粗大系

洗いおけ 粗大系

アルバム 紙、ビニール製 可　燃 金属がついているものは粗大ごみへ

アルミコーティング袋 可　燃

アルミ皿、容器 粗大系

アルミホイル 粗大系 箱の刃（金属製）も粗大ごみへ

アルミラック 粗大系

泡立て機 粗大系

安全靴 粗大系

安全ピン 粗大系

アンテナ 粗大系

あんま機 粗大系

い

衣装ケース 木、プラスチック製 粗大系

椅子（一人掛け、長椅子、折り
たたみ椅子など）

木、パイプ 粗大系

板切れ 粗大系

板戸 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
一輪挿し セトモノ、ガラス製 不　燃

一輪車（スポーツ用） 粗大系

糸とおし 可　燃 金属製は粗大ごみへ

井戸用ポンプ 不　燃

犬小屋 木・金属製、プラスチック製 粗大系
鋳物鍋 不　燃

イヤホン 粗大系

衣類 綿、麻、絹、毛、ポリエステル、アクリル 可　燃

衣類乾燥機 業者引取 家電リサイクル対象

入れ歯 可　燃

印鑑 木製、プラスチック、象牙 可　燃

印鑑ケース 木、プラスチック製 可　燃 金属製は粗大ごみへ

一斗缶 粗大系 塗料用（業務用除く）に関しては、きちんと

中身を取り除き、拭き取りをし不燃ごみへ

その他は業者引取

インク（油性） プラスチック部分 可　燃

インクリボン 不　燃

インターホン 粗大系

インテリアライト 粗大系 ガラス傘、電球は不燃ごみへ

う
植木鉢 セトモノ 不　燃

プラスチック製 粗大系

植木用支柱 プラスチック製 粗大系

金属製 粗大系

ウォークマン 粗大系

ウォッシャー液（容器） プラスチック製 粗大系 内容物を取り除くこと

ウォーターベッド 粗大系 中の水を取り除くこと

浮き輪 空気式 可　燃

形成式 粗大系

浮き玉 粗大系 海岸清掃などで出たものは引き取り可

漁協・漁業者からの物は産廃

うす 木製 粗大系

石製 不　燃

ウッドクラフト 粗大系

腕時計 粗大系

うどん アルミ箔の容器と蓋 粗大系

ビニールの袋・包紙 可　燃

羽毛布団 粗大系

え
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
エアコン 窓用エアコンも対象 業者引取 家電リサイクル対象

エアコン室外機 業者引取 家電リサイクル対象

枝類 可　燃 指定のごみ袋に必ず入れる

絵の具 チューブ、プラスチック箱 可　燃 アルミは粗大ごみへ

延長コード 粗大系

煙突 粗大系

鉛筆 可　燃

鉛筆削り 粗大系

エンジン類 業者引取 専門業者等に相談

塩ビ管 粗大系

お

王冠 プラスチック製 可　燃

金属製 不　燃

オートバイ 業者引取

オーブントースター 粗大系

オーブンレンジ 粗大系

桶（おけ） ポリ容器、木製、プラスチック製 粗大系

お座敷ワゴン 木製 粗大系

おしゃぶり 可　燃

おたま 木製、プラスチック製 可　燃

ステンレス製 粗大系

おぼん 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

おまる 粗大系

おむつ 可　燃 汚物は取り除く

おむつカバー 可　燃

おもちゃ 木・金属製、プラスチック製 粗大系 15cm以下（金属製以外）→可燃ごみへ

おもり 不　燃

オルガン 粗大系

おろし器 プラスチック製、金属製 粗大系

陶器 不　燃

斧 粗大系 鋭利な部分を布などで包んで排出してく

ださい

か

カーステレオ 粗大系

カーテン 綿、アクリル製、ポリエステル製 可　燃

カーテンレール 粗大系

金属製フック 粗大系

カーボン紙 可　燃

貝殻（家庭から出たもの） 可　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
懐中電灯 粗大系 電池は不燃ごみへ

解氷機 業者引取

カイロ 不　燃

鏡 不　燃

花器 不　燃

かき氷器 粗大系

鍵 粗大系

拡大鏡 不　燃

額縁 木製、金属製 粗大系

ガラス板 不　燃

掛け軸 粗大系

かご 竹、プラスチック、わらなどの自然物 粗大系

傘 洋傘、番傘、折りたたみ傘など 粗大系

加湿器 粗大系

ガスオーブン 粗大系

ガスコンロ 粗大系

ガスストーブ 粗大系

ガステーブル 粗大系 ステンレス部分は取り除く

ガス風呂温水器 粗大系

ガスボンベ 業者引取 ガスホースは30cm以内に切断して可燃ごみへ

ガスマット 不　燃

ガス湯沸し器 粗大系

ガスレンジ 粗大系

カセットコンロ 粗大系

カセットテープ 可　燃

カセットデッキ 粗大系

型紙 紙　類

刀（真剣） 事前協議 警察に届けること

カタログ 紙　類

カッター 粗大系 刃は紙などに包んで不燃ごみへ

カッパ ビニール製 可　燃

かつら 可　燃

蚊取り線香 可　燃

かなづち 粗大系

かばん 布製、皮製、合成皮製 可　燃

画板 木製 粗大系

画びょう 可　燃 プラスチック付き

花瓶 セトモノ、ガラス製 不　燃

プラスチック製 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
壁紙 粗大系

釜類 不　燃

剃刀（かみそり） 不　燃 刃は紙などに包んで不燃ごみへ

髪留め 可　燃 プラスチック付き

紙粘土 可　燃

紙袋、紙箱 紙　類

紙やすり 可　燃

ガム 可　燃

ガムテープ 紙、布、ビニール製 可　燃

カメラ 本体 粗大系

ネガ、フィルム 可　燃

蚊帳（かや） 粗大系

画用紙 可　燃

カラーコーン 粗大系 会社事務所から出たものは業者引取

カラーボックス 粗大系

カラオケ機 粗大系

カラオケテープ 可　燃

ガラス びん以外のすべてのガラス 不　燃

ガラス戸 枠のみ 粗大系 ガラスは不燃ごみへ

軽石 不　燃

カレー（レトルト食品） 紙箱、ケース、セロハンの袋 可　燃

カレンダー（金属部分） 粗大系

革類 靴、ジャンパー、ベルト、
バック、リュックなど

可　燃 金属は可能な限り取外し不燃ごみへ

皮むき器 粗大系

瓦（かわら） 不　燃

感圧紙 可　燃

換気扇 本体 粗大系

缶きり器 粗大系

乾燥剤 不　燃

乾電池 単1～単5 不　燃

二カド電池、ボタン電池 業者引取 販売店へ

かんな 木製 粗大系

金属製 不　燃 刃は紙などに包んで不燃ごみへ

感熱紙 可　燃

乾物、干物（ひもの） 可　燃

観葉植物 葉、枝など 可　燃 指定の袋に入れる

造花 不　燃

缶類 油缶 粗大系 ふたを外す
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
缶類

・回収する缶は、円柱形の

缶で直径 10cm 程度×長

さ 20.5cm 程度でのサイ

ズは処理できます。また、

菓子缶などでふたの付い

た四角い缶は粗大に出し

てください。

・出し方として内容物を取

り除き、洗浄してから出

してください。

・スプレー缶、カセットボ

ンベなどに穴を開ける際

は換気に十分注意してく

ださい。

・引火性のある溶液などが

入っていた缶はふたを外

してください。

育毛剤のスプレー缶 缶　類 穴開けが必要

色鉛筆缶の入れ物 缶　類 円筒形の缶

インスタントスープ缶 缶　類

ジュース缶 缶　類

菓子缶（円筒形の缶） 缶　類 ふた付きの四角い缶は粗大ごみへ

缶詰缶 缶　類

健康食品缶 缶　類

紅茶缶 缶　類

コーヒー缶 缶　類

ココア缶 缶　類

粉ミルク缶 缶　類

酒缶 缶　類

ワックス缶 缶　類 中身が入っているものは不燃ごみへ

シンナー缶 業者引取 危険なもの

塗料缶 業者引取 家庭から出たものに関しては
きちんと中身を取り除き、拭き取りをし
不燃ごみへ、その他は業者引取

入浴剤の缶 缶　類

練りわさび缶 缶　類

歯磨き粉缶 缶　類

ビール缶 缶　類

カセット式ガスボンベ 缶　類 穴を開ける

エアゾール缶 缶　類 穴を開ける

消臭スプレー缶 缶　類 穴を開ける

殺虫剤スプレー缶 缶　類 穴を開ける

ヘアースプレー缶 缶　類 穴を開ける

ヘアームース缶 缶　類 穴を開ける

虫除けスプレー缶 缶　類 穴を開ける

汚れた缶 不　燃

錆びた缶（円筒形の缶） 不　燃

壊れた缶 不　燃

き

キーボード 粗大系

キーホルダー 布、ビニール 可　燃

金属 不　燃

木くず 剪定枝など 可　燃 指定のごみ袋に入るもの

丸太直軽15cm、長さ1.5ｍ以
下 角材一辺15cm、長さ1.5ｍ
以下

粗大系 家屋の解体によって発生した木材を搬入
する場合は事前に各町村の役場への申請
が必要となります

キセル 不　燃 金物は粗大ごみへ
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
ギター 本体、弦 粗大系

木槌（きづち） 粗大系

きね 粗大系

脚立 金属、木製、プラスチック 粗大系

急須（きゅうす） プラスチック製、金属製 粗大系

せともの 不　燃

牛乳 ふた、紙パック 紙　類 ビン→販売店へ返却

教科書 紙　類

鏡台 化粧台 粗大系

鏡 不　燃

きり（工具） 粗大系

禁煙パイプ 可　燃

金魚鉢 プラスチック製 粗大系

ガラス製 不　燃

金庫 手提げ型金庫 粗大系

大型金庫、耐火金庫 業者引取

金属キャップ 不　燃

金杯 粗大系

く

空気清浄機 粗大系

クーラー 業者引取

クーラーボックス 粗大系

釘、ねじ類 金属 不　燃

竹製、木製 可　燃

草（雑草） 土を落として 可　燃 2〜3日天日干してから搬入する

草刈り鎌 粗大系

草刈り機 粗大系

鎖（くさり） プラスチック 粗大系

金属 不　燃

櫛（くし） 木製、竹製、べっ甲など 可　燃

金属 不　燃

果実かご 可　燃

クッキングスケール 粗大系

靴 可　燃 安全靴は粗大ごみへ

靴下 可　燃

靴墨（くつすみ） チューブ、プラスチック製 可　燃

靴べら プラスチック製、竹製、木製、金
属製

粗大系

熊手 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
クリスマスツリー 粗大系 電球は不燃ごみへ

クリップ プラスチック 可　燃

金属 粗大系

クレパス 可　燃

クレヨン クレヨン、プラスチック容器 可　燃

金属容器 粗大系

グローブ 粗大系

グローランプ 不　燃

くわ 粗大系 鋭利な部分を布などで包んで排出してく

ださい

軍手 布製、ゴム製 可　燃

け

蛍光管、蛍光灯 不　燃

蛍光ペン 可　燃

携帯電話 粗大系

計量カップ、計量スプーン プラスチック製、金属製 粗大系

計量はかり 粗大系

ケーキのホイル 可　燃

ゲートボール スティック 粗大系 ボールは不燃ごみへ

ゲーム（ＴＶ用） 本体、ゲームソフト 粗大系

紙箱 紙　類

ケーブル 金属製 粗大系

化粧品 内容物、紙キャップ、プラスチック 可　燃

ガラスびん 不　燃

下駄 粗大系

下駄箱 粗大系

毛抜き 金属製 粗大系

玄関泥落としマット 粗大系

玄関マット 粗大系

剣山（けんざん） 不　燃

原動機付きバイク 業者引取

こ

碁 盤 粗大系

石 不　燃

鯉のぼり 可　燃 ポールは粗大ごみへ

高圧洗浄機 家庭用 粗大系 会社事務所から出たものは業者引取

業務用 業者引取

香水びん 不　燃

ゴーグル 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
コードレスアイロン 粗大系

コードレス電話 粗大系

氷枕 可　燃

小型電化製品 粗大系

黒板 粗大系

ゴザ いぐさ、ビニール 可　燃

コタツ 本体、天板板 粗大系 赤い電球は不燃ごみへ

掛け布団、布団 粗大系

コットン（木綿） 可　燃

コップ ガラス、金属製 不　燃

プラスチック製 可　燃

コピー機 家庭から出たもの 粗大系 会社事務所から出たものは業者引取

駒（将棋） 木製、プラスチック製 粗大系

こま（玩具） 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

ごみ箱 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

（輪）ゴム 可　燃

ゴム印 可　燃

ゴム管（ホース） 粗大系 長さ30cm以下に切断する

ゴム手袋 可　燃

ゴムマット 粗大系

米びつ 粗大系

ゴルフクラブ 粗大系

ゴルフバック 粗大系

ゴルフボール 可　燃

ゴルフマット 粗大系

梱包用発泡スチロール 可　燃 家庭から出たもの

コンパネ 直径80㎝以下
長さが2ｍ以内のもの

粗大系

コンポスト 粗大系

さ

サーフボード 粗大系 長さ2ｍ以下に切断する

座椅子 粗大系

サイドボード 粗大系 ガラス板は不燃ごみへ

裁縫箱 粗大系

酒燗器（さけかんき） 陶器、ガラス以外 粗大系

座敷ぼうき 粗大系

座席 粗大系

座卓 粗大系

サッカーボール 可　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
サッシ 粗大系 ガラス板は不燃ごみへ

雑誌 紙　類 紙紐などで結ぶ

座ぶとん 粗大系

皿 金属製 粗大系

セトモノ、ガラス 不　燃

サランラップ 可　燃 刃は紙などに包んで不燃ごみへ

ざる プラスチック製、竹製、金属製 粗大系

三角コーナー プラスチック製、金属製 粗大系

三脚 粗大系

サングラス プラスチック製 粗大系

酸素ボンベ 業者引取

サンダル 可　燃

三輪車 粗大系

し

シーツ 可　燃

シート(レジャー） 可　燃

シートカバー 可　燃

CD プレイヤー、ラジカセ 粗大系

ケース、ディスク 可　燃

シェーバー（ひげそり用） 粗大系

磁気マットレス 粗大系

自在スケール（メジャー） 不　燃

七輪 不　燃

湿気取り 可　燃

辞典、辞書 紙　類 紙紐などで結ぶ

自転車 本体、空気入れ 粗大系

竹刀 粗大系

シャープペンシル 可　燃

シャッター 粗大系 横幅2ｍ以上のものは業者引取

シャベル 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

しゃもじ 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

シャンデリア プラスチック製 粗大系

ガラス製 不　燃

シャンプーハット 可　燃

週刊誌 紙　類 紙紐などで結ぶ

ジューサー、ミキサー 粗大系 ガラス容器は不燃ごみへ

ジュースのふた プラスチック製 可　燃

金属製 不　燃

修正液 ガラス容器 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
修正液 プラスチック容器 可　燃

じゅうたん 粗大系

充電器 粗大系

柔道着 可　燃

収納ケース 粗大系

朱肉 可　燃

定規 木製、プラスチック製、金属製 粗大系

瞬間湯沸器（台所用） 粗大系

消火器 業者引取

将棋盤 粗大系

焼却灰 不　燃

障子（しょうじ） 粗大系

浄水器 粗大系

消毒器 粗大系

照明機器 粗大系 蛍光管は不燃ごみへ

じょうろ プラスチック製、金属製 粗大系

食卓テーブル 粗大系

食用油 可　燃 紙か布に染み込ませるか凝固材を使用する

除湿機 粗大系

除湿材 可　燃

除雪機 業者引取

食器 セトモノ、金属製 不　燃

木製、プラスチック製 粗大系

食器乾燥機 粗大系

食器棚 粗大系 ガラス板は不燃ごみへ

白髪染め 紙箱、薬容器、ブラシ 可　燃 びんは不燃ごみへ

真剣（刀） 事前協議 警察に届けること

人工芝 可　燃

人工マット 粗大系

新聞紙 紙　類 紙紐などで結ぶこと

す

水槽 ガラス製 不　燃

プラスチック製 粗大系

水中眼鏡 ガラス製 不　燃

ゴム製部分 可　燃

プラスチック製 粗大系

水筒 ステンレス製 不　燃

プラスチック製 粗大系

水道蛇口 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
炊飯器 粗大系

スーツ 可　燃

スーツケース 粗大系

スキー用品 板、ストック、靴 粗大系

ウェア、グローブ 可　燃

スケート靴 粗大系

スケッチブック 画用紙 可　燃

スコップ プラスチック製、金属製 粗大系

すす（煙突） 不　燃

すずり 不　燃

すだれ 木製、プラスチック製 粗大系

スタンプ台 プラスチック製、金属製 粗大系

スチーマー 粗大系

スチール整理棚 粗大系

ステレオ 大型、ミニコンポ 粗大系

ステンレスパイプ棚 粗大系

ストーブ 粗大系

ストック（杖） 粗大系

ストップウォッチ 粗大系

スノーダンプ 粗大系

すのこ（すだれ） 粗大系

スパイクシューズ 粗大系

スパナ 不　燃

スピーカー 粗大系

スプリングマットレス 粗大系

スプーン プラスチック製 可　燃

金属製 粗大系

すべり台（幼児用） 粗大系

スポンジ 可　燃

ズボンプレッサー 粗大系

ズボン類 可　燃

墨 可　燃

すりこぎ 粗大系

スリッパ ビニール製、ナイロン製、布製 可　燃

すり鉢 不　燃

スロット台 粗大系

せ

生理用品 可　燃

石炭の灰 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
石油ストーブ 粗大系 灯油を取り除くこと

石油風呂温水器 粗大系

石油ポンプ 金属製 粗大系

石鹸 紙箱、包み紙 可　燃

石膏ボード 業者引取

雪駄（せった） ぞうり 可　燃

セトモノ 不　燃

セロハン 可　燃

セロハンテープ台 不　燃

洗顔クリーム プラスチック容器、紙箱 可　燃

線香 紙箱 可　燃

洗剤 計量スプーン、容器 可　燃

洗車ブラシ プラスチック製 粗大系

金属製 不　燃

洗濯かご 可　燃

洗濯機 業者引取

洗濯ネット 可　燃

洗濯ばさみ プラスチック製 可　燃

金属製 粗大系

洗濯ハンガー 可　燃

栓抜き 木製部付き、金属製 粗大系

扇風機 粗大系

洗面器 プラスチック製、金属製 粗大系

洗面台 プラスチック製、金属製 粗大系

陶器製 不　燃

そ

造花 粗大系

双眼鏡 粗大系

雑巾 可　燃

掃除機 粗大系

ぞうり 可　燃

ソーイングボックス 粗大系

ソーラー温水器 粗大系

ソケット 粗大系

ソファー 粗大系

そり 粗大系

そろばん プラスチック製、木製 粗大系

た

体温計 水銀 業者引取
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
体温計 デジタル 粗大系

体重計 粗大系

タイプライター 粗大系

タイヤ 自転車用 粗大系 長さ30cm以下に切断する

バイク用 業者引取

自動車用 業者引取

タイル 不　燃

タオル 可　燃

タオル掛け 木製、プラスチック製 粗大系

竹串 可　燃

竹ぼうき 粗大系

凧 粗大系

畳 粗大系 家庭から出たもの

脱臭剤 可　燃

タッパー容器 可　燃 ガラス容器は不燃ごみへ

建具 戸など 粗大系 板ガラスは不燃ごみへ

タバコ セロハン、紙箱、吸い殻 可　燃

タブレット 粗大系

樽 木製、プラスチック製 粗大系

だるま 粗大系

たわし 亀の子たわし、プラスチック製 可　燃

タンス 粗大系 ガラス部分は不燃ごみへ

ダンベル 粗大系

ダンボール 紙　類 紙紐などで結ぶこと

断熱材 不　燃

ち

地球儀 粗大系

チャイルドシート 粗大系

チェーン 自動車用など 業者引取

茶器 陶器類 不　燃

プラスチック類 可　燃

茶こし 粗大系

チャッカマン 不　燃 ガスは抜き取る

ちゃぶ台 粗大系

茶碗 セトモノ 不　燃

注射器・注射針 業者引取 医療機関等に問い合わせ

超合金立体モデル 粗大系

彫刻刀 粗大系

銚子 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
チョーク 可　燃

チラシ 紙　類 紙紐などで結ぶこと

ちりとり プラスチック製、金属製 粗大系

つ

使い捨てカイロ 可　燃

使い捨てライター ガスが残っているもの 不　燃

ガスが残っていないもの 粗大系

机 木製 粗大系

金属製 粗大系

漬物たる 木製、プラスチック製 粗大系

つぼ セトモノ 不　燃

つまようじ 可　燃

積み木 木製、プラスチック製 粗大系

つり道具 針、おもり、リール 不　燃

浮き、仕掛け、リール袋、テグス 可　燃

竿 粗大系

爪切り 粗大系

て

Ｔ字ひげ剃り 不　燃

Ｔシャツ 可　燃

低周波治療器 粗大系

テーブル 粗大系

テーブルクロス 可　燃

手鏡 不　燃

デジタル血圧計 粗大系

デスクマット 可　燃

デッキチェア 粗大系

デッキブラシ 粗大系

鉄板（焼肉用） 粗大系

テニスラケット 粗大系

手袋 布製、ゴム製、ビニール製 可　燃

テレビ 業者引取 家電リサイクル対象

テレビアンテナ 粗大系

テレビ台 粗大系 ガラス板は不燃ごみへ

テレホンカード 可　燃

天眼鏡 不　燃

電気あんか 粗大系

電気温水器 粗大系 外付けのものは業者引取

電気カーペット 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
電気コード、ケーブル 粗大系

電気スタンド 粗大系 電球は不燃ごみへ

電気バリカン 粗大系

電気毛布 粗大系

電球 不　燃

電子レンジ 粗大系

天体望遠鏡 粗大系

電卓 粗大系

電池 ボタン、ニッカド 業者引取

単1〜5 不　燃

テント 骨組み 粗大系

布 可　燃

電動かんな 粗大系

電動のこぎり 粗大系

電動歯ブラシ 粗大系

電話機 粗大系

電話帳 可　燃

と

ドアノブ 粗大系

投網（とあみ） 不　燃

砥石（といし） 不　燃

トイレコーナー プラスチック製、金属製 粗大系

トイレブラシ 粗大系

トイレ便座 陶器類 不　燃 きれいに洗うこと

その他 粗大系 きれいに洗うこと

陶器 不　燃

道路地図 紙　類

トースター 粗大系

時計 腕時計、置時計、壁掛け時計、
目覚まし時計

粗大系

登山用シューズ 可　燃

戸棚 粗大系 ガラス板は不燃ごみへ

トタン プラスチック製、ブリキ 粗大系 幅80cm×長さ200cm×長さ120cm以下

とっくり 不　燃

ドライバー 粗大系

ドライヤー 粗大系

ドラム缶 家庭系のみ 粗大系 内容物を取り除く

トランプ 紙製、ビニール製、プラスチック製 可　燃

鳥かご 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
塗料容器 金属製 不　燃

プラスチック製 粗大系 中身をしっかり洗浄すること

トレーニング機器 粗大系

トレー類 可　燃

ドレッサー 粗大系

トロフィー 粗大系

とんかち 粗大系

な

ナイフ 不　燃 紙などに包む

長靴 可　燃

流し台 粗大系 幅80cm×長さ200cm×長さ120cm以下

生木 受取不可

鍋 金属製 粗大系

土鍋、耐熱ガラス鍋 不　燃

鍋しき 布製、木製、竹製 粗大系

鍋つかみ 可　燃

鍋焼きうどんアルミ鍋 粗大系

なわとび 可　燃

に

荷造り紐 ビニール、麻 可　燃

ニッパー 粗大系

入浴剤 ビニール袋、
缶ふた（プラスチック）、紙箱

可　燃

缶ふた（金属） 粗大系

人形 粗大系

人形ケース プラスチック製、木片部 粗大系

ガラス部 不　燃

ぬ

ぬいぐるみ 粗大系

縫い針 不　燃 紙などに包む

布、布くず 可　燃

ね

ネームプレート 可　燃

ネクタイ 可　燃

猫砂（猫用トイレの砂） 植物系 可　燃 紙・おからを原料にしているもの

鉱物系 不　燃 ゼオライトを原料にしているもの

ネコ車（一輪車） 粗大系

ねじ 不　燃

ネット 可　燃



ごみ分別辞典ごみ分別辞典

26

品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
寝袋 可　燃

粘着カーぺットクリーナー 粗大系

粘土 不　燃

の

ノート 可　燃

農機具 業者引取

のこぎり 粗大系

糊（のり） 可　燃

のれん 粗大系

は

バーベキューセット 粗大系

パーマ機 粗大系

ハーモニカ 粗大系

灰 不　燃

バイク 業者引取

灰皿 金属製 粗大系

陶器、ガラス製 不　燃

パイプ 金属製、プラスチック製 粗大系

パイプ椅子 粗大系

パイプベット 粗大系

バインダー 粗大系

ハエたたき 粗大系

はかま 可　燃

はかり 粗大系

剥製 受取不可

はけ 木製、プラスチック製 粗大系

バケツ 金属製、プラスチック製 粗大系

はご板 粗大系

ハサミ 不　燃 紙などに包む

箸、箸箱 木製、プラスチック製 可　燃

箸置き プラスチック製、金属製 粗大系

陶器製 不　燃

はしご 金属製、木製、プラスチック製 粗大系

箸たて 木製、プラスチック製 粗大系

バスケット（入れ物） プラスチック製、竹製 粗大系

バスマット 可　燃

パソコン デスクトップ型、ノート型 業者引取 本体、モニター

キーボード、マウス 粗大系 プリンター、スキャナー

はたき プラスチック製、竹製 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
パチンコ台 粗大系

バッテリー 業者引取 自動車整備工場等へ

発電機 業者引取

バット 金属製、木製、プラスチック製 粗大系

発泡ウレタン 可　燃 家庭から出たもの

発泡スチロール 可　燃 家庭から出たもの

バトミントン はね 可　燃

ラケット 粗大系

花台 粗大系

花火 可　燃 未使用は火薬を水に溶かす

歯ブラシ 可　燃

歯磨き粉 チューブ、紙箱 可　燃

刃物 不　燃 真剣は警察へ届出

針 不　燃 紙などに包む

針金 不　燃

ハンガー 金属製、木製、プラスチック製 粗大系

ハンカチ 可　燃

はんこ プラスチック製、象牙、木製 可　燃

飯ごう 粗大系

半紙 可　燃

はんだこて 粗大系

バンド 可　燃

ハンドルカバー 可　燃

ひ

ピアニカ（楽器） 粗大系

ピアノ 業者引取

ヒーター 粗大系

ビー玉 不　燃

ビーチパラソル 粗大系

ひげそり 不　燃 刃は紙類などに包むこと

ビデオ カメラ、デッキ 粗大系

テープ 可　燃

ビニールシート 粗大系

ビニールテーブルクロス 可　燃

ビニール風呂敷 可　燃

ビニールホース 粗大系 30cm以下に切断する

火ばさみ 不　燃

ピンセット 不　燃

びん詰め ふた、栓 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
ピン止め 不　燃

びん類

・回収するびんは、直径3cm

〜12cm程度×長さ3cm

〜40cm程度までです。

・出し方は、キャップを外し、

中身を洗浄してから出し

てください。

・びんの中には、吸い殻など

の異物を絶対に入れない

でください。

・セトモノ及び汚れたびん、

薬品びんなど不燃ごみに

出してください。

油びん 不　燃

育毛剤びん 不　燃

インクびん 不　燃

インスタントコーヒー びん類

牛乳びん びん類

キンカン 不　燃

靴墨ガラスびん 不　燃

健康食品びん びん類

酒びん びん類

塩のびん びん類

ジャム類のびん びん類

調味料のびん びん類

ドリンクのびん びん類

びん詰め びん類

ふりかけびん びん類

哺乳びん 不　燃 耐熱容器のため

ヨーグルトびん びん類

洋酒びん びん類

ワインびん びん類

ワンカップのびん びん類

汚れたびん 不　燃

割れたびん 不　燃

ふ

ファイル プラスチック製、紙製 可　燃 金属部分は外して粗大ごみへ

ファンシーケース 粗大系

ファンヒーター 粗大系 灯油は抜き取ること

風船 可　燃

風鈴 不　燃

プール（幼児用） 粗大系

笛 可　燃

フォーク 金属製 粗大系

プラスチック製 可　燃

服類 可　燃

ふすま 粗大系

ふた プラスチック製、金属製 粗大系

仏壇 粗大系 できるかぎり分解したもの

筆 木製、プラスチック製、竹製 可　燃

筆箱 木製、プラスチック製 可　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
布団（寝具） 粗大系

布団カバー 可　燃

布団乾燥機 粗大系

布団たたき プラスチック製、竹製 粗大系

フライ返し 粗大系

フライパン 粗大系

ブラインド 粗大系

ブラシ 可　燃

プラスチック製飾り物 粗大系

プラモデル 可　燃

フラワーポット 粗大系 土を落としてから

ブランコ（幼児用） 粗大系

プランター 粗大系 土を落としてから

プリンター 一般家庭からのみ 粗大系 会社事務所から出たものは業者引取

風呂（浴槽） 業者引取

風呂のふた 粗大系

ブロック コンクリート、レンガ 不　燃

フロッピーディスク 可　燃

プロテクター 粗大系

文鎮 ガラス製、金属製 不　燃

ブルーシート 袋に入る程度の大きさのもの 可　燃

2m×2m以内で切断したもの 粗大系 大きいサイズのものは細かく切断して持

ち込むこと

農業などで使用したもの 受取不可 産業廃棄物となるため産廃処理業者へ依頼

へ

ヘアアイロン 粗大系

ヘアーカラー 可　燃

ヘアーバンド 布製、プラスチック製 可　燃

ペーパーナイフ 不　燃 紙などに包む

ベット 粗大系

ペットのひも 金属製（チェーン） 不　燃

金属製以外のもの 可　燃

ヘッドホーン 粗大系

ペットボトル 飲料、酒類、醤油 ペットボトル類 ふたを外し、指定袋に入れる

ベットマット 粗大系

ペット用トイレ砂 植物系 可　燃 紙・おからを原料にしているもの

鉱物系 不　燃 ゼオライトを原料にしているもの

ベニヤ板 粗大系

ベビーカー 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
ベビー体重計 粗大系

ベビーバス 粗大系

ベビー用おまる 粗大系

ベビー用品 椅子、布団、ベット、ラック 粗大系

ベルト 可　燃

ヘルメット 粗大系 一般家庭から出たもののみ

ペン 可　燃

ペンチ 不　燃

弁当箱 金属製 粗大系

プラスチック製 可　燃

ほ

ボイラー 家庭用のみ 粗大系 個人で取り外したもの

ホイール（車用） 業者引取

望遠鏡 粗大系

ほうき プラスチック製、竹製、木製 粗大系

芳香剤 プラスチック製 可　燃

ガラス容器、陶器製 不　燃

帽子 可　燃

宝石箱 粗大系

防虫シート 可　燃

包丁 不　燃 紙などに包む

包丁立て プラスチック製、木製 可　燃

金属製 粗大系

包丁磨ぎ 粗大系 研ぎ石は不燃ごみへ

包布（ふとんカバー） 可　燃

ボウル（台所用） プラスチック製、金属製 粗大系

ホース 粗大系 30cm以下に切断する

ポータブルトイレ 粗大系 汚物は取り除くこと

ボードマーカー 可　燃

ホームタンク タンク部 粗大系

台座、柱パイプ 不　燃

ボール（球） テニス、サッカー、バレー 可　燃

ゴム、プラスチックボール 可　燃

ボウリングボール 不　燃

ボールペン 可　燃

ホーロー鍋 不　燃

ポケットコンピューター 粗大系

ポケットベル 粗大系

歩行器 粗大系
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
ポスター 可　燃

補聴器 可　燃

ホッチキス 粗大系

ポット 粗大系

ホットカーペット 粗大系

ホットプレート 粗大系

ボディーブラシ 可　燃

ポリタンク 粗大系 内容物を取り除くこと

ボルト 不　燃

保冷剤 可　燃

本 紙　類

本立て 金属製、プラスチック製、木製 粗大系 ステンレス製は不燃ごみへ

本棚 木製、金属製 粗大系 ステンレス製は不燃ごみへ

ポンチョ 可　燃

ボンド 可　燃

ま

マイク 粗大系 線は30cm以下に切断すること

マグネット 不　燃

枕 可　燃

孫の手 プラスチック製、木製 粗大系

マジックペン 可　燃

まち針 不　燃 紙などに包む

マッチ マッチ、箱 可　燃 未使用は火薬を水に溶かすこと

マットレス（スプリング） 粗大系

マッサージチェア 粗大系 一般家庭から出たもののみ

窓ガラス（板ガラス） 不　燃

窓枠 粗大系 ガラスは不燃ごみへ

窓用エアコン 業者引取 家電リサイクル対象

まな板 木製、プラスチック製 粗大系

魔法びん（ポット） 粗大系

ままごとセット 粗大系 大型のもの以外は可燃ごみへ

豆電球 不　燃

マラカス（楽器） 粗大系

マンガ本 紙　類 紙紐などで結ぶこと

万年筆 可　燃

万歩計 可　燃

み

ミシン 足ふみ式、卓上式 粗大系

水入れ ガラス製、陶器製 不　燃
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考
水入れ プラスチック製 可　燃 容器の大きさが15cm未満

プラスチック製 粗大系 容器の大きさが15cm以上

水枕 可　燃

ミニカー プラスチック製、金属製 粗大系

む

虫かご 金属製 粗大系

プラスチック製、木製 可　燃

蒸し器 木製、アルミ製、ステンレス製 粗大系

虫取り網 可　燃

虫メガネ 不　燃

むしろ 粗大系

め

名刺 紙製、木製、ケース 可　燃

メガネ 粗大系

メガホン 粗大系

メジャー 金属製 不　燃

プラスチック製、ビニール製 可　燃

目玉クリップ プラスチック製、ビニール製、
金属製

粗大系

も

毛布 可　燃

餅つき器 粗大系

モップ 布部分 可　燃

それ以外 粗大系

モデルガン（おもちゃ） 金属製 不　燃

プラスチック製 粗大系

物干し竿 竿、支柱 粗大系

コンクリート台 不　燃

モニター（液晶テレビ） 業者引取 家電リサイクル対象

や

やかん 粗大系

焼き物（陶器類） 不　燃

野球用具 ボール 可　燃

マスク、プロテクター、グローブ 粗大系

ゆ

ゆかた（着物類） 可　燃

湯たんぽ 金属製、プラスチック製 粗大系

湯のみ茶碗、湯呑 不　燃

湯沸し器 家庭用 粗大系 一般家庭から出たもののみ
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品　　　名 部　分　名 区　分 備　　考

ら

ライター 金属製 不　燃 ガスを抜き取ること

プラスチック製 不　燃 バーベキュー用含む

ラジオカセット 粗大系 電池（単1〜単5）は、不燃ごみへ

ラジコンカー 粗大系 電池（単1〜単5）は、不燃ごみへ

ランチジャー（弁当箱） 粗大系

ランドセル 粗大系

ランプ（ガラス製品） 不　燃

り

リコーダー（たてぶえ） 木製 粗大系

リモコン 粗大系 電池（単1～単5）は、不燃ごみへ

リヤカー 粗大系 一般家庭から出たもののみ

リュックサック 布製、皮製、合皮製 可　燃

リンス（石鹸） プラスチック製 可　燃

れ

レインコート 可　燃

レーザーディスク ケース、ディスク 可　燃

プレイヤー 粗大系

レコード ジャケット含む 粗大系

レンジ枠（油飛び防止枠） 不　燃

レンジフードカバー 粗大系

レンズ類 不　燃

冷蔵庫、冷凍庫 業者引取 家電リサイクル対象

レンガ 不　燃

練炭（れんたん） 可　燃

ろ

ロープ 金属ワイヤー 粗大系

金属以外のもの 可　燃 長さ30cm以下に切断する

ローソク 可　燃

ローラースケート 粗大系

ろ過紙（ろ紙） 可　燃

わ

ワープロ 粗大系

ワイシャツ 可　燃

ワイングラス 不　燃

綿（わた） 可　燃

ワッペン 可　燃

椀（わん） 漆器、プラスチック製 可　燃

腕章 可　燃
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